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はじめに  
【推奨環境】 

 このレポート上に書かれているURL はクリックできます。 

 できない場合は最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。(無料)  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

【著作権について】  

■このレポートは著作権法で保護されている著作物です。  

■このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。  

■使用者は本冊子から得た情報を、 著者の事前の許可なく一般に公開する事を禁止
します。  

■このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。  

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、 見解の変更等を行う権利を有
します。  

■このレポートの作成には万全を期しておりますが、 

万一誤り、 不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、 

 一切の責任を負わないことをご了承願います。  

■このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・ 
パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 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クリック率の重要性について 

3.7章ではアクセスに対する【クリック率】と、 

１クリックあたりの値段である【クリック単価】に 

よって報酬が決定するというお話をしました。 

トレンドブログのクリック率は大体１％前後で、 

0.1%違うだけで、月で見ると大きな違いになります。 

１００万PVでクリック率１％、クリック単価３０円だと 

３０円　×　１，０００クリック　＝　３０万円 

これがもしクリック率が０．９%だと、 

３０円　×　９００クリック　＝　２７万円 

たった0.1％の違いで３万円も報酬が変わってきてしまいます。 

反対にクリック率が２％なら６０万円の収入になります。 

クリック率を上げるためにどんな工夫をしたらいいのか？ 

このレポートではそれを説明していきますね。 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クリック率を改善する方法は？ 

クリック率を改善する方法には一体 

どのような方法があるのでしょうか？ 

・広告の設定と位置 

・スマホ対策 

・記事と広告の関連性を高くする 

・ブログの滞在時間を伸ばす 

・最後まで読んでもらう 

これらの方法があります。 

それでは、それぞれの方法について 

解説していきますね。 
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広告の位置と設定 

広告には様々なタイプがありますが、 

”レスポンシブ広告”を選択しましょう。 

最初のマニュアルでは”レクタングル（大）” 

を選択してくださいとお話しましたが、 

ここでは発展的な内容として、 

”レスポンシブ広告のコードを少し変えて使う” 

ということにチャレンジしたいと思います。 

「なんだよ！最初からそう言えよ！」 

という声が聞こえてきそうですが、 

「最初にこの説明をしても何が何だか 

分からないだろう」と思ったのでこの 

タイミングでお話せさていただきました。 

怒らないでくださいね（笑） 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レスポンシブ広告って何？ 

レスポンシブ広告とは、 

”スマホの場合はスマホの幅に” 

”PCの場合はPCで表示された幅に” 

というように、表示されるもののサイズに 

合わせて広告の大きさが自動的に切り替わる 

というものです。 

例えば最初に選択した【レクタングル（大）】 

であれば、 

336 × 280とサイズは固定されています。 

しかしこれがレスポンシブだと… 

Copyright © 2015 いずみ All Rights Reserved. �  / �5 38



4.6 クリック率を２％にする方法を公開！

 

ブログ本文の幅ギリギリまで大きく 

表示されているのが分かりますか？ 

スマホだとこんな感じに。 

画面目一杯表示されていて、 

この画像だと若干はみ出してますね（笑）

読み飛ばすのが難しいくらい思いっきり 

視界に入ってくるのが特徴です。 

ちなみに大きく表示されるのは 

テキスト広告の場合で、ディスプレイ広告は 

レクタングル（大）で表示されます。 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レスポンシブ広告の設定 

まずはGoogle Adsenseの【広告の設定】で、 

【新しい広告ユニット】をクリックしましょう。 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赤枠で囲った【レスポンシブ広告】を選択し、 

青枠の部分については 

「テキスト広告とディスプレイ広告」 

を選択してください。その理由は、 

”オークション”を想像して欲しいのですが 

表示される広告は”候補の中で一番単価が高いもの” 

が選ばれるようになっているので、 

表示される候補を多くしたほうが 

単価が高い広告が表示される確率が上がる 

ということです。 

ちょっとややこしいですが、 

「入札者が多いほうが高く落札されるかもしれない」 

っていうことですね。 

この設定が１番良いと覚えてくれる 

だけでも十分です（笑） 
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コードを編集する 

【保存してコードを取得】をクリックしてください。 

そうすると、 

コードの中に 

data-ad-format=“auto”></ins> 

という行があるので、 

“auto”を”rectangle”に書き換えて 

使用しましょう。 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枠線を消去する 

広告をクリックしてもらいやすくする方法として 

・背景と色を同じにする 

・白黒の文字を使う 

という方法があります。 

”本文と間違えて読んでもらう” 

ように工夫するんですね。 

読んでもらいさえすれば、広告に興味があれば 

クリックしてくれるはずです。 

わざと広告に誘導するような 

「広告をクリックしてください↓」 

のような文章を入れるのはポリシー違反ですが、 

読んでもらうための努力は決して違反では 

ありません。 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では再び広告の設定画面に戻りましょう。 

Google Adsenseの【広告の設定】から、 

画像の赤枠で囲った【広告スタイル】を 

クリックしてください。 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【新しい広告スタイル】をクリックしてください。 

枠線と背景は白、文字は黒の全てを白黒にします。 

もちろん、ブログの文字の背景も白にしてくださいね。 

【広告スタイルを保存】をクリックします。 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次に先ほど作成した【記事中レスポンシブ】の 

編集画面へと移りましょう。 

ここで【テキスト広告のスタイル】をクリックします。 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さきほど作成したスタイルを選択して、 

ページ最下部の【保存】をクリックして完了です。 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注意するポイント 

全ての広告をレスポンシブ広告にした方が 

理想的なのですが、 

なぜかMaster Post Advertという、 

moreタグのあるところに広告を自動で 

挿入してくれるプラグインと相性が悪いです。 

レスポンシブ広告が新しく登場したものなので、 

プラグインがまだ対応していないものと思われます。 

なので私は 

・記事中（AddQuicktagで挿入しているもの） 

・記事下（single.phpの中に貼り付けたもの） 

この２つだけレスポンシブ広告に切り替えています。 

基本はコードの改変は禁止されているのですが、 

この編集については問題ないと回答を得ました。 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スマホ対策 

現在Googleは”サイトがスマホに対応しているか” 

というところを重要なポイントとしています。 

なので上位表示（ＳＥＯ）にも欠かせないポイントですが、 

クリック率にも関係しています。 

こちらは先ほども載せた画像ですが、 

スマホ用の画面ではスクロールしていると 

必ず広告を通過するんですよね。 

ですから、ブログをスマホに対応させるのは 

ＳＥＯの面でも、クリック率の面でも欠かせない 

ポイントだと言えます。 

テンプレートのスマホ対応は最近では 

標準装備が基本なので、3.1章で紹介したものを 

使ってもらえれば間違いありません。 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記事と広告の関連性を高くする 

記事には、その内容に関連する広告が表示されます。 

ユーザーは興味を持って記事を訪れるわけですから、 

【記事の内容】と【広告の内容】 

がリンクしていれば、クリック率は高くなります。 

トレンドブログを運営しているとクリック率は 

大体１％程度だとお話ししましたが、 

とある”ジャンルを限定したブログ”ではクリック率が 

なんと１０％まで上がったというデータがあります！ 

そのジャンルについては無料メール講座の中で 

詳しくお話ししますね。 

トレンドブログでアクセスを集めるノウハウを 

学べば、「専門のサイト」を作っても応用できます。 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ブログの滞在時間を伸ばす 

ブログの滞在時間が長くなれば、 

その分広告を見てくれる可能性は高くなります。 

そして、滞在時間が長くなるとGoogleからの 

評価が上がるので上位表示されやすくなります。 

 

ブログの滞在時間は、Google Analyticsの 

【行動】→【サマリー】から確認できます。 

”ではどうすれば滞在時間が長くなるのか？” 
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その答えは 

・YouTubeの動画を載せる 

・内部リンクを作成する 

です。 

それでは、そのやり方について順番に 

見ていきましょう！ 
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YouTubeの貼り方 

それでは、YouTubeの貼り方を説明していきます。 

ここでまず、動画を選ぶ際のポイントを説明します。 

・動画はYouTubeからのみ選ぶ 

・公式動画や２年以上前の動画を選ぶ 

・著作権違反や違法アップロードのものは使わない 

これらが注意するポイントです。 

様々な動画サイトがありますが動画はYouTubeから 

のみ選ぶようにしてください。 

さらに、TV番組やドラマなどの違法アップロード 

されたものは著作権違反にあたりすぐに削除される 

可能性が高いです。 

公式の動画や、２年以上前からアップされている 

ものなど、”消される可能性が低いもの”を選んで 

載せるようにしましょう！ 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それではまず記事の内容に関連している 

動画を見つけたら、 

 

赤枠の【共有】をクリックして、 

次に青枠の【埋め込みコード】をクリックしましょう。 

そうすると、緑枠の部分にコードが表示されるので、 

これをコピーしてください。 
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今度は、記事の編集画面で【テキスト】画面を 

選択して貼り付けます。 

このとき、青枠で囲った 

iframe width=“560” という部分を ”420” に 

書き換えると、スマホのサイズに適した大きさになります。 

記事に動画が貼り付けられましたね！ 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内部リンクを作成する 

内部リンクとは、ブログの中の別な記事に 

誘導して、他の記事を読んでもらうためのものです。 

「合わせてコチラもお読みください」 

「この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます」 

「関連記事はコチラ」 

こんな文章で他の記事に誘導された経験ありませんか？ 

記事をたくさん読んでもらうことができれば、 

それだけ滞在時間は長くなります。 

それでは、内部リンクの作り方について 

・記事の中に作る方法 

・サイドバーに作る方法 

をそれぞれ説明していきますね。 
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記事の中に作る方法 

まずは、ブログの途中に登場させる方法を 

お伝えしていこうと思います。 

まずは、書き方は自由ですが 

飛ばしたい記事のタイトルを記事の中に書き込みましょう。 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次に飛ばしたい記事のタイトルを選択し、 

赤枠のクリップのアイコンで【リンクの挿入/編集】 

が行えるのでクリックしてください。 
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【URL】の欄に飛ばしたい記事のアドレスをペーストし、 

【リンクを新ウィンドウまたはタブで開く】に 

チェックを入れましょう。 
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関連記事には画像を挿入すると尚良いです。 

画像のサイズは【中】か、【サムネイル】を選びましょう。 

貼り付けた画像をクリックするとメニューが 

表示されるので、【編集】をクリックします。 
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【リンク先】の【カスタムURL】を選択し、 

記事のURLを入力します。 

【リンクを新ウィンドウまたはタブで開く】 

にチェックを入れましょう。 

最後に【更新】ボタンを押して完了です。 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サイドバーに作る方法 

記事を新規作成して、記事の中にリンクを 

作ったときと同じように、 

画像と記事のタイトルにリンクを埋め込みます。 

 

この状態で一度【下書き保存】をかけましょう。 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この状態で【テキスト】画面に切り替えると、 

コードが表示された状態になっているので、 

これを丸ごとコピーします。 
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【外観】から【ウィジェット】へ移動してください。 

ウィジェット内で 

【テキスト】を選択し、 

【ウィジェットを追加】を 

クリックしましょう。 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【タイトル】には目を惹きそうなものを 

考えて入力しましょう。 

【保存】をクリックして完了です。 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このように表示されます。 

サイドバーを充実させることができると 

直帰率が下がり滞在時間が伸びるので 

積極的に使うことをオススメします。 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最後まで読んでもらう 

理想は書いたブログを下までしっかり 

読んでもらうことですよね。 

それができれば掲載している広告全て 

に目がいくでしょうし、 

滞在時間も２～３分になるはずです。 

しかしなかなかそうはいかないのが現実。 

では、どうすれば 

”最後まで読んでもらえる記事” 

を書くことができるのでしょうか？ 
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◆スマホの幅を意識して改行、２～３行で行間を空ける 

PCの画面上で長い文章を打つと、 

スマホで見た時には改行されて 

しまっています。 

↑このように、1行の長さはスマホの画面を 

意識した文字数を目指しましょう。 

そして、文章は２～３行、多くても４行で 

行間を入れて１つのカタマリにしましょう。 

◆太字やアンダーラインを活用 

重要だと思うところを太字にしたり 

アンダーラインを引いて強調することで、 

ユーザーはどこが重要なのか理解しやすく 

なるため”読みやすい”と感じます。 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◆色は３色まで！ 

記事を見やすくするために文字に色を付ける 

という方法がありますが、 

あまりたくさんの色を使っても、 

どこが重要なのか分かりづらくなるため 

ユーザーは混乱してしまいます。 

そこで、ブログに使う色は３色までと決めましょう。 

それぞれには別々な働きがあります。 

【ベースカラー】 

主な文字に使う基本色（普通は白背景＋黒文字） 

【メインカラー】 

見出しなどの強調させたい場所に使用 

【アクセントカラー】 

メインカラーと区別したいところや、 

特に注目を集めたい箇所に使用 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まとめ 

クリック率を改善するための方法を一度に 

たくさん紹介してしまいましたが、 

内容は理解できましたでしょうか？ 

やり方はいろいろとありますが、 

基本的な考え方は”ユーザーに楽しんでもらう” 

というところに尽きると思います。 

「どうしたらもっと満足してもらえるかな？」 

「どうしたらまた見たいと思ってもらえるかな？」 

そんな風に考えるようにするのが、 

”いいブログ”の第一歩ではないかと 

思います。 

「ユーザー目線」を常に意識するように 

しましょうね！ 

Copyright © 2015 いずみ All Rights Reserved. �  / �37 38



2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

発行者：いずみ 

ブログ：http://gezumi.jp/ 

メール：info@gezumi.jp 

メルマガ：いずみのアドセンス講座
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