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GNI Digital Growth Program

Google ニュース イニシアティブ　 デジタル・グロース・プログラム


（ ）のガイドブック、「リーチを拡大しエンゲージメントを深める」へようこそ。



このガイドは、報道組織、特に中小規模のパブリッシャーのサポートを目的としたもので現在お読みのものを含

め３つのテーマがあります。


News Consumer 

Insights オーディエンスを理解するガイド

 読者の行動や情報ニーズについての深い理解をニュース・コンシューマー・インサイト（

）によって得る（ ）

News Consumer Insightsニュース・コンシューマー・インサイト（ )　 ツールによるデータ分析ツールと

機能の強化（このガイド）

オーディエンス中心の文化設定ガイドオーディエンスに関する明確な目標と目的を設定する（ ）

ロイヤリティ向上の概要

訪問と、より長い滞在を促す

News Consumer Insights

データは、オーディエンス開発の成功とロイヤリティ向上のための重要な要素ですが、データが実用的な分析につ

ながらなければ意味がありません。News Consumer Insightsは、ロイヤリティの高いオーディエンスを増やすた

めに、サイトへのより多くの という、2つに焦点を当てることをお勧めしています。



このガイドは、 チームが世界中の何百ものニュース発信者、「パブリッシャー」と協力

して発見した、影響力の高い戦術をまとめたものです。

より多い訪問

ウェブサイトへの訪問者数が増えれば、カジュアルリーダーがロイヤルリーダー、ロイヤルリーダーがブランドラ

バーへと変わっていくきっかけになります。つまりサイトへのより熱心なファンや利用者が増えることになります。


  


では、訪問数を増加するための戦術はどんなことがあるでしょう？


1. ニュースレターを設けてユーザーに頻繁にサイトに来てもらい、新しいユー

ザーを得る

News Consumer Insightsハンド

ブック

ニュースレターから来ているユーザーは、他のどのソースよりも高いレベルであなたのサイトに関わっています。

ニュースレターの読者は、ニュースサイトとの関わりが多く、時間をかけて関係を深めていく機会が増えます。



ニュースレターのトラフィックを向上させる戦略の詳細については、こちらの

News Consumer Insightsハンドブックにてご覧ください。

例

ニュースレターを増やすこんな戦略があります。



「WRALは、サイトのページのレイアウトを少し変更することにより、メール

の購読者が15％増加した。」



（詳しいケーススタディはこちらでご覧ください。）

Politico Buzzfeed

2. ユーザーにウェブプッシュ通知を利用してもらう

News Consumer Insightsハンドブック

News Consumer Insightsチームは、何百もの報道機関を監査し、プッシュ通知がユーザーとのコミュニケーションに有効なツー

ルであるにも関わらず、十分に活用されていないことに気づきました。ウェブプッシュ通知を効果的に使用するためのヒントに

ついては、こちらの ハンドブックにてご覧ください。

例

「OEMAはWebプッシュ通知を導入し、読者の訪問数が20％増加した。」



（詳しいケーススタディはこちらでご覧ください。）

3. 構造化されたデータでニュースコンテンツの発見性を最適化する

は、ユーザーがオンラインで情報を検索する際に、サイトがより目立つように表示される

機会を与えてくれます。



コンテンツの発見性を改善する戦術についてのさらなる詳細は、 にてご覧

ください。

構造化された検索データ

News Consumer Insightsハンドブック

例

スライド16からの画像を挿入



「Independent News & Media PLC では、構造化データに微調整を加える

ことで、検索してサイトに来てくれたオーガニック訪問者数が10%以上増

加した。」



（詳しいケーススタディはこちらでご覧ください）

Google Discover


Testing tool results
 AMP rich results

4. ソーシャル戦略を強化する

News Consumer Insightsハ

ンドブック

ユーザーはコンテンツをシェアしたいと思っており、シェアを促すことが大切です。



（シェアを促すためのソーシャルネットワークボタンの配置と表示方法については

にてご覧ください。）

例

ソーシャルネットワークからの利用拡大の対策には、常に表示される追尾型

フッター、拡張可能なソーシャルシェアボタン、拡張可能なメニューを備え

たアンカー形式、デスクトップの追尾型ウィジェットなどが挙げられます。

Sticky footer while 

maintaining brand colors 


Expandable behind 

a ‘share button’. 

Anchor format with 

an expandable 



Sticky widget in the left column on desktop

サイトでのより長い滞在時間

ウェブサイトを訪れたユーザーにはいつでも、できるだけ長い時間滞在、より多くのコンテンツを利用してもらい

収益を上げたいものです。長時間の利用時間を促し多くのコンテンツ消費を伸ばす戦術は以下の通りです。

1. 循環型コンテンツ

News Consumer Insightsハンドブック

ユーザーがウェブサイトにアクセスしている際に関連コンテンツを勧める「循環型」のコンテンツは、ユーザーの

利用をより長くする効果的な方法です。ウェブサイトのエンゲージメントを増やすと、ユーザーのロイヤリティー

を高め、読者をより熱心なユーザーにすることができます。



（循環型の成功例と戦術の詳細は にてご覧ください。）

例

「The Seattle Timesでは、1、2、3などの順位付けでコンテンツの

優先順位を勧めている。」

Test the ranking of your articles! 1, 2, 3...



Seattle Times (within article)


「The Guardianでは、左側にイメージ画像を表示し、ユーザーが

読みそうな記事を強調している。」

Images with people at a medium zoom


The Guardian

「Vanity Fairは、ユーザーが興味を持ちそうな記

事を提示する一番下に置き、常に追加コンテン

ツをユーザーに表示している。」

Vanity Fair


「The New York Timesは、右側にあるナビゲーションバーで追尾型ウィ

ジェットを利用している。」（ウィジェットはアプリの一部の機能をホー

ム画面で利用可能にしたもの。）

The New York Times


(sticky widget on right nav bar)


2. ページ表示速度の改善

News Consumer Insightsハンドブック

ウェブサイトの速度や最適化は、ユーザーが検索したときの結果にサイトがどのように表示されるかにも

影響します。


ページ速度向上のために実行できる戦術は、 をご覧ください

3. 動画

News Consumer Insights

ハンドブック

動画は、異なるメディアを通して読者と対話するために効果的な方法です。ユーザーに動画を視聴してもらい、長

く多く見てもらうことでウェブサイトに留まり、より多くのコンテンツを発見してもらうことが重要です。



（ウェブサイト上で動画を視聴し、最後まで見てもらう回数を増やす方法については、 

をご覧ください。）

例

Surface more of your videos when viewers pause/finish videos

“Up Next” when users are about to complete the video

Related video after short 

form articles

Google News Initiative Digital 

Growth Programにご興味をお持

ちいただき、ありがとうござい

ます。詳しい情報やリソースに

ついては、以下のリンクをご覧

ください。

News Consumer Insightsツール

News Consumer Insightsハンドブック

オーディエンスガイドの理解

オーディエンス中心の文化の構築ガイド

Digital Growth Program ウェブサイト

Digital Growth Programワークショップ

Realtime Content Insights

News Tagging Guide

リーチを拡大しエンゲージメントを深める
オーディエンス開発

https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/ja/digital-growth/
https://news-consumer-insights.appspot.com/
https://news-consumer-insights.appspot.com/
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_UnderstandingYourAudience_JP.pdf
https://news-consumer-insights.appspot.com/
https://news-consumer-insights.appspot.com/
http://GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_BuildinganAudience-CentricCulture_JP
https://news-consumer-insights.appspot.com/
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=17
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=17
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/wral-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=19
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/proto-thema-case-study.pdf
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=21
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/independent-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=23
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=23
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=25
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=28
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=29
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf#page=29
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/nci/nci-playbook-ja.pdf
http://GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_BuildinganAudience-CentricCulture_JP
https://newsinitiative.withgoogle.com/assets/static/docs/digital-growth/GNI_DigitalGrowth_AudiencePlaybooks_UnderstandingYourAudience_JP.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/intl/ja/digital-growth/apac-overview/
https://newsonair.withgoogle.com/events/dgp-jp-reader-revenue
https://realtime-content-insights.appspot.com/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg



