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検索エンジンに関わる最新ニュースをご紹介いたします。 

日付 タイトル 概要 詳細 

12/1 

検索結果に表示されるスニペットの文
字数増加 

検索結果に表示されるスニペットの文字数を増やしたこと
をGoogleの広報担当がコメントしました。 

- 

https://searchengineland.com/google-officially-increases-length-snippets-search-results-
287596 

12/6 

医療や健康に関連する検索結果の改善
について 

日本語における医療・健康に関する検索の評価方法をアッ
プデートしたとアナウンスしました。医療・健康に関連す
る検索のおよそ60%に影響するようです。 P05 

https://webmaster-ja.googleblog.com/2017/12/for-more-reliable-health-search.html 

12/13 

検索エンジン最適化（SEO）スター
ター ガイドを改訂 

Googleが検索エンジン最適化（SEO）スターター ガイド
を改訂しました。制作したサイトがGoogleの検索結果に表
示されるようにするために最低限意識すべき基礎的な項目
がまとめられています。 

- 

https://webmaster-ja.googleblog.com/2017/12/a-revamped-seo-starter-guide.html 

12/14 

新しいSearch Consoleのベータ版の
リリース時期について 

検索アナリティクスで取得できるデータが12か月分（元々
3か月分）になる新しいSearch Consoleのベータ版のリ
リース時期が2018年になるとコメントしました。 - 

https://twitter.com/googlewmc/status/941237965627551744 

12/19 

モバイルファーストインデックスに向
けてサイトを準備するためのヒント 

モバイルファーストインデックスに向けて準備すべき項目
を紹介しています。 P06 

https://webmaster-ja.googleblog.com/2017/12/getting-your-site-ready-for-mobile.html 

12/19 
構造化データを検証するツール公開 Googleが構造化データを検証するツールを公開しました。 

P07 

https://webmasters.googleblog.com/2017/12/rich-results-tester.html 

12/20 
12月中旬の変動 

12月中旬に中規模なランキングの変動がありました。海外
の業者関係者の中ではこの変動を「Maccabeesアップデー
ト（Google非公式）」と呼んでいます。それに対して
GoogleのDanny Sullivan氏はtwitter上で特定のアップ
デートは行っていないと言及しています。 

- 

https://twitter.com/dannysullivan/status/943612494928535552 

12/28 

ブログのアクセスランキングで振り返
る2017年 

2017年にウェブマスター向け公式ブログでセッションが
多かったトピックスをランキング形式で案内しています。 - 

https://webmaster-ja.googleblog.com/2017/12/thanks2017.html 
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Googleは日本語における医療・健康に関する検索の評価方法をアップ

デートしたと、Googleウェブマスターブログ上でアナウンスしました。 

今月のトピックス01 

アップデートの概要 

医療・健康に関する検索結果の改善に特化した日本独自のアップデートです。

医療従事者や専門家、医療機関等が提供するような信頼性が高く有益なコンテ

ンツを有しているサイトが上位に表示されやすくすることを意図しています。 

影響範囲 

Googleウェブマスターブログ上では、医療・健康に関連する検索のおよそ 

60%に影響すると言及しています。 

 

検索結果の変化を見ると、専門家でない人間が書いたと推測される記事を有す

るアフィリエイトサイトやメディアサイトが順位下落傾向にあり、病院、製薬

会社などの医療機関や公共機関のサイトが順位上昇傾向にあるようです。 

順位下落しないために押さえておくべきポイント 

下記のポイントを意識しましょう。 

 

・信頼性が高く有益なコンテンツを提供する 

専門家でない人間ではなく、医療従事者や医療機関などが書いた情報を発信しま

しょう。もちろん、他サイトのコンテンツの流用は厳禁です。 

 

・一般のユーザーからもわかりやすい内容にする 

専門用語は多用せず、一般のユーザーでもわかる検索クエリであること、サイトに

訪問させることを考慮した内容にしましょう。Search Consoleの検索アナリティ

クスを使って、一般のユーザーがどのようなキーワードを検索してサイトに訪れて

いるかを確認してみると良いでしょう。 
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Googleはモバイルファーストインデックスに向けて準備すべき項目を紹

介しています。なお、レスポンシブウェブデザインを採用しているサイト

や動的な配信を行っているサイトに、本件の準備を行う必要はありません。 今月のトピックス02 

モバイルファーストインデックスに向けて準備すべきこと 

下記6つの項目について、事前に確認しておきましょう。 

 

・PC版とモバイル版のサイトのコンテンツを揃える 

高品質で重要なコンテンツを揃え、テキスト、画像（alt 属性を設定）、動画な

どを通常のクロールやインデックス登録が可能な形式にします。 

 

・モバイル版のサイトも構造化データで設置する 

インデックス登録やユーザーが使いやすい検索機能を実現するため、PC版だけ

でなくモバイル版のサイトも構造化データで設置します。 

 

・PC版とモバイル版のサイトのメタデータを揃える 

タイトル、メタ ディスクリプションなどは、全ページにおいてモバイル版と 

PC 版とで揃えます。 

 

・アノテーションの設定はそのまま 

モバイル版とPC版をリンクするための既存のrel=canonical要素（モバイル版

に設置）とrel=alternate要素（PC版に設置）はそのまま設置します。 

 

・hreflangの設定を確認する 

モバイル用URLは対応するモバイル用URLに対して設定します。 

 

・サーバーの容量を確認する 

別々のURLで構築している場合、モバイルファーストインデックスの導入に伴

うGooglebotのクロール増加に対して、サーバーが対応できるだけの容量があ

ることを確認します。 
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Googleが構造化データを検証するツールを公開しました。現在、サポー

トされているのは、求人、レシピ、コース、映画のみとなります。 

今月のトピックス03 

名称の統一 

リッチスニペット、リッチカード、エンリッチリザルトと、構造化データを用

いた検索結果の表示形式は今後、「リッチリザルト (rich results)」と名称を統

一することを今回の公開に際し、言及しました。 

リッチリザルトテストの活用方法 

活用方法はシンプルで下記の検索窓に対象となるURLを入れてテストを行うだ

けです。対象のURLがリッチリザルトの対象になっているかの有無が数秒で確

認できます。 

▼https://search.google.com/test/rich-results 
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Webマーケティングに関わるイベントやセミナーなどお役立ち情報をご紹介いたします。 

Web担当者Forumミーティング 2018春 

2018年2月28日（水） 

未定 

ベルサール汐留 

Nikkei BP ITイベント 2018 

2018年2月20日（火）～21日（水） 

ザ・プリンスパークタワー東京 

http://expo.nikkeibp.co.jp/cloud/2018/exhibition/ 

コンテンツマーケティングジャパン2018 

2018年2月13日（火）～14日（水）10:00～17:30 

東京ビッグサイト 

http://contentmarketingjapan.com/ 

販売ワールド 2018春 

2018年1月24日（水）～26日（金）10:00～18:00 

幕張メッセ 

http://www.sp-world.jp/spring/ 

デジタルマーケティングカンファレンス2018 

2018年1月26日（金）11:30～16:10 

宣伝会議セミナールーム 

https://www.sendenkaigi.com/event/digital-marketing2018/ 
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2017年12月の検索ランキングに関するサマリーコメント 

Googleの検索ランキング変動率の推移（2017/12/1～2017/12/31） 

今月は、12月６日付近、15日付近、26日付近にアルゴリズムの変動がありました。12月6日付近

は医療や健康に関連する検索クエリに対する日本独自のアップデートがあり、アフィリエイトサ

イトや医療機関のサイトのランキングに影響しました。 

 

12月15日付近、12月26日付近に関して特定のアップデートを行ったというアナウンスはありま

せん。モバイルファーストインデックスが徐々に導入されている影響も考えられますが、Google

のDanny Sullivan氏が言及するとおり、あくまで日々行われるアルゴリズム調整の一環で変動が

起こっていると考えられます。 

※変動率に使用したデータ： 
上位表示される難易度に応じ、フルスピードが独自に選定しモニタリングしているビッグキーワード・ミドルキーワード・ス
モール／複合キーワードの数千キーワードのデータを使用、独自の計算に基づき算出しています。 
Googleの公式発表ではありませんのでご注意ください。 

グラフの項目 
全体 弊社で観測している様々なキーワードも含む市場全体の順位変動傾向 
フルスピード 弊社で対策を実施しているキーワードの順位変動傾向 
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Yahoo! JAPANで検索されたキーワードの週間ランキングをご紹介します。 

 

12月は年末の「紅白歌合戦」に関連するキーワード、「年賀状 2018 無料」「郵便番号」など年末

年始に送る「年賀状」に関連するキーワードが多く検索されています。12月のイベント「クリスマス」

に関連するキーワードの検索も伸びているはずですが、上位20位内にはランクインしなかったようで

す。 

2017年12月4日～

2017年12月10日 

2017年12月11日～

2017年12月17日 

2017年12月18日～

2017年12月24日 

2017年12月25日～

2017年12月31日 

参照元：「 Yahoo!検索データ」  https://searchranking.yahoo.co.jp/ 
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Yahoo! JAPAN 2018年1月の検索トレンド予想 

Yahoo! JAPAN が1月に検索数の上昇が予想されるキーワードを公開しました。一部抜粋し、ご紹介し

ます。1月は「お正月」「成人式」に関するキーワードに検索ニーズが集まるほか、「バレンタイン」

「ひな人形」など2月以降のイベントに関する検索にニーズが集まることが予想されます。 

参照元：「 Yahoo!プロモーション広告」  https://promotionalads.yahoo.co.jp/online/kw_jan2018.html 

お正月関連 

お正月 お年玉 鏡開き 正月太り 

ニューイヤー駅伝2018 箱根駅伝2018 大学駅伝 全国女子駅伝 

福袋 福袋 大きいサイズ 福袋 中身 レディース 福袋 

        

成人式関連       

振袖 成人式 成人式 着物 レンタル 成人式 スーツ 成人式 髪型 

パーティードレス 成人式 成人式 メイク 成人式 ネイル 成人式 お祝い 

        

バレンタイン関連       

バレンタイン チョコレート バレンタイン バレンタイン 手作り バレンタイン 手作り 簡単 

バレンタイン プレゼント バレンタイン ケーキ 義理チョコ 友チョコ 

ポチ袋 お年玉 相場 福袋 おすすめ 初売り 

        

ひな人形関連       

ひな祭り ひな人形 おひなさま ひな祭り イラスト 

ウィンタースポーツ関連       

スノーボード 初心者 キッズ スノーボード スキーセット レディース スノーボード3点セット 

メンズスノーボードウェア スキーウェアレディース 子供 スキーウェア キッズ スキーウェア 

冬のファッション関連       

デニムコート ファー コート プードルコート ラビットファー コート 

ラムレザー ジャケット テーラードジャケット メンズ 
ツイードジャケット レディー

ス 
ツイード ジャケット レディー

ス 
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Yahoo! JAPAN 「Yahoo!検索大賞2017」 

Yahoo! JAPAN が「Yahoo!検索大賞2017」を発表しました。「Yahoo!検索大賞2017」は、 2017年1

月1日～2017年11月1日までの「Yahoo!検索」のデータをもとに、前年と比べて検索が急上昇した人

物、作品、製品を選出し、表彰するイベントです。 

参照元：「 Yahoo!検索大賞2017」  https://searchaward.yahoo.co.jp/ 

【パーソンカテゴリー】 
 

 大賞        ：ブルゾンちえみさん 
 アイドル部門賞   ：欅坂46さん  
 アスリート部門賞  ：アン・シネさん 
 お笑い芸人部門賞  ：ブルゾンちえみさん 
 作家部門賞     ：カズオ・イシグロさん 
 女優部門賞     ：吉岡里帆さん 
 声優部門賞     ：諏訪部順一さん 
 俳優部門賞     ：高橋一生さん 
 ミュージシャン部門賞：安室奈美恵さん 
 モデル部門賞    ：泉里香さん 
 スペシャル部門賞  ：藤井聡太さん／永野芽郁さん 
 
 
【カルチャーカテゴリー】 
 

 アニメ部門賞    ：けものフレンズ 
 映画部門賞     ：美女と野獣 
 ゲーム部門賞    ：ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて 
 小説部門賞     ：夫のちんぽが入らない 
 ドラマ部門賞    ：コード・ブルー ―ドクターヘリ緊急救命― 
 流行語部門賞    ：忖度 
 
  
【プロダクトカテゴリー】 
 

 飲料部門賞     ：爽健美茶 
 お取り寄せ部門賞  ：ルタオ チーズケーキ 
 家電部門賞     ：Nintendo Switch 
 クルマ部門賞    ：ハリアー 
 コスメ部門賞    ：OPERA リップティント 
 食品部門賞     ：乃が美 「生」食パン 
 スイーツ部門賞   ：治一郎のバウムクーヘン 
 
 
【ローカルカテゴリー】 
 

 各都道府県ごとに注目を集めた人物、作品、製品を選出しています。※以下抜粋 
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