
HOW TO IMPROVE SEARCH RANKING

【完全版】

リライトで劇的改善！

SEOの検索上位表示を

目指す方法



リライトしないと徐々に順位が下がる

みなさんの中には記事を制作してそのままと言う方も多いのではないのでしょうか。

作成した記事をリライトしないでそのままにしておくことで

さまざまなデメリットが生じます。

01　検索順位・クリック数が下がる

02　情報が古くなってしまう



リライトの重要性・メリット

リライトの重要性や、メリットは以下の通りです。

検索順位の向上 情報が新鮮に保たれる クリック率の向上

Googleからの再評価に繋がり

検索順位が向上することが

あります。

古くなった情報を
更新することで、記事の情報を新鮮に

保つことができます。

タイトルを
ユーザーにとって魅力的にするとク

リック率が向上します。



リライトのよくある悩み

リライト記事の

選定方法

KPI測定って

どうやってするの？

効果検証の方法は？

新規記事と

リライトする記事は

どんな配分が良いの？
社内でリライトする体制は

どうやって作るの？



リライトの流れ

FLOW



リライトの流れ

STEP STEP STEP STEP STEP

01 02 03 04 05

現状の順位分析 リライトする

記事の選定
リライトの実施 効果測定記事キーワードの

検索意図の洗い出し



1. 検索順位・CTRから分析

2. 表示回数・CTRから分析

3. 公開してから1か月以上経過

4. 競合が強すぎないキーワード

5. 検索順位が伸び悩んでいる記事

リライトする記事は？



CTR

検索
順位

検索順位・CTRから分析

タイトル・
ディスクリプションの変更

→クリックしてもらえるかが重要

CVRの向上
→十分ユーザーがサイトに訪れているので

CVを上げるようにする

更新頻度をあげて
検索順位の向上

検索順位を上げるための
施策

→内部・外部SEO対策



　・ページの内容がわかりやすく伝わるような
　　タイトル・ディスクリプション

　・ユーザーのペルソナを意識する

表示回数・CTRから分析

CTR表示回数

多
低

　・リライトで記事の内容を見直し、
　　情報を追加する

　・タイトル、ディスクリプションはそのまま

CTR表示回数

少

高



公開してから1ヶ月以上経過している記事は

情報が古くなってしまっている可能性があります。

また、弊社で運営している記事でも平均して1ヶ月ほど経過すると

検索順位が下がってしまう傾向がありました。

業界によりますが、大体公開してから1ヶ月程度経過したら

記事をリライトすることでサイト全体の新鮮度を保つことができます。

公開してから１ヶ月以上経過



どんなにリライトを頑張ったとしても、

検索上位に表示されている競合サイトが

強い場合には検索上位を取ることが難しくなってきます。

実際に検索した際に企業が運営しているサイトが

表示される場合には競合が強いと判断して良いでしょう。

逆に、個人サイトばかりが上位表示されている

キーワードの難易度はそこまで高くないと判断できます。

競合が強い例

競合が強すぎないキーワード



重要なキーワードの中で、検索順位がなかなか上がらない記事をリライトするようにしましょう。

1つの指標として、検索順位が6〜20位前後の記事をリライトするようにしてください。

一般的に検索上位5位までのクリック率は高い傾向にあります。

6〜20位の記事はあと少しで検索結果の 1ページ目に表示され、

クリック率が高い順位に乗ることができます。

出典：https://backlinko.com/google-ctr-stats

検索順位が伸び悩んでいる記事



リライトする記事の優先度の付け方

HOW TO



自社のサービスを販売している際には、CVしてもらえる記事の検索順位を上げることが重要です。

リライトに成功して、検索順位が向上することで自社の直接的な売り上げに繋がります。

CV見込みが多いキーワードとしては「Doクエリ」や「Buyクエリ」がおすすめです。

Knowクエリ

CVの見込みが多いもの

◯◯を知りたい

Goクエリ

◯◯に行きたい

Doクエリ

◯◯したい

Buyクエリ

◯◯を買いたい



検索順位が16位～30位の記事

検索順位が2〜15位のものは

積極的にリライトするようにしましょう。

タイトル・メタディスクリプションの変更で

大幅なアクセスアップが期待できます。

逆に検索順位が低いと、リライトする箇所が

多くなってしまい工数もかかるので、

15位以上のものを優先的にリライトすれば

効果がでやすくなります。

検索順位が2位～15位の記事

検索順位が30位より低い記事

記事制作が多いもの

優先順位 高

優先順位 中

優先順位 低



リライトする際のポイント

POINT



  ユーザーが40代主婦の場合に、

「主婦が実践している時短レシピを調査」

  といったコンテンツを追加する

コンテンツの質が上がることで、

検索エンジンからの評価が上がります。

他の競合にはない独自のコンテンツを入れることで、コンテ

ンツの質を上げることができます。

独自コンテンツの例

‥独自調査の結果・セミナー開催・ホワイトペーパーなどの資料

※ 注意点　独自性のあるコンテンツは、ユーザーにとって不自然ではない内容にしましょう。

  ユーザーが40代主婦なのに、

「20代人気のアイドルを調査」

  といったコンテンツを追加する

オリジナルコンテンツを入れる

✕ 

○ 



E-A-Tとは、Googleによる「良いコンテンツとは何か」を定める評価指針の一つで

以下の要素をコンテンツで示すことが重要になってきます。

専門性
(Expertise)

専門的な知識・スキル・経験に
基づいたコンテンツかどうか

権威性
(Authoritativeness)

情報発信している人の
評判が高いかどうか

信頼性
(Trustworthiness)

情報が信頼できるかどうか

EATを意識する



すでに検索上位にあるコンテンツは

Googleがユーザーのニーズを満たしていると判断した記事になります。

競合の記事にある情報を入れることで検索ニーズを捉えた記事を作ることができるでしょう。

記事内に既にある要素の中に、含めるべきキーワードが入れられそうであれば、

その箇所へのキーワード追加・表現の言い換えのみの変更で済むこともあります。

記事内に入れられそうな箇所がない場合、要素として足りていない可能性が高いので、

コンテンツを追加する必要があります。

競合にある情報は入れるようにする



対象の記事と関連性が高いページとの内部リンクを設置することで、

クローラービリティーの向上に繋がります。

またユーザーにとっても自分に関連のある情報を知ることができるので、

ユーザビリティーの向上にも繋がります。

クローラーとユーザーのために、関連性の高いページどうしで

内部リンクを設置するようにしましょう。

関連のある記事への内部リンクを設定する



Web上にはない情報を入れるために、書籍の利用もおすすめです。

もちろんコピペはダメですが、

ある程度ご自身で情報を整理してコンテンツに入れるようにしましょう。

同じジャンルの書籍をいくつか購入することで

重複している内容があると思います。

そのような内容は特に重要だと判断できるので、

積極的にコンテンツに入れるようにしましょう。

書籍の利用もおすすめ



検索しているユーザーの悩みを解決できるようにしましょう。

何か調べているユーザーは何かしらの悩みを持っています。

ユーザーの悩みを解決できる記事はGoogleからの評価も上がります。

検索しているユーザーがどんな悩みを持っているのかを明確にしましょう。

（ユーザーの悩みを知るのに役に立つサイト）

　　yahoo!知恵袋

　　教えて!goo

ユーザーの悩みを満たすようにする

https://chiebukuro.yahoo.co.jp/
https://oshiete.goo.ne.jp/


やってはいけないリライト例

EXAMPLE



ユーザーにとって余分な情報は追加しないようにしましょう。

例えばダイエット方法を紹介している記事で、食事方法や運動方法まで紹介するとします。

そうすると、情報量が多くなってしまうのでユーザーにとって読みにくい記事となってしまいます。

この場合、「ダイエット中の食事方法」「ダイエット中の運動方法」を別の記事で作成して、

内部リンクを設置するようにしましょう。

情報量が無駄に多い長文記事は、直帰率や離脱率を高めてしまい、

結果的に評価を下げてしまいます。

内部リンクを上手く活用してユーザーが見やすいようにまとめましょう。

余分の情報を追加する



すでに別の記事で紹介している情報を追加してしまうのはやめてください。

別の記事で紹介している情報を再度紹介することは重複コンテンツと見なされるので、

Googleからの評価が下がってしまいます。

内部リンクを活用して、必要な情報を紹介している記事

へ遷移できるようにしましょう。

重複コンテンツの追加



リライト後の効果測定の方法・その施策

AFTER



サーチコンソールやGoogleアナリティクスを使って順位や流入数を確認します。

効果測定をするべき項目は以下の 5つです。

効果測定項目 役に立つツール

検索順位 ・サーチコンソール
・Rank Tracker
・GRC

流入経路 Google アナリティクス

直帰率 Google アナリティクス

コンバージョンしたユーザーの流入経路 Google アナリティクス

コンバージョンに繋がったページ Google アナリティクス

効果測定方法



効果測定ができたら、結果によって実施する施策が異なってきます。

順位が上がった場合 順位が下がった場合

さらに順位を上げるためにはどうしたらいいのか

CTRを高める施策を取る

（タイトル・メタディスクリプションの変更）

どうして下がったかの分析

本当に検索意図を見たせているのか？

情報に抜け漏れがないか？

効果測定後の施策



リライトの成功事例

SUCCESS



1,483 

ハウスクリーニング企業様_リライト例

・現状100以下の圏外キーワード

順位

圏外  １カ月後 5位  437 
（239.36％増）

１カ月後

PV

対象記事

実施内容

・自社に不足していた競合の見出しのうち、検索意図を満たすものを追加 
 
・アンケート調査を実施 
（※過去の利用経験者はどの観点でサービスを選んだか） 
 

・調査結果のオリジナル画像追加



1,105 

大手シャンプー製造メーカー様_リライト例

・評価定まらず10位前後で停滞していたキーワード

順位

10位  1位  182 
（507.14％増）

PV

・関連する4記事から当記事へ内部リンク設置 
 
・関連記事への内部発リンクを適切な見出しに設置

※強調スニペットへ掲載！

対象記事

実施内容



アフィリエイトメディア_リライト例

・サイトへ流入しているが、CVがほぼ発生しないアフィリエイト商標記事

当サイトから各商品サイトへの遷移数

432クリック   578 クリック  

実施内容

・自社で弱みをカバーする商材を訴求し、各商品サイトへの遷移数改善 
 
・リード文の最後に紹介している商品のデメリットである、高額さを紹介 
 
・高額さをカバーする安価な他商材を文脈に併せて紹介 

対象記事



（254.72％増）

188クリック  

ハウスクリーニングメディア_リライト例

・UI/UXに課題のある記事

順位

04:59  07:35  53クリック 

クリック数

対象記事

実施内容
・ヒートマップでユーザー注目度が高い見出しを抽出 
 
・ユーザーの注目度の高いコンテンツを最上部へ移管

（52.15％増）



SEOの課題が

解決できない時は

フラップネクストに相談を！

CONTACT US



ご支援の内容

ゴール設定

ユーザーニーズ分析

キーワード調査

競合分析

サイト制作

構成制作

記事制作

CV導線設計

外部リンク獲得

効果検証

リライト

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

トラックを増やすだけでなく、お客様の事業戦略・マーケティング戦略に合わせた適切なゴール設定を行い、

施策の目的を明確化します。

ユーザーが思える悩み (ニーズ )や商品購入に至るまでの行動を分析し、より効果を生む施策の立案につなげます。

ユーザーニーズに基づいて検索ワードを継続的に洗い出し、その中でどのようなテーマの記事を制作すべきか精査します。

洗い出したキーワードにおいてどのようなサイトが検索エンジンで上位表示されているかを分析し、

競合よりも優れた記事の企画・制作方法を検討します。

ユーザーや訴求したいイメージに合ったデザインとキーワード調査に基づいたサイト設計により、オウンドメディアを制作します。

記事ごとのフォーマットや見出しレベルでの記事の流れを制作します。

制作した構成に沿って、適切な UIに整えた記事を制作します。

オウンドメディアにユーザーを集めるだけでなく、成果につなげるために、サービスサイトへの導線や CVまでの導線を設計します。

SNSや他サイトへの掲載などにより、制作した記事を拡散して被リンクを獲得することで、 SEO評価の向上につなげます。

設定したゴールから逆算した KPIモニタリングを行い、結果に応じて適切な施策設計を行います。

効果検証の結果を基に記事のリライト・更新を行い、さらなる自然検索流入の増加を図ります。



ご相談から支援の流れ

▼ キーワードリストサンプル01

02

03

04

05

軸キーワードの
洗い出し

サジェストキーワー
ドの拡張

重複精査

優先順位付け

キーワードの
パターン分け

競合サイトや自社サイトの流入キーワードを参
考に、軸となるビッグキーワード・ミドルキー
ワードを網羅的に洗い出します。

分類した軸キーワードのサジェストキーワード
を洗い出します。

同じ検索意図のキーワードをグルーピングし
て、カニパリ(重複)を防ぎます。

検索数・上位表示難易度・記事制作コストの観
点から、キーワードを優先順位付けします。

検索意図の違いによって、キーワードパターン
を細分化します。



ご相談から支援の流れ

01 形式の確定
・Googleの検索結果1-10位のサイトとQ&Aサイトを閲覧し、
　検索ニーズと記事形式を把握します。

・記事形式とおおまかな流れを検討します。

02 内容の確定

・Googleの検索結果1-10位のサイトを全て閲覧し、
　掲載されている内容を箇条書きで書き出します。

・サジェストワードも箇条書きで書き出します。

・Q&Aサイトを検索し、検索結果にない内容を
　箇条書きで書き出します。

・洗い出したキーワードに対して、さらに関連するキーワード　でリサー
チをし、情報を追加します。

03 構成の確定
・書き出した項目を大項目・中項目・小項目に階層化し、
　記事の構成を確定します。

・あらためて全体を見直し、
　不要な内容の削除や見出しの入れ替えなどを行います。

※ライティング後の校正においても、内容の "漏れ"がないかを上記手順で確認します。



会社概要

代表者経歴

2012年4月-　 　株式会社ウィルゲート

2016年4月-　 　メディア事業の法人新規営業、 SEOコンサルタント、

　　　　　　 　オウンドメディア構築パッケージ商品開発

2016年5月-　 　株式会社ディー・エヌ・エー

2018年12月-  　・キュレーションメディアcutaのプロデューサー

　　　　　　  　- 編集体制構築・SEO施策の実行・アフィリエイト、

　　　　　　　 タイアップ広告などのマネタイズ施策の実行

　　　　　　     - 大手出版社に常駐し、新規ウェブメディアの立ち上げ

　　　　　　　 SEO施策の実行

2018年1月-　 　株式会社フラップネクスト創業

現在　　　　 　-オウンドメディア立ち上げ支援、 SEOコンサルティング、

　　　　　　 　記事制作代行、SEOツールの開発・販売

　　　　　　     フィットネス関連メディアの運営

会社プロフィール

・会社名

・設立

・代表者

・事業内容

・所在地

・URL

・電話番号

・メールアドレス

株式会社フラップネクスト

2018年1月

山崎翔太朗

- オウンドメディア立ち上げ支援

- SEOコンサルティング

- 記事制作代行

- SEOツールの開発・販売

東京都渋谷区神南 1-20-7 川原ビル4階

https://flapnext.com

03-6821-1125

info@flapnext.com

その他支援実績(一例)

メディアジャンル

働く主婦向けメディアHR系SaaSのオウンドメディア

HR系SaaSオウンドメディア

マッチングアプリ比較オウンドメディア

不動産投資オウンドメディア

審美歯科のオウンドメディア

恋愛メディア

仮想通貨情報メディア

運営企業

大手出版社

HR系SaaS企業

メディア運営企業

不動産会社

審美歯科

大手出版社

ウェブメディア運営会社

支援内容

事業計画策定・SEO施策の企画・記事制作・SNS施策の企画・サイト内導線分析・設計

キーワード選定・記事制作

事業計画策定・記事制作・マネタイズ施策

事業計画策定・運用体制構築コンサル

オウンドメディアの企画・記事企画・制作

事業計画策定・編集体制の構築・マネタイズ施策の実行

事業計画策定・キーワード選定・サイト構造設計・オペレーションフロー構築・インターン採用・ASP対応

https://flapnext.com

