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title 記事構成の作り方と7つのポイント｜SEO記事を作る際の注意点も解説｜アクセス解析ツール「AIアナリスト」ブログ記事構成案の作り方！Webライティングで必須のプロット作成法を解説 記事構成案の作り方9ステップ＆【必見】6つのコツを解説！ | 記事作成代行プロ|SEO対策記事で業界最安値！【2倍早く書ける】記事構成案の作り方【執筆が楽になる】 ブログ記事の構成案の作り方手順7つ【テンプレートも公開します】 - Tsuzuki Blog Webライティング記事構成案の作り方！具体的な手順・テンプレートを公開！ ‒ More Web構成案はなぜ必要？「作り方」と「注意点」を具体例とともに解説  |  専門家＠メディア 5ステップでできる、SEOに強いブログ記事の構成案（骨子）作成方法 | ワードプレステーマTCD ブログの構成案の作り方を7ステップで解説【テンプレートあり】 ブログ記事の構成案の作り方！テンプレート＆超具体的な作り方解説！
descriptionこの記事では、記事構成とは何か、記事構成が重要な理由、基本の3部構成、記事作成の流れについて解説します。また、構成案の作り方の詳細や作る際のポイント、SEO記事作成の注意点も取り上げています。本記事では、コンテンツ作成における上段部分の工程である、検索ユーザーのニーズ分析から記事の構成案作りまでを、具体的な事例をもとに説明していきます。SEOライティングやWebライティングを行う上で必須の知識となりますので、…良い記事構成案を書きたい！より早く書けるようになりたい！記事の出来を約8割決めるとされる構成案は正しい手順で数をこなすことでスピードと完成度が上がります。作るたびに自身のスキルアップにもつながる、構成案を作るコツと手順を解説します。こんにちは、うだたつやです。 ブログの記事構成案をつくる手順を知りたいですか？読者に読まれるブログ構成案の作り方と、構成案をつくる時の注意点をわかりやすく解説しています。今回は、ブログの記事構成案をつくる手順と注意点を解説します。Webライティングの構成案ってどうやって作るの？という方へ、構成案作成の手順や方法、必要な知識を解説しています。構成案のテンプレートも公開しているので、構成案作成の参考にしてください。専門家＠メディアは、130職種・2,000名の多種多様な専門家による、専門性が高く、信頼・価値のあるコンテンツ制作支援を行うプラットフォームです。この記事では、記事の屋台骨ともいえる構成案の作り方とその重要性について解説します。SEOに強いブログ記事を作るためには、構成案（骨子）の存在が重要です。構成案を事前に作っておくと、以下のようなメリットがあるからです。ブログの構成案をどうやって作ればいいのか悩んでいる方はいませんか？本記事では、記事構成の作り方を7ステップで解説しています。これからブログにアクセスを集めたり、収益をあげたりと考えている方は必読です。この記事では、ブログ記事の構成案の作成方法に関して詳しく解説します。また、記事構成の作成に使える無料テンプレートも配布しています。
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h3: 本論（記事本文） h3: 構成案：見出し案を作る h2: 3.記事構成案の作り方【9ステップ】 h2: 【読者に読まれる】見出しの付け方のコツ h3: 手順③：検索意図を深掘りする h2: Webライティング構成案テンプレート【具体例】 h3: 対策キーワード h2: ブログ運営の関連ノウハウはこちら h3: ステップ②：記事を読む「読者」を想像する h3: 構成案の完成
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h2: 記事作成全体の流れ h3: 言い換え語を探す h3: 3-2.関連キーワードの洗い出し h3: 見出しで要点が分かるようにする h3: 手順⑤：本文へと誘導するリード文を作る h3: 記事テーマの知識 h3: メインとなる対策キーワードを設定する h3: コメント h3: ステップ④：競合サイトを徹底的に分析する h3: キーワードを決める
h3: 企画（テーマ・ターゲット選定） h3: キーワード例「学資保険」 h3: 3-3.検索ユーザーのニーズを探る h3: 読者のニーズに合わせて見出しを作る h3: 手順⑥：タイトル・ディスクリプションを決める h3: 一般的な教養 h3: 複数のキーワードをセットにしてメイン対策キーワードに設定 h3: RELATED POSTS関連記事 h3: ステップ⑤：共起語で再度ニーズを洗い出す h4: キーワードのリストアップ
h3: 情報の収集・取材 h4: 「学資保険」以外のコンテンツも考える h3: 3-4.検索ユーザーのペルソナを設定する h3: 目次機能で構成をチェック h3: 手順⑦：語るべき内容を各見出しにメモする h3: SEO対策の知識 h3: 競合サイトを分析し、対策キーワードの使い方をチェックする h4: オウンドメディアのSEO施策はユーザー目線に沿ったロングテールSEOから始めよう h3: ステップ⑥：読者のニーズをベースにしつつ、見出しを作る h4: 対策可否の確認
h3: 記事構成の作成 h2: まとめ h3: 3-5.ゴールを決める h2: 構成案の作り方のまとめ h2: ブログの構成案ができたら文章執筆する h2: まとめ：SEOに強い記事構成案で集客力を高めよう h3: 対策キーワードに基づき構成案を書き出す h4: 【SEOの検索キーワード】代表的な4種類の意味を解説 h3: ステップ⑦：ザックリと文章に肉付けをする h4: 優先度をつける
h3: 記事の執筆・装飾 h3: 人気記事 h3: 3-6.検索上位記事をリサーチ h2: Webライターにおすすめの関連記事 h2: ブログの構成案をつくる時の注意点3つ h2: この記事を書いた人 h2: 構成案作成の注意点 h4: 【2021年版】Googleコアアップデート：変動の傾向と順位別の対処法 h2: ブログの構成案を作る時の3つの注意点 h4: キーワードの決定
h3: 記事の校正 h3: 無料メルマガ登録Keywordmap ACADEMY h3: 3-7.見出しをつくる h3: ✍Webライター h3: その①：リアルな読者をイメージすること h3: 今野 直倫 h3: 対策キーワードから離れないようにする h4: SEO効果を最大化するタイトルの付け方【10のテクニック】 h3: その①：考えるべきは、記事の文字数よりも悩みの数 h3: ユーザー像をイメージする
h2: 記事構成案の作り方のステップ h3: 直近開催予定のイベント h4: 3-7-1.構成パターン①「PASONA」の法則 h3: その②：検索ニーズへの回答以外は省くこと h2: 関連記事 h3: 画像を適度に配置する h4: 「WordPressはSEOに強い」は本当か？SEOに強いと言われる正しい理由・根拠を紹介 h3: その②：読者の次の検索意図をじっくりと予測すること h3: 検索ニーズをリサーチする
h3: ペルソナを設定する h3: Keywordmapのカスタマーレビュー h4: 3-7-2.構成パターン②「AIDMA」の法則 h3: その③：本文が長くなりそうなら見出しを増やすこと h2: 【初心者向け】Webライティングの始め方・書き方を現役ディレクターが解説！ h3: 適切な情報源かどうかに注意 h4: 【ブログ記事の書き方のコツ】5ステップのプランニングで集客力の強い記事を作る h3: その③：読者に伝えたい情報は「1見出し1つ」に絞ること h3: 参考URLをピックアップする
h3: キーワードの選定・関連キーワードの調査を行う h3: 3-8.潜在ニーズを探る h2: まとめ：構成案づくりを工夫して読まれるブログを書こう！ h2: Webライターとブロガーどちらがおすすめ？仕事内容・収入源の違いを解説！ h3: リソース次第では外注も検討する h4: 【新機能を解説】WordPress6.0では何が変わるのか。 h2: ブログの構成案を作った後に、やるべきことは1つだけ h3: 見出しをつくる
h3: ユーザーの検索意図・ニーズを探る h3: 3-9.見出し内容を決める h4: 関連記事 h2: Webサイトの記事の作り方とは？現役コンテンツディレクターが解説！ h3: コンテンツの公開スケジュールに注意する h4: クラウドソーシングのプラットフォーム11選まとめ h3: ライティングは「型」に従って、実践するのみ h3: タイトル・ディスクリプションを決める
h3: 検索上位の競合サイトを調査する h2: 4.記事構成案のご相談なら「記事作成代行Pro」へ h5: 2019年の振り返りと2020年の目標【副業ブロガー1年目の総括】 h2: 【今すぐできる】Webライティングのコツ10選！現役SEOディレクターが解説 h2: 構成案を作ってからが勝負 h4: クラウドソーシングとは？メリット・デメリットを解説 h3: 記事を書いた後は、必ず答え合わせをしましょう h2: 構成案を作る際のポイント
h3: 記事に必要な要素を洗い出す h2: 5.まとめ h5: 【特典付き】AFFINGER6を実際に使ってみた体験レビュー【デメリットも公開】 h2: WordPress外注サービス h2: 専門家メディアは「構成案」のご相談にも対応できます！ h4: iPhoneのタスク管理は標準アプリ「リマインダー」で！ h5: Rank trackerのメリット・デメリット・評判を解説【購入方法あり】 h3: 手を抜かない
h3: 見出し案（h2／h3）を作成する h5: サーチコンソールを活用してリライトすべき記事を選ぶ方法 h3: 年中無休！全国対応可能です！ h2: 関連記事 h4: 【WooCommerce】決済サービス導入とおすすめ6社 h2: まとめ：ブログの構成案の作り方は7ステップで解決する h3: ユーザーの立場に考える
h3: タイトル作成・留意点の記載などを行う h5: ブロガーとアフィリエイターの違いとは？【結論、運営目的です】 h2: カテゴリー h3: オウンドメディアのコンテンツがSEOで高い評価を得る方法！内部・外部施策が鍵！ h4: WordPressユーザーの6つの権限（管理者・編集者・投稿者・寄稿者・購読者） h5: Rank trackerのメリット・デメリット・評判を解説【購入方法あり】 h3: 独自の情報を必ず入れる
h2: 記事構成を作る際の7つのポイント h5: ブログに最適な文字数は存在しない話【ヒント：読者視点】 h2: 他の記事を探す h3: 記事のリダイレクトとは？ オウンドメディアではSEOにどんな影響がある？ h4: 【JavaScriptの入門】関数とメソッド h4: 関連記事 h3: SEOを意識する
h3: 記事の目的を明確にする h5: 【2022年】WordPressのおすすめブログテーマ9選【有料版・無料版】 h2: 目次 h3: リテンションマーケティングとは｜導入するメリットや効果的なツールを紹介 h4: WordPressのおすすめ有料テーマ5つを比較！各テーマの特徴やメリットを紹介 h5: 【大事】ブログを誰も見ない原因は「記事に需要がないから」です h2: 記事構成案の定番3パターン
h3: ユーザーのニーズに合わせてテーマは絞り込む h5: Twitterのフォロワーを増やす方法【無料の運用ツール2つもご紹介】 h3: メールマーケティングとは？実施方法から効果検証のポイントまで解説！ h4: 初心者向け！失敗しないWordPressテーマの選び方 h5: ブログに疲れた時は、やめてもOK【2年目ブロガーの実体験あり】 h3: PREP型（プレップ型）
h3: オリジナルの要素を盛り込む h5: 【特典付き】AFFINGER6を実際に使ってみた体験レビュー【デメリットも公開】 h3: オウンドメディアとは？　成果を出すためのポイントを解説します！ h4: WordPressの未分類カテゴリーを削除・非表示にする方法 h5: 長文SEOは2022年でも有効？【結論：初心者こそ挑戦すべきです】 h3: 起承転結型
h3: タイトルの前半にキーワードを入れる h5: SEO検索順位チェックツール、Rank Trackerが最強すぎる【レビュー】 h3: WEBマーケティングにおけるSEOの重要性とは？コンテンツマーケティングとの違いも解説 h4: WordPressで高機能なQ＆A投稿サイトが運営できるプラグイン「AnsPress」の使い方解説 h5: アフィリエイトは独学で稼げるのか？【結論：初心者でも稼げます】 h3: 会話型
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h3: 一目で内容が判断できる見出しにする h5: ブログラボに参加ご検討の方へ！【料金やコンテンツをご紹介】 h3: Webマーケティングとは｜市場規模や主要施策7選を解説します h4: Webサイトの画像の統一感を演出する「オーバーレイ」の解説 h5: 【暴露】AFFINGER6の感想を『正直に』レビュー【評判＋口コミ】 h3: PREP構成
h3: 一つの見出しで伝えることは一つに絞る h3: Tsuzuki Blog h3: カテゴリー h4: 無料ツールもあり！おすすめのコピペチェックツール4つを比較 h5: 【初心者向け】ブログで『月1万円』を稼ぐための10ステップ h3: 三段構成
h2: SEO記事を作成する際の注意点 h3: 新着記事 h4: 【2021年】WordPressテーマ人気ランキング Best15 h5: 【事実】ブログの収益化が難しい5つの理由【僕の体験談あり】 h3: 頭括構成
h3: コピーコンテンツを掲載しない h3: アーカイブ h4: コンテンツの独自性とは何か？SEOを強化するオリジナルコンテンツの作り方 h5: 【秘訣】ブログを継続する7つのコツ【できないと言えなくなる】 h2: ブログ記事の構成案の作り方まとめ
h3: 同じコンテンツを複数載せない h3: カテゴリー h4: 初心者向け！失敗しないWordPressテーマの選び方 h5: ブログを100記事書いたけど、稼げない＆アクセスが増えない理由 h3: かずたか@ウェブ解析士のおすすめの一冊
h3: 誤字脱字をなくす h3: 新着記事 h4: WordPressの管理画面からユーザー名を変更できるプラグイン「Username Changer」 h3: たつつぶ h2: 関連記事
h3: キーワード・関連キーワードを盛り込み過ぎない h3: アーカイブ h4: WordPressテーマでCSSを間接的に編集する4つの方法 h3: 【2021年版】ウェブ集客とは？ネット集客の７つの方法や成功させるコツについて
h3: 専門用語を多用しない h4: 【2020年】WordPressテーマ人気ランキング Best10 h3: 初心者必見！Webマーケティングの基礎知識＆用語！
h2: まとめ h4: 5ステップでできる、SEOに強いブログ記事の構成案（骨子）作成方法 h3: ブログの最適な更新頻度は？SEO、ユーザーの観点から解説
h2: よく読まれている記事 h4: RANKING売れ筋ランキング h3: Webプロモーションとは？種類、メリット・デメリットを紹介
h2: よく読まれている記事 h4: CATEGORYカテゴリー h3: ホームページは集客効果がある？集客できない場合の原因と対策

h3: ホームページ集客の方法！必ず抑えたいSEOの設定と成功させるコツ
h3: ブログ集客・運営ツール！ 無料・有料徹底紹介
h3: ブログ記事のネタを探す方法10選！ネタ切れの解決方法も解説
h3: おしゃれなブログデザインを作る22のコツ&見本12選
h3: ブログ集客に必要な記事数をSEO、コンテンツ、制作リソース、事例の観点で解説
h3: おすすめの一冊
h3: 人気記事（過去1週間）
h3: おすすめ記事

https://wacul-ai.com/blog/seo/seo-basic/writting-plots/
https://keywordmap.jp/academy/article-planning-for-seo/
https://article-pro.com/article-writing/article-composition/
https://udapon.tokyo/blog/web-writer-text-structure
https://www.tsuzukiblog.org/blog-structure-making/
https://more-field.co.jp/web/web-writing-constitution/
https://pro-atmedia.jp/media/formation-plan/
https://tcd-theme.com/2020/12/5step-posts-seo.html
https://tatsutsublog.com/blog-composition-plan/
https://www.w-marketing.net/blog_constitution/

