
ユーザーニーズを追求する 

記事を書く前に潜在ニーズを検討していきます。潜在ニーズとは、自分自身でも意
識できていない深層心理に隠れたニーズであり、ユーザー自身も意識できていない
ものです。そのため、潜在ニーズに明確な答えがあるわけではなく、ユーザーの無
意識に深く眠っているニーズを試行錯誤しながら検討していかなければなりませ
ん。 

ユーザーの無意識に深く眠っているニーズを検討していくというのは、そのキー
ワードで検索するユーザーの本当の願望と、その願望から考えられる具体的に求め
ている情報を探っていく作業です。 

そのための手順をご説明します。 

他のコンテンツを調査する 

ウェブ上で既に公開されているコンテンツを調査することで、ユーザーが置かれて
いる状況の具体的な場面を探る手掛かりになります。コンテンツの調査方法は以下
3つがあります。 

・ヤフー知恵袋等FAQサービスで検索する 
・はてなブックマークで検索する 
・Googleで実際に検索する 

すべての調査を行っていただきたいですが、ヤフー知恵袋等FAQサービスは具体的
なシチュエーションを想像するためには非常に有効な手段ですので、必ずチェック
するようにしましょう。 



「賃貸 初期費用」をヤフー知恵袋で検索すると次のような結果となります。 

検索結果を見ると、これから賃貸の契約をしようとしている人が、家賃10万円の場
合の初期費用がどのくらいになるのかの質問や、不動産業者との接し方に関する質
問が出てきます。この結果から以下のような状況が見えてきます。 

・長期的な検討ではなく、借りる直前である可能性が高い 
・この検索ユーザーは、初めての一人暮らしである可能性が高い 

このように、コンテンツの調査を行うことで、どのようなユーザーがどのような状
況に置かれているかのイメージを膨らませることができます。 

類似キーワードと比較する 

ユーザーが置かれている状況や検索場面を探るために、もう一つ有効な手段があり
ます。それは類似キーワードを見つけ、その違いを比較検討することです。 

類似キーワードと比較することで、一つのキーワードを見ているときよりも、その
検索ユーザーの状況を、よりイメージしやすくなることがあります。以下の例を見
てみましょう。 

キャプション



「リスティング費用」とその類似キーワードの例 

対象キーワード：リスティング費用 
類似キーワード：リスティング予算 

どちらも非常に似たキーワードですが、それぞれのキーワードのユーザーが知りた
いことを比較しながら検討すると以下のように整理できるでしょう。 

リスティング費用 
→リスティングを始める場合、どのくらい費用がかかるのかが知りたい 

リスティング 予算 
→事業の中で、より最適なリスティング広告の予算設定の方法が知りたい 

2つのキーワードを比較すると、「費用」と検索するユーザーはリスティング広告
を実施するかについての検討段階、「予算」と検索するユーザーは既にリスティン
グ広告を実施することは決まっていて、どう運用していくかを検討している段階で
あることが見えてきます。つまり、置かれている状況がまったく違うのです。 

このように、類似キーワードと比較することで、一つのキーワードだけ見ていても
見えてこなかったユーザーの状況が、より鮮明に見えてくることがあります。類似
キーワードを見つけたら、「なぜこちらのキーワードで検索しなかったのだろう
か?」を思考するようにしてください。 

そのキーワードで検索する人の人物像をイメージする 

ここまで進めたら、そのキーワードで検索する人はどのような人なのかを明確にし
ていきます。そのために最初に行うのが、デモグラフィックの設定です。 

コンテンツの調査や、類似キーワードとの比較結果をヒントに、具体的に落とし込
んでいきましょう。 

デモグラフィックとは、人口統計による属性データのこと。顧客データ分析の切り
口のひとつ。特定の商品やサービスの有効なターゲットを探す目的で使われます。 



性別を仮定 
そのキーワードで検索するユーザーの性別を仮定します。 
例えば、「腹筋 割る 方 法」で検索する人はほとんどが男性でしょう。 
一方、「腹筋 くびれ」で検索する人は、ほぼ女性でしょう。 

年齢を仮定 
そのキーワードで検索する人がどれぐらいの年齢層なのかを仮定します。 
例えば、「顔 たるみ」と検索する人は40代の女性が多そうだと想像できます。 

職種(職業)を仮定 
そのキーワードで検索する人は、どういう職業の人が多いのかを仮定します。 
例えば、「ランディングページ」というキーワードで検索する人は、企業のWEB
マーケティングを担当している人と仮定できます。 

所得を仮定 
そのキーワードで検索する人の所得水準を仮定します。 
例えば、「英会話」で検索する人と比べて「英会話 独学」で検索する人は所得水
準が低いと想像できます。 

世帯規模を仮定 
世帯規模を仮定します。例えば、「リスティング費用」と検索する企業は「リスティ
ング予算」と比べると、比較的小さな規模の企業と想像できます。 

学歴を仮定 
学歴を仮定します。例えば、「大学受験 勉強法」で調べる人は、大半が高校生で
あることが分かります。 

住所を仮定 
最後に住所を仮定します。細かく設定する必要はありません。東京近郊、大阪近
郊、 愛知近郊、福岡近郊、北海道近郊程度で推測しましょう。 



そのキーワードで検索する人のペルソナを作る 

次に、ペルソナを作成します。デモグラフィックで設定した人が、具体的にどのよ
うなシチュエーションで、どのような願望を持ち、どのような解決策を求めて、今
なぜそのキーワードで検索しているかを具体化 していきます。 

ペルソナとは・・・ 企業が提供する製品・サービスにとって、もっとも重要で象
徴的なユーザーモデル。コンテンツライティングにおいては、あるキーワードで検
索する人が、どのような趣味や価値観を持って毎日を送っているのかを一人の人物
像に落とし込むことを言います。 

そのキーワードで検索する人は・・・ 

・どのようなライフスタイルを送っているユーザーなのか  
・どのような思考の傾向を持っているユーザーか  
・どのような悩み/ストレスを抱えているか 
・どのような願望を持っているか  
・そして、何がきっかけで、何が知りたくて、そのキーワードで検索しているのか 

をイメージしていきましょう。 一つ一つのキーワードでここまで突き詰められて
いると、そのキーワードで検索するユーザーが「具体的にどのような情報を求めて
いるか」が見えてきます。 

「沖縄 シュノーケル」のデモグラフィックとペルソナの例 

デモグラフィック 
性別：男性 
年齢：37歳 
職業：会社員 
所得：500万円 
世帯規模：既婚、子供あり 
学歴：大学卒 
住所：東京近郊 



ペルソナ 
新たな発見ができる旅行は学生時代から好きだった。 しかし社会人になり、忙し
さと社会という荒波にもまれ、疲れや所得の少なさから、旅行から遠ざかってし
まっていた。また、結婚して子供が生まれたから、子供を中心に遊びにいくことが
多くなったため、旅行らしい旅行もしなくなっていた。 

しかし、ここ数年は仕事も波に乗り収入も安定し、さらに子供も小学生になり、あ
る程度一緒に遊ぶことができるようになってきた。そのため、子供も一緒に改めて
旅行をしたいと思い始めていた。 

そんな中で、昔バリ旅行の際にアクティビティとして行ったシュノーケルが、想像
以上に楽しかったことを思い出から、また楽しみたいと思うようになった。 

次に連休をとれた際には、思い切って旅行に行って、きれいな海でシュノーケルを
楽しみたい。 

パラオ、セブ島、サイパン、バリ等といろいろ調べてみて、期待は広がっているが、
子供もいることだし、まずは国内で検討しようという思いに至った。 

そこで、沖縄はどうなんだろう、と気になり「沖縄 シュノーケル」というキー
ワードで調べた。 

検索ユーザーの本当の願望を言葉にする 

ペルソナまで作ることで、その検索ユーザーが本当に求めている願望、具体的にど
のようなコンテンツを 求めているのかが見えてきます。 

「沖縄シュノーケル」を例に、シンプルなユーザーニーズと、これまでのプロセス
で見えてきたその人の本当の願望、求められるコンテンツは以下のようにイメージ
することができます。 

「沖縄 シュノーケル」のシンプルなユーザーニーズ(顕在ニーズ) 
→沖縄でどんなシュノーケリングスポットがあるかを知りたい 



「沖縄 シュノーケル」と検索する人の本当の願望と具体的に求める情報(潜在ニー
ズ) 
→将来に渡って思い出として残るような素晴らしい旅行体験がしたい 
実際にどんな景色でどれくらい綺麗なのか実際の写真で疑似体験がしたい 
魚がたくさんいて、珊瑚がいきいきしている知る人ぞ知る穴場スポットが知りたい 

「沖縄シュノーケル」と検索する人は、「将来に渡って思い出として残るような素
晴らしい旅行体験がしたい」という願望を持ち、その手段として沖縄でシュノーケ
リングすることを検討しているということが 想像できます。 

このような方が求める具体的な情報としては、沖縄でシュノーケリングできる穴場
スポットの紹介や、そのスポットを疑似体験できるような写真のコンテンツが考え
られます。 

同様のプロセスでユーザーの願望を検討すると、どのようなキーワードであって
も、検索ユーザーの本当 の願望と具体的に求める情報をイメージすることができ
ます。 

「離婚 慰謝料 相場」というキーワードを例にすると、以下のような願望と、具体
的に求める情報が見えてきます。 

「離婚 慰謝料相場」のシンプルなユーザーニーズ 
→離婚した場合の慰謝料がどのくらいか相場が知りたい 

「離婚 慰謝料 相場」と検索する人の本当の願望と具体的に求める情報(潜在ニーズ) 
→離婚危機にあるが、将来が心配。安心できる将来設計をしたい 
自分の場合、慰謝料をもらえるのかもらえないのか、はっきりしたい 
少しでも多くの慰謝料をもらうコツが知りたい 

「離婚 慰謝料 相場」と検索する人は、離婚危機の中、安心できる将来設計をした
いという願望を持ち、その手がかりとして相場を知りたいと思っているということ
が想像できます。 

このような方が求める具体的な情報としては、慰謝料がもらえるのかどうかの情報
や、慰謝料を多くもらうための方法が考えられます。 



ユーザーが読み終えたときのゴールを設定する 

ユーザーのニーズを深く掘り下げることで、検索ユーザーの本当の願望と、具体的
に求める情報が見えてきました。ここからは、その検索ユーザーに対して、どのよ
うなコンテンツを提供していくかを明確にしていきます。そのために最初に行うの
が、コンテンツのゴールを設定することです。 

・その検索ユーザーにとって「最高の結果」とはなにか  
・ユーザーはこのコンテンツを読み終えたら何ができるようになっているのか 
を検討し、制作するコンテンツが目指すものを明確にします。 

コンテンツのゴールを明確にすることで、このコンテンツをなんのために書き進め
るかが明確になり、具体的に書くべきことが明確になります。また、ゴールを設定
し、そのゴールに向けて一貫してコンテンツを提供していくことで、ユーザーの読
む目的が明確になり、モチベーション高く読み進めてもらえるようになります。以
下の例を参考に、必ず設定するようにしましょう。 

「沖縄 シュノーケル」のコンテンツのゴール例 
知る人ぞ知る沖縄のシュノーケリングスポットの穴場を紹介し、そのスポットの魅
力を知ってもらい、このコンテンツを読み終えたときには、どこの沖縄のシュノー
ケリングスポット に行くかを決めることができる。 

「離婚 慰謝料相場」のコンテンツのゴール例 
離婚した場合に、その検索ユーザーがもらえるおおよその金額がわかり、 さら
に、慰謝料を多くもらうための行動を実践できるようになる。 

ポイントは、太線部分です。ゴールはユーザーの行動に結びつくことを意識してく
ださい。「沖縄のシュノーケリングについて参考にしてもらえる」では不足してい
ます。参考になるレベルの情報は、世の中にたくさんあります。 

当然、行動に落とし込めるレベルのコンテンツを作る方が、より多くの労力がかか
りますが、より高いゴールを設定することでコンテンツの内容が研ぎ澄まされ、
ユーザーに喜ばれるコンテンツになるのです。 



提供できる価値を探る 

ユーザーニーズの追求によって、検索ユーザーの願望と検索ユーザーが具体的に求
めている情報が見え、 コンテンツが目指すものが明確になりました。 

しかし、いくらコンテンツが目指すものが明確になっても、そのための内容を用意
できなければコンテン ツは制作できません。 

そのため、次に、コンテンツのゴールに向けて、この検索ユーザーに提供できる価
値を模索する作業を行っていきます。見えてきたユーザーの願望に対して、自分た
ちにどのような情報を届けることができるのかを 検討していきます。 

コンテンツの価値4分類を理解し出来ることを探る 

提供できるコンテンツの価値の方向性は、以下の4つに分類されます。 

・どこよりも丁寧で具体的な情報 
・先手を打った情報 
・期待以上の効果を もたらす情報 
・より本質的な情報 

この4分類は、これまで多くのコンテンツを制作してきた経験から導き出した分類
です。コンテンツを制作していく上で、追求していく価値の方向性はこの4パター
ン以外にありません。一つずつ見ていきましょう。 

どこよりも丁寧で具体的な情報(コンテンツの作り方で生み出す価値) 

ユーザーが調べていることに対して、ユーザーが感動するレベルまでコンテンツを
丁寧、且つ具体的に整 理して情報を提供していくパターンです。 

検索ユーザー「沖縄 シュノーケル」の例 
沖縄のシュノーケリングスポットすべてを取り上げ、スポット毎の珊瑚、魚の写真
をすべて 用意し、ユーザーがこのコンテンツを見れば疑似体験できる情報の提供 

検索ユーザー「離婚 慰謝料相場」の例 
ケース別のざっくりとした相場感だけでなく、自分がどの程度もらえるのかを判断
できるレ ベルの状況別の詳細な相場感を伝える情報 



先手を打った情報(コンテンツの作り方で生み出す価値) 

ユーザーが今後知りたいと思うであろう情報を先回りして提供していくパターンで
す。 

検索ユーザー「沖縄 シュノーケル」の例 
それぞれのスポットの、シーズン別の混雑状況や具体的な予約方法 

検索ユーザー「離婚 慰謝料相場」の例 
慰謝料を多くもらうために日々行っておくべき習慣等の情報 

期待以上の効果をもたらす情報(コンテンツの内容で生み出す価値) 

ユーザーの期待を大きく超えるレベルで効果をもたらす方法を、情報として提供し
ていくパターンです。 

検索ユーザー「沖縄シュノーケル」の例 
ユーザーの思い出として一生記憶に残る穴場スポットの紹介 

検索ユーザー「離婚 慰謝料 相場」の例 
ちょっとした行動で慰謝料を10倍もらえる具体的な方法の紹介 

より本質的な情報(コンテンツの内容で生み出す価値) 

このパターンは、ユーザーの本当の願望に対して、調べている内容が適切ではない
と考えられる場合に有効なパターンです。 

例えば、「ダイエット運動なし」というキーワードでユーザーが調べていること
は、「運動しないでダイエットする方法」と考えられますが、そのユーザーの本当
の願望は「ダイエットを成功させて綺麗になりたい」ということでしょう。もし、
本当の願望に対して、調べている内容が不適切だと考えられる場合は、より本当の
願望への意識をフォーカスし、ユーザーに喜ばれる情報を追求していきます。 

検索ユーザー「ダイエット運動なし」の例 

少ない運動量で、きれいな体を手にする正しい習慣 お肌のことも考えて、行って
おくべき簡単な運動習慣を紹介する情報 



ユーザーに提供していく価値の追求の方向性は、この4パターンです。この4パター
ンを理解し、見えてきたユーザーの願望に対して、自分たちにどのような情報を届
けることができるのかを検討していきましょう。 

4つすべての価値を生み出すコンテンツを追求できるに越したことはありません
が、最低でも1つを選び、 いずれかの方向性で価値を作っていく意識を持ちましょ
う。 

「主張・理由・証拠・具体例」の軸で整理する 

届ける情報の方向性が明確になったら、この情報を整理します。 
「主張・理由・証拠・具体例」の軸で整理していきましょう。 

キーワード「沖縄 シュノーケル」で穴場スポットを紹介するコンテンツを制作す
る場合は、以下のように整理していくこととなります。 

「沖縄 シュノーケル」の例 

主張 
沖縄でシュノーケリングをするなら迷わず紹介する5つのスポットから選ぶべき 

理由 
5つである理由: 20箇所以上のスポットを経験した筆者にとって、忘れられない5ス
ポットだから 

証拠 
5つのスポットをおすすめする理由:専門誌「○○」において「地元の人が選ぶ好きな
海岸ランキング」においても5つすべてがランクインしている 

具体例 
それぞれのスポットでどのような魚や珊瑚が見られるかの一例 

キーワード「沖縄シュノーケル」の提供する価値の方向性によっては、以下のよう
な整理にすることも考えられます。 



「沖縄 シュノーケル」の例 

主張 
・魚のキレイさを優先するならこの3つのスポットから選ぶべき 
・珊瑚のめずらしさを優先するならこの2つのスポットから選ぶべき 
・海のキレイさならこの2つのスポットから選ぶべき 

理由 
スポットごとに魅力ポイントが違いすぎるため、まずは優先するものを選ぶべきで
あるため。 

証拠 
なし 

具体例 
それぞれのスポットでどのような魚や珊瑚が見られるかの一例 

このように、ユーザーの願望、コンテンツのゴールを意識し、持っている情報をど
う形にしていくかを「主張」「理由」「証拠」「具体例」の軸で整理していきましょ
う。 
もし、まだ手元に提供できる材料がなければ、この4つの軸を意識して、集められ
るだけ情報を集めていきましょう。 

※「主張」と「理由」は必須要素です。理由を説明した上で、納得してもらえそう
かどうかを判断し、 納得感が薄いと感じる場合に「証拠」と「具体例」を用意し
ましょう。 

仮タイトルとアウトラインを作成する 

アウトラインとは、コンテンツのあらすじのことです。このアウトラインは、その
ままコンテンツの目次にもなっていくものです。 

いきなりコンテンツを書き出してしまうと、どこから説明していくべきか見失って
しまうことがあります。また、アウトラインをしっかり用意しておけば、コンテン
ツの制作は、アウトラインに沿って穴埋めしていくような作業になりますので、短
い時間でライティングを進めることができます。 



前頁で整理した「主張・理由・証拠・具体例」をどのような順番で伝えていくかを
具体的に決定していきます。 

コンテンツのゴールを意識して仮タイトルを付ける 

アウトラインを作る段階で、タイトルの設定はこだわる必要はありません。タイト
ルは重要ですので、改めて見直します。この段階では、シンプルに設定したゴール
が達成できることを伝えるタイトルを仮に置いておきましょう。 

「沖縄シュノーケル」の仮タイトル例 

知る人ぞ知る沖縄のシュノーケリングスポットの穴場を紹介|行きたいシュノーケ
リングスポットが見つかる 

「離婚 慰謝料相場」の仮タイトル例 

離婚した場合の慰謝料の相場と慰謝料を多くもらうための具体的な方法 

「主張・理由・証拠・具体例」を目次化する 

どのようなアウトラインになっているべきかに答えはありません。考えるべきこと
は一つだけです。「どのような流れで説明していけば、コンテンツのゴールを達成
してもらえるだろうか。」を検討し組み立てていきます。 

参考にいくつかのパターンをご紹介します。 

主張・理由・証拠・具体例の要素のまま見出しを作るパターン 

【仮タイトル】 成果を最大化するWordPressデザイン 

【仮書き出し】 Webデザインで必要なのは見栄えではなく、成果の上がるデザイ
ン そのデザインはどんなものかご紹介する 

【本文】 

1. 成果の出るWebデザインとは? 
主張※本文内に主張の詳細 



2. コンバージョン率が上がるデザイン 
2-1. 成果を見込み客のメールリストの獲得にすべき理由  
2-2.成果をソーシャルメディアのファン獲得にすべき理由 

※本文内に理由の内容 
具体例・証拠 

3. 成果を最大化するWordPressデザイン事例 
具体例 
※本文内に主張の詳細 

4. まとめ 
整理した、主張、理由、証拠、具体例をそのまま目次に落とし込むパターンです。 
上記の例では、主張と理由、具体例が目次として設定され、証拠は、理由の本文部
分で伝えていきます。重要な一つの主張を伝える場合に、利用しやすいパターンで
す。 

主張・理由・証拠・具体例を連続させるパターン 

【仮タイトル】 ランディングページのコンバージョン率を5倍にする5つの方法 

【仮書き出し】 ちょっとした部分を改善するだけで、コンバージョン率は改善す
る 実施すべき5つの方法を紹介する 

【本文】 
1. 社会的証明(ソーシャルプルーフ)を追加する 

主張 ※本文内に理由と具体例 

2. 欲求を刺激するキャッチコピーに変更する 
主張 
※本文内に理由と具体例 

3. ランディングページ誘導前に見込み客を教育する 
主張 
※本文内に理由と具体例 



4. トラフィックの流入元を把握する 
主張 
※本文内に理由と具体例 

5.お申し込みボタンを赤、または緑に変える 
主張 
※本文内に理由と具体例 

6. まとめ 
複数の主張を並列で目次化し、その主張の理由や具体例を、それぞれの本文で伝え
ていくパターンです。 
「リスティングをする前に知っておくべき7つのこと」 
「北海道に行ったら必ず立ち寄るべき5つのラーメン屋」等、複数の主張を並列で
行う場合に、利用しやすいパターンです。 

書き出しで理由・証拠・具体例を伝え本文の目次がすべて主張になるパターン 

【仮タイトル】 SEOでアクセスを倍増させるための具体策 

※書き出し内に 主張・理由・証拠・具体例 

【仮書き出し】 良質なコンテンツを作っていくべき。なぜなら、そうすれば必ず
結果がでるからこれから紹介する方法を行なえば、これだけの成果が上げられる 
例えばこんなデータがあるその方法を紹介する 

【本文】 
1. トップページに設定するキーワードを決める 
2. カテゴリーページに設定するキーワードを決める  
3. ロングテールキーワードを調べる 
4. 記事ページからコンテンツを作る 

※本文内に主張の詳細 

5. まとめ 
本文に入る前の書き出し部分で、一通りの主張、理由、証拠、具体例を提示して、
本文は主張のみで構成するパターンです。 
「確定申告を簡単に済ます9ステップ」「Wordpressをインストールする手順」等、 



主張を手順で伝える場合に、利用しやすいパターンです。 

この3つのパターンを参考に、コンテンツのゴールを達成してもらうために適切な
構成を検討しましょう。大きな一つの主張と小さな複数の主張がある場合は、これ
らのパターンを組み合わせながら構成していくことも有効です。 

ここまで丁寧に準備してから、実際のコンテンツ制作に入ります。制作までの手間
が多いと思われるかもしれませんが、ここまでの作業をしっかり行うことで、良質
なコンテンツを作ることができます。また、無計画にコンテンツ制作に入ってしま
うと、途中でつまづいてしまうことも多くあります。 
しっかり計画することで、実際の制作時間も少なく済むようになるのです。


