
はじめに 

 

「ブログを始めたばかりで、どのように収入につなげ

ていいか分からない」 

 

「SEO 対策で PV 数を上げようとしているけど、思う

ように上がらない」 

 

「アフィリエイトやアドセンス広告を始めてみたけ

ど、本当に稼げるの？」 

 

中には 

「ブログを半年くらいしているけど、ほとんど収入に

つながらない」 

そんな方もいるかもしれません。 

 

実は、私もそうでした。 

 



約 1 年前に起業しようと挑戦を開始。 

最初のステップとして、自分のブランディングと副業

を兼ねてブログを始めます。 

 

ネットやブログ関連の本を読むと、大抵書いてあるの

は以下のようなこと 

 

・100 記事書いたら稼げるようになる。 

・PV 数を上げれば何十万円もの収益が得られる 

だから SEO 対策をしっかりして記事を量産し、検索

結果の上位表示を目指せば、必ず稼げる。 

 

そのために、見出しをつけろ、特化ブログがいい、内

部リンクが・・・ 

など、いろいろなことが書いてあります。 

 

 

 



初心者には覚えることも多いため、その人達を対象に、

ブログコンサルタントやノウハウ販売を仕事にして

いる人もいます。 

 

私もやり始めた当時、SNS で知り合った SEO コンサ

ルタントの方にブログをチェックしてもらい、情報商

材も購入して勉強しました。 

 

キーワード選定やパーマリンクの修正、文章や見出し

の付け方なども工夫し、見栄えはかなりよくなりまし

た。 

 

そして、4 ヶ月 150 時間以上かけて 70 記事を作成。 

検索上位 10 位以内に表示される記事もいくつか出て

きて、少ないながらも毎日必ずアクセスがあり、月

1000PVくらいは見られるブログになりました。 

 

 



アフィリエイトもしていて、全部で 60 個くらいの案

件を載せていたのですが、成約はわずか 3件、収益は

たった 184 円でした。 

 

4 ヶ月 150 時間以上かけて 184 円です。 

サーバー代が月 1000 円くらいかかるので、3000 円以

上の赤字ですね。 

 

あと 30 記事書いたら目標だった 100 記事ですが、と

ても稼げるようになるとは思えませんでした。 

 

そんな時、「安定収入を実現するのに必要なビジネス

の基本」に出逢います。 

その方法は「楽して稼げる」ものではなく、ビジネス

の基本を知り、正しいやり方を実践して確実に稼ぐ方

法でした。 

 

 



そこで気づいた「勘違いしていたこと」。 

それは、「ブログで稼ぐなら、アクセス数を上げれば

いい」という考え方です。 

 

初心者ブロガーは、ブログを書いて見られることにこ

だわりすぎて、物を売るためのスキルを磨きません。 

これが稼ぐことができない一番の理由です。 

 

私は、これを知ってから、本気でビジネスの基本やマ

ーケティングスキルを学びました。 

そして、2 箇月後、学んだことをフルに活かしたアフ

ィリエイト案件 1 つで 18 人の成約を達成しました。 

 

このスキルは、ブログに限らず、WEB を使ったビジ

ネス全般で活用できます。 

 

ブログを始めるきっかけは人それぞれです。 

 



私のように、家族との時間を作りたい、会社の将来や

老後が不安という気持ちから起業したいと思い始め

る人もいますし、単に、副収入が欲しい、会社がブラ

ック過ぎて辞めたい、そんな方もいると思います。 

 

確実に言えるのは、 

・ブログでアクセス数を上げるには時間がかかる 

・アクセス数を上げても稼げるとは限らない 

・仮に稼げても、生涯安定して稼げるとは限らない 

ということです。 

 

私は、これからブログを始める初心者の方が、正しい

やり方を知らずに貴重な時間を無駄にしてほしくな

いと思っています。 

 

「ビジネスの基礎、マーケティングを知りたい」 

「成約率を上げるブログを書きたい」 

 



こう考えている人には最適な内容だと思いますので、

読み進めて下さい。 

 



ブログ初心者に多い思い込み 

 

冒頭でも触れましたが、 

ブログ初心者に一番多い思い込みは、 

「SEO 対策をしてアクセス数を上げれば絶対に稼げ

るようになる」というものです。 

 

もちろん、ある程度は稼げるようになると思いますし、

大成功を収めている人もいます。 

月間アクセス数が 0～10 ではほとんど見られていな

いことになるので、SEO 対策が全て無意味だと言い

たい訳ではありません。 

それだけにこだわっても、安定収入は難しいというこ

とです。 

 

私の知人に、ブログコンサルに何十万円も払って、200

記事近く書き、月 10 万アクセス以上を達成したのに、

収益は数万円だったという方がいます。 



 

その方も、SEO 対策やブログの内容ばかりにこだわ

って学んでいたため、成功できていませんでしたが、

途中から、ビジネスの基礎を本格的に学んだことで、

1 年後には、WEB ビジネスだけで年収 1000万円を超

え、脱サラに成功しています。 

 

ブログで収益を上げる方法は、主に２つです。 

 

①アフィリエイト 

②アドセンス広告 

 

私もそうだったのですが、ブログ初心者は、まず、

ASP に登録し、アドセンスに申請し、使用できるよう

になったら、アフィリエイトリンクや広告を貼りまく

ります。 

 

そして、わずかでも収益が出ると喜びます。 



しかし、ほとんどの場合は偶然。 

その月にたまたまアフィリエイト報酬が入っても、今

後増えていく保証はないですし、翌月も同じ額が入る

とは限りません。 

 

アドセンス広告に至っては、ほとんどが誤クリックだ

と言われています。 

つまり、記事と間違えて押してしまった、ページ遷移

の時に突然現れる邪魔な広告を誤って押してしまっ

た、というところです。 

あなたも経験あるのではないでしょうか。 

 

誤クリック率は数%と言われていますので、アクセス

数を上げれば、ある程度の収益にはなります。 

しかし、生活できるレベルの収益を得ようと思ったら、

月数十万アクセスを継続的に上げ続ける必要があり

ます。 

 



月 1000PVも達していない初心者には遠い目標ですし、

グーグルのアップデートや強豪ブロガーの登場に左

右されるので、維持するのは大変です。 

 

アクセス数より成約率を上げよう 

 

アクセス数ばかりにこだわると、以下のようなリスク

があります。 

 

①見られる記事を作るため、キーワードやインパクト

にこだわり、読者目線の良い記事が書けなくなる。 

②前章でも少し触れましたが、グーグルの検索エンジ

ンアップデートにより、突然、検索順位が下がること

がある。アクセス数で稼いでいた場合、収益は急落す

る。 

③たまたま見に来た人が、たまたま自分の記事に心動

かされてアフィリエイト商品を買ってくれる、そんな

偶然が永久に続くとは限らない。 



順番に説明します。 

 

①見られる記事を作るため、キーワードやインパクト

にこだわり、読者目線の良い記事が書けなくなる 

  

教材やネットには、「キーワード選定は大事であり、

タイトルや見出しなど、所々に狙ったキーワードを入

れることで SEO 対策になる」と書かれています。 

 

もちろん、ある程度のキーワード選定は必要ですし、

誤りではありません。 

 

ただし、キーワードにこだわり過ぎると、読者が本当

に知りたいこと、自分が本当に伝えたいことが伝わら

なくなることや、文章がしつこくなる場合があります。 

 

そうなると、記事を読んだ読者はあなたの記事に魅力

を感じなくなり、リピーターになってくれません。 



 

もし、キーワード選定にこだわるのであれば、キーワ

ードは適度に入れ、あくまで良い文章や分かりやすい

内容を書くことを心がけましょう。 

 

②グーグルの検索エンジンアップデートにより、突然

検索順位が下がることがある。アクセス数で稼いでい

た場合、収益は急落する 

 

これは、あなたも聞いたことがあると思います。 

仮にアクセス数アップに成功し、収益が上がったとし

ても、結局はグーグル次第です。 

月 50 万円ブログで稼ぐことができて脱サラに成功し

た人が、グーグルのアップデートにより、月 5 万円く

らいまで収益が下がって困窮したという話もありま

す。 

 

 



また、アドセンス広告の平均クリック単価も、数円～

数十円まで変動するそうなので、一生安定収入が得ら

れるという保証は無いですよね。 

 

つまり、収入が自分の力ではなく、他者依存になって

いる状態はリスクが高いということです。 

 

③たまたま見に来た人が、たまたま自分の記事に心動

かされてアフィリエイト商品を買ってくれる、そんな

偶然が永久に続くとは限らない 

 

一般的なブログアフィリエイトは、キーワード検索を

して、たまたま自分のブログに訪れた人を対象に商品

を紹介して買ってもらいます。 

 

アクセス数を上げれば、偶然、買ってくれる人も出て

くると思いますが、あくまで偶然です。 

一生、安定して続く保証はありません。 



人がネット上から物を買おうとする時、検索したワー

ドで上位に表示されたホームページから買うとは限

りません。 

 

まずは、Amazon や楽天市場など、「これを買うなら、

ここ」と最初に思いつくところで買おうと思います。 

個人のブログで探す場合も、検索上位のブログをいく

つか比較してから決めますよね。 

 

さらに言えば、ブログの中で、「この商品いいよ、買

ってね」とだけ書いてあるものだと買う気はしないで

すよね。 

売り込み感がすごいと人は抵抗を感じるからです。 

 

つまり、アクセス数にこだわり過ぎると、それを維持

するのも大変ですし、偶然に頼る部分が大きいので、

安定した収益を上げ続けることは難しいということ

です。 



だからこそ、物を売るための基本的なビジネススキル、

成約率を上げるためのスキルを身につける必要があ

ります。 

 

実際、ブログで稼いでいる人の多くは、ただ闇雲に

SEO 対策をしているのではなく、物を売るスキルも

同時に磨いています。 

 

では、成約率を上げるにはどうすればいいのでしょう

か。 

人がブログなどを見て物を買う時には３つの壁が存

在すると言われています。 

 

①読まない 

②信じない 

③行動しない 

 

 



①の「読まない」は、文字通り、検索結果で表示され

ても読もうとしないことです。 

 

これは、SEO 対策や記事のタイトル、アイキャッチ

画像などで対応できますが、それだけでは、「買う」

まで行きません。 

読んで終わりです。 

つまり、アクセス数だけ増えて、何の結果も伴わない

のです。 

 

②の「信じない」は、読んでみるけど書いてあること

を疑うことです。 

 

疑っている人から物を買うことはありません。 

例えば、同じ服を買う場合、路上で出会った他人より、

友人から買いますよね。 

同じ薬なら、コンビニの店員に勧められるより、薬剤

師さんに勧められた方が買いますよね。 



それと同じで、誰が書いているか分からないブログで

物を買うのは抵抗があります。 

 

これに対する対策は、相手と信頼関係を築くか、専門

性をかなり高くした特化ブログにして、自分自身の権

威を高めるしかありません。 

 

前者は集客方法と情報発信のビジネススキルを身に

つけることで解決できます。 

後者は継続的な勉強と質の良い発信で解決できます

が、よほどニッチなジャンルで無い限り、プロが存在

するので、難しいことが多いです。 

 

③の「行動しない」は、読んで信じるけど、お金を使

うのに躊躇して「買う」までいかないことです。 

 

 

 



価格を下げるのも１つの手ですが、アフィリエイトで

は他人の商品なので下げられませんし、自分の商品な

ら利益が減ります。 

そこで必要になるのは、同じ価格でも相手を買う気に

させるセールスのためのビジネススキルです。 

 

以上から、①～③の全ての壁を突破できる力を持って

いないと、成約率を上げるのは難しいことが分かりま

す。 

 

集客して、信頼関係を築いて、効率よくセールスして

物を売る。 

世の中のビジネスモデルの多くは、この方法を使って

います。 

 

 

 

 



企業の宣伝を思い出して下さい。 

例えば、化粧品の場合、 

 

テレビ CM やWEB 広告などで宣伝し、無料お試し商

品を紹介 

 ↓ 

お試し商品を申し込んだ人に、試供品と同時にパンフ

レットの送付などをする 

 ↓ 

試供品が気にいった人が商品を買う 

 

少なくとも、人通りの多い駅前で「○○を買って下さ

い」と書かれた札を掲げて、化粧品を売っている人よ

りは成約率が高くなると思いませんか？ 

 

ブログでアクセス数を上げることだけにこだわって

いる人がやっていることは、この人と同じです。 

 



つまり、人に物を売るためのビジネススキル（いわゆ

るマーケティングスキル）を身につけると、ブログだ

けでなく、各種コンテンツ販売や物販でも応用が利き

ます。 

 

この意味でも、個人で稼ぐ力をつけたいという人には、

是非とも身につけておきたい一生もののスキルにな

るのです。 

 

 

成約率を上げるための基本スキル 

 

それでは、成約率を上げるための基本的スキルとは何

でしょうか。 

 

それは、 

あなたの商品に興味がある見込み客を集める「集客力」

と集まった見込み客に商品を販売する「販売力」です。 



では、どうすれば、集客ができるのでしょうか。 

必要なことは、あなたが商品を売りたいターゲットが

誰かを明確にし、その人が見る媒体に対して、心動か

される発信をすることです。 

 

広告を貼る場合も、キッチン用品の宣伝なら主婦が集

まるスーパーに、学習塾の宣伝なら、学校の近くに貼

るのが効果的ですね。 

 

個人で行う場合は、広告費があまりかけられないので、

無料で多くの人に情報発信できる SNS が最適です。 

自分の商品の特性に合わせて、使用する SNS は選び

ましょう。 

また、発信内容も、ターゲットをペルソナとして設定

し、その人が見たら、心動かされるであろうことを発

信していきます。 

大事なことは、ブログや商品の宣伝ばかりするのでは

なく、信用を積み上げる発信をすることです。 



 

また、発信の内容については、ペルソナとして設定し

た人物にとって、 

 

・共感するところが多い 

・学びになる 

・信用できる 

 

このように思ってくれるようなものを心がけましょ

う。 

 

 

 

あなたのことを「信用できる人」「専門家」として見

てくれるフォロワーや友達が増えると、あなたのブロ

グで商品を紹介した時に、読んでくれる人、信じてく

れる人が増えていきます。 

 



見込み客を集めて、信用してもらい、ブログを見ても

らうところまでできました。 

最後は、相手に「買う」という行動を促す文章スキル

を身につけましょう。 

 

営業の方が使うセールストークにあたるもので、コピ

ーライティング（WEB ライティング）と呼ばれるス

キルです。 

 

例えば、「カーナビ」のアフィリエイト記事を書いた

場合の２つの文章を比べてみましょう 

 

【例①】 

私がこの前買った A 社のカーナビがとても良かった

ので紹介します。 

 

カーナビの外観はこんな感じで、デザインもブラック、

グレー、ホワイトと選べます。 



実際に使ってみると、画像も綺麗で、操作もしやすく、

道案内も丁寧です。 

 

しかも、話し方が「通常モード」「声優モード」「芸人

モード」と選べるのも面白いです。私は「芸人モード」

が大好きです。 

 

価格も 2 万円とお手頃ですので、是非、買ってみて下

さい。 

 

【例②】 

あなたは、家族と車で出かける時、こんな経験はあり

ませんか？ 

・道に迷って、家族の機嫌が悪くなる 

・カーナビの案内が悪く、立体交差を「右に曲がれ」

など無理な指示があり、より迷う 

 

そんなことがあると、せっかく家族と出かけているの



に楽しさ半減。 

お互いイライラしてしまいますよね。 

 

「そんなことには、もうなりたくない」 

 

そんな人の悩みを解決するのが、この A 社のカーナ

ビです。 

 

外観はこんな感じで、色もブラック、グレー、ホワイ

トの３種類。 

ご家族の好みに合わせて選べます。 

女性の方にはホワイトが人気ですので、ホワイトを選

ぶと奥様に喜ばれること間違いなしです。 

 

実際に使ってみると、画像も綺麗で、操作もしやすい

です。 

これなら、操作する時のストレスもありません。 

道案内も丁寧で、立体交差も認識でき、今までのカー



ナビのように、無理な指示をすることはありません。 

 

道に迷って、家族との雰囲気が最悪・・・なんてこと

は、これを手に入れた時点で無くなりますよ。 

 

しかも、話し方が「通常モード」「声優モード」「芸人

モード」と選べるのも面白いです。 

その時の気分や一緒に乗る人によって使い分けると、

車内で盛り上がりますよね。 

私は「芸人モード」が大好きでよく使っているのです

が、運転中のストレスも減り、子供が面白がって笑っ

てくれるので、移動中も家族と楽しく過ごすことがで

きています。 

 

これだけの機能がついているのに、価格は 2 万円とお

手頃です。 

あなたも、これを手に入れて、ご家族とのカーライフ

を楽しみませんか。 



 

どちらの文章の方が、カーナビを買いたくなりました

か？ 

おそらく、例②だと思います。 

 

しかし、残念ながら、多くの初心者ブロガーは、例①

のように、ただ商品を紹介して買って下さいと売り込

む文章になっています。 

 

何が違うかというと、例②では、 

・ターゲットを「家族持ちの男性」に絞っている 

・悩みを明確に指摘し、その解決策として提案してい

る 

・商品の性能だけでなく、それにより、どんな良い生 

活ができるかというベネフィットを示している 

 

この３点を意識しています。 

 



これは一例でしかないのですが、このように、コピー

ライティングのスキルを学ぶだけで、成約率を上げる

ことは可能です。 

是非、学んで実践してみて下さいね。 

 

 

知っておきたい基本のマーケティング 

 

上記のスキルに加え、安定収益に欠かせない基本的な

マーケティングスキルがあります。 

聞いたことがあるかもしれませんが、DRM（Direct 

Response Marketing：ダイレクト・レスポンス・マー

ケティング）と呼ばれるもので、見込み客に、直接、

価値提供やお知らせ、商品案内などをするマーケティ

ング手法です。 

 

 

 



これをブログと結びつけると、あなたの商品に興味が

あり、あなたを信頼してくれている人達に、ブログの

更新連絡をリアルタイムにすることができます。 

 

これまでお話しした方法は、アフィリエイトの成約率

を上げる点で有効ですが、一般的なブログは見られる

のを待つプル型のビジネスモデルです。 

 

誰が、いつ見に来るかも分からないですし、検索エン

ジンのアップデートで PV数が下がることがあるので、

収入が不安定になるリスクを持っています。 

 

その点、DRM は、自ら連絡するプッシュ型のビジネ

スモデルなので、検索エンジンのアップデートなど気

にすることもなく、SEO 対策をそれほど考える必要

もなく、買ってくれる可能性が高い人だけに計画的に

更新連絡ができるので収入は安定しやすい傾向にあ

ります。 



世の中の多くの企業が用いているマーケティング手

法ですが、個人では知っている人が少ない（もしくは、

概念は知っているけど、具体的なやり方は知らない）

のが現状です。 

 

なので、多くのブロガーはアクセス数を上げることば

かりにこだわって、何年もブログを書き続けて、膨大

な時間と労力をかけても収入が 10 万円にも満たない

という場合が多いのですね。 

 

DRM は、知識としてはネットや本に書かれています

が、やはり、実際に自分でやってみないと活用できる

スキルは身につきません。 

私も実際にやってみて初めて理解できました。 

 

「長期的に考えた場合、偶然のアクセスと収入に頼る

より、確実に安定な収入が得られる。 

これが、DRMを正しく実践する最大のメリットです。 



最後までお読み頂き、ありがとうございます。 

ブログ初心者の多くは、SEO 対策をしてアクセス数

を上げれば必ず稼げると思われている人が圧倒的に

多いです。 

実際、「ブログの書き方」を調べると、そんな話ばか

り書いていますし、私自身も当時はそう思っていたの

で仕方がないことです。 

 

しかし、お読み頂いたあなたは気付いたかもしれませ

んね。 

 

収入を得ることを目的とするなら、「ブログの書き方」

ではなく「ブログを用いたビジネスのやり方」を学ぶ

必要があるのです。 

 

 

 

 



実際、大きな売り上げを出している有名ブロガーの

方々（例えば、マナブさんやヒトデさん）は、ただ

SEO 対策を長く続けているだけではなく、「ビジネス

のやり方」を知った上でブログを書いているように思

います。 

 

もし、あなたがブログで安定収益を出したいと思われ

て始めたのであれば、「ビジネスのやり方」も学びな

がら、ブログを書くことをお勧めします。 

 

ビジネスの基本、つまり、集客法や DRM のやり方、

コピーライティング、販売の仕方などのマーケティン

グスキルを手に入れることで、生涯に渡って役立つ

「ものを売るスキル」が身につきます。 

 


