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はじめに 

今回は「あなたのサイト・ブログの訪問者（読者）を増やします」を購入いただ

きありがとうございます。 

 

このマニュアルは主にサイト・ブログで記事を書いてアフィリエイトやアドセ

ンスで収入を得ている方のためのマニュアルです 

あるいは自分のサイト・ブログを広く多くの人に読んでほしいという方にも有

効です。 

 

 

 

 

サイト・ブログを取り巻く状況 

収益を得るには自分のサイト・ブログに読者を集めなければなりません。 



読者を集めるためには次のことが大事になります。 

 みんながよく検索するキーワードを見つけて、そのキーワードを文書に

ちりばめた記事を書く 

 検索エンジンで検索した時、自分のサイト・ブログが上位表示させるた

めの SEO 対策を施す 

 

その結果、同じキーワードで似たような内容の記事のサイト・ブログがたくさん

作られました。（以下、サイト・ブログを「サイト」ということがある） 

 

検索エンジンは、評価価値の高い順に表示します。1 ページに表示されるサイト

の数は 10 サイトです。 

 

検索する人は何ページまで見るかというと、2 ページ以降はほとんどの人が見な

いという調査結果が出ています。 

検索において 1 ページに表示されないとそのサイトや記事は価値が低いという

ことです。 

 

現在の一般的につかわれている検索エンジンの状況をみますと 

 エンジンとしては Google と Bing（マイクロソフト製）がある。 

 利用状況はほとんど Google が独占している 

 Yahoo！など他の検索サイトもあるがエンジンは Google のエンジンを利

用して、一部アレンジして使っている 



 Google は検索性能の向上、すなわちより公平な検索を目指して、幾度と

なくアップデートを行ったし今後も行われる 

 

以上が検索エンジンの状況ですが、特にサイト制作者が気になるのが Google の

アップデートです 

過去にもペンギンアップデートやパンダアップデートで上位表示されていたサ

イトが圏外に飛ばされるということが起きています。 

 

最近では、プロ野球横浜ベイスターズの球団を所有する(株)DeNA の医療関係の

サイト「WELQ」の記事がでたらめなのに上位表されるということで問題にな

りました。 

結果として、WELQ は廃止に追い込まれました。 

この一連の騒動のあと、Google は専門性の高い医療系のサイトの評価を変えて

きて、専門家でない人が作ったサイトの評価を下げました。 

その後、医療機関に限らず、他の専門分野においても同様な処置を広げていきま

した。 

 

 

いずれにしても、上位表示の競争が激しいなかにあって、さらにハードルが高く

なりました。例え上位表示したとしても、いつ転落するかわからない不安があり

ます。 

 



せっかく作ったあなたのサイト、少ない記事なら廃棄してもよいが、量もかなり

あり、記事として読んでもらいたいと考えのあなたへ解決策をお教えします。 

 

 

 

 

サイト・ブログの読者を増やすには 

 

あなたのサイト・ブログの訪問者・読者を増やす方法として２種類の方法があり

ます。 

 

A) 検索エンジンで上位表示されたキーワードの記事をピックアップする。 

その記事の内容を充実させる。その記事に関連性の高い記事を増やしていく。 

SEO 対策を実施する。 

 



B) 訪問者のいない、あるいは少ない記事に一定数の読者を呼び込む方法です。 

むろん、上記 A) に対して実施してもよいです。 

 

A) は正攻法です。いままで多くの人がやってきた方法でネット上にたくさんの

資料があります。あるいはその手法を教えている塾やメルマガなどがあるので

それらを利用する。 

このマニュアルでは A)については直接言及いたしません。 

野球で 3 割打者は一流であるがネットの場合、一つでも大当たりの記事がある

と全然読者数や収入が変わってくることを自覚して取り組んでください 

 

このマニュアルで取り扱うのは B) です 

B) は一定の作業と継続をすれば、誰にでもできます 

 

ここからは B) の方法について説明します。名称は「サイト・ブログの読者を増

やす B 方式」あるいは単に「B 方式」とします 

 

 

サイト・ブログの読者を増やす B方式 

 

開発導入の経緯 

いよいよこのマニュアルの本題です。 

その前に私がこの B 方式を編み出して実施している理由や経緯を述べます。 

私はアドセンスを主としたサイトを１つと個人的な趣味としてのブログを 2 つ



運用していました（現在も運用しています）。 

アドセンス用のサイトは生活に役立つなんでもあり系のサイトです。 

その中でも体や治療関係に重きを置いたサイトで記事は 300 ぐらいです。 

順調にアクセスが伸びていったのですが、例の「WELQ」問題が発生したので

す。 

Google が専門性の高い記事は専門家のサイトを評価する方針を打ち出し、それ

がいろいろな分野に波及していきました。 

その結果私のサイトは読者数が下がっていきました。 

そこで考えたのが B 方式というわけです。 

B 方式はもともと運用していたブログで使っていたのをサイト用にアレンジし

て作ったものです 

B 方式用のブログを 2 つ作成し、今までのブログとあわせて 3 つのブログに B

方式を使っています。（あと一つブログがあるが運営会社が違うので使えない） 

 

B 方式を実施した 2 つのブログは 9 ケ月（2018.9 現在）になります。 

その結果以前のアクセスには及ばないがだいぶ読者が増えてきました。 

以上が B 方式導入の経緯です。 

 

B方式 

B 方式は「アメーバブログ」と「いいね」を使う方式です。 

アメーバブログ（アメブロ）は、利用者の数が多いことで知られています。 



アメブロを使ってみての感想は規律が厳しいことです。 

記事の内容が運営会社（サーバーエージェント）の方針に違反すると記事が表示

されません。最悪の場合アカウント停止です。 

アフィリエイトは楽天・ユニクロ・アマゾンは許されていますが他はダメです。 

アメブロは会員同士の交流が充実しています。 

一般的な他のブログとフェースブック（FB）の中間みたい感じです。 

FB ほど広く浅くの関係ではありません。FB だとタイムラインに流れくる情報

が主体で、それもどうでもいいような情報が多いです。アメブロは個人のブログ

が主体で個人の意見や考えを公表する、いわゆるブログというものです。 

他のブログとちがうところは会員間の交流が FB 並みに行える点です。 

その一つが「いいね」です。いいと思った記事に対して「いいね」をつける。 

以前は「ペタ」といって訪問したという足跡をつけるのが主流であったが、「い

いね」が出てきたからは「いいね」が主流です。 

 

自分のブログの記事に「いいね」をつけられると人は返報性の法則で「いいね」

をつけ返してくれるものです。 

一日でつけられる「いいね」の上限は 300 までです。 

その他に有効な手段として「フォロー」（読者登録）があります。 

いいと思ったブログに対してフォロワー」（読者）になる。これも返報性の法則

で自分の読者になってくれる。 



「フォロー」は 1 ブログ最大で 1000 までです。 

「フォロー」も読者を増やすのに有効な手段です。 

今回「フォロー」を推薦していません。 

理由としては自動化ができない。確認チェックがあり手間がかかる。1000 サイ

ト登録したらそれ以上登録できない。登録者の入れ替えはできるが煩わしい。 

 

などの理由によります。 

ただし、有効な手段ではあるので、自分が本当に気にいったブログにはつけるよ

うにしています。 

 

話は変わりますが、 

ブログから元ネタのサイトへリンクを貼ることにより Googe の評価が上がると

いう効果があります。記事が多くなればその効果は大きくなります。 

その効果がどれぐらいかは Googe が公表していませんのでわかりません。 

昔、Googe が外部リンクを高く評価していた頃には持てはやされた手法です。 



 

 

 

アメブロの開設・設定 

アメブロの開設方法はネットに出ていますので、そちらを参考にしてください。 

アメブロは設定できる事項の数が多くありますが、今回使用するブログは別の

サイトに誘導するために使うので基本的な事項だけを設定します。 

アメブロにはブログを簡単に設定できるようにテンプレートが多数準備されて

いますがオリジナルﾃｨを出すために自分でカスタマイズしてください。 

特にヘッダーの写真やイラストは大事ですので自分独自のものを使ってくださ

い。 

 



アメブロを開設するには 1 ブログに１つのメールアドレスが必要です 

３つ開設するには３つのメールアドレスが必要です。 

メールアドレスが足りないときにはヤフーメールや gmail で作ってください。 

ブログの編集にはブラウザが必要です。 

1 つのブラウザで３つのメールアドレスを切り替えて使うのは非効率です。 

３つメールアドレスがあるなら、3 つのブラウザ、例えば IE、クローム、ファ

イヤーフォックスなどに違うメールアドレス設定しておき、必要なブラウザを

起動させて使います。 

 

「アメブロの設定」の変更はよくあります。したがって設定情報を探すときには、

最新の情報であるか確認してください。 

 

 

アメブロの記事の構成と書き方 

記事の構成と書き方に私が注意している点や心掛けていることを述べます。 

基本的にはどのようにしても自由ですから参考に聞いてください。 

まずアメブロに書く記事を自分のサイトの記事（元ネタ）の中から選びます。 

記事の選び方は前回の記事との関連や季節的にあうものなどを考慮して決めま

す。 

記事のタイトルは元ネタと違うタイトルに変えます。 

読者に違う記事だという印象を与えるためにタイトルを変えています。 



検索エンジンからすると同じタイトルがあるとどう評価するか分かりませんが、

マイナスの評価をされると思われます。 

元ネタに影響が及ぶのをさけるためにもタイトルは違うものにします。 

 

記事の行数は 4 から 8 行ぐらいです。 

記事の内容は元ネタからもってきます。 

タイトル同様に同じ文章は避けます。 

書く内容は事象の説明、問題提起などを始めに書いて、 

最後の方で、それに対する解決策はこちらとして元ネタにリンクで導きます。 

ハッシュタグの設定をします。 

ジャンルの設定も忘れずに行います。 

注意点として、アメブロには禁止用語があって、その語句を使うと削除されてし

まいます。 

どれが禁止用語か公表していませんが商業行為は違反となっており「稼ぐ」など

はダメのようです。 

一度、利用規約を読むことをお勧めします。 

 

内容としては以上ですが、ブログの見た目も大事です。 

 

記事に関連する写真を一枚貼ります。 

写真があると読者にくつろぎのひと時を与えますので効果的です。 



また写真はアイキャッチ画像としての機能もあります。記事の一覧表示などで

写真も表示されますので印象が違います。 

私は写真をブログの最後（下）の部分に貼っていますが、好みに合わせた位置で

いいと思います。 

文章の行が少ないので行間や段落は広くとります。 

 

アメブロは楽天・ユニクロ・アマゾンのアフィリエイトをすることができます。 

私は記事に関連した商品のアフィリエイトを楽天でしています。 

アフィリエイトの収入も少しではありますが入ります。 

アフィリエイトは収入というより、記事の一部分として捉えていますので、 

文章と写真の間に貼っています。 

 

以上が記事の構成と書き方ですが、分からなかったり疑問がありましたら、アメ

ブロの公式ページに「ヘルプ」がありますので参照願います。 

 

 

読者の集め方 

アメブロは読者が集めやすいと言われていますが、記事を投稿しただけでは読

者は集まりません。 

アメブロの中には長期間、毎日記事を投稿している人もいますが、読者対策をし

ていないブログは読者が集まりません。記事の事だけに頭がいっていて、読者の

存在を無視しているか集客方法を知らないのでしょうね。 



アメブロで読者を集めるには外部対策と内部対策があります。 

外部対策は Google の検索エンジンで上位に表示させることです。 

検索エンジンでアメブロが上位表示されることはめったにありませんので考え

る必要はありません。Google は同じドメインから大量に上位表示はさせないの

で競争が激しくなるという事情もあります。 

内部対策ですが、アメブロの会員すなわちブログを発行している人（ブロガー）

に対して行うものです。 

 

ブロガーの数は約 40 万人といわれています。 

実際に活動している人はもっと少ないですが、人数としては十分でしょう。 

基本的な方法は他人のブログに「いいね」をつけることです。 

 

ブロガーにもいろんなジャンルの人がいます。 

基本的にブログを書く人はマジメでよい人が多いです。いろいろな人生を背負

ってブログを書いているので相手に対する考慮も必要です。 

 

病気を患っている人に「いいね」をつけると文句を言ってきたり、取消要請がき

たりします。 

その他にも、いろいろな理由で文句をいってくる人はいますが、経験上ほとんど

ありません。 

相手を選んで「いいね」をつけることも重要です。 



基本は記事の内容に興味を持つ人を選びます。選択の方法は数種類あります。 

とは言ってもクレームは来ますので、来たときは無視してそのブログには「いい

ね」を送らない処置とメッセージの拒否の設定をします。 

 

「いいね」をつけるのに、手動で行う方法とツールを使って自動で行う方法があ

ります。 

手動で毎日行うのは大変ですのでお勧めしません。2,3 個ぐらいでしたら手動で

することもありますが、特別な間柄の人だけです。 

1 日 300 の「いいね」を送るとしたら 400 ぐらいの「いいね」を送る必要があ

ります。「いいね」の受付を拒否設定している人もいるからです。 

 

「いいね」を送るにはツールの使用をお勧めします。 

ツールにも無料と有料のもの、送る相手の選定方法などの違いにより機能は千

差万別です。 

 

ここでお勧めなのは有料版です。 

ビジネスとして取り組むのには、動作が安定している、機能が豊富であることは

もちろん重要ですが、アメブロの機能変更に合わせて、素早く対処することも大

事です。 

無料版ですと動作の保証はありませんし、機能変更で使い物にならなくなって

も対応する義務はありません。 

 



アメブロの機能変更や仕様の変更は頻繁に行われています。 

無料版を使っていて、いきなり使えなくなったときの恐怖を想像してみてくだ

さい。怖いものがあります。 

 

有料版のなかでも、実績があり、機能が豊富でリーズナブルな価格の 

「アメーバキンギ 2」をお勧めします。 

 

購入は下の「アメーバキンギ 2」購入 からお願いします。 

ここから購入いただいた方には、特典として「アメーバキンギ 2」 

の実践での有効な使い方のマニュアルをお送りします。（詳細は「まとめ」参照） 

 

「アメーバキンギ 2」購入 

↓（クリック） 

http://www.infocart.jp/e/49475/183020/ 

 

 

 

ブログの数、記事の更新 

ブログをいくつ作るかは個人の考え（ジャンル別にブログを分けるとか読者数

を増やすことを主にするとか）や処理能力、記事の更新頻度により決めてくださ

い。 

初めに 1 つブログを立ち上げてください。それによって得られる経験でブログ

の数や更新頻度が見えてきます。 

http://www.infocart.jp/e/49475/183020/


個人的な経験を記します。記事の更新頻度ですが、立ち上げてからしばらくは毎

日か 2 日毎ぐらいで書きました。読者に信頼を得るにはある程度の記事の量は

必要です。記事の内容に合わせてターゲットを絞って「いいね」をつけていきま

す。 

２つ目のブログを 1 ケ月後に発行しました。 

更新頻度は 3,4 日と伸ばしていき現在は 1 ブログにつき 5 日毎に更新していま

す。更新頻度は各自の考えで決めてもらってください。 

その時、意識するのは愛読者と新規読者のどちらに比重を置くかです。ファンの

ためには更新頻度が多い方がいいです。一方新規読者を増やそうと思ったら更

新頻度は少ない方がいいです。記事をいろいろなジャンル（例として 5 とする）

に送るには 1 記事で 5 日必要です。更新頻度は多い方が読者の数は多いです。 

ブログの数と更新日数で全体の読者数がわかりますから、自分の能力と意欲に

相談して決めてください。 



 

 

 

まとめ 

最後まで読んでいただきありがとうございます。 

下記のような要望をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。 

 具体的な実例がみたい 

 ネットで検索したけど、いまいち理解できない 

 疑問点を質問したい 

 記事のコメントやメッセージに対する応答はどうする 

 写真やイラストはどうやってどこから手にいれるの 

 アフィリエイトの方法知りたい 



 元ネタへのリンクの貼り方 

 アメーバキング２ をここで購入したので特典がほしい 

 

このマニュアルでは大事なポイントを重点的に説明いたしました。 

個人の知識や経験もそれぞれ異なるわけですからベースとなる基準点もありま

せん。簡単と感じた人も難しいと感じた人もいると思います。 

 

ネット時代の疑問への対応は基本的には「検索」して自分で調べることです。 

 

 

 

とは言っても、一人ですべて解決することは難しいです。 

これらを解決するには、個別に応じてアドバイスするのが一番です。 

また継続的に行動することも重要です。 

 

私の発行しているメールマガジンでコミュニティーを主体としたものを運営し

ています。いくつかのコミュニティーで構成されていて、それぞれが個別でもグ

ループでも必要に応じて対応しています。コミュニティーの中で意見をだしあ

うことにより解決することもあります。 

コミュニティーに入ることにより無理なく行動が続けられます。 

メルマガに登録いただくことが、あなたの問題解決の近道です。 

メルマガ登録があなたの継続的な行動を支援できれば嬉しいです。 

参加をお待ちしております。（メルマガ・コミュニティ登録は次ページです） 



メルマガ・コミュニティ登録はこちら 

https://canyon-ex.jp/fx20754/fFSBkr 

 

 

 

「アメーバキンギ 2」購入 

http://www.infocart.jp/e/49475/183020/ 

https://canyon-ex.jp/fx20754/fFSBkr
http://www.infocart.jp/e/49475/183020/

