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【著作権について】 
このレポートは著作権法で保護されている著作物です。 
 
このレポートの著作権は馬場 博に属します。 
 
著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段におい

ても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 
 
このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。 
著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行

う権利を有します。 
 
 
【その他】 
このレポートの作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情

報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を

負わないことをご了承願います。 
 
このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著

者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願

います。 
 
 
【推奨環境】 
このレポートに記載されている URL はクリックできます。 
できない場合は最新の AdobeReader を下記のページより 
ダウンロードしてください。（無料） 
http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 
 
 

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html
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名前は 「まーちゃん」 こと 「馬場 博」 と申します。人相は写真の通り

です。 

まずは、私の自己紹介から。 
 

 
出身地 は岐阜県ですが。現在は横浜に在住しています。 
趣味はカラオケ、パソコン、写真、お酒を飲むこと 
実績はパソコン歴がかれこれ３０年以上ありますが、ネットビジネスは数年ぐ

らいです。 
 
経歴は 
 
大学を卒業後、某エンジニアリング会社で電気エンジニアとして２６年、日

本国内および海外のあちこちで活躍 
 
その後、アメリカの大学で日本語教師１年 
 
帰国後、留学関係の会社でパソコンとにらめっこしながら、余暇を使ってネ

ットビジネスをしています。 
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0.  はじめに 
 
横浜在住の馬場博と申します。 
 
スタイルシートが SEO 対策に役に立つのをご存知ですか。 
 
通常ホームページは HTML と言う言語を使って作成しますが、HTML の

みでホームページを作成していると、そのページが素晴らしければ素晴ら

しいほど HTML のコードは複雑で理解しがたいものとなってきます。 
 
SEO の観点から言うと、この複雑で理解しがたいということがとても問題と 
なってきます。 
 
HTML のコードが複雑になるとそこに訪れる検索エンジンのロボットが 
そのコードを正しく理解しにくくなり、結果として検索エンジンの評価が 
下がるのです。 
 
検索エンジンの評価を上げるには、検索エンジンのロボットにとって分かり

やすいページを作成することがとても重要なのです。 
 
HTML のみを使って分かりやすいページを作ろうとするのは容易ではあり

ません。そこで役に立つのが「スタイルシート（CSS）」なのです。 
 
HTML はホームページの構造を定義するものですが、スタイルシートはホ

ームページのレイアウト（見ばえ）を定義するためのものなのです。 
 
 
スタイルシートを外部ファイルとし、ホームページのレイアウト（見ばえ）を 
スタイルシートに依存させることによって HTML 内のコードがとてもすっき

りとして分かりやすいものとなります。 
 
このことが検索エンジンのロボットに対してとても有効で、結果として SEO
対策となるのです。 
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今後、スタイルシートを使わずに HTML のみで作成されている分かりづら

いホームページは検索エンジンの評価がどんどん下がっていくので要注

意です。 
 
 
スタイルシートを完璧にマスターすることは無理としても、少なくともテーブ

ルを使ってレイアウトを行うようなことは止めて、そこだけはスタイルシートを

使っていけるようここに簡単に説明します。 
 
 

1. HTML のみのホームページ 
 
下記のような簡単なホームページを作るとします。 
 

サイトの説明 
 

ヘッダー画像 
本文―１ 
 
説明文 
 

説明画像 

本文―２ 
 

Copy Right 
 
 
上記のHTMLをテーブルを使って作成すると、下記の様になります。実際

は文字の色やサイズを変えたり、見ばえをよくするために色々すればする

ほどさらに複雑になります。 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
<CENTER> 

<TABLE border="1" width="400" cellspacing="1"> 

  <TBODY> 
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    <TR> 

      <TD colspan="2" align="center">サイトの説明</TD> 

    </TR> 

    <TR> 

      <TD colspan="2" align="center">ヘッダー画像<BR> 

      </TD> 

    </TR> 

    <TR> 

      <TD colspan="2">本文―１<BR> 

      </TD> 

    </TR> 

    <TR> 

      <TD>説明文<BR> 

      </TD> 

      <TD align="center" valign="top">説明画像</TD> 

    </TR> 

    <TR> 

      <TD colspan="2">本文―２ 

      </TD> 

    </TR> 

    <TR> 

      <TD colspan="2" align="center">Copy   Right</TD> 

    </TR> 

  </TBODY> 

</TABLE> 

</CENTER> 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. スタイルシートを利用したホームページ 
 
これをスタイルシートを利用すると下記の様にすっきりとします。 
人間にとってもロボットにとっても見やすくなります。ここからさらに 
見ばえを変えたとしても HTML 自体はほとんど変更ありません。 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
<div class="page-zentai"> 

<div class="saito-setumei">サイトの説明</div> 

<div class="header">ヘッダー画像</div> 

<div class="honbun-1">本文―１</div> 

<div class="setumei">説明 

  <div class="setumei-left">説明文</div> 

  <div class="setumei-right">説明画像</div> 

</div> 

<div class="honbun-2">本文―２</div> 

<div class="copy">Copy Right</div> 

</div> 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

3. スタイルシートの導入 
 
外部スタイルシートを導入するためには HTML の上部<head>～

</head>の中に下記の様にスタイルシートの型式宣言と外部スタイルシー

トの URL を記載する必要があります。 
 
通常変更するのは「href="main.css" 」の「" "」の内容のみです。 
 
 
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"> 
<LINK rel="stylesheet" href="main.css" type="text/css"> 
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4. ホームページのレイアウト 
効率よくスタイルシートを作成するには、まず、ホームページ全体のレイア

ウトを下記のようなブロックに分けます。そして、各ブロックに名前をつけま

す。 
 
body 
 
page-zentai 
saito-setumei 

サイトの説明 
header 

ヘッダー画像 
 
honbun-1 
本文―１ 
 
setumei 
 
setumei-left setumei-right 
説明文 

 
説明画像 

 
 
honbun-2 
本文―２ 
 
copy 

Copy Right 
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この各ブロックの仕様（見ばえ）を外部スタイルシートを使って規定します。 
 
よく使われるブロックは<div class=””>～</div>で形成します。 
 
例：<div class=” page-zentai”>～</div> 
 
つまり、「page-zentai」というブロックの仕様が外部スタイルシートの 
「page-zentai」というところに規定されているのです。 
 
 

5. スタイルシートサンプル 
一番簡単なスタイルシートのサンプルを作ってみました。同じく HTML の

サンプルも作りました。下記 URL をクリックするとサイトがご覧いただけます。

ほとんど何も記載の無いホームページですがスタイルシートの効果が確認

できます。 
 
http://www.warmheart21.com./goodnews/free-report/css-kaisetu/ 
 
 
スタイルシートのサンプル 
--------------------------------------------------------- 
body { 
 background:#dcdcdc; 
 padding:0; 
 margin:0; 
 text-align:center; 
 
} 
.page-zentai{ 
 border:1px solid #777; 
 background:#fff; 
 width:780px; 

http://www.warmheart21.com./goodnews/free-report/css-kaisetu/
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 font-size:16px; 
 color:#333; 
 text-align:center; 
 margin:0 auto; 
} 
 
.saito-setumei{ 
 font-size:14px; 
 text-align:center; 
} 
.header{ 
 background : url(header.gif) no-repeat center top; 
 height:240px; 
} 
 
.honbun-1{ 
 width:760px; 
 background:#ffff99; 
 padding:5px 
 text-align:left; 
 font-size:16px; 
} 
.setumei{ 
 padding:10px 0 10px 0; 
 hight:150px; 
} 
 
.setumei-left{ 
 width:360px; 
 float:left; 
 padding:5px 
 text-align:left; 
 font-size:16px; 
} 
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.setumei-right{ 
 width:420px; 
 padding:5px 
 float:right; 
 text-align:center 
 
} 
.honbun-2{ 
 clear:both; 
 width:760px; 
 background:#ffff99; 
 padding:5px; 
 text-align:left; 
 font-size:16px; 
} 
 
.copy{ 
 width:760px; 
 background : url(banner.gif) no-repeat left top; 
 height:20px; 
 border-top:1px solid #666; 
 color:#ffffff; 
 padding:7px 0 0 0; 
 text-align:center; 
} 
 
HTML のサンプル 
--------------------------------------------------------- 
<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE></TITLE> 

<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=Shift_JIS"> 

<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"> 

<LINK rel="stylesheet" href="main.css" type="text/css"> 
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</HEAD> 

<BODY> 

<div class="page-zentai"> 

<div class="saito-setumei">サイトの説明</div> 

<div class="header">ヘッダー画像</div> 

<div class="honbun-1">本文―１<BR> 

<BR> 

</div> 

<div class="setumei"> 

  <div class="setumei-left">説明文<BR> 

</div> 

  <div class="setumei-right"><IMG src="baba.gif" width="100" 

height="130" border="0" align="right">説明画像</div> 

</div> 

<div class="honbun-2">本文―２<BR> 

<BR> 

</div> 

<div class="copy">Copy Right</div> 

</div> 

</BODY> 

</HTML> 
 
 
上記 HTML で色々試してみたい方は関連資料をダウンロードできますの

で試してみてください。 
 
http://www.warmheart21.com./goodnews/free-report/css-kaisetu.ex
e 
 

http://www.warmheart21.com./goodnews/free-report/css-kaisetu.exe
http://www.warmheart21.com./goodnews/free-report/css-kaisetu.exe
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6. スタイルシート解説 
body { 
 background:#dcdcdc; 
 margin:0; 
 padding:0; 
 text-align:center; 
 
} 
 
感覚的に分かるように、ホームページ全体の見ばえの設定をしています。 
 
Background:背景色です。 
Margin:： 他の要素からの距離を設定しています。 
padding:： body 内の外枠からの距離を設定しています。 
text-align：内部配置（右･左･中央）を設定しています。 
 
.page-zentai{ 
 border:1px solid #777; 
 background:#fff; 
 width:780px; 
 font-size:16px; 
 color:#333; 
 text-align:center; 
 margin:0 auto; 
} 
 
ホームページの一番外のボックスの仕様を設定しています。 
 
各ボックスの仕様は「.」＋「ボックス名（class 名）」の後ろの｛ と 
｝ の間に「；」で区切って記載します。 
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.header{ 
 background : url(header.gif) no-repeat center top; 
 height:240px; 
} 
header の背景に「header.gif」を指定しています。 
背景ですから。この部分に文字が自由に記載できます。 
 
 
.setumei{ 
 padding:10px 0 10px 0; 
 hight:150px; 
} 
 
.setumei-left{ 
 width:360px; 
 float:left; 
 padding:5px 
 text-align:left; 
 font-size:16px; 
} 
 
.setumei-right{ 
 width:420px; 
 padding:5px 
 float:right; 
 text-align:center 
 
} 
 
「 setumei 」 と い う ボ ッ ク ス の 中 に 、 「 float: 」 と い う コ マ ン ド で 、 左 に

「setumei-left」右に「setumei-right」を配置しています。この方法はよく

使いますのでマスターして欲しいですね 
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.honbun-2{ 
 clear:both; 
 width:760px; 
 background:#ffff99; 
 padding:5px; 
 text-align:left; 
 font-size:16px; 
} 
 
「setumei」というボックスの中の、「float:」というコマンドを「clear:both;」で 
リセットしています。これもよく使います。 
 
 
その他の、スタイルシートの詳しい説明は下記をご覧ください。 
http://www.tohoho-web.com/css/index.htm 
 
 
ここでお伝えしたいのは、スタイルシートそのものの作り方ではなくて、 
SEO にはスタイルシートが重要な要素ですよということと、スタイルシートは

それほど難しいものではありませんよということです。 
 
ご理解いただけましたでしょうか。 
 
まだ、スタイルシートは初めてだという方は。できればこの際少しでも 
練習してみてはいかがでしょうか。 
 
練習の仕方としては、新たに本を買って一から始めるのではなく 
例えば、今回ご紹介した内容を一つ一つ調べて理解していく方法が 
お勧めです。 
 
分からないことがありましたら、下記までお問い合わせください。 
できる限りご返事いたします。 
 
連絡先        goodnews@warmheart21.com 
 

http://www.tohoho-web.com/css/index.htm
mailto:goodnews@warmheart21.com
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7. 適応例 
 
下記のホームページはこのスタイルシートを利用して作成しています。 
参考にしてください。 
 
http://www.warmheart21.com/goodnews/shouzai-review/ 
 

8. 最後に 
 
ここまで読んでいただきありがとうございます。大切なのは、インタネットは

巨大な市場です。でも待っていても誰もどこからも来ることはありません。そ

の手段、きっかけをいかにたくさん持てるかが鍵になってきます。 
 
私の実績に基づき記載しましたが、ここに書いたことが最良と思っているわ

けではありません。この「まーちゃんの「スタイルシート で SEO 対策」」が

あなたのお役に立てればと思っています。 
 

http://www.warmheart21.com/goodnews/shouzai-review/
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9. 無料レポート 
-------------------------------------------------  
最近私が作成した無料レポートです。 
きっと、お役に立ちます。 
------------------------------------------------- 
 
最近私が作成した無料レポートです。 
 
◆SEO 対策のバイブル的マニュアル 2009/3/1 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47039&rf_mb_cd=11681 
 
◆負けない SEO 対策応用編 2009/3/3 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47125&rf_mb_cd=11681 
 
◆ネットビジネスのバイブル的マニュアル 2009/3/5 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47202&rf_mb_cd=11681 
 
◆グーグルアドセンスのバイブル的マニュアル 2009/3/6 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681 
 
◆5 万のつもりが１００万に 2009/3/8 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47335&rf_mb_cd=11681 
 
◆もう情報商材は買わないでください。 2009/3/20 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47671&rf_mb_cd=11681 
 
◆オールドドメインの取得の仕方 2009/3/21 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47703&rf_mb_cd=11681  
 
◆音声ファイルの作り方 2009/3/22 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47725&rf_mb_cd=11681   
 
◆あて先無し、不達メール抽出法 2009/3/27 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47039&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47125&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47202&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47257&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47335&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47671&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47703&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47725&rf_mb_cd=11681
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http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47884&rf_mb_cd=11681 
 
◆「アドセンス」を一瞬で「楽天」に変更する方法 2009/3/28 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681  
 
◆「私が「稼ぐための無料レポート作成解説書」を買った理由」です。 

2009/3/29 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681 
 
◆私が「ネットビジネス」を始めた経緯（体験談） 2009/4/2 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681 
 
◆FFFTP の設定バックアップ・他のパソコンへの設定移植  2009/4/7 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681  
 
◆Outlook Express データ完全バックアップ・他のパソコンへの設定移植 
2009/4/9 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681 
 
◆アドセンス無料メールセミナー 2009/4/11 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681 
 
◆どこでもキャプチャー  2009/4/16 
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681 
 
◆永久に利用できる申込フォームの作り方 
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/ 
 
◆ヤフージャパン サイトマップ登録 
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/ 
 

10. 自宅セミナー ・ GoodNews 塾 
自宅セミナーとか GoodNews 塾とかも随時開催しています。 
とても好評です。沢山の参加者がいます。 

http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47884&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=47941&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48003&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48167&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48240&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48303&rf_mb_cd=11681
http://www.free-book.jp/report.php?rp_cd=48434&rf_mb_cd=11681
http://www.gekizou.biz/1000004/3536/
http://www.gekizou.biz/1000661/3536/
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