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株式会社アイレップ 

 
 

検索エンジン順位変動と動向（2015 年 4 月） 

 
2015 年 4 月の検索エンジン順位変動とその動向をまとめました。 
 
検索エンジン順位変動 
自然検索エンジンの順位を毎日トラッキングし、前日比変動幅から順位変動を監視する。  

※上記画像はサンプル 

 
 
順位変動観測指標 
観測対象キーワード検索結果における上位サイト URL の前日順位との差分平均推移を算出し、 変動幅

の増減から順位変動を観測する。  
 

 



（※観測対象キーワード） 

 
 
業界別順位変動観測指標 
※2014 年 8 月度より観測開始 

 
 
（※観測対象キーワード） 

 



 
 
 
 
2015 年 4 月変動状況：20 位まで 
 

 
 
 
2015 年 4 月変動状況：50 位まで 
 

 

 

 



2015 年 4 月変動状況：100 位まで 
 

 
 

※ 移動平均：当日を含む直近 10 日間の変動幅平均  

 

 
業界別変動状況 
 
人材・旅行・小売/通販・不動産・メーカー・金融の、各業界別順位変動状況については下記に記載する。 
 
2015 年 4 月変動状況：20 位まで：人材業界 
 

 



 
 
 
 
2015 年 4 月変動状況：20 位まで：旅行業界 
 

 
 
 
2015 年 4 月変動状況：20 位まで：小売/通販業界 
 

 
 
 



 
 
 
 
2015 年 4 月変動状況：20 位まで：不動産業界 
 

 
 
 
2015 年 4 月変動状況：20 位まで：メーカー系（自動車・コスメ・家電） 
 

 
 
 



 
 
 
 
2015 年 4 月変動状況：20 位まで：金融業界 
 

 
 
 
 
 
 
2015 年 4 月 検索エンジン動向 

2015 年 4 月 16 日 

■Google 、App Indexing 対応済みアプリの優遇拡大 

2015 年 4 月 16 日、Google は、Android の検索結果において、App Indexing（アプリインデックス）設定済みのア

プリとコンテンツの検索順位の優遇を拡大すると発表しました。 

この変更により、該当アプリをインストールしていないユーザーの検索結果画面でも、App Indexing 設定済みのコ

ンテンツが上位に表示されるようになります（これまでは該当アプリインストール済み、且つ Google ログイン済み

のユーザーのみが対象）。また、検索キーワードに応じて、検索結果上に「アプリをインストールするボタン」 付の

カルーセルが表示されるようになります。 



 
※ Google モバイル検索の「ice bucket」検索結果画面でのカルーセル表示例（2015 年 4 月 30 日時点） 

http://googledevjp.blogspot.jp/2015/04/app-indexing.html 

2015 年 4 月 16 日 

■米 Google 、モバイル検索上の URL 表示を変更 

2015 年 4 月 16 日、米 Google はアルゴリズム変更の実施を発表しました。これにより、モバイル検索結果上の URL

表示が見やすくシンプルになりました。 

変更点は、以下の通りです。 

・URL をパンくずリスト風に表示 (Google.co.jp に反映済み) 

・ドメイン部分に Web サイト名を表示 (2015 年 4 月 30 日現在は Google.com のみ実装) 

 

2015 年 1 月 28 日時点                               2015 年 5 月 7 日時点 

 
Google モバイル検索の「twitter」検索結果画面の URL 表示例 

http://googlewebmastercentral.blogspot.jp/2015/04/better-presentation-of-urls-in-search.html 

2015 年 4 月 21 日 

■Google 、モバイルフレンドリーアップデート実施を発表 

2015 年 4 月 21 日、Google はモバイルフレンドリーアップデートの開始を発表しました。 

http://googledevjp.blogspot.jp/2015/04/app-indexing.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.jp/2015/04/better-presentation-of-urls-in-search.html


 
 
モバイルフレンドリーアップデートが予定通りに実施され、その他にもモバイル検索に関するニュース

が相次いで発表された月でした。 
デスクトップ PC 検索に関する大きな発表は無かったものの、大規模な順位変動が度々確認されました。 
 
 
 
 
■株式会社アイレップ について 

アイレップは広告主のマーケティングを最適化する「デジタルマーケティングエージェンシー」で

す。デジタル領域に おける、リスティング広告、運用型ディスプレイ広告、SEO（検索エンジン最適

化）、SMO（ソーシャルメディア最適化）、Web 解析、LPO（ランディングページ最適化）まで、多様化す

る広告手法やデバイスに対応した質の高い専門サービスをワンストップで提供し、企業価値の向上に努

めます。 

━━ 会社概要 ━━ 

【社名】 ：株式会社アイレップ 

【所在地】：東京都千代田区永田町 2丁目 11番 1号 山王パークタワー7F 

【URL】 ：http://www.irep.co.jp/ 

【代表者】：紺野俊介 

【設立年月】：1997年 11月 

【資本金】：5億 5,014万円 （2014年 9月末現在）  

【事業内容】： 

◆デジタルマーケティング領域 

・SEMサービス（PC／モバイル／スマートデバイス） 

・運用型ディスプレイ広告 

・ソーシャルメディアマーケティング 

・アフェリエイトマーケティング 

・インターネット広告 

◆デジタルメディア領域 

住宅展示場サイト（総合住宅展示場） http://www.jutakutenjijo.com/ 

 

【記事転載・引用等に関する問い合わせ先】 

●株式会社アイレップ 

TEL：03-3596-8050  FAX：03-3596-8145 

【報道関係問い合わせ先】広報担当 小泉 E-MAIL: pr@irep.co.jp 
【弊社サービス内容に関する問い合わせ先】 E-MAIL: contact@irep.co.jp 

モバイルフレンドリーアップデートは 1 週間から数週間にかけて反映され、モバイルフレンドリーではないページ

は、Google 検索によるモバイルトラフィックが大幅に減少する可能性があります。 

モバイルフレンドリーアップデートの特徴は、以下の通りです。 

・モバイル端末からの検索順位にのみ影響する 

・全世界・全言語での検索結果に影響する 

・Web サイト全体ではなく、個々のページが対象となる 

http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.jp/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html 

http://www.irep.co.jp/
http://www.jutakutenjijo.com/
mailto:pr@irep.co.jp
mailto:contact@irep.co.jp
http://googlewebmastercentral-ja.blogspot.jp/2015/04/rolling-out-mobile-friendly-update.html
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