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 はじめまして、グリスと申します。 

 

 

この度は本ガイドを手に取っていただき有難うございます。 

この「ブログ構築さくさくん！」は、僕自身がブログで収益化を始めた経験を基に

して、誰が見てもわかりやすいようにまとめています。 

 

 

当時（と言ってもほんの少し前ですが）の僕の「初心者がブログ立ち上げの際に、

ブログ構築の順序から分かりやすく解説してくれている手順書みたいなものがあっ

たらいいなぁ」という思いが本ガイドを作成するきっかけとなっています。 

 

僕はブログを始めて最初の 3 ヶ月までは収益 0 の実績のない状態が続きました。そ

んな中、初めての成果報酬が上がったときは、たとえ報酬額が僅かでも大変嬉しか

ったです。実績 0 が 1 になった瞬間でした！ブログを継続していれば何れ必ずそん

な瞬間がやってきます。あなたにも必ず！ 

 

本ガイドには全部で 11 の STEP があり STEP①から順序通り進めていくことで、誰

でも簡単にブログで収益化がスタート出来るようになっています。 

 

一応、全 STEP の完了まで 6 時間と想定しています。会社員で働いている方でも 1

日 2 時間の実践で 3 日間で完了する計算です。STEP を進めていく毎に少しずつブ

ログが構築されていくのを実感しながら取り組んでみてください。 

 

それでは、初実績が出来る瞬間にワクワクしながらブログを楽しんでいきましょ

う！ 
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【動画のご案内】 

本レポートのステップを動画でも解説しました。 

・STEP①  → https://youtu.be/mYDaxjwKoTI 

・STEP②  → https://youtu.be/QvfDya7XgCY 

・STEP③  → https://youtu.be/OGQT3nacgZA 

・STEP④  → https://youtu.be/aFPuy5lLHig 

・STEP⑤  → https://youtu.be/QA5Cm0geAR8 

・STEP⑥  → https://youtu.be/9wejd6k_8MA 

・STEP⑦  → https://youtu.be/BHlmBDW0Pa0 

・STEP⑧  → https://youtu.be/AV5o9YtkC-M 

・STEP⑨  → https://youtu.be/NymWX6B86vY 

・STEP⑩  → https://youtu.be/6XdJpFtZLqk 

・STEP⑪  → https://youtu.be/KrO2Szy_9-c 
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1 日目:STEP① Google アカウントの作成 
(動画→ https://youtu.be/mYDaxjwKoTI) 

 

Google アカウントを作成しておくと、様々な Google のサービスが利用できます。 

 

Google には「Google アドセンス」という、ブログ記事や読者に最適な広告を自動

で配信するサービスがあります。 

 

Google アドセンスには審査があり、それに合格しないとサービスを開始できません

が、これからブログで収益化をするのなら近いうちに Google アドセンスへ申請す

るときが来ます。そのためにもぜひ Google アカウントは作成しておきましょう。 

 

アカウントの選択 
 

Google トップページを開きます。→ https://www.google.com/ 

 

画面右上の「ログイン」をクリックします。 

 

 

「アカウントを作成」をクリックします。 
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「自分用」を選択します。 

 

 

姓名・ユーザー名・パスワードの入力 
 

「Google アカウントの作成」画面で以下を入力していきます。 

 

・「姓」「名」を入力します。（ニックネームでもかまいません） 

 

・ユーザー名を入力するか、「代わりに現在のメールアドレスを使用」のどちらか

を選択します。「代わりに現在のメールアドレスを使用」を選択した場合は現在

のメールアドレスを入力します。 

 

・パスワードを決めます。 

 

全て入力し終わったら「次へ」をクリックします。 
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「代わりに現在のメールアドレスを使用」を選択した場合は、そのアドレスに送信

されてきたコードを入力します。 

 

「確認」をクリックします。 

 

個人情報の入力 
 

「Google へようこそ」画面で必要な情報を入力します。 

 

※「電話番号」と「再設定用のメールアドレス」は省略しても大丈夫です。 
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全て入力し終わったら「次へ」をクリックします。 

 

 

利用規約に同意する 
 

「プライバシーポリシーと利用規約」画面が出るので、スクロールして全てに目を

通したら「同意する」をクリックします。 
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これで Google アカウントの作成は完了です。 
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1 日目:STEP② A8.net に登録 
(動画→ https://youtu.be/QvfDya7XgCY) 

 

ブログでアフィリエイトを始めるには、まず ASP に登録しなければなりません。

ASP とはアフィリエイトサービスプロバイダーのことで、ASP に登録することによ

りブログに広告を貼ることができ収益化につなげることができます。 

 

ASP のなかでも A8.net は日本最大の ASP で取り扱い案件数もとても多く、またブ

ログやサイトをまだ持ってなくても登録できるので、これからブログを立ち上げて

アフィリエイトを始めようという方に大変おすすめです。 

 

※アフィリエイトについては STEP⑩で詳しく書いています。 

 

では A8.net に登録するやり方を解説していきます。 

 

A8.net の設定 
 

まず A8.net の公式サイトへ行きます。 

A8.net 公式サイト→ https://www.a8.net/ 

 

「今すぐ会員登録（無料）」をクリックします。 
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メールアドレスを入力します。 

 

 

「「メディア会員利用規約」及び「ファンブログ利用規約」並びに「個人情報の取

り扱いについて」を確認の上同意する」と「私はロボットではありません」にチェ

ックを入れます。 

 

「仮登録メールを送信する」をクリックします。 

 

 

さきほど登録したメールアドレスに仮登録メールが送られてくるので、そこに記載

された【登録用 URL】をクリックします。 

 

移動先の画面で必要事項を入力します。 

 

個人でブログを始める場合は区分は「個人 又は 個人事業主」にチェックを入れます 

。 
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すべての入力が完了したら、現在の状況に応じて「サイトをお持ちで無い方」「サ

イトをお持ちの方」どちらかをクリックします。 

 

 

【サイトを持っていない場合】 

A8.net のファンブログという無料ブログサービスの設定をするために、必要な項目

を入力します。 

※まだブログを持っていない場合は、一旦こちらで設定しておいてレンタルサーバ

ー契約後に WordPress ブログを立ち上げます。 

 

【サイトを持っている場合】 

運営しているサイトやブログの情報を入力します。 

 

必要項目への入力が完了したら画面下の「口座情報を登録する」をクリックします。 

 

口座情報入力画面になるので、成果があがったときの報酬を振り込んでもらうため

の銀行の口座情報を入力します。 
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入力が完了したら「確認画面へ」をクリックします。 

 

入力情報を確認し問題なければ「上記の内容で登録する」をクリックします。 

 

これで A8.net の登録が完了しました。 

 

セルフバックを利用してみよう 
 

A8.net に登録ができたら、早速セルフバックを利用してみましょう。 

 

セルフバックとは自己アフィリエイトのことで、諸条件を満たせばボタンをクリッ

クするだけで報酬が発生する仕組みのことです。 

 

まず A8.net にログインし、画面右上にある「セルフバック」をクリックします。 

 

 

様々なセルフバック可能な案件が表示されていますので、お好きな案件を選びます。

おすすめランキングなどのランキングから探すと好条件の案件が見つけやすいです。 

 

セルフバックには多くのカテゴリーがあり、案件によって購入金額の〇〇%とか、

サービスに申し込むと〇〇円といったように報酬に種類があります。 
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【注意ポイント】 

セルフバックを行う前には必ず Cookie の削除を行ってください。Cookie の情報を残

したままだと成果が二重で発生し、成果として反映されない場合があります。 

 

※Cookie とは、Web 上で訪問したサイトや入力した情報などを記録したデータの

ことです。例えばショッピングサイトでログインして、カートに商品を入れたまま

ログアウトしたとしても、次回ログインしたときにもカートの中身は残ってますよ

ね。これは Cookie が機能しているからです。 

 

Cookie の削除は、Google Chrome の場合「設定」→「プライバシーとセキュリティ」

→「閲覧履歴データの削除」から行えます。 

 

 

それでは実際にセルフバックの手順を解説していきます。 

 

今回は、エックスサーバーとレンタルサーバー契約するセルフバックを例にして解

説をしていきます。 

 

エックスサーバー以外の案件もやり方は同じです。 

 

これから WordPress ブログを始めようという方やサーバー移行をしたい方にとって、

セルフバックでサーバーの申し込みが出来るのは非常にありがたいですね。 
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まず、セルフバックトップページの検索窓に「エックスサーバー」と入力して「検

索」をクリックします。 

 

 

エックスサーバー関連の案件がいくつか出ると思いますが、「国内シェア No.1 レン

タルサーバー『エックスサーバー』」と表示されている案件の「詳細を見る」をク

リックします。 

 

 

成果・否認条件を確認し注意事項を読んだら「セルフバックを行う」をクリックし

ます。 
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エックスサーバーのトップページに遷移しますので手続きをしていきます。 

 

レンタルサーバーの必要性、エックスサーバーとの契約方法は次の STEP③で解説し

ます。 
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1 日目:STEP③ レンタルサーバーと契約 
(動画→ https://youtu.be/OGQT3nacgZA) 

 

ブログを運営しようと決めたら、とりあえずは無料ブログから始めても構いません。

とにかく書くことに慣れるのが大事です。 

 

しかし、この先収益化を狙うなら WordPress でブログを運営することをおすすめし

ます。そのためにはレンタルサーバーと契約して、独自ドメインを取得する必要が

あります。 

 

ここでは、エックスサーバーを例にサーバー契約のやり方を解説します。 

 

サーバーとは 
 

まずサーバーについて説明します。 

 

ブログを運営するためにはサーバーが必要です。サーバーとは、ブログ運営者がブ

ログを構成している画像やテキストなどのデータを保存しているコンピューターの

ことです。 

 

ユーザーと呼ばれるサイト閲覧者のリクエスト（=クリックなどの行為）に応じて、

保存しているデータをユーザーの端末に表示します。 

 

サーバーとドメインについて 
 

サーバーとドメインの関係について解説します。 
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サーバーは土地、ブログやサイトは家、ドメインは住所と考えるとイメージしやす

いと思います。 

 

「家（ブログ）」を建てるには「土地（サーバー）」が必要です。そして、お客さ

ん（ユーザー）を招いたり郵便物（メール）を受け取るには「住所（ドメイン）」

が必要になります。 

 

 

なぜレンタルサーバーや独自ドメインが必要なのか？ 
 

ブログ運営は「アメーバブログ」や「はてなブログ」といった無料ブログサービス

で開始することもできます。その場合、サービスを運営している会社のサーバーと

ドメインを利用できます。 

 

このように、すべて無料で簡単にブログを始められるのが無料ブログサービスのメ

リットです。 
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では何故、わざわざ有料のレンタルサーバーと契約したり独自ドメインを取得しな

ければならないのか。 

 

それは、無料ブログには以下のデメリットがあるからです。 

 

・広告に制限がある 
 

無料ブログのサービス提供会社によって違いはありますが、広告のジャンルによっ

ては広告表示が NG な場合や、広告自体がダメなことがあります。 

 

こういった商業利用に制限があっては、ブログで収益化もままなりませんね。 

 

・カスタマイズ性が低い 

 
ある程度のカスタマイズは可能ですが、各無料ブログのベースデザイン以上の独自

性を出しにくいです。 

 

・突然、自分のブログがなくなる可能性がある 
 

無料ブログを運営していると、サービス提供会社の都合でサービスの継続が出来な

くなったときに、当然自身のブログも消えてしまいます。 

 

せっかくコツコツ記事を書きためても、一瞬ですべて無くなってしまう事があるな

んて想像したくもないですよね。 
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以上のことから、ブログを始めるのならレンタルサーバーとの契約を強くおすすめ

します。そして、独自ドメインを取得しておけば Google からの評価も上がり収益化

に繋がりやすくなります。 

 

独自ドメインの取得は次の STEP④で解説します。 

 

エックスサーバーと契約 
 

前置きが⾧くなりましたが、ここからはエックスサーバーとの契約方法を解説しま

す。 

 

まず、エックスサーバーの公式サイトを開きます。 

エックスサーバー公式サイト→ https://www.xserver.ne.jp 

 

ページ右上の「お申し込み」をクリックします。 

 

 

左側の「10 日間無料お試し 新規お申込み」をクリックします。 
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プランを決める 
 

契約するプランを決めます。(※サーバーID は特に希望が無い限りこのままで構い

ません) 

 

プランは「スタンダード」で充分です。 

 

※上の画像ではキャンペーン価格になっています。エックスサーバーではこういっ

たキャンペーンをよくやっているのでお得なタイミングで契約することをおすすめ

します。 

 

プランの下の「WordPress クイックスタート」は利用しないで OK です。 

 

アカウントの登録 
 

プランを選択したら画面下の「Xserver アカウントの登録へ進む」をクリックします。 
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Xserver アカウントの登録画面になるので必要な情報を入力します。 

 

必須項目の入力が終わって「利用規約」「個人情報の取り扱いについて」に目を通

したら「「利用規約」「個人情報の取り扱いについて」に同意する」にチェックを

入れて、画面下の「次へ進む」をクリックします。 

 

メールの認証 
 

アカウント登録で入力したメールアドレスにエックスサーバーからメールが届いて

いるので、それを開き「認証コード」をコピーします。 

 

次にエックスサーバーのお申し込みフォーム画面の「確認コード」のところに先程

コピーした認証コードを貼り付けます。 

 

画面下の「次へ進む」をクリックします。 

 

確認して完了 
 

確認画面になるので内容に問題なければ「この内容で申込みする」をクリックしま

す。 

 

これでエックスサーバーの契約は完了です。 

 

登録したメールアドレスにエックスサーバーからアカウント情報が記載されている

メールが送られてきているので、このメールを保存します。 
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サーバー代金の支払い 
 

現在は 10 日間の無料期間中ですが、忘れないうちに支払いを済ませておきましょう。 

 

まず、エックスサーバーアカウントにログインします。 

 

画面上部右側の「料金支払い」をクリックします。 

 

 

表示されているサーバーID を確認し契約期間を選択します。契約期間は「12 か月」

以上がおすすめです。 

 

「12 か月」以上をおすすめする理由は、独自ドメインの永久無料特典が受けられる

のと、契約期間が⾧くなるほど月々のサーバー費用が割安になるからです。 

 

契約期間を選択したら、その下の「支払方法を選択する」をクリックします。 

 

 

支払い方法を選択する画面になるので、お好きな支払い方法を選び「確認画面へ進

む」をクリックします。 
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支払い方法に問題なければ「支払いをする」をクリックします。 

 

これでレンタルサーバーの契約は完了です。 

 

A8.net のセルフバックを利用して契約したのなら成果報酬を受け取れます。 
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1 日目:STEP④ 独自ドメインの取得 
(動画→ https://youtu.be/aFPuy5lLHig) 

 

レンタルサーバーと契約したら、次は独自ドメインを取得しましょう。 

 

前ステップでエックスサーバーと契約したので、独自ドメインは永久無料特典が使

えるエックスサーバードメインで取得します。 

 

ドメインとは 
 

まず、ドメインについて解説します。 

 

ドメインとはブログの URL やメールアドレスを成しているものです。いわば Web

上での住所のようなもの。 

 

 

上の URL だと「example.com」の部分がドメイン名になります。 

 

独自ドメインは、その「example.com」の箇所を自由に決めることが出来ます。 
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独自ドメインを取得する意味 
 

独自ドメインを取得するのは、以下のようなメリットがあるからです。 

 

・自分らしさを出せる 
 

ブログ名やキャッチコピーをドメイン名にすれば、どんなブログなのかということ

もイメージしやすいですし、オリジナルのドメイン名ならあなたの個性も出しやす

いです。 

 

・信頼度が上がる 
 

ネットビジネスやブログ運営をする上で、独自ドメインだと相手に伝わる印象がま

るで違います。「ちゃんとしている人だな」という信頼感を与えることができます。 

 

・ずっと使える 

 
この先、仮にサーバーを変更したとしても独自ドメインなら同じものが使い続けら

れます。無料ブログサービスと違い、ドメイン消滅のリスクがありません。 

 

・収益化に有利 

 

独自ドメインは Google に評価してもらいやすくなり、アドセンス合格の可能性も

高くなります。これは収益化に有利ということですね。 
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独自ドメイン取得手順 
 

それでは、独自ドメインの取得方法を解説します。 

 

まずエックスサーバーアカウントへログインします。 

 

ログイン後、画面右上の「サービス一覧」をクリックし「Xserver Domain」をクリ

ックします。 

 

 

「ドメイン取得」をクリックします。 

 

 

「新規取得」の画面で、取得したいドメイン名を入力します。ドメイン名はお好き

なもので構いません。 

 

ドメインの種類はコスパのいい「.com」をおすすめしますが、他に希望のものがあ

ればそれを選択してください。 
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取得したいドメイン名と種類が決まったら画面下の「ドメインを検索する」をクリ

ックします。 

 

検索したドメインが取得可能であればドメイン名の左側にチェックが入っています。 

 

 

もしドメインの種類を「.com」と「.net」など複数で検索した場合は、希望するド

メイン以外のチェックを外し一つに絞ります。 

 

登録年数は「1 年」で構いません。 

 

ネームサーバーの設定は「『エックスサーバー』を設定する（標準）」を選択しま

す。 
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「「利用規約」「個人情報の取り扱いについて」に同意する」にチェックを入れて

「お申込み内容の確認とお支払いへ進む」をクリックします。 

 

 

支払い画面になるので、希望する支払い方法を選び必要な情報を入力し「確認画面

へ進む」をクリックします。 

 

 

入力した内容に問題なければ「支払いをする」をクリックします。 
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支払い完了を告げる画面になるので「トップへ戻る」をクリックします。 

 

すると、ドメイン名のところに取得したドメインが表示されています。 

 

 

これで独自ドメインの取得は完了です。 

 

ドメインを反映させる 
 

ドメインを取得したらサーバーに反映させる必要があります。 

 

エックスサーバートップ画面の「サーバー管理」をクリックします。 

 

 

ドメインの項目のところの「ドメイン設定」をクリックします。 
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「ドメイン設定追加」をクリックします。 

 

さきほど取得したドメイン名を入力します。 

 

「確認画面へ進む」をクリックします。（※「無料独自 SSL を利用する（推奨）」

と「高速化・アクセス数拡張機能「X アクセラレータ」を有効にする（推奨）」は

チェックが入ったままで構いません。） 

 

 

ドメイン追加の確認画面がでるので問題無ければ「追加する」をクリックします。 

 

 

「ドメイン設定一覧」をクリックします。 
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ドメイン名に、先程反映させたドメイン名が追加されていますが「反映待ち」と表

示されているはずです。これは現在、設定反映処理をしている段階です。 

 

しばらくすると「反映待ち」の表示が消えますので、そうすれば取得したドメイン

の反映が完了となります。 

 

特典の申請手順 
 

取得したドメインが反映されたら、独自ドメイン永久無料特典を申請しましょう。  

（※時期によっては特典がない場合もあります。） 

 

エックスサーバーとサーバー契約しているならエックスサーバードメインで取得し

たドメインが永久無料で使用できます。 

 

この特典は、スタンダードプランより上位のプランだとサーバー契約すれば無条件

で特典の申請が可能ですが、スタンダードプランでも以下の 2 点を満たせば特典の

申請が出来ます。 
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1. 「12 ヶ月」以上の契約期間を選択 

2. 「自動更新設定」を有効化する 

 

それでは特典を申請する手順を解説していきます。 

 

まずエックスサーバーアカウントへログインします。 

 

ログイン後、左サイドバーの「各種特典のお申し込み」をクリックします。 

 

 

特典を申請するサーバーを選択し「独自ドメイン永久無料特典」の「この特典を使

用する」をクリックします。 

 

注意！：「独自ドメイン 1 年無料特典」も表示されていると思いますが、そちらで

はなく「独自ドメイン永久無料特典」の方です。 

 

申請画面が出たら「区分」のところは今回の場合は「新規取得」にチェックして、

「ドメイン名」には特典を適用させたいドメイン名を入力します。 
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「検索する」をクリックします。 

 

 

表示されたドメイン名に間違いがないか確認し「選択したドメインの取得申請をす

る」をクリックします。 

 

トップページのドメインの項目に、今回特典を申請したドメイン名の横に「独自ド

メイン永久無料特典」と表示されていれば無事に申請が完了しています。 

 

 

これで独自ドメインの取得は完了です。 
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2 日目:STEP⑤ WordPress のインストー 

ル 
(動画→ https://youtu.be/QA5Cm0geAR8) 

 

レンタルサーバーと契約し独自ドメインを取得したら、WordPress をインストール

しましょう。 

 

WordPress は HTML/CSS といったプログラミングの知識がなくても、ブログ構築

や記事投稿が簡単に行える無料のシステムです。 

 

WordPress での装飾や機能をレベルアップしてくれるテーマやプラグインといった

ものも、ほとんどのものが無料でインストール可能です。 

 

ブログを運営・管理する上で WordPress の導入は必須といえます。 

 

この STEP でもエックスサーバーを使って、WordPress のインストールのやり方を

解説していきます。 

 

WordPress 簡単インストールを利用 
 

エックスサーバーのアカウントにログインしサーバーパネルを表示します。 

 

ログイン後の画面で「サーバー管理」をクリックします。 
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「設定対象ドメイン」の項目で WordPress をインストールするドメインを選択して

「設定する」をクリックします。 

 

 

「WordPress」の項目で「WordPress 簡単インストール」をクリックします。 

 

 

「WordPress インストール」をクリックします。 

 

 

必要な項目を入力し「確認画面へ進む」をクリックします。 
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確認画面で内容に問題なければ「インストールする」をクリックします。 

 

「MySQL データベース名」「MySQL ユーザー名」「MySQL パスワード」が表示

されるのでメモしておきましょう。 

 

 

「管理画面 URL」に表示されている URL をクリックします。 
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WordPress のログイン画面になるので、この画面をブックマークしてからユーザー

名とパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。 

 

 

WordPress の管理画面が出るので、上部のブログタイトルをクリックしてみます。 

 

 

クリックしたタイトルのブログが表示されたら OK です。 

 

これで WordPress のインストールは完了です。 
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2 日目:STEP⑥ WordPress を設置したブ

ログの SSL 化 
(動画→ https://youtu.be/9wejd6k_8MA) 

 

ブログに WordPress を設置したら、次は常時 SSL 化をしましょう。 

 

SSL とは暗号化通信のことです。暗号化通信とはインターネット上で情報を送受信

する際にクレジットカード情報や個人情報といったデータを暗号化し、安全な通信

を行う仕組みのことです。 

 

SSL 化することによりセキュリティを強化することが出来ます。 

 

セキュリティは Google が最も重要視しているものですし、ブログやサイトを訪れ

る読者さんに安心感を持ってもらえますので常時 SSL 化はぜひやっておきましょう。 

 

常時 SSL 化の設定は簡単で、最終的にアドレスバーに「保護されていない通信｜

http://～」と表示されるのを「保護された通信｜https://～」と表示されるようにす

るのです。 

 

このガイドでおすすめしているエックスサーバーでは独自 SSL が無料・無制限で利

用できます。 

 

この STEP ではエックスサーバーでの常時 SSL 化の方法を解説していきます。 
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エックスサーバーでの設定 
 

まずエックスサーバーにログインし「サーバー管理」をクリックします。 

 

 

「設定対象ドメイン」の項目で、SSL 化するドメインを選択し「設定する」をクリ

ックします。 

 

 

「ドメイン」の項目で「SSL 設定」をクリックします。 

 

 

すでに「SSL 設定一覧」に設定したいドメインがあれば次の見出し「URL の転送設

定」へ進んでください。 

 

「SSL 設定一覧」に設定したいドメインがなければ「独自 SSL 設定追加」をクリッ

クします。 
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設定するドメインを選択します。 

 

 

「確認画面へ進む」をクリックします。 

 

 

内容を確認し問題なければ「追加する」をクリックします。 

 

「無料独自 SSL 一覧」にドメインが表示されていれば設定完了です。「反映待ち」

と表示されていると思いますが少し待てば反映されます。 
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URL の転送設定（301 リダイレクト） 
 

ドメインに SSL を設定しましたが、まだ常時 SSL 化は完了していません。 

 

今の状況は「https」URL でブログへアクセスできますが「http」URL でもアクセ

スできてしまうのです。 

 

なので「http」URL でアクセスしてきたユーザーを「https」URL に自動転送（リ

ダイレクト）する設定を行う必要があります。 

 

まずエックスサーバーのサーバーパネルへ行き「ホームページ」の項目の

「.htaccess 編集」をクリックします。 

 

 

「.htaccess 編集」をクリックします。 
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以下の URL にアクセスし赤枠の記述をコピーします。 

https://www.xserver.ne.jp/manual/man_server_fullssl.php 

 

 

コピーしたものを「.htaccess」の記述窓の「#BEGIN WordPress」と書かれている

行より上に貼り付けて「確認画面へ進む」をクリックします。 
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内容を確認し問題なければ「実行する」をクリックします。 

 

これで URL の転送設定（301 リダイレクト）は完了です。 

 

WordPress の URL 変更 
 

次に WordPress の URL を「https」に変更します。 

 

まず WordPress にログインし管理画面の「設定」→「一般」をクリックします。 

 

 

「WordPress アドレス（URL）」と「サイトアドレス（URL）」の「http」に「s」

を追加して「https」にします。 

 

 

「変更を保存」をクリックします。 
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WordPress のログイン画面になるのでユーザー名、パスワードを入力しログインし

ます。 

 

 

WordPress の管理画面上部のブログタイトルをクリックしてみます。 

 

 

アドレスバーの URL の左側に鍵マークが表示されていれば常時 SSL 化は終了です。 

 

 

これで WordPress を設置したブログの SSL 化は完了です。 
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2 日目:STEP⑦ お問い合わせフォームの

設置 
(動画→ https://youtu.be/BHlmBDW0Pa0) 

 

ブログを立ち上げたら、お問い合わせフォームを設置しましょう。 

 

お問い合わせフォームがあれば、読者さんからの感想や外部との連絡が取れるよう

になります。読者さんとのやりとりで信頼関係も築けますし、ブログを育てること

ができます。 

 

そして Google アドセンスから承認をもらうにも、お問い合わせフォームの設置は

必須です。 

 

この STEP では、ブログにお問い合わせフォームを簡単に設置できる「Contact 

Form 7」というプラグインの導入方法を解説します。 

 

Contact Form 7 のインストール 
 

まず WordPress にログインして管理画面を開きます。 

 

画面左側にある「プラグイン」をクリックします。 
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「新規追加」をクリックします。 

 

 

検索窓に「Contact Form 7」と入力します。 

 

 

検索結果が表示されるので「Contact Form 7」の「今すぐインストール」をクリッ

クします。 
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インストールが終わると「有効化」と表示されるので、それをクリックします。 

 

 

フォームを作成する 
 

「Contact Form 7」を有効化したら画面左側に「お問い合わせ」という表示が生成

されるので、それをクリックします。 

 

 

「新規追加」をクリックします。 

 

 

タイトルを入力して「保存」をクリックします。（※フォームのテンプレートは特

にこだわりが無ければ、そのままで構いません。） 
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次に、画面上部の青く表示されているショートコードをコピーします。 

 

 

お問い合わせフォームを設置するページに「ショートコード」のブロックを追加し、

そこにコピーしたコードを貼り付けます。 

 

 

このまま公開して大丈夫なら、画面右上の「公開」をクリックします。 
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表示・挙動の確認 
 

それでは今回作成したお問い合わせページを表示してみます。 

 

 

表示に問題なければ、実際にメールを送信して挙動の確認をしてみましょう。 

 

ちゃんとメール送信が出来たら、お問い合わせフォームの設置は完了です。 
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2 日目:STEP⑧ コメント欄の設置 
(動画→ https://youtu.be/AV5o9YtkC-M) 

 

ブログの運営を始めるとコメント欄を設置するかどうか決めなければなりません。

厳しい意見とかイヤだから設置はやめようかと思ってしまいますが、自分では気付

かなかった間違いや貴重なアドバイスをもらえることもあるので、これからブログ

を育てて行こうとするならコメント欄の設置はしておいたほうがいいでしょう。 

 

この STEP ではブログにコメント欄を設置する手順を解説していきます。 

 

WordPress の管理画面を開く 
 

まずは WordPress の管理画面から設定をしていきます。 

 

「設定」から「ディスカッション」をクリックします。 

 

 

「デフォルトの投稿設定」のところで「新しい投稿へのコメントを許可」にチェッ

クを入れます。 
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「他のコメント設定」の上側 2 つの項目のチェックを外します。こうすることでコ

メントをもらいやすくなります。 

 

 

「自分宛のメール通知」の 2 つの項目にチェックを入れます。ここではコメントを

されたときに自分への通知をどうするか指定できます。 

 

次に「コメント表示条件」の 2 つの項目のチェックを外します。 

 

 

ここでは上記の設定がおすすめですが、ご自分の好みで変更しても構いません。 

 

設定が終わったら「変更を保存」をクリックします。 

 

 

投稿記事の一括設定 
 

続いて投稿記事のコメントを一括で有効にします。 
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まず「投稿」から「投稿一覧」をクリックします。 

 

 

「一括操作」となっているところの右にある矢印をクリックします。 

 

 

「編集」を選びます。 

 

 

「タイトル」をチェックすると全記事にチェックが入ります。 
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「適用」をクリックします。 

 

 

「コメント」のところで「許可」を選択します。 

 

 

「更新」をクリックします。 

 

 

設定が反映されているか確認 
 

ここまでの設定が、ちゃんと反映されているか確認します。 

 

どの記事でもいいので投稿記事の編集画面を開きます。 

 

「ディスカッション」を展開し「コメントを許可」にチェックがあれば反映されて

います。 
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実際の記事ページを見るとコメント欄が設置されていると思います。 

 

 

固定ページも設定方法は同じになります。 

 

これでブログにコメント欄の設置が完了しました。 
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3 日目:STEP⑨ reCAPTCHA の導入 
(動画→ https://youtu.be/NymWX6B86vY) 

 

reCAPTCHA は、bot（※）によるスパム対策として機能してくれるものです。フ

ォームに登録してくる対象が人間か bot かを判別します。「v3」になってからは、

ログイン時のテストが無くなって使い勝手が良くなっています。自身のサイトにお

問い合わせフォームやコメント欄を設置したなら導入しておきましょう。 

 

※bot とは「robot（ロボット）」が語源となっており、あらかじめ設定した内容を

実行するプログラムのことです。 

 

reCAPTCHA の導入はプラグインで実施する方法もありますが、この STEP ではお

問い合わせフォームのプラグイン「Contact Form 7」を使っての導入方法を解説し

ます。 

 

「Google reCAPTCHA」での設定 
 

今回の方法で reCAPTCHA を導入するには、 

 

・導入しようとするサイトに「Contact Form 7」で設置したお問い合わせフォームが

ある 

・Google のアカウントを持っている 

 

必要があります。（それぞれ STEP⑦、STEP①で解説しています） 
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これらの設定がまだの場合は、そちらを先に済ませておきましょう。 

 

まず、Google reCAPTCHA のページへ行きます。 

公式ページ→ https://www.google.com/recaptcha/about/ 

 

画面上にある「v3 Admin Console」をクリックします。 

 

 

開いた画面で、 

 

① の「ラベル」はブログタイトルなどの名前を設定 

② の「reCAPTCHA タイプ」は v3 を選択 

③ の「ドメイン」はサイトのドメインを入力 

④ と⑤にチェックを入れて「送信」ボタンをクリック 
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Google reCAPTCHA の登録完了画面が開くので、赤枠内をクリックしてサイトキ

ーとシークレットキーをそれぞれコピーしておきます。 
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「Contact Form 7」での設定 
 

次に、Contact Form 7 での設定です。 

 

WordPress の管理画面で「お問い合わせ」→「インテグレーション」をクリックし

ます。 

 

 

「reCAPTCHA」の「インテグレーションのセットアップ」をクリックします。 

 

 

さきほどコピーしたサイトキーとシークレットキーをそれぞれ貼り付けて「変更を

保存」をクリックします。 
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画面右下に reCAPTCHA のバッジが表示されていれば導入は完了です。 

 

 

ブログにお問い合わせフォームやコメント欄を設置したなら、スパム対策のために

ぜひ reCAPTCHA を導入しましょう。 
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3 日目:STEP⑩ ブログに広告を貼る 
(動画→ https://youtu.be/6XdJpFtZLqk) 

 

ブログの基本構築が出来て記事を書きだしたら、いよいよ収益化のため記事に広告

を貼っていきます。 

 

ここからアフィリエイトのスタートです！アフィリエイトとはインターネット広告

のことで、企業の販売手法の一つです。 

 

広告は、基本的には紹介したい商品のものを貼ればいいのですが、実際に自分が使

用したことのある商品のほうが記事も書きやすいですし、より収益に繋がる可能性

は高いでしょう。 

 

読者さんは広告から得られる情報だけでなく、その商品を実際に使った人のリアル

な意見を知りたいのです。 

 

ここでは STEP②で登録した A8.net で、ブログに広告を貼るやり方を解説します。 

 

アフィリエイトの仕組み 
 

まず、アフィリエイトの仕組みを解説します。 

 

広告主である企業は、A8.net をはじめとする ASP（アフィリエイトサービスプロバ

イダー）にアフィリエイト用の広告を登録します。 
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ブログ運営者は ASP に登録されている広告を自身のブログに貼ります。 

 

その広告経由でユーザー（ネット閲覧者）が商品を購入すれば、売上の一部がブロ

グ運営者に報酬として入ります。 

 

A8.net へログイン 
 

それでは広告を貼っていきましょう。 

 

まずは A8.net の公式サイトへ行きます。 

A8.net 公式サイト→ https://www.a8.net/ 

 

画面左上の「メディア会員」のところに ID とパスワードを入力して「ログイン」

をクリックします。 

 

 

プログラムを探す 
 

まずプログラムを探します。 

 

プログラムとは広告主が出しているアフィリエイト広告のことです。 
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ここでは例として、STEP②でセルフバックしたエックスサーバーの広告の貼り方を

解説します。 

 

画面上部の検索窓に「エックスサーバー」と入力して検索ボタンをクリックします。 

 

 

検索結果が表示されるので、その中の「国内シェア No.1 レンタルサーバー『エック

スサーバー』」というプログラムの「詳細を見る」をクリックします。 
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「成果条件」「否認条件」などの説明を読み、下へスクロールしていき「提携申請

をする」をクリックします。 

 

 

選択した広告をブログに貼る 
 

今回は申請後すぐに「提携完了」となりました。プログラムや利用状況によっては

提携完了まで時間がかかる場合があります。 

 

提携完了となったら広告を貼る準備が出来ていますので、「広告リンク作成」をク

リックします。 

 

 

様々な素材が表示された画面になります。 

 

ここでは画像として貼付ができる「バナー」という素材を選択します。 

 

選択した広告の「素材をコピーする」をクリックすると、その上のリンクコードが

コピーされます。 
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WordPress の投稿記事編集画面に行き、広告を貼りたい場所で「カスタム HTML」

というブロックを選択します。 

 

 

設置されたブロックの入力部分に、さきほどコピーしたリンクコードを貼り付けま

す。 
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保存して表示を確認します。 

 

 

表示状態、クリックしてみて問題なければ広告の設置は完了です。 

 

A8.net 以外の ASP 
 

ここで、A8.net 以外の代表的な ASP を紹介します。 

 

・もしもアフィリエイト→ https://af.moshimo.com/ 

・バリューコマース→ https://www.valuecommerce.ne.jp/ 

・afb（アフィ b）→ https://www.afi-b.com/ 

・アクセストレード→ https://www.accesstrade.ne.jp/ 

 

どの ASP も基本的な操作は一緒です。もちろん全ての ASP で自己アフィリエイト

が可能です。 

 

ASP によって取り扱っているプログラムやジャンルに差がありますので、上手に利

用していきましょう。 
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3 日目:STEP⑪ アドセンスの申請をする 
(動画→ https://youtu.be/KrO2Szy_9-c) 

 

ブログの記事がある程度増えてきたら、Google アドセンスの申請をしましょう。 

 

Google アドセンスとは、Google の広告配信サービスです。ブログに専用のコード

を貼り付けるだけで記事や読者に適した広告を自動で配信してくれます。 

 

アドセンスの広告は、クリックされると報酬が入る「クリック報酬型広告」です。

対してアフィリエイトは「成果報酬型広告」といって、広告がクリックされて商品

が購入されたときに報酬が入ります。これがアドセンスとアフィリエイトの違いで

す。 

 

一見、クリックされるだけで報酬になるアドセンスは簡単に思えますが、1 クリッ

クあたりの単価が低く、ブログに多くのアクセスが必要なため難易度は高いです。 

 

そしてアドセンスに広告を配信してもらうにはブログを審査に出し合格しなければ

なりません。 

 

しかしアドセンスとアフィリエイトは併用できますし、何より収入源が増えるので

早いうちに申請をしておきましょう。 

 

申請に必要なもの 
 

アドセンスの申請をするには、以下の準備が必要です。 
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・WordPress ブログ 

アドセンスへ申請するブログは、独自ドメインを取得した WordPress ブログである

ことが求められます。そしてプライバシーポリシーとお問い合わせフォームの設置

は必須です。 

必須コンテンツ→ https://support.google.com/adsense/answer/1348695?hl=ja 

 

記事数は、あくまでも目安ですが 10 記事くらいは必要です。 

 

また、ブログはアドセンスのプログラムポリシーに準拠させておくことも重要にな

ります。 

プログラムポリシー→ https://support.google.com/adsense/answer/48182 

 

・Google アカウント 

Google アカウントの作成がまだの方はアカウント作成をしましょう。 

 

作成方法は STEP①で解説しています。 

 

Google アドセンスの申請手順 
 

まずアドセンスのアカウントを作成するため、Google アドセンス公式ページへアク

セスします。 

Google アドセンス公式ページ→ https://www.google.com/intl/ja_jp/adsense/start/ 

 

「ご利用開始」をクリックします。 
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Google アカウントにログインして、以下の情報をすべて入力し終わったら

「AdSense のご利用を開始」をクリックします。 

 

 

これでアドセンスのアカウントにログイン可能となりました。 

次にアドセンスのアカウントを有効化します。 
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・お支払い情報の入力 

 

アドセンスからの報酬を受け取るための情報を入力します。 

 

アドセンスにログイン後のホーム画面で「お支払い」カードのところの「情報を入

力」をクリックします。 

 

 

必要な情報を入力していきます。 

 

・アカウントの種類・・・「個人」で構いません。 

・名前・・・銀行口座と同じ名前を入力します。 

・住所・・・お住いの住所を入力します。 

・電話番号・・・メインで使用している電話番号を入力します。 

 

※銀行口座の登録は、アドセンスでの収益がある程度たまった頃に出来るようにな

ります。 

 

すべて入力し終えたら「送信」をクリックします。 
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・サイトをアドセンスにリンクする 

 

次に、ブログにアドセンスコードを貼り付けます。 

 

アドセンスのホーム画面で「サイト」カードのところの「開始」をクリックします。 

 

 

アドセンスコードをコピーするため「コピー」と表示されている部分をクリックし

ます。 

 

 

次に、WordPress の管理画面で「外観」→「テーマエディター」をクリックします。 
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テーマファイルの中から「header.php」をクリックします。（もし、子テーマを使

用しているのなら「編集するテーマを選択」のところで親テーマを選択してくださ

い。） 

 

 

「header.php」ファイルの中の「<head>」のすぐ下に先程コピーしたアドセンスコ

ードを貼り付けます。 
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貼り付けが終わったら「ファイルを更新」をクリックします。 

 

 

これでアドセンスアカウントの有効化は完了です。 

 

では、いよいよアドセンスの申請をします。 

 

アドセンスコードをコピーした画面に戻り「審査をリクエスト」をクリックします。 

 

 

これでアドセンスの申請は完了です！ 

 

だいたい１～２週間くらいで審査結果が届くので、それまで記事を更新しつつ気⾧

に待ちましょう。 
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おわりに 
 

本ガイドを最後まで読んでいただき有難うございました！ 

 

ブログで収益化をするにはアフィリエイト（ASP）とアドセンスが欠かせません。

ブログ開設直後は大手 ASP に登録し広告を貼っていき、記事がある程度たまったら

アドセンスの申請をしましょう。 

 

今後メルマガでは、ブログ収益に関する実践記を上げていく予定です。実践したこ

とでどんな結果になるのか、一喜一憂を皆さんと共有しながら僕自身も成⾧してい

けたらと思います。 

 

そして本ガイドが、皆さんのブログ収益化に貢献できれば幸いです。 

 

                                  グリス 

 

 

※当レポートに関しまして、ご質問などありましたら以下の URL からお願いしま

す。 

https://gurisu-mag.com/contact/ 



ブログ構築さくさくん!  

- 77 - 
©2022 グリス All Rights Reserved. 

  

グリス 

ブログ：https://gurisu-mag.com 

Twitter：https://twitter.com/blogurisu 


