
News
Consumer 
Insights 2.0
ハンドブック



はじめに

2

News Consumer Insights 2.0 へようこそ！  

Google の最新ツールに関心をお寄せいただきありがとうございます。

Google では、2018 年に News Consumer Insights（NCI）をリリースしました。 NCI は、ニュース  メディアが読者との
関係を深めて収益性を向上できるよう、データに基づく意思決定を支援するために開発されたツールです。ありがた
いことに、リリース直後に  129 か国から何万というアクセスが集まり、「 International News Media Association
（INMA）」賞にノミネートいただきました。

非常に多くのパートナーの皆様にご利用いただき、すばらしい 成果のご報告と好意的なご意見をお寄せいただいて
います。Google としても、この  2 年間にニュース  メディアの皆様との協業から得られた知識やインサイトを、プラット
フォームの構築と改善に活かすことができるよう努力してきました。

そこから得られた知見には、以下のものがあります。
1) NCI に表示するデータをできるだけ簡略化するよう務めてきたが、それでもまだ大量のデータが存在する。

「データ急増」の問題は完全には解決できていない。
2) NCI ハンドブックについては好意的な評価が多いが、得られたインサイトにすばやく対応したい場合は読む

のに時間がかかりすぎる。
3) ニュース  メディアの皆様が  Google アナリティクスを最大限に活用し、より詳細なインサイトが得られるよう

支援すべきことがまだある。
4) 最も重要なのは、広告収益と読者収益の拡大を目指すうえで最重要視すべき領域の  1 つである読者

エンゲージメントに対し、現在利用できる分析ツールの多くがまだ十分に対応できていない、という点であ
る。

Google ではこうした教訓に真摯に取り組み、 News Consumer Insights 2.0 を開発しました。新しいバージョンの  
NCI は、以下のような特長を備えています。

● 最適化案をさらにパーソナライズ  
意思決定エンジンを開発し、 Google アナリティクスのデータに基づいてパーソナライズされた実行可能な最
適化案を提供できるようにしました。これにより、インサイトやデータを分析する手間を省くことができます。  

● News Tagging Guide で読者収益や動画に関する新たなインサイトを取得  
コンパニオン  ツールの  News Tagging Guide を使用すると、読者エンゲージメントや動画消費を把握するう
えで重要な指標を取得できます。これらの新たなデータによって、 NCI 2.0 で得られるインサイトも増強され
ます。 

● 新しい価値指標 : 広告収益とユーザーあたりの平均収益
Google アナリティクス  360 をお使いの場合でも、従来の  Google アナリティクスをお使いの場合でも、広告
収益とユーザーあたりの平均収益（ ARPU）に関わるインサイトをもとに、オーディエンスの価値をより正確に
把握できるようになりました。

これらの特長を備えた新しい  NCI によって、世界中のあらゆる規模のニュース  メディアの皆様にさらなる価値をお
届けできることを楽しみにしております。 NCI は大幅に改良されましたが、 Google の使命は変わりません。ニュース  
メディアの皆様が適切なデジタル戦略を採用し、読者のロイヤリティと継続性を促進することにリソースを集中でき
るよう支援して参る所存です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

エイミー  アダムス  ハーディング、ニュース＆パブリッシング、分析および収益最適化担当ディレクター

アンタオ  ディアス、News Consumer Insights ヘッド

https://www.in
ma.org/practic
e-detail.cfm?zy
ear=2020&id=
24EBDE30-6B
B7-4AA1-9FB8
-2F5131B1F96
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https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
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https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
https://www.inma.org/practice-detail.cfm?zyear=2020&id=24EBDE30-6BB7-4AA1-9FB8-2F5131B1F969
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News Consumer Insights（NCI）2.0 とは
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News Consumer Insights（NCI）は、ニュース  メディアが読者との関係を深めて収益性を向上できるよう、データに

基づく意思決定を支援するために開発されたツールです。

ニュース  メディア専用に設計されたデータ  フレームワークと意思決定エンジンが、 Google アナリティクス  アカウン

トのデータに基づいて重要なインサイトと実行可能な最適化案を提案し、読者エンゲージメントと読者収益の向上

を強力に支援します。  

News Consumer Insights 2.0 の新機能 :

● 意思決定エンジンが最適化案をパーソナライズ  

NCI に組み込まれている意思決定エンジンが、 Google アナリティクスのデータに基づいてパーソナライズ

された実行可能な最適化案を提案してくれるため、インサイトやデータを分析する手間を大幅に省くことが

できます。  

● 新しいインサイトで全体的なパフォーマンスを向上

[読者収益] ページでは、Google アナリティクスで目標として設定している指標（たとえばコンバージョン率）

を最適化するための詳細なインサイトを得ることができます。 [動画インサイト ] ページでは、サイト内の動画

コンテンツの消費を最大化するためのインサイトを得ることができます。  

● 新しい価値指標 : 広告収益とユーザーあたりの平均収益

Google アナリティクス  360 とアド マネージャーを接続すると、広告収益とユーザーあたりの平均収益

（ARPU）に基づいて、オーディエンスの価値をより正確に把握できます。 Google アナリティクス  360 を使用

していない場合は、デバイスごとの平均インプレッション単価や平均インプレッション収益をもとに、広告収

益とユーザーあたりの平均収益（ ARPU）を推定できます。

https://support.google.com/analytics/answer/1012040?hl=ja
https://support.google.com/analytics/answer/6183286?hl=ja&ref_topic=6183302


News Consumer Insights 2.0 の使用方法
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News Consumer Insights はすべて無料でご利用いただけます。開発にあたっては、できる限りシンプルな ツー

ルにすることを目指しました。 NCI を利用するために必要なのは、 Google アナリティクス  アカウントに関連付けら

れたメールアドレスだけです。

1 - NCI に Google アナリティクス  データへのアクセスを許可し、 Google アナリティクス  アカウントを接続して設

定タブを開きます。

2 - 左側のナビゲーション  バーに、NCI のインサイト  ページがメニュー形式で表示されます。

読者エンゲージメントと読者収益を向上するため、
NCI 意思決定エンジンが特定した最適化案

読者のパフォーマンスをベンチマークと比較したインサイト

読者収益向上のためのコンバージョン率最適化のインサイ
ト

サイト内での動画コンテンツの消費に関するインサイト

NCI のすべてのインサイトを要約した  [上位のインサイト ] 
カード

Google アナリティクス  ア
カウントを選択する

インプレッション単価から広告収益を算出し、 [読
者収益] ページで目標を選択する

https://support.google.com/analytics/answer/1009702?hl=ja
https://support.google.com/analytics/answer/1009702?hl=ja
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News Consumer Insights 2.0 の使用方法

実行可能な最適化案 

News Consumer Insights には、読者エンゲージメントや読者収益の向上と有益なデータの取得 を目的

とした意思決定エンジンが組み込まれています。 [実行可能な最適化案 ] では、この意思決定エンジンによって特定

された実行可能な最適化案を確認できます。

過去 30 日間の NCI 読者ファネルでは、読者をカジュアル  ユーザー（アクセス  1 回のみ）、ロイヤル  

ユーザー（2～14 回）、ブランド愛好ユーザー（ 15 回以上）に分けて把握することもできます。このファネルは、ツー

ル内で繰り返し目にすることになります。各読者セグメントのツールチップにカーソルを合わせると、それぞれの定

義を確認できるほか、 Google アナリティクスにアップロードすることも可能です。

最適化案のカテゴリは、読者エンゲージメント、読者収益、有益なデータ の 3 つに分かれています。

それぞれの最適化案をクリックすると、どのような手順で最適化を行えばよいかがわかります。



このページでは、訪問頻度と訪問ページビュー数を示す指標を詳細に分析し 、

読者エンゲージメントのパフォーマンスに関するインサイトを提供します。

NCI 読者ファネルをオーディエンスに適用することで、エンゲージメントの

乖離を簡単に特定できます。  

トラフィック  ソースも最適化の重要な要因の  1 つです。トラフィックの割合とユーザーあたりの閲覧ページ数（広告

収益にアクセスできる場合は推定  ARPU/ARPU）に基づいて作成した  NCI 独自のセグメンテーションにより、最も

パフォーマンスの良いトラフィック  ソースを特定できます。

NCI 読者セグメントごとのパフォーマンスを分析することも可能です。

それぞれの主要エンゲージメント指標を、 NCI ベンチマークに

含まれる数千社のニュース  メディアのデータと比較できます。  

基準点として使用できる  Reader Engagement Score（RES）も作成しました。

RES を使用することで、NCI ベンチマークとの比較におけるパフォーマンスの

乖離を簡単に特定できます。
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News Consumer Insights 2.0 の使用方法

読者エンゲージメント

● ノーリファラー（脚注参照）

● ダーク トラフィック（脚注参照）

● Google 検索 

● Facebook 

● Twitter 

● その他の  SNS（ソーシャル  ネットワーク）

● その他の検索（検索エンジン）

● ニュースレター

● 通知（ウェブ  プッシュ通知）

コメント  / 所見

● ダーク トラフィックとは

Google アナリティクスにおいて、ユーザーの訪問時のソース（アプリ、 SMS など）を特定できない場合

に、誤って「ノーリファラー」に分類されることがあります。 NCI では、ホームページ以外のページに直接

アクセスしてきたユーザーは「ダーク  トラフィック」と分類されます（たとえば  WhatsApp で友だちが共有

した記事からアクセスしてきた場合）。 NCI で「ノーリファラー」に分類されるのは、ホームページに直接

アクセスしてきたユーザーのみです。

https://en.wikipedia.org/wiki/Dark_social_media


Reader Engagement Score の概要
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Google では、「Reader Engagement Score（RES）」という独自の指標を開発し、 News Consumer Insights に組み

込みました。この指標を使用すると、 コンテンツに対する読者のエンゲージメントを他のニュース  メディアと比較で

きます。 

RES は、過去  30 日間にオーディエンス  セグメントごとに測定された  4 つのユーザー指標で構成されます。

● 読者あたりの訪問回数（ユーザーあたりのセッション数）

読者がサイトを訪問した回数

● 1 回の訪問あたりの閲覧ページ数（セッションあたりのページビュー数）

ユーザーが  1 回の訪問で読んだ記事の数

● サイト滞留時間（平均セッション継続時間）

読者がサイトに留まった時間  

● ユーザーあたりの総閲覧ページ数（ユーザーあたりのページビュー数）

すべての訪問においてユーザーが読んだ平均記事数

これらの  4 つの指標をオーディエンス  セグメントごとに測定し、業界のベンチマークとの比較に基づいて  0～100 

の動的なスコアを生成します。

例として、サイト  X のロイヤル  ユーザーの  Reader Engagement Score を定義してみましょう。  

ご覧のように、ユーザーあたりのページビューには  2 倍の重みを付けています。この計算により、サイト  X のロイヤ

ル ユーザーの行動をベンチマークとの比較に基づいて把握できます。これを「パフォーマンス  %」と呼んでいます

が、レポートには表示されません。 Reader Engagement Score を求める式 : 30 x ln (“パフォーマンス  %”) + 50

サイト X のロイヤル  ユーザーの指標がベンチマークと等しい場合、パフォーマンス  % は「1」となり、 ln(1) = 0 になる

ことから、Reader Engagement Score は「50」となります。

News Consumer Insights 2.0 の使用方法
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News Consumer Insights 2.0 の使用方法

読者収益

このページは、設定タブの  [Google アナリティクスの目標] での選択に基づいて表示されます。

設定できる目標のタイプは多岐にわたります。たとえば、新規の定期購読、新規の貢献  / 寄付、アフィリエイト  リ

ンクのクリック、ニュースレターの登録、広告ブロックのホワイトリスト登録などを、サイトでのコンバージョンとして

定義してトラッキングできます。純粋な読者エンゲージメント目標（たとえば、 6 件以上の記事または動画を消費し

たユーザー）を設定することも可能です。

ここで得られるインサイトは、 コンバージョン率の最適化手法 に主眼を置いたものです。このレポートの目的は、

平均的なコンバージョン率を上回るトラフィック  ソースを増やし、目標達成に最も寄与しているトラフィック  ソース

のパフォーマンスをさらに向上させるにはどの部分にリソースを投入すべきかを簡単に特定できるようにすること

です。 

読者収益のパフォーマンスを向上させるには、 主要なランディング  ページでのエクスペリエンス に特に注意を払

うことが不可欠です。  

https://support.google.com/analytics/answer/1012040?hl=ja
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News Consumer Insights 2.0 の使用方法

動画インサイト

このページを利用するには、 News Tagging Guide 動画インサイト  コンポーネントが必要です。このコンポーネント

を使用すると、動画プレーヤーのデータを  Google アナリティクスに転送し、News Consumer Insights で分析でき

ます。動画の再生開始回数、再生完了回数、平均総再生時間、共有回数などの動画消費データを入手すること

で、各オーディエンス  セグメントがどのような方法で動画を消費しているかを分析できます。

NCI のフレームワークにおいて特に重視しているのは、 読者のロイヤリティと広告収益の向上に不可欠な、

動画の再生開始回数と再生完了回数を最大化するためのインサイト です。

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg


ニュース メディア向け Google アナリティクス
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世界の複数のニュース  メディアから、Google アナリティクスで収集する指標を適切に判断することが

難しく、技術的な実装が正しいかどうかも確信が持てない との声が寄せられていました。

 

そこで News Tagging Guide（NTG）を開発し、ニュース  メディアが  Google アナリティクスで測定すべき指標を 選

定し、タグ設定を簡略化し、 News Consumer Insights や Realtime Content Insights の最適化案やインサイ

トを増強しました。

NTG は、以下のデータ  コンポーネントに対応しています。  

Google アナリティクスでニュース  メディア向けのデータを効果的に収集するには、 NTG を活用することを強くお

すすめします。  

コメント  / 所見

● NCI のトラフィック  ソース データに漏れがあると思われる場合は、 Google アナリティクスでリファーラ

ル URL が正しく認識されていない可能性があります。 URL の UTM パラメータが正しいことを確認し、

必要に応じてパラメータを追加してください（ニュースレター  = email、プッシュ通知  = notifications な
ど）。

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=ja&ref_topic=1032998


よくある質問（FAQ）
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News Consumer Insights（NCI）は、

無料バージョンの  Google アナリティクスに

対応していますか？

NCI は、すべてのバージョンの  Google アナリティクスに

対応しています。Google アナリティクス  360 を使用して

いる場合は、追加の広告指標も利用できます。

News Consumer Insights（NCI）は、

ニュース業界以外のメディアにも対応して

いますか？

メディアとして何らかのコンテンツを公開しているのであ

れば、ニュース業界かどうかに関係なく、 NCI を有効に活

用できるはずです。  

News Consumer Insights（NCI）を使用

するうえで、サイトに  Google アナリティクスタグ

を実装する必要はありますか？

NCI は、Google アナリティクス  アカウントに関連付けるだ

けで使用できます。追加のインサイトや最適化案を入手し

て NCI を最大限に活用するには、特定の  News Tagging 
Guide（NTG）タグを実装する必要があります。データ収集

の推奨事項を参照してください。

表示されたデータが想定と異なる理由とし

ては何が考えられますか？  
Google アナリティクスの実装とデータ収集に間違いがな

いか確認してみてください。 Google Chrome の Tag 
Assistant 拡張機能が便利です。

ニュース  メディア向け  Google アナリティクスのページも参

考にしてください。

Reader Engagement Score（RES）の
計算で、ユーザーあたりのページビューの重

みが大きいのはなぜですか？

「ページビューの指標からロイヤリティと潜在的な広告収

益を推測できる」というのが、 Google のフレームワークの

主要な仮説の  1 つです。  

つまり、ユーザー  1 人あたりのページビューが平均よりも

多いオーディエンス  セグメントは、よりロイヤリティが高く、

より多くの広告収益を生み出す可能性があると想定して

います。

なお、コンテンツの種類（たとえば写真ギャラリーは写真を

追加するごとに新たなページビューが生じる）やサイトの

機能（コンテンツの自動更新）によっては、 RES の有効性

が低下する場合があります。

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk


よくある質問（FAQ）
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このデータはサンプリングされていま

すか？

はい、一部のデータがサンプリングされる場合がありま

す（詳しくは、Google アナリティクスのサンプリング をご

覧ください）。

なぜベンチマーク  データを使用している

のですか？ベンチマーク  データは

更新されますか？

ベンチマーク  データは、Reader Engagement Score 内の

主要なエンゲージメント指標の業界平均を定義するため

に使用しています。読者のパフォーマンスを類似の企業と

比べて分析し、潜在的な乖離を特定するための基準点と

なります。  

このデータは毎月  1 日に更新されます。

ベンチマークにはどのニュースサイトが含

まれていますか？フィルタを適用できます

か？ 

ベンチマークを構成するニュースサイトは手作業で選定し

ています。地域（南北アメリカ、欧州、アジア）や報道の範

囲（地域ニュース、国内および国際ニュース、雑誌）が異な

るニュース  メディアをバランスよく選んでいます。ただし、

ハード ペイウォールのニュース  メディアは読者エンゲージ

メントへの影響が大きいため、データベースから除外して

います。  

このデータは一方向的な提供のみを目的としており、

現時点ではフィルタを適用することはできません。

https://support.google.com/analytics/answer/2637192?hl=ja


読者
エンゲージ

メント
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読者エンゲージメント

実行可能な最適化案の一覧 

● ニュースレター : ユーザー獲得戦略

● 読者によるウェブ  プッシュ通知の登録を促す

● 構造化データでニュース  コンテンツの見つけやすさを最適化する

● ソーシャル戦略を増強する

 

● 回遊戦略  

● モバイルサイトの表示速度は十分に速いか？

● 動画の再生開始回数を増やすには？

● 動画の再生完了回数を増やすには？

訪問数を増やす

訪問時間を長くする



ベスト プラクティス

ニュースレター: ユーザー獲得戦略

訪問数を増やす

何を重視すべきか

1. 見つけやすさと配置
登録ボックスは、トップニュースや各記事のページの目立つ場所に配置
します。パソコンならインライン、モバイルならアンカー  フォーマットがお
すすめです。

2. 入力項目数を減らし、ワンクリックで登録できるようにする
入力項目はメールアドレスだけに留め、登録までの障害をできる限
り少なくします。  ブラウザ内に保存されているメールアドレスが、
メールアドレス欄に自動入力されるようにします。

3. 外観
登録ボックスと「行動を促すフレーズ（ CTA）」には、背景の対比色を使
用します。

4. メッセージのパーソナライズ 
登録ボックスの見出しで、ユーザーが購読すべき理由を強調します。可
能であれば、コンテンツに応じてメッセージをカスタマイズします。  

読者がニュースレター購読者になる機会を最大化する

コメント  / 所見

● ニュースレター登録モジュールのパフォーマンスを  News Tagging Guide で測定し、Google アナリ

ティクスで適切な  UTM タグを使用してニュースレターの読者を正しくトラッキングします。

● 読者が登録を完了したら、お礼や歓迎の意を伝える確認メールを必ず送りましょう。

● Facebook の Instant Articles を使用すると、メール登録ボックスを簡単に実装できます 。 

理由 2: The Boston Globe の
読者は、The Globe メール 
ニュースレターを購読すると、

定期購読者になる確率が  10 
倍に上がる傾向にある。

理由 3: ニュース  メディアの

間で、ロイヤル  ユーザーにアプ

ローチしオーディエンスとのつ

ながりを深めるための信頼でき

る方法として、ニュースレター

が活用され始めている。

理由 1: 他のトラフィック  ソースから

の読者に比べ、ニュースレターから

訪れた読者は訪問の頻度が高く

ページビュー数も多い。

なぜ重要か
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https://developers.google.com/web/updates/2015/06/checkout-faster-with-autofill
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.facebook.com/help/publisher/181443349873820
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://www.brightwave.com/wp-content/uploads/2018/07/How-Newsletters-Are-Redefining-Media-Subscriptions.pdf
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/
https://digiday.com/media/media-newsletters-arent-designed-clicks/


アンカー  フォーマット
ライトボックス  プロンプト
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最適な使用例

訪問数を増やす

注意点

一部の実装（フルスクリーン  テイク
オーバー、アンカー  フォーマットなど）
は登録率を高める効果はあります
が、ユーザー  エクスペリエンスが犠
牲になる恐れがあります。

ニュースレター購読者が  15% 増加
「…さらに、ニュースレターの登録に注力したことで、ロイヤル オーディエンスの数が目に見え
て増え、トラフィックを大幅に増やすことができました。」

事例紹介

事例紹介を読む

フルスクリーン  テイクオーバー  
 

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/wral-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/wral-case-study.pdf
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何を重視すべきか

1. 独自開発か、サードパーティ製品か
ウェブ プッシュ通知を独自に開発した場合、そのチャネルを完全に所有できま
すが、多くの技術リソース（ https、PWA）が必要になる可能性があります。この
問題はサードパーティ製品を使用することで解決できますが、コストがかかるう
え、ベンダーを変更することになった場合に登録者を失う恐れがあります。

2. 登録プロンプト: タイミングと配置に注意
通知のオプトインまでの流れをうまく作るには、読者が前向きになるようなユー
ザー エクスペリエンスが不可欠です。読者がサイト上のコンテンツをしっかり消
費し始めるのを待ちましょう。登録プロンプトをトリガーするタイミングとして、そ
れまでに読んだ記事数、サイト滞在時間、スクロール距離を検討しておく必要が
あります。

3. ネイティブ プロンプトとカスタム プロンプトを使い分ける
ネイティブ  プロンプトは、ワンステップで登録できるためオプトイン率が高くなる
傾向にあります。 2 ステップ登録のカスタム  プロンプトは、登録する人に対する
価値提案が明確であるため、維持率が高く長期にわたって価値を維持できる可
能性が高くなります。これらをバランスよく使い分けるようにしてください。  

4. カスタム プロンプトの外観 
読者がウェブ  プッシュ通知にオプトインすべき理由を強調しましょう。可能であ
れば、読者が読んでいるコンテンツに応じてメッセージをカスタマイズします。 画
像を使用すると、エンゲージメントをさらに促進でき 、ブランディングにも効果的
です。登録プロンプトはできるだけ目立つように配置しますが、ページ上のコン
テンツの消費を妨げないよう注意してください。

. 

読者がウェブ  プッシュ通知を登録する機会を最大化する

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● ウェブ プッシュ通知登録キャンペーンのパフォーマンスを  News Tagging Guide で測定します。

なぜ重要か

理由 2: ターゲティングした場合、ニュース記事の

ウェブ プッシュ通知のクリック率は最大 25% まで

上昇する（出典）

理由 1: 「メール ニュースレターの平均登録率が 2% 
であるのに対し、ウェブ プッシュ通知のオプトイン率

は 5～15%」（出典）

ウェブ プッシュ通知を実装する

訪問数を増やす 協力:

https://mediaengagement.org/research/links/
https://mediaengagement.org/research/links/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://blog.pushengage.com/definitive-guide-increase-push-notification-opt-in-rate/
https://pushly.com/


オプトイン  フローの最初のステップとなる
インライン登録エクスペリエンス  
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注意点

● カスタム  プロンプトの場合、オプトイン  
フローの最初のステップとしてすべての
記事にインライン登録ウィジェットを表
示してもよいでしょう。

● 一方、訪問者がコンテンツに魅力を
感じ始めたら、「ページ滞在時間」や
「訪問したページ数」などの指標に基づ
いてオプトイン  フローを表示するかどう
かを判断します。

最適な使用例

訪問数を増やす

ブランド  ネイティブの魅力的なフローが
エンゲージメントの向上につながる

オプトイン  フローは、訪問者をコンテンツに
十分引き付けるまで表示しない

読者訪問数が  20% 増加。
自社開発のウェブ プッシュ通知を実装して読者のリピート率を高める
事例紹介を読む

事例紹介

プッシュ通知を使ってオーディエンスを増やした The Dallas Morning News 
事例紹介を読む

注意点

協力:

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/proto-thema-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/proto-thema-case-study.pdf
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://betternews.org/how-dallas-morning-news-uses-push-notifications-grow-audience/
https://pushly.com/
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何を重視すべきか

1. 構造化データ テストツールを使用する
ホームページをはじめ、サイト上のさまざまなタイプのページをテストしま
す。記事を  1 ページだけテストするのではなく、 AMP ページもテストするよ
うにしてください。

2. エラーや警告を確認する
エラーや警告が発生していないかを確認して修正します。エラーや警告が
あると、リッチリザルトに表示される可能性が低くなることがあります。

3. すべてのマークアップを実装する

記事には  Article または NewsArticle を使用します。動画コンテンツには  
VideoObject を使用します。ペイウォールには  IsAccessibleForFree 
を使用します。ホームページには、 Website/Organization を使用します。

breadcrumbs も忘れないようにしてください。

4. Search Console で影響を確認する

構造化データ戦略の影響は  Search Console で把握できます。

構造化データでニュース  コンテンツの見つけやすさを改善する

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● 構造化データを最適化しても、コンテンツがリッチリザルトに表示されるとは限りません（マークアップ

を追加していないのに表示される場合もあります）。ただし、最適化することでリッチリザルトに表示さ

れる可能性は高まります。

● 構造化データ戦略の影響は  Search Console で確認できます。  
○ Search Console アカウントを開く

○ [検索パフォーマンス ] タブ > [検索結果] > [検索での見え方 ] > [リッチリザルト ]
● 同じコンテンツのページが複数存在する場合は、 正規ページだけでなく重複するすべてのページに

同じ構造化データを配置することをおすすめします。構造化データの配置について詳しくは、 構造化
データに関する一般的なガイドライン をご覧ください。

理由 2: サイトに構造化データを正確に実装するこ

とで、コンテンツがエンリッチ  リザルトのリストに表

示される可能性が高まる。

理由 1: Schema.org が規定する標準に沿って構造化

データで記事、レビュー、動画などをマークアップすること

で、すべての検索エンジンに対してサイトの詳細なコンテ

キストを提供できる。  

なぜ重要か

構造化データでコンテンツの見つけやすさを最適化する

訪問数を増やす

https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
https://developers.google.com/search/docs/data-types/article
https://schema.org/NewsArticle
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video
https://developers.google.com/search/docs/data-types/paywalled-content
https://schema.org/WebSite
https://schema.org/Organization
https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumb
https://search.google.com/search-console/welcome
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
https://search.google.com/search-console/welcome
https://support.google.com/webmasters/answer/139066
https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies#location
https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies#location


22

オーガニック検索による訪問が  10.43% 増加
「... （NCI のおかげで）実行可能な解決策を簡単に導き出せるようになり、オーガニック検索
のトラフィックを短期間で増やすことができました。」

事例紹介

事例紹介を読む

AMP リッチリザルト

テストツールの結果

最適な使用例

訪問数を増やす

注意点

動画を VideoObject でマークアップすると、リッチリザルト

に表示される可能性を高めることができます（たとえば LIVE 
バッジ）。動画が表示される可能性があるのは、Google 検
索結果、動画検索結果、Google 画像、Google Discover 
です。

Google Discover

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/independent-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/independent-case-study.pdf
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#livestream-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#livestream-guidelines
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
https://developers.google.com/search/docs/data-types/video#video-object
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ベスト プラクティス

何を重視すべきか

1. 配置
ソーシャル  ボタンは、記事と一緒に常に表示されるようにする必要があ
ります。モバイルでは、アンカー  フォーマットを使用するか、固定された
ヘッダー内に配置します。

2. 関連性
オーディエンスとの関連性が高いソーシャル  ボタンを表示するようにしま
す。オーディエンスが何を使用しているか（ Facebook、Twitter、
WhatsApp、LinkedIn など）に基づいて、表示する共有ボタンやその順
番を決めます。  

3. 少ないほうがよい
ボタンを多くすればするほど、読者が「選択のパラドックス」に陥る可能性
が高まります。「読者に与える選択肢を多くするほど、コンバージョンが減
る傾向にあります」 

4. 外観
クリックを促進するには、各ソーシャル  ネットワークのアイコンの色をオリ
ジナルのままにします。  

コメント  / 所見

● ソーシャル  ボタンのパフォーマンスを  News Tagging Guide で測定します。  
● ブラウザの共有オプションは便利ですが、記事内に配置したソーシャル  アイコンは、読者が本当に気

になった記事を共有するリマインダーとして機能します。  
● 複数のソーシャル  ボタンを  1 つのアイコンにまとめる場合は、 広く認められている共有ボタン を使用し

ます。

理由 1: サイト内のソーシャル  ボタンの配置とデザイン

を最適化することで、訪問を大幅に増やせる可能性が

ある。（出典）

読者がソーシャルで共有する機会を最大化する

理由 2: 大手のソーシャル  ネットワークを通じて共有さ

れるコンテンツは全体の  28% に過ぎず、残りの  72% 
は「ダーク  トラフィック」（主にメールやアプリ）で共有さ

れている。（出典）

なぜ重要か

ソーシャル戦略を増強する 
訪問数を増やす

https://www.thedrum.com/opinion/2020/03/30/ten-quick-ways-increase-your-website-conversion-rate
https://www.thedrum.com/opinion/2020/03/30/ten-quick-ways-increase-your-website-conversion-rate
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://en.wikipedia.org/wiki/Share_icon
https://www.addthis.com/blog/2018/10/08/case-study-child-mind-institute-increases-mobile-traffic-with-addthis-share-buttons/#more-14645
https://www.socialmediatoday.com/content/6-myths-about-social-sharing
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固定されたフッターに
オリジナルの色のアイコンを配置  

「共有ボタン」を
エキスパンド可能に  

エキスパンド可能な
アンカー  フォーマット  

パソコン画面の左カラムに固定されたウィジェット

パソコン画面の左カラムに固定されたウィジェット

最適な使用例

訪問数を増やす
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何を重視すべきか

1. できるだけ目立たせる 
回遊を促すための記事は、記事を読んでいる最中や読み終わった後に簡
単に見つけられるようにする必要があります。パソコンやタブレットで長文
記事を表示する場合は、右側（または左側）のナビゲーション  バーに回遊
フォーマットを固定します。レコメンデーション  エンジンを活用しますが、サ
イト内の記事だけでなく外部の記事もバランスよくおすすめするようにしま
す。

2. 外観
画像はエンゲージメント促進に効果的 です。左側に表示し、記事にランク
（1、2、3…）を付けて読者がどの記事を読むべきかをすばやく判断できるよ
うにします。記事の数は少ないほうがいいでしょう。回遊フォーマット内の
記事数を制限することで、読者の 決断疲れを防ぐことができます。  

3. 固定ヘッダーが鍵
ヘッダーを固定してサイトのロゴを表示することで、読者がホームページに
アクセスする可能性が高くなります。特にモバイルでは効果的です。

4. 高度なフォーマットの活用 
モバイルでは、アンカーなどの高度な回遊フォーマットが効果を発揮しま
す。特に、長文記事やスクロール距離が長い場合などに有効です。  

ユーザーが  1 回の訪問でより多くの記事を読むようにする

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● 記事内で  A/B テストを実施し、画像付きの単独記事と、テキストのみの回遊ユニットによる複数の
記事を比較します  

● タイトルの下に推定所要時間を追加するとユーザー  エンゲージメントが向上する場合があります

（MarketingLand）
● さまざまなコンテンツ優先戦略をテストします （例: 人気記事  vs 関連記事）

理由 2: モバイルで集中力が続く時間には限界が

あり、読者が次の記事を読む可能性を最大化する

必要がある。

理由 1: 読者の訪問ページビュー数はエンゲージメントと

ユーザーのロイヤリティを示す重要な指標であり、ロイヤ

リティの高い読者ほど収益性が高い傾向にある。

なぜ重要か

回遊戦略 
訪問時間を長くする

https://mediaengagement.org/research/links/
https://www.newyorker.com/tech/elements/a-list-of-reasons-why-our-brains-love-lists
https://www.newyorker.com/tech/elements/a-list-of-reasons-why-our-brains-love-lists
https://www.thedrum.com/opinion/2020/03/30/ten-quick-ways-increase-your-website-conversion-rate
https://marketingland.com/estimated-reading-times-increase-engagement-79830
https://mediaengagement.org/research/links/
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記事が終わった直後の回遊 インラインの回遊
画像付きの単独記事

ページビューが  37.4% 増加
記事内（サイドバーと記事の最後）でおすすめ記事の CTA を最適化したことで読者の回遊が
改善しました。

事例紹介

事例紹介を読む

アンカー  フォーマット

注意点

圧縮されたレスポンシブな画像を使用する（ファイルサイズは重要で

あり、レイテンシに影響を与えることがあります）。

モバイルでの最適な使用例

訪問時間を長くする

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/klix-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/klix-case-study.pdf
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右側のナビゲーション  バーに固定された
回遊ウィジェット

適度なズームの人物画像

記事のランキングをテスト（ 1、2、3...）画像を活用してクリック率を最大化

注意点

● 人物の画像は、適度なズーム（バストショット以

上）であれば、物の画像（物体、風景など）よりも

クリック率が高くなります 。

● 汎用的な言葉（「関連記事」、「人気の記事」など）

は、複雑な表現（「この話題で他におすすめの記

事」など）に比べ多少クリック率が高くなります。

（出典）

パソコンやタブレットでの最適な使用例

訪問時間を長くする

https://whatsnewinpublishing.com/strategies-to-drive-audience-recirculation-on-your-news-site/


Google Lighthouse を使用してページの読み込み速度を最適化する  

ベスト プラクティス

理由 2: ページの読み込み速度は、モバイル

検索のランキングの要因であり、検索順位に

影響を及ぼす可能性がある。（ 出典）

理由 1: カジュアル  ユーザーはサイトが読み込まれ

るのを待てない傾向にあり、読み込みに  3 秒以上

かかると  50% のユーザーが別のページに移動す

る。（出典）

何を重視すべきか  

1. Google Lighthouse を使用する
Lighthouse は、ウェブページの品質を改善するための オープンソースの自動化
ツールです。サイトのバックグラウンドで何が読み込まれているか、さらに最適化す
るにはどうすれはよいかを特定できます。  

2. 不必要なリソースを削除する 
使用されているすべての  JavaScript タグと CSS を評価します。最適なユーザー  エ
クスペリエンスを提供するために必要な要素かどうかを識別し、不要と判断した要
素は削除し、不要なタグも削除するようにしてください。  

3. 画像を最適化する
すべての画像が  100 KB 以下であること、そのほとんどが  50 KB 以下であることを
確認します。JPEG 2000、JPEG XR、WebP などの画像標準を使用し、圧縮比率を
高めて画像のサイズをできるだけ小さくします。  

4. リソースがレンダリングをブロックしないようにする
読み込む必要がある要素を特定したら、それらがページ上でのユーザーの操作を
ブロックしていないことを確認します。そのための有効な方法の  1 つが、必須では
ない JavaScript をすべて非同期にする方法です。

5. 遅延読み込みを使用する
すべての読者がページの最後までスクロールするわけではありません。すべての
要素を即座に読み込むことはせず、ユーザーのスクロールに合わせて残りのコン
テンツが読み込まれるようにします。  

28

事例紹介

事例紹介を読む

なぜ重要か

50% の読者は
サイトの

読み込みに 
3 秒以上
かかると
移動する

モバイルサイトの表示速度は十分に速いか？ 
訪問時間を長くする

訪問者数が  19% 増加、訪問あたりの閲覧ページ数が  4% 増加
ページの読み込み速度を 6 秒から 3 秒に短縮して指標を改善

https://developers.google.com/web/tools/lighthouse#devtools
https://webmasters.googleblog.com/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search.html
https://www.blog.google/products/admanager/increase-speed-of-your-mobile-site-wi/
https://developers.google.com/web/tools/lighthouse#devtools
https://github.com/GoogleChrome/lighthouse
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/village-media-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/village-media-case-study.pdf
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何を重視すべきか

1. 動画プレーヤーの配置を増やす
テキストのみ記事を掲載する場合は、コンテンツの最後に関連動画のコンテン

ツを追加するようにします。ナビゲーション  メニューに動画欄を追加し、動画コ

ンテンツを集めたページを設けることも検討してください。

2. 動画プレーヤーをページ上で目立たせる
平均スクロール距離を確認し、記事の動画コンテンツをそれより上に配置する
ようにします。動画プレーヤーを大きくすることで、視認性をかなり高めることが
できます。  

3. 自動再生の設定を最適化する
Better Ads Standard によると、動画広告を音声付きで自動再生すると、ユー
ザーが驚いてすぐにウェブサイトを閉じてしまうことがあります。動画の自動再
生は動画プレーヤーがビューポートに入ってから開始するか、クリックして再生
する設定にしておきます。自動再生コンテンツは、デフォルトではミュートにして
おくことをおすすめします。 Chrome の自動再生に関するポリシー を遵守して実
装するようにしてください。  

4. 動画内で再循環を促進する 
ユーザーが再生を一時停止または終了したときに、関連する動画コンテンツの
スニペットを表示します。他の関連動画に誘導できれば、サイト内のコンテンツ
を見続けてもらうことができます。

サイト上の動画の再生開始回数を増やす

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● ユーザーの動画消費行動を  News Tagging Guide で測定します。

なぜ重要か

理由 2: 「動画のあるウェブサイトでは、ユーザーの滞

在時間は  88% も長くなります。」（出典）

理由 1: 「本質的に動画が人を引き付けるのは、

他にはない  2 つの魅力「動き」と「音」があるからです。

この 2 つの特性が、メッセージを効果的に伝えるうえで

重要な役割を果たします。」（ 出典）

動画の再生開始回数を増やすには？

訪問時間を長くする

https://www.betterads.org/desktop-auto-playing-video-ad-with-sound/
https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.oberlo.com/blog/video-marketing-statistics
https://medium.com/@slicevideo/this-is-why-video-is-the-most-engaging-type-of-content-e5ca46d5cef1
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短い記事の最後に
関連動画を配置する

注意点

● Chrome の自動再生に関するポリシーでは、「ミュー ト
状態での自動再生」は常に許可されますが、「音声付
きの自動再生」が許可されるかどうかは 状況によりま
す。 

● 「音声付きの自動再生」が許可されるかどうか確認す
るには、その状況で動画を音声付きでストリーミング
してみます。Chrome によって許可されていない場合
は、動画の音声が自動的にミュートされます。  

動画が終了する直前に表示する
「次の動画（Up Next）」ウィジェット

ユーザーが動画を一時停止または
終了したときに関連動画を紹介する

注意点

ユーザーが動画の最後まで達したとき、
「次の動画」ウィジェット、自動再生までのカ
ウントダウン、動画サムネイルなどのインタ
ラクティブな機能を表示することをおすすめ
します。

最適な使用例

訪問時間を長くする

https://developers.google.com/web/updates/2017/09/autoplay-policy-changes
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何を重視すべきか

1. 動画プレーヤーを追尾型にする 
「追尾型」の動画プレーヤーを実装し、記事をスクロールしても動画を見
続けられるようにします。その場合は、 Ad Exchange の動画実装ポリシー
を遵守してください。ピクチャー  イン ピクチャー（PiP）を実装すると、常に
他のウィンドウより前面に表示されるフローティング  ウィンドウで動画を再
生できます。

2. 動画を短くする
オンライン  ニュース動画は、基本的に再生時間が短い傾向にあります。
動画の長さを  120 秒以内にすると再生が完了する可能性が高まり、 最適
なパフォーマンスが得られることがわかっています。  

3. 動画のユーザー獲得チャネルを最適化する
動画のトラフィック  ソースを最適化します。検索の場合は、構造化データ
のマークアップを実装することで、動画コンテンツを見つかりやすくするこ
とができます。ニュースレターの場合は、件名や説明で動画コンテンツへ
の注目を集めたり、動画の再生アイコンを含めたりできます。

4. 速度を改善する 
ページの読み込み速度を短縮すると、動画コンテンツや広告はすばやく
表示されるようになります。遅延読み込みを活用して動画プレーヤーの優
先度を上げる方法や、パスバックを最小限に抑えて待ち時間を短縮する
方法があります。

サイト上の動画の再生完了回数を増やす

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● ユーザーの動画消費行動を  News Tagging Guide で測定します。

● パスバックの最小化 : パスバックの発生を抑えることで、広告の読み込みが速くなり、視認可能率を

高めることができます。  

なぜ重要か

理由 2: 動画の再生完了回数を最大化することで、

ミッドロールやポストロールの広告フォーマットの広告

収益を高めることができる。

理由 1: 動画の再生を完了した読者が、同じプレー

ヤー内で別の動画を選択したり、次の動画までのカ

ウントダウンを待機したりすると、新しい動画が再生さ

れる可能性が高まる。

動画の再生完了回数を増やすには？

訪問時間を長くする

https://webdesign.tutsplus.com/tutorials/how-to-create-a-sticky-floating-video-on-page-scroll--cms-28342
https://support.google.com/admanager/answer/3522024?hl=ja
https://developers.google.com/web/updates/2018/10/watch-video-using-picture-in-picture
https://wistia.com/learn/marketing/optimal-video-length
https://wistia.com/learn/marketing/optimal-video-length
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
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ページの読み込み速度を短縮すると
動画コンテンツがすばやく表示される

ピクチャー  イン ピクチャー（PiP）の実装  

注意点

ユーザーは、ピクチャー  イン ピクチャー（PiP）を使用することで、動画の視
聴を続けながら他のサイトやアプリを操作できます。

最適な使用例

訪問時間を長くする

http://www.youtube.com/watch?v=t2QAzHZH-5s
https://www.youtube.com/watch?v=t2QAzHZH-5s&feature=emb_logo
https://developers.google.com/web/updates/2018/10/watch-video-using-picture-in-picture


読者収益
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読者収益

実行可能な最適化案の一覧 

● マーケティング  メッセージ  

● モバイル用のランディング  ページ

● パソコンやタブレット用のランディング  ページ

● 支払い手続き

Google サーベイで読者からの無料のフィードバックを集める

読者収益ファネルを最適化する

広告ブロッカー: 広告収益を取り戻す
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何を重視すべきか

1. Google サーベイで読者からのフィードバックを無料で集める
Google サーベイは、自社で運営するサイトやプロパティであれば無料で利用
できます。最大  10 問のアンケートを作成して公開し、その結果をリアルタイムで
分析できます。

2. 何がコンバージョンを妨げているかを特定する
読者が定期購読に至らない理由はいろいろあります。ブランドに対する読者の
ロイヤリティは高いか？定期購読にはいくつかコースがあることを知っている
か？お支払い手続きについてどう思っているか？コンバージョン率が上がらな
い理由を特定しましょう。

3. ブランドに対するイメージや親近感を測定する
アンケートの結果は、ブランド戦略の策定にも役立てることができます。このブ
ランドのパブリケーションについて読者はどう感じているか？ブランドとの結び
つきはどれくらい強いか？どのニュース  パブリケーションを読んでいるか？ど
の価値観に共鳴しているか？これらの結果をもとに、サイトやマーケティング  
キャンペーンでの情報の伝え方を改善できます。

4. 価値提案を最適化する
定期購読するにあたって、読者がどのような特典を期待しているかについての
インサイトを収集します。このインサイトは、現在の読者収益戦略の改善や、戦
略を計画する際の情報として役立てることができます。 アンケートの例はこちら

Google サーベイで読者からの無料のフィードバックを集める

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● 残念ながら、Google サーベイで  Google アナリティクスの特定のセグメントをターゲティングするこ
とはできません。必要な場合は「選別用の質問」を使用し、それに対する回答に応じて回答者を選別
できます。たとえば、定期購読に興味があるかどうかを訪ね、「定期購読する予定はない」と答えた
読者のみを対象として別の質問をすることができます。  

なぜ重要か

理由 2: 点と点が線でつながる。 Google アナリティク

スでわかるのが「何？」だとすれば、 Google サーベイ

でわかるのは「なぜ？」である。読者にどう思っている

かを尋ねることで学びが得られる。  

理由 1: サイトを訪れたあらゆるタイプの読者からほぼ

リアルタイムでフィードバックを収集することで、読者

収益戦略の主要コンポーネントを最適化できる。

Google サーベイで読者からのフィードバックを集める

読者収益

https://support.google.com/surveys/topic/6280640?hl=en&ref_topic=6194693
https://surveys.google.com/reporting/survey?survey=bu7ave2o4zs6juf4l4p7hkz6xy
https://support.google.com/surveys/topic/6280640?hl=en&ref_topic=6194693


定期購読やコンバージョンの
障害になっているものを特定

読者とブランドとの結びつきの
強さを特定

デジタル版と印刷版の定期購読
（会員登録）の特典として何を期待
しているかを特定

最適な使用例

読者収益
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何を重視すべきか

1. フォーマット: タイミングと配置に注意する
すべてのページの固定ヘッダーに  CTA ボタンを配置します。記事ページでは、
アンカーやインラインのバナーを活用します。オーバーレイも効果的ですが、表
示するタイミングには注意が必要です。たとえば、ランディング  ページでリピー
ト ユーザーに対して表示したり、ユーザーがサイトを離れようとしているときに
表示したりするのは避けます。

2. 感情に訴えかける
ニュースの定期購読を、ビジネス上の取引にすべきではありません。エンゲー
ジメントの高い読者は、パブリケーション自体に対して共感する気持ちを抱いて
います。彼らが共鳴しているパブリケーションの価値を前面に押し出すべきで
す。価値を伝える手段は言葉だけではありません。視覚的な要素を使用する
のも効果的です。

3. 内容と外観 
各定期購読コースの料金や割引、「いつでも解約可能」であることなどを明確に
伝えます。行動を促すフレーズのボタンは、明るい目立つ色にして角を丸めま
す。「定期購読」や「登録」よりも「参加する」、「始める」、「利用する」のような表
現のほうがコンバージョンが高くなる傾向にあります。

4. マーケティング メッセージをカスタマイズする
読者に応じて特典を変えると効果的です。それぞれのオーディエンスが何に反
応を示すかを理解し、それに応じて特典をパーソナライズします。

マーケティング  メッセージでサービスの認知度を高める

ベスト プラクティス

なぜ重要か

理由 2: 「ありふれたニュースしか提供していない

ジャーナリズム  サイトを定期購読したいと思う人はい

ません。」（出典）

理由 1: ニュース  メディアのトラフィックのうち定期購読

ページを訪れるトラフィックは平均で  1% にも満たず、定

期購読コースについて認知度を高めるにはマーケティ

ング メッセージが不可欠である。

マーケティング メッセージを最適化する 
読者収益

コメント  / 所見

● 特典、割引のメッセージ、見出し、 CTA の A/B テストを実施します。これらはクリックを促進するうえで
不可欠な要素です。

● ユーザーが飽きてしまわないよう気を付けます。見出し、 CTA、背景色など、いつも新鮮なデザインを

心がけましょう。

● 自社広告（未販売の広告枠）を、定期購読コースや企業の使命についての認知度を高めるために活

用します。

● マーケティング  メッセージのパフォーマンスを  News Tagging Guide で測定します。

https://www.cjr.org/tow_center_reports/guide-to-audience-revenue-and-engagement.php
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
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ヘッダーの下に固定された特典黄色の背景感情に訴えかける  

注意点

● 黄色は自信や楽観を表し、メッセージ
の背景色として使用すると効果的な
色です。

● パーソナライズした割引を「この特典
を利用」のような力強い  CTA で強調
します（損失回避バイアスを参照）。

● 「世界市民になろう」や「いつでも解約
可能」など、ユーザーが共鳴するメッ
セージを強調します。

いつでも解約可能  / この特典を利用

最適な使用例

読者収益

https://en.wikipedia.org/wiki/Loss_aversion


39

ページ上部に配置した大きなインライン  バナー

黄色の背景にアンカー  フォーマットで緊急性を表現

画像付きのソフト  ペイウォール

定期購読のランディング  ページで
特典の終了を知らせる「カウントダウン」

注意点

特典の有効期限を明記（場合によってはカ
ウントダウン）して緊急性をアピールしま
す。

固定ヘッダー内の  CTA

最適な使用例

読者収益



40

オンサイトとオフサイトの強力なマーケティング  キャンペーンを通じて、企業の価値
や使命について積極的に情報発信するニュース  メディアが増えています。

Klay Offer、クレイ トンプソンがブランド アンバサダー

を務める Bay Area News Group

真実、New York Times ローカル ジャーナリズムの支援、Newsday

「言葉には力がある。うまく選ぼう」、The Telegraph

最適な使用例

読者収益

注意点

https://www.klayoffer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE&feature=emb_logo
https://cdn.marketing.newsday.com/assets/eppys/newsday_journalism_eppy2019.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=gY0Fdz350GE
https://www.thedrum.com/creative-works/project/adameveddb-the-telegraph-words-chosen-well
http://www.youtube.com/watch?v=cuUolL-k0y8
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● オーディエンスをセグメントに分ける : 定期購読の可能性を示す指標としては、訪
問頻度（セッション  / ユーザー）、セッション中のページビュー数（ページビュー数  / 
サイト滞在時間）、訪問したコンテンツのタイプ（サイト  カテゴリ  / トップ記事）、読者
の居住地などがあります。

● 適切なマーケティング  メッセージで読者をリターゲティングする : Google アナリ
ティクスを使用している場合は、上記の指標に基づいてオーディエンス  セグメント
を作成し、Google 広告キャンペーンを使用してオフサイトでリターゲティング しま
す。Google アナリティクス  360 を使用している場合は、これらのオーディエンス  
セグメントを  Google アド マネージャー  360 の広告キャンペーンを使用してオンサ
イトでターゲティングします。

注意点

「地域限定特典」のメッセージ 
地域読者セグメント

「コンテンツ限定」メッセージ 
コンテンツ セグメント

「支援」のメッセージ
エンゲージメントの高い

読者セグメント

最適な使用例 - オーディエンス ターゲティング 
読者収益

https://support.google.com/analytics/answer/2611404
https://support.google.com/analytics/answer/6183286?hl=en
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理由 2: 「見出しとランディング  ページで読者を引

き付けるための時間は  0～8 秒です。8 秒を過ぎ

ると、ほとんどの訪問者は立ち去ってしまいま

す。」（出典）

モバイル用ランディング  ページを魅力的にする

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● ランディング  ページのサイド ナビゲーション  バーを削除して A/B テストを実施してみるのもおすすめ
です。

理由 1: 「モバイル  デバイスでパソコン用のランディング  
ページを表示できるからといって、モバイル専用のラン

ディング  ページを設計しない理由にはなりません。」（ 出

典）

なぜ重要か

モバイルのランディング ページを最適化する

読者収益

何を重視すべきか

1. モバイルでスクロールせずに見える範囲にコンテンツを固定する 
モバイルでの注目度を高めるには、スクロールせずに見える範囲に何を表示
するかを検討します。たとえば、パブリケーションのロゴ、訴求力のあるタグラ
イン、「いつでも解約可能」であること、「おすすめ」の定期購読コース、などが
効果的です。

2. 外観
3 種類の制度を併記してコンバージョンを最大化する 1 つ目の定期購読コース
には「おすすめ」ラベルを付けます。料金と割引額（率）も目立つように配置し
ます。行動を促すフレーズのボタンは、明るい目立つ色にして角を丸めます。

3. 見やすく簡潔に
特典を表示するのは「おすすめ」コースのみとします。表示する特典の数は  5 
個以内とし、箇条書きでわかりやすく示します。モバイルでは、特典などの画
像も 1 つ目のコースにのみ表示し、他との違いを際立たせてコンバージョンに
つなげます。他のコースは アコーディオン形式にして、ボタンをタップすると表
示されるようにすることもできます。

4. 速く読み込まれるように
ページの読み込みは  1 秒を争います。読者を長く待たせるほど、あきらめて立
ち去ってしまう可能性が高くなります。  

https://neilpatel.com/blog/what-converting-websites-do/
https://growthrock.co/mobile-ecommerce-trends-checkout-best-practices/
https://www.wordstream.com/blog/ws/2014/03/10/mobile-landing-pages
https://www.wordstream.com/blog/ws/2014/03/10/mobile-landing-pages
https://www.w3schools.com/howto/howto_js_accordion.asp
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見出しに使命を含める お得感を演出

モバイルでの最適な使用例

読者収益

モバイル  デバイスでのコンバージョン率が  18% 上昇
The New Yorker のビジネス部門（オーディエンス開発、消費者マーケティング、プロダクト）
が緊密に連携し、定期購読のコンバージョン ファネルに取り組みました。 

事例紹介

事例紹介を読む

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/the-new-yorker-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/the-new-yorker-case-study.pdf
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パソコン / タブレット用ランディング  ページを魅力的にする

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● 3 つの選択肢を提示することで、訪問者の注意が中央の選択肢に集中し、コンバージョンに至りやす
くなる効果があります（おとり効果を参照）。左側に配置した高額な選択肢がアンカーとして機能し、訪
問者の購買意欲を中央の選択肢に向かわせます（ 価格のアンカリング効果を参照）。

● Google サーベイなどの市場調査ソリューションを活用し、定期購読の価値やコースの特典をどのよ
うにプロモーションすべきかを判断します。

● 価値を伝える手段は言葉だけではありません。画像や動画など、視覚的な要素を使用するのも効果

的です。

理由 2: パソコンやタブレットの場合、 スペースが

大きいがゆえにコンテンツを増やしがちで、結果と

して混乱状態に陥ることがある。重要なコンテンツ

に集中し、見やすく簡潔にすることを心がける。

理由 1: ほとんどの読者はモバイルだが、ニュース  メ
ディアとしての使命や価値、定期購読のコースや特典

について伝える機会を増やすという意味で、依然として

パソコンやタブレット用のランディング  ページも欠かすこ

とができない存在である。

何を重視すべきか

心理学的な法則
コンバージョンを最大化するには、提
供するコースを 3 つ表示します。最も
高額なコースを左に配置し、「おすす
め」のコースを中央に配置します。

コースの特典
定期購読コースを簡単に比較できるように
します。表示する特典の数は 5 個以内と
し、箇条書きでわかりやすく示します。

コンバージョンを高める視覚効果
投資効率が最も高いコースを中央に大きく表
示 し、「おすすめ」のラベルを 付 けます。マウ
スオーバー効果で特典を目立たせることも検
討します。

感情に訴える
ランディング ページの最上部で、
企業としての価値と使命を強調し
ます。 

解約の確約
「いつでも解約可能」であることを、定期
購読コースの説明内とページの最上部
に明示します。

外観
コースの説明に特典の画像を追加し、
料金と割引額（率）も目立つように配置
します。行 動を促すフレーズのボタン
は、明るい目立つ色にして角を丸めま
す。

なぜ重要か

パソコンやタブレット用のランディング ページを最適化する

読者収益

https://www.digitalcurrent.com/blog/boost-conversion-optimization/
https://www.priceintelligently.com/blog/bid/181199/price-anchoring-to-optimize-your-pricing-strategy
https://www.digitalcurrent.com/blog/boost-conversion-optimization/
https://www.digitalcurrent.com/blog/boost-conversion-optimization/
https://www.priceintelligently.com/blog/bid/181199/price-anchoring-to-optimize-your-pricing-strategy
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注意点

ランディング  ページで読者が最初に目にするのが見出しです。興味を抱い
てページに留まるか、他のサイトに移動してしまうかは、見出しで何を伝える
かによって決まります。わかりやすく簡潔にしましょう。  

注意点

パソコン用とタブレット用のランディ
ング ページの最上部 : 価値提案、
感情に訴える、いつでも解約可能  

パソコンやタブレットでの最適な使用例

読者収益

定期購読収益が  1 四半期で  150% 増加 
長期の定期購読者のシェアが  2 か月で 40% 上昇

事例紹介

事例紹介を読む

https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/business-insider-case-study.pdf
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/states/consumer_insights/pdfs/business-insider-case-study.pdf
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何を重視すべきか

1. 少ないほど良い
支払い手続きは、アカウント、請求、確認の  3 ステップまでにします。まず
読者のメールアドレスを取得し、手続きが放棄されたときにフォローアップ  
メールを送れるようにします。パスワード  フィールドは、メールアドレスが
入力された後に表示することもできます。請求プロフィールの入力は、必
要最低限のフィールドに抑えます。

2. スピーディーな支払い手続き
ソーシャル  ログイン（Facebook、Google、LinkedIn など）を実装すると登
録作業を簡略化できます。サードパーティの支払いオプション（ PayPal、
Amazon Pay、Google Pay など）を活用すると、支払い手続きがスムーズ
になります。  

3. 入力の手間を減らす
クレジット  カード情報をはじめ、支払い手続きのすべてのステップで 自動
入力を有効にします。数字フィールド入力時にモバイル  キーボードをカス
タマイズすることも忘れないようにしましょう。  

4. 外観
固定されたヘッダーに進行状況バーを表示しましょう。支払い手続きは  1 
つのページにまとめます。内容を確認できるよう、「ご注文の概要」を表示
することをおすすめします。この欄には、選択したコースと最終的な請求
金額を明示するようにします。

読者の支払い手続きを簡単にする

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● 支払い手続きページもできる限り速く読み込まれるようにします。読み込み時間が  1 秒長くなるごと
に、売上が 7% 減少するとされています。

● 「デジタルのみ」の定期購読では、実際の住所は尋ねないようにします。
● 支払い手続きページのサイド ナビゲーション  バーを削除して A/B テストを実施してみるのもおすすめ

です。モバイルの場合は、ナビゲーション  バーの 3 本線メニューやその他のアイコンを削除し、場合
によってはブランドロゴのリンクを解除してみます。

● 「注文の概要」は、パソコンやタブレットであれば固定された位置に簡単に表示できます。

● 最後の CTA の下に、「いつでも解約可能」と明記するのを忘れないようにしましょう。  

なぜ重要か

理由 2: 「e コマースの利用者の  69% は、ショッ

ピング カートに商品が入っているのに買い物を

中断してしまいます。」（出典）

理由 1: 「支払い手続きは、ウェブ  エクスペリエンス全体にお

いて最も重要な部分です。それまでに費やしてきたユー

ザーの獲得、教育、維持のための労力を、いよいよ実際の

収益に変える部分だからです。」（ 出典）

支払い手続きを最適化する

読者収益

https://developers.google.com/web/updates/2015/06/checkout-faster-with-autofill
https://developers.google.com/web/updates/2015/06/checkout-faster-with-autofill
https://neilpatel.com/blog/loading-time/
https://growthrock.co/mobile-ecommerce-trends-checkout-best-practices/
https://baymard.com/research/checkout-usability
https://www.moovweb.com/mobile-checkout-flow/


ソーシャル  ログインによる登録

お支払い方法のボタン

カードをスキャンするた
めのボタン  

モバイルの固定ヘッダーの
進行状況バー  

パソコンとタブレット用の固定された
「注文の概要」  

クレジット  カード情報入力時の
モバイル  キーボード

最適な使用例

読者収益
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理由 1: 50% のユーザーが  1 つ以上のサイトで

広告の表示を許可している。（ 出典）
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何を重視すべきか

1. 検出: 広告ブロック率を調べる
広告ブロック率は、Google ファンディング  チョイスなどのソリューションを使っ
て追跡できます。News Tagging Guide で NCI を有効にすると、オーディエン
ス セグメントごとに広告ブロッカーを使用しているユーザーの割合を可視化
できます。この情報はメッセージ戦略にも役立ちます。

2. 説明: 広告の価値を伝える
ニュースサイトにとっての広告の意義を強調し、なぜ支援する価値があるの
かを説明します。

3. 依頼: 読者に選択肢を提示する
Google ファンディング  チョイスを使用すると、ホワイトリスト登録以外のどの
選択肢をユーザーに提示するかを選択できます。たとえば、 Google 
Contributor をデプロイすると、広告をなくす代わりに表示ページ数に応じて
決まった額を支払うという選択肢を提示したり、独自の選択肢（定期購読、
ニュースレターの登録など）を定義したりできます。

4. 制限: オーディエンスに適した実装を選択する
拒否可能なメッセージに比べると、拒否不可なメッセージはホワイトリスト登
録される可能性は高くなりますが、直帰率も高くなる可能性があります。オー
ディエンスのエンゲージメント戦略に最適な実装を選択してください。

広告ブロッカーを使用しているユーザーを識別し、サイトをホワイトリストに登録

するよう依頼する。

ベスト プラクティス

コメント  / 所見

● News Tagging Guide で、広告ブロッカーを使用している読者と、サイトをホワイトリストに登録した読

者を特定します。  
● IAB の「Ad Blocking: What you need to know」はぜひ参考にしてください。  
● Google ファンディング  チョイスを使用すると、一般データ保護規則（ GDPR）などの規制の遵守につい

てユーザーの同意を取り付けることもできます。 Google ファンディング  チョイスも、 IAB 準拠の GDPR 
メッセージや  CCPA オプトアウト  メッセージに対応する予定です。

なぜ重要か

理由 2: 54% のユーザーが「ホワイトリスト」が何を意

味するか知らない。（出典）

広告ブロッカー: 広告収益を取り戻す

読者収益

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/monetization/adblock-report/
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://contributor.google.com/v/beta
https://contributor.google.com/v/beta
https://newsinitiative.withgoogle.com/training/datatools/ntg
https://www.iab.com/insights/ad-blocking/
https://fundingchoices.google.com/intl/en_us/start/
https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/monetization/adblock-report/


コンテンツを資金面で支援
する選択肢をユーザーに提
示する。

目標

Lee のニュース プロパティ全体の
広告ブロック率を低減する

ホワイトリスト登録の代替案として
定期購読を提案する

以前広告をブロックしていた
ユーザーに広告を配信して収益化
可能なページビューを増やす

手法

ウェブサイト全体を通じて、拒否不可
なメッセージ ウォールを表示する

サイトをホワイトリストに登録するか、
定期購読者になるかの選択肢をユー
ザーに提案する

ユーザーの地域ジャーナリズムへの
理解を訴えて支援を依頼する

結果

トラフィックが多いサイト向けの
シンプルな対策

プログラマティック広告配信による収益
が安定的に 2～3% 増

定期購読が、これまでに試したどの方
法よりも高いコンバージョン率を記録

ユーザーからの苦情がこれまでになく
減少

Lee Enterprises: Google ファンディング  
チョイスで広告収益を取り戻して定期購読者
を獲得

最適な使用例

読者収益
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