
Repro.io

ASO Review Optimization



目次

info@repro.io

1 　ASOとは

2 　「DL後」にできるASO施策

3 　高評価レビューの集め方

4 　レビュー改善のTips



info@repro.io 3

1

ASOとは
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ASO とは、ストア検索での順位を上昇させて自然流入数を増やしながら、ストアページからのイン

ス トール率の向上を図る施策です。web ページで上位表示を狙う SEO( 検索エンジン最適化 ) のア

プ リ版ともいえますが、アプリストア独自のノウハウとテクニックが必要になっています。
「ASO」とは？
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ここからは、アプリストアを最適化するための手順を具体的に紹介しましょう。ASO には、web で

いう「SEO」 と、「CRO」の 2 つの要素があります。

ASO における SEO(Search Engine Optimization) とは、アプリのタイトルや説明文を最適化し、狙

いたいキー ワードで検索順位を高めるための施策です。指標としては、インプレッション数およびク

リック率 (CTR) に関与します。

ASO の２つの要素

CTR

Impression

アプリ詳細ページ検索結果キーワード検索

CVR
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「DL後」にできる ASO施策

2
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自然流入増加の対策 DL率増加の対策

検索
一覧表示

キーワード
検索

アプリ詳細
ページPV アプリDL アプリ

利用開始

ASO対策

ASO といえば、キーワード対策による順位向上や、クリエイティブの最適化にのみ目を向けられが

ちですが、実はその他にも、評価・レビューやアンインストール率など DL 後のパフォーマンスが大

きな意味を持っています。今回はこの「誰も知らない ASO 施策」= DL 後のレビュー改善の方法につ

いて詳しく解説しましょう。

レビュー対策の重要性
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実は CVR に最も影響する要素が、「評価・レビュー」だとも言われています。あなたは食事をする

レストランを選ぶとき、「食べログ」など web 上のレビューを参考にして入るお店を決めますよね。

アプリストアも同じように、DL するアプリを選ぶときにユーザーが一番気にする要素は見た目 ( スク

リーンショット ) や店名 ( アプリ名 ) ではなく、「レビュー」なのです。

CVR に最も影響する要素
とは？

レビュー・評価

カテゴリ別CVRの平均値

0 10 20 30 40

説明文

プロモーション動画

アプリタイトル

開発元

スクリーンショット

アイコン

(%)

Source:   APP STORE OPTIMIZATION BLOG (https://splitmetrics.com/blog/good-app-store-conversion-rate%E3%80%80)
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AndroidiOS

Apple App Store algorithm = 0.8(8 * today's installs + 5 * 
yesterday's installs + 5 * installs from 2 days ago + 2 * 
installs from three days ago) * 0.2(Star rating + Reviews 
+ Usage Rates + Sales)

iOSは結構シンプル とにかく関わる要素が多い

Google Play Store algorithm = [Install Rate ‒ Uninstall 
Rate] + [Install Velocity ‒ Long install] + Web 
Click-Throughs to Google Play Store + User Reviews + 
SEO, Google Search + Sales + GeoSignals Locations + 
Location of Servers + Freshness + Social Media 
Reputation + Speed/Usability Performance + 
Engagement + Funnel Analysis + Google Play Services

iOS の基本的なアルゴリズムでは、DL 数のほかに評価・レビュー数が約 20% を構成しているとい

われています。

Android においても、Google の Web 検索スコアなど評価要素が iOS よりも多いものの、同様にレ

ビュー数も重要な要素の一つであることは間違いありません。

iOS・Android の検索ア
ルゴリズムとの関係
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レビュー評価が「3.9」から「4.2」(+0.3) になるだけで CVR は 10% 上昇するという結果が出ています。

そこで、基本的には「4.0」を目指すことが重要だといえるでしょう。下の表からもわかるように星 4

と星 5 の場合を比較すると CVR に大きな差はありません。

レビュー数や評価の目標
値
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★★★★★

30%

340%

770%

730%

280%

540%

89%

570%

4%

97%

評価とCVRの相関性

元の評価 上昇後の評価 CVRの上昇率（最大値）

Source:   The Journal Blog (https://blog.usejournal.com/how-much-your-app-ratings-reviews-affect-your-conversion-rate-4dfa458c1c2e)

Source:   Apptentive (https://www.apptentive.com/blog/2015/05/05/app-store-ratings-reviews-guide/)
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 高評価レビューの集め方
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ここまでで、レビュー数や評価が CVR に大きな影響を持つことがわかりましたが、ではどうすれば

効率的に高評価レビューを集めることができるでしょうか？iOS の場合、「評価」を得るためには公

式のレビュー訴求プロンプト (API) である SKStoreReviewController を使用しなければいけません。

iOS 公式プロンプトは、簡単にワンタップで評価ができるため「評価」の数量、というメリットがあ

ります。しかし一方で「レビュー」においては、「評価」後に「レビュー」を書くという二段階の手

順を踏まなければならず、数と質という面では別の対応策が必要であるといえます。

iOS でのレビューの集め
方

Source:   App Store (https://developer.apple.com/app-store/ratings-and-reviews/)
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このようなデメリットに対して多くのアプリでも導入している「アプリ内メッセージ」の別実装は大変

有効です。

これは、レビュー・評価用の独自アプリ内メッセージにストアページへのディープリンク入れることで、

レビューを誘導するものです。

ユーザーが離脱しにくくなるだけでなく、アプリに不満があるユーザーの受け皿を別途用意（別フォー

ムへ誘導など）することによってレビューの質を維持することができます。

レビュー訴求の Tips

repro_market.com

N e w  C o l l e c t i o n

新バージョンについての感想を
お聞かせください。

ご満足いただけた場合は星5評価を、
ご意見ががある場合はフォームへのご記入を、

よろしくお願いします！

いいえ はい

★★★★★☆☆☆☆☆
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例えば、下の画像のようにアプリ内メッセージでレビューと評価を集めようとしたとします。

ユーザーが「満足」を押すと「ストアページに遍移」→「レビュー記入」となる一方で、プロダク

トに満足していないユーザーに対しては「意見を送る」→「Web フォームのリンクに遍移」→「フィー

ドバック送信」という仕組みになっています。

これは、ASO に関わる低いレビューの投稿を避け、同時にフィードバックをプロダクトの改善に役

立てることができるという利点があります。

アプリ内メッセージの実
例

repro_market.com

09:41

N e w  C o l l e c t i o n

終了まであと

Spring Summer

今回ご注文いただいた商品は
気に入っていただけましたか？

いいえ はい

repro_market.com

N e w  C o l l e c t i o n

ありがとうございます。
よろしければご意見をお聞かせください。

いいえ はい

メールアドレス

お名前

repro_market.com

N e w  C o l l e c t i o n

ありがとうございます。
評価にご協力ください。

評価する

あとで

評価しない
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このように「アプリ内メッセージ」の別実装を行うことでレビューの数・質ともに大幅に向上するこ

ともわかっています。

とあるマンガアプリはストアレビューの評価が悪く、DL 率が低いという問題がありましたが、前述の

施策をたった「1 週間」実施したことにより、iOS は 3.1 → 3.3、Android は 2.627 → 2.897 まで評

価が上昇しました。施策を開始して 10 か月のスパンで見ると、なんと Android は 3.6 まで改善さ

れています。

改善事例
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「批判的なレビュー」やバグなどの「技術的な問題」を報告しているユーザーを優先的に全てのフィー

ドバックに素早く返信することを目指しましょう。

iOS については、iOS11 から実装されたレビュー返信機能を活用して返信したユーザーからのレ

ビュー見直しが期待できます。

レビューへの返信
(iOS&Android)

Source:   APPFOLLOW (https://appfollow.io/blog/how-and-why-to-reply-to-reviews-in-app-store-an-google-play)
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iOS の場合は、アップデート時にこれまでの評価をリセットすることが可能です。アップデート前まで

の評価が思わしくない場合はリセットすることも有効な ASO 対策の一つと言えるでしょう。Android

の場合はこの方法は使えないことに注意が必要です。
評価リセット (iOS)　

Source:   App Store (https://developer.apple.com/app-store/product-page/)

ASOStack (https://asostack.com/enhance-your-google-play-store-description-with-rich-formatting-and-e
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Repro ASO
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「ブラックハット ASO」
に注意！

「ブラックハット ASO」と呼ばれるものがあります。これは中国の業者などに依頼し、短期間 DL 数に

ブーストをかけることによって、強引にキーワード検索の順位を上昇させる ASO 施策のことです

しかし、前述の通り「順位の向上」が ASO のゴールではありません。当然、Apple や Google に不

正が露見すれば、アプリの公開停止どころかデベロッパーアカウントごと永久に凍結されてしまう

ケースもあります。

「キーワード検索結果上位表示」を謳い文句にしている ASO サービスもありますが、これには注意が

必要だといえるでしょう。
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キーワード
詳細な説明文

タイトル・サブタイトル
簡単な説明文

キーワード
詳細な説明文

タイトル・サブタイトル
簡単な説明文

キーワード
詳細な説明文

タイトル・サブタイトル
簡単な説明文

ユーチューブ　ゆーちゅーぶ　Youtube

～～～　～～～　～～～

動画　動画視聴　プロモーションビデオ
ニーズ顕在層

サービス指名検索層

関連アプリ検索層

運用1~2カ月目

キーワードの最適化に向けた具体的なプラン

運用5~6カ月目運用3~4カ月目

Repro ASO の強みは、機械的に順位を向上させるだけではなく、豊富な施策経験をベースに、それ

ぞれのアプリに合わせた「DL 数」最大化へのベストアプローチを選択できる点です。

ストアページのパフォーマンスに関して丹念な現状分析を行った上で、その分析データを元に対策キー

ワードやページ内の変更箇所を 1 ヶ月ごとに決定していきます。

Repro は「DL数」「DL率」
に直接コミット！
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前述の通り、DL 率を向上させるためにはクリエイティブに対するテコ入れが不可欠です。しかし、自

社で制作し、効果検証するリソースがないというアプリ事業者様がほとんどでしょう。

『Repro』では、「ASO 専門」のデザイナーが 1 対 1 でサポート。訴求軸に合わせたクリエイティブを

複数パターン作成し、高速で PDCA を回しながら最もパフォーマンスの高いスクリーンショット・プ

レビュー動画を作成致します。

クリエイティブ提案に
強み
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世界 59 か国 6,500 アプリ以上の導入実績を持つ『CE（カスタマーエンゲージメント）Platform 

Repro』だからこそ持っている独自のノウハウがあります。iOS/Android とも、ストアページの仕様や

検索アルゴリズムは日々更新されるため、昨日まで有効だった ASO 施策が突然意味をなさなくなる、

といったことが頻繁に起こります。『Repro』は海外事業者とも連携し、常に最新の ASO テクニック

をキャッチアップし続けているのです。

アプリマーケティングに
ついての豊富なノウハウ
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CTR

Impression

アプリ詳細ページ検索結果キーワード検索

CVR

また ASO 以外に、広告やアプリ内マーケティング（プッシュ通知など）に関しても支援サービスを展

開しているため、「Apple Search Ads との連携」や「ストアレビュー・評価の改善」などを含めた、

DL 数最大化を目指した総合的な施策をご提案させて頂きます。

DL 数改善のために Repro が保持しているナレッジは全て開示させて頂くため、将来的な ASO のイン

ハウス化を検討している事業者の方には特におすすめです。

広告やアプリ内
マーケティング支援も！
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改善事例１　人気コミックアプリ
株式会社集英社

少年ジャンプ +

DL 数成長率（オーガニック、支援前比）

iOS：221%　android：148%結果

課題 　

 当時の流入はほとんど「ジャンプ」の指名検索であり、その他の単語での対策ができ

ていなかった。

 マンガアプリゆえに使えるクリエイティブがたくさんあるのに、スクリーンショットの
PDCA が回っていなかった

施策

 「マンガ おすすめ」「マンガ 人気」といった検索回数の多いビッグワード+ 複合語を対策

 映画 / アニメ化して検索ニーズが高まったマンガ作品のキーワードを対策

 映画 / アニメ化した作品のキャラクターを積極的にスクリーンショットに起用し、他の
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DL 数成長率（オーガニック、昨対比、支援 3 ヶ月後）

iOS：137%　android：171%結果

課題 　

 繁忙期（1 月〜 3 月）に向けて「短期間」でダウンロード数を向上させたかった

 ASO 施策を行うリソースも不足しており、何よりノウハウがなかった

施策

 ミドルワードを中心に、競合が対策していないキーワードを優先して対策

アットホーム株式会社
アットホーム改善事例 2　人気お部屋探しアプリ



info@repro.io 26

ネストエッグ
finbee改善事例 3　人気貯金アプリ

DL 数成長率（オーガニック、iOS のみ、支援前比）

インプレッション：196%　PV 数：180%　DL 数 :186%
結果

課題 　

 ROIベースでの広告効果が低く、資産によりASO へ投資した方がベターだと判断した

 ASOに関するノウハウがなく、学習コストも高かった

施策

 1 年間の支援期間で、月 1 〜 2 回の頻度で PDCA を回し、キーワード最適化を実施

 縦長 or 横長、デザインコンセプト、文言、キャプチャの見せ方などの軸でクリエイティ

ブの A/B テストを繰り返し実施
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アプリ名を教えていただくだけで、あなたのアプリのキーワード・クリエイティブの改善余地をご提案致します！

こちらのフォームからぜひお申し込みください。

まずは「ASO 無料診断」をお試しください！

申込フォーム

https://growthhackjournal.com/repro-aso/


info@repro.io 28

Repro ASO に関するお問い合わせ、
お見積もりはこちらからご連絡下さい。
2 営業日以内にご返信を差し上げます。

https://repro.io/contact/
  お問い合わせフォーム

   info@repro.io

   03-6687- 9783
　　( 受付時間 平日 11:00-18:00)

https://repro.io/contact/company/
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