




インターネット



Googleのリンクグラフ



リンクグラフとは

検索エンジンが考える

インターネットのリンクの関係性



有料リンク



すべての有料リンクが

Googleのガイドラインに違反するわけではありません。

広告として購入したリンクでは、そのことを明示する必要があります。

Googleのガイドライン有料リンク

rel =“ nofollow ” 属性を <a> タグに追加する

Robots.txt ファイルでクローラーを排除する
中間ページを経由させる



#1 自作リンク集



#2 マイクロサイト



#3 やらせブログ



#4 ブログ広告



#5 Yahoo! 登録サイト広告



#6 ワードサラダ



#7 オールドドメイン



#8 隠しリンク

noscript



#9 大手ウェブメディア



#10 地方自治体



#11 Yahoo!ディレクトリ



#12 有料ディレクトリー 一括登録



#12 有料ディレクトリー 一括登録



Googleのリンクグラフ



Googleのリンクグラフ



有料リンクを買わない決断をした場合は

現状はビッグワードでの上位表示は

諦めた方がよい

Jim Boykin of We Build Page @ SES London 2010年2月



Google自身が

加速化させた

リンクグラフが

自
ら
の
影
響
力
で

崩
壊
し
つ
つ
あ
る



自分でできるリンク構築



ウィジェット・マーケティング



ペット人間化メーカー



ペット人間化メーカー



ペット人間化メーカー

開設

2010年1月

人間化された
ペットの数

91,332匹

被リンク数

18万2,000件



ツイッターボタン



ツイッターボタン



ツイッターボタン

9,980件

9万3,000件

23万3,000件

65万0,000件

3/20

4/20

5/20

6/20

2010年3月開設後の

被リンク数



ウィジェットマーケティングのコツ



インフォグラフィック



インフォグラフィックとは？

情報データを視覚的に表示すること



2,508ツイート

1,062いいね!

1,583リンク

Google Facts & Fugures by pingdom



ブブゼラ

http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/06/vuvuzela-infographic.jpg�
http://cache.gawkerassets.com/assets/images/4/2010/06/vuvuzela-infographic.jpg�


Mint.com



Mint.com

http://www.mint.com/blog/trends/who-is-paying-taxes/?display=wide�




ツイッターの歴史と現状が一枚の絵でわかるインフォグラフィック

2010年7月1日リリース

476リツイート

276はてブ数

5,270バックリンク

7,020PV
(direct) 2,754
twitter.com 1,035

b.hatena.ne.jp 1,025
google 772

livedoorリーダー 205
hootsuite 135



Twitter’s Meteoric Rise Compared to Facebook

10,200バックリンク

2010年6月27日リリース



コスト

20万円

リサーチ10万円／デザイン5万円／翻訳5万円

PV

英語版 15万円／2万PV = 7.5円／PV

日本語版 15万円／7,000PV = 21.4円／PV

バックリンク

英語版バックリンク 10,200 = 14円／リンク

日本語版バックリンク 5,270 = 28円／リンク



リアルタイムウェブとSEO



ソーシャルメディアの台頭



Googleのリアルタイムウェブ対応



リアルタイム検索のSEO?

フォロワー数

リツイート

いいね!

相互フォロー

フレンド

マイミク



「ウェブ検索は変わらないのでは？」

「ツイッターのリンクはSEOに効果がないのでは？」

そういうレベルの話ではない

ウェブ = リアルタイムウェブの時代



ソーシャルグラフとは

人とモノ/モノとモノの

関係図+人と人との

関係図



ソーシャルプラットフォーマーの野望

ソーシャルプラットフォーマー自身が

人と人に加え、人とモノ、モノとモノをつなげる

Ｇｏｏｇｌｅに真似できないソーシャルグラフを構築

OUT

サイトリンク

ソーシャル
ブックマーク

IN

いいね!

リツイート



Twitter , Facebook , Mixi …
リアルタイムウェブの情報はクローズド

Google vs Real Time Web

Googleの本質的価値が

他社に左右されかねない状況

Google の使命は、世界中の情報を整理し、

世界中の人々がアクセスできて使えるようにすることです。



情報の価値は単なるリンクの数や質ではなく

ソーシャルグラフの文脈の中で

価値を与えられる

リンクグラフから
ソーシャルグラフへ



リアルタイムウェブ時代の
被リンク構築

ウェブは全て

リアルタイム化、ソーシャル化する

検索アルゴリズムを相手にしていた

テクニカルな被リンク構築は

衰退する

SEO, SGO, SMO, 

定義は関係なく、バイラルに拡がる

コンテンツを作れるかが重要

ソーシャルグラフを

意識できるかが重要
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