


＊1 上位表示の確率（ページポテンシャル）とは、今回のキーワードでGoogle検索した結果の1ページ目（1～10位）

に表示されている各ページ（サイト）の評価との比較で、貴社の対象ページの上位表示の可能性を表示しています。

ページポテンシャルが低く、上位表示の可能性が低い場合はキーワード変更を含めて再検討して下さい。なお、ページ

ポテンシャルは予測値ですので、上位表示の確率が高くても上位表示を保証するものではありません。あらかじめご了

承ください。 

＊2 インデックス数とは、Googleで認識されているサイト全体のページ数です。 

＊3 テーマ性とは、サイト全体でキーワードに対して書かれているページの割合です。 

＊4 キャッシュ日とは、 Googleがページをクロールした際にGoogleのサーバー内にページを存した日です。 

（データ取得日：0000年00月00日） 



文字量 

 

 

 

 

キーワードの使い方 

キーワードの出現率と 

出現位置 

 

 

 

 

 

 

 

サイトテーマ 

上位ページの文字数の最適値（中央値）は0000文字以上となっているため、現在

の文字数（0000文字）では少なすぎます。できる限り文章を増やして、最適値に

近づけてください。なお、alt、title属性などのブラウザで表示されない箇所では

なく、ブラウザで可視化できる文章を追加してください。 

 

「サンプル」の理想個数は00-00個(現在00個)です。できるだけ以下のバランス

でページ内に理想個数の「サンプル」を出現させてください。 

◎ページ上部＝00-00個に調整してください。(現在00個) 

◎ページ中部＝下部と合わせて00-00個に調整必要。(現在00個/計00個) 

◎ページ下部＝中部と合わせて00-00個に調整必要。(現在00個/計00個) 

なお、SEOを意識するあまり、日本語的におかしな文章にならないようにしてく

ださい。総文字数に問題がある場合はまずそちらに対応した後に修正してくださ

い。 

 

キーワード「アメリカ旅行」に対して、ウェブサイト全体のテーマ性が低い

(00％)ので、00％以上になるようにしてください。サイトテーマを高めるために

は、ダミーダミーダミーダミーダミー 

「文字量」「キーワードの使い方」を改善する方法として、関連検索キーワードと競合他社の構成単語を活用すると便

利で効果的です。「2-1-2. 検索時の関連ワード（関連検索キーワード）」「2-1-3. 競合他社の構成単語」を参考にし

てください。 

赤色指示：順位に大きく影響します。必ず改善してください。 

緑色指示：順位にそれなりに影響します。可能な限り改善してください。 

青色指示：順位にはあまり影響しませんが、改善したほうがよい内容です。  



サイトインデックス数 

 

 

 

 

サイトマップ 

 

 

ページ読み込み時間 

 

 

 

imgタグ 

 

 

ドメインエイジ 

 

 

Facebook 

 

 

はてなブックマーク 

 

 

インデックス数が少な過ぎます（00ページ）。上位サイトの00％以上は0000ペー

ジ以上です。ページ数は継続的に増やしてください。ページ数と順位には強い相

関関係があります。ページ数を継続的に増やすことで上位表示の可能性が高まり

ます。 

 

ダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダ

ミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーです 

 

ページ読み込み時間は00.00秒です。現状問題ありませんが、ページ表示速度はラ

ンキングへの影響のほか、顧客満足度にも大きく影響する要素ですのでできる限

り改善を行ってください。 

 

ダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダ

ミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーです 

 

ダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダ

ミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーです 

 

ダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダ

ミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーです 

 

ダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダ

ミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダミーです 

 



「アメリカ旅行」で検索したユーザーが、どのようなキーワードと組み合わせて検索しているかを表したものです。

この関連検索ワードに関する内容を多く含むページコンテンツにすることで検索エンジン評価がアップします。少な

くとも2ワード以上の関連検索ワードに関するコンテンツをページ内に追加してください。その際、単に関連検索

ワードを既存の文中に含ませるのではなく、関連検索ワードに関する新たな段落を作成（追加）しましょう。すでに

2ワード以上のコンテンツがある場合は、可能であればさらに追加してください。文章の追加作成には「2-1-3. 競合

他社の構成単語」も活用すると便利です。 

Google YAHOO! JAPAN 



構成ワード         競合ページ個数              貴社ページ個数  

ラスベガス    11 (2サイト)    3  

情報     3 (2サイト)     4  

スケジュール    3 (2サイト)     0  

泊日     4 (2サイト)     0  

アメリカ    11 (2サイト)    10  

ツアー     3 (2サイト)     1  

ショー     2 (2サイト)     0  

大自然     2 (2サイト)     0  

写真    1 (2サイト)     3  

記事    2 (2サイト)    0  

人気    1 (1サイト)     1  

おすすめ観光スポット口コミ    1 (1サイト)     0  

公衆送信等    1 (1サイト)    0  

旅行グッズ    1 (1サイト)    0 

「アメリカ旅行」の検索結果ページの1ページ目に表示されている競合他社のページ（サイト）の単語構成と、貴社

の対象ページの単語構成を比較したものです。検索エンジンは、キーワードに関連する単語（共起語や関連語）を適

切に使用した内容の濃い文章を評価します。上位表示されている競合他社のページの単語構成を参考にして、対象

ページの内容を充実させてください。ただし、決してコピー＆ペーストなどはせず、オリジナルの文章としてくださ

い。 



現在のソース 

 

<meta name="description" content="ダ

ミーです"> 

 

<link rel="canonical" 

href="http://damiy/em-ltd.jp/dammy" /> 

 

 

 

 

<h1>ダミーダミー</h1> 

 

 

<h2>ダミーダミーダミーダミーダミーダ

ミーダミーダミー</h2>  

 

<h3>ダミーダミーダミーダミーダミーダ

ミーダミーダミー</h3>  

 

改善内容 

 

文字数が少なすぎます(現在00文字)。00～00文字に設定し

てください。 

 

canonical属性によるURLの正規化が指定されています。検

索エンジンはcanonical属性で指定しているURLをインデッ

クスの登録対象にしますので、意図しないURLがインデッ

クスされている場合等はURLが正しいものに設定されてい

るかどうか確認してください。  

 

現在の文字数(00文字)でも問題ありませんが、可能であれ

ば00～00文字に設定してください。 

 

文字数が多過ぎます(現在00文字)。00～00文字に設定して

ください。   

 

H3タグが00個あります。1ページ内にH3タグは00個以下

にしてください。 

 

赤色指示：順位に大きく影響します。必ず改善してください。 

緑色指示：順位にそれなりに影響します。可能な限り改善してください。 

青色指示：順位にはあまり影響しませんが、改善したほうがよい内容です。  



現在のソース 

 

<li><a href="http://dammy.em-ltd.jp/">

ダミー</a></li> 

 

 

 

<div><img src="img/dammyimg.gif" 

alt="ダミーダミーダミーダミーダミーダミー

ダミーダミー方" width="000" 

height="000"></div>  

 

<a href="http://em-ltd.sample.com" 

target="_blank" class="00">ダミーです

</a> 

 

<a href="http://em-ltd.sample.com" 

target="_blank" class="00">ダミーです

</a> 

 

<a href="http://em-ltd.sample.com" 

target="_blank" class="00">ダミーです

</a> 

改善内容 

 

「ダミー」はアンカーテキストとして最適ではありません。

アンカーテキストは、ああああああああああああああああ

あああすることでユーザビリティーの向上とサイト内リン

ク強化につながります。 

 

alt属性の文字数が多過ぎます(現在00文字)。00～00文字

になるようにしてください。 

 

 

 

サイト外への同一URLのリンク数が多すぎます(00個)。00

個以下になるようにリンクを削除してください。 

 

 

ダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダ

ミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダ

ミーですダミーですダミーですダミーです 

 

ダミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダ

ミーですダミーですダミーですダミーですダミーですダ

ミーですダミーですダミーですダミーです 

 



タイトル／URL  テーマ近似度 リンクの有無 アンカーの種類 アンカーテキスト      アドバイス 

 

ダミータイトルダミータイトル   95   あり  テキスト   アメリカ  アドバイスアドバイスアドバイス

http://sample.em-ltd.jp                                            アドバイスアドバイスアドバイス 

                                                                                                                                                                アドバイスアドバイスアドバイス 

 

ダミータイトルダミータイトル   88   あり  画像   アメリカ  アドバイスアドバイスアドバイス

http://sample.em-ltd.jp                                            アドバイスアドバイスアドバイス 

                                                                                                                                                                アドバイスアドバイスアドバイス 

 

ダミータイトルダミータイトル   79   あり  テキスト   米国  アドバイスアドバイスアドバイス

http://sample.em-ltd.jp                                            アドバイスアドバイスアドバイス 

                                                                                                                                                                アドバイスアドバイスアドバイス 

 

ダミータイトルダミータイトル   72   あり  テキスト   アメリカ  アドバイスアドバイスアドバイス

http://sample.em-ltd.jp                                            アドバイスアドバイスアドバイス 

                                                                                                                                                                アドバイスアドバイスアドバイス 

 

ダミータイトルダミータイトル   70   あり  画像   旅行  アドバイスアドバイスアドバイス

http://sample.em-ltd.jp                                            アドバイスアドバイスアドバイス 

                                                                                                                                                                アドバイスアドバイスアドバイス 

 

ダミータイトルダミータイトル   68   あり  テキスト   アメリカ  アドバイスアドバイスアドバイス

http://sample.em-ltd.jp                                            アドバイスアドバイスアドバイス 

                                                                                                                                                                アドバイスアドバイスアドバイス 

「アメリカ旅行」の近似度の高いサイト内ページの一覧です。サイト内リンクは重要です。リストアップされたペー

ジから対象ページヘのリンクを効率的に設定することで対象ページのSEO対策を強化できます。 



  ページタイトル   URL   順位 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           15 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           19 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           25 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           － 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           － 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           － 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           － 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           － 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           － 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           － 

 

ダミータイトルダミータイトル ...  http://sample.em-ltd.jp/sample1/           － 

「アメリカ旅行」をキーワードにチューニングする場合のおすすめのページを優先度順にリストアップしました。

「アメリカ旅行」との複合や、類似したキーワードでこれらのページにもSEO対策を施し対象ページと効果的にリン

クさせると上位表示が期待できるのに加え、サイト全体のテーマ性も高まります。なお、今回の対象ページよりも

「アメリカ旅行」での表示順位が高い場合は、そちらのページに変更することも選択肢の1つです。 


