
無料ブログor有料ブログどっち？  

アフィリエイトする上で必ず必要となるのが、ブログです。 
 
ブログがないことには、 
“情報を発信”することができせん。 

ただ、ひとえにブログといっても、 
そこには、ざっくり２つの種類があります。 
 
・無料ブログ 

・独自ドメインブログ　 

 
両者には、それぞれメリット・デメリットがあるので、 
以下では、各特徴について詳しく説明していきますね。 
 
その辺を全く理解しないで実践に移すと、 
痛い目い合う可能性もあるので、しっかりと目を通しておいてください。 
 
まず、無料ブログから説明します。 
 

ーーーーーーーー 
無料ブログとは？ 
ーーーーーーーー 

無料ブログとは、 
その名の通り、無料のブログ作成サービスを利用して、 
作るブログのことです。 
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有名なところだと、 
 
はてなブログ/FC2ブログ/livedoorブログ/Seesaaブログ/アメーバブログ　 
 
などなど、沢山の無料ブログサービスがあります。 

無料ブログの最大の特徴は、 
それが、企業が提供しているサービスだということです。 

これが、 
無料ブログのメリットであると同時に、大きなデメリットでもあります。 

まず、以下の図をご覧下さい。 

 
 
以下で、順に説明していきます。 
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-無料ブログのメリット- 

・初期費用ゼロ 

→無料ブログは、運営費用が一切かかりません。 

後ほど説明しますが、 

独自ドメインブログの場合、ドメイン代とサーバー代、合わせて年間１万円
弱掛かりますが、無料ブログの場合はその費用がゼロです。 
 
・面倒な設定が少ない 

→メールアドレスがあれば、ブログ開設もすぐにできます。 
慣れれば５分も掛かりません。 

最低限の機能は、 
すでに無料ブログに実装されているので、 
わざわざ自分でカスタマイズする必要もありません。 

・最初からドメインパワーが強い 
 
→これが一番のメリットです。 

ドメインパワーとは、  
サイト自体のパワーのことです。（信頼と言い換えても良いかもしれません）

サイトのパワーが強いと、 
書いた記事がすぐにGoogleの検索結果に反映されたり、 
記事が上位に表示されやすくなります。　 
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一方、独自ドメインの場合は、 
ドメインパワーがつくまでに少し時間が掛かります。 
（正確な数字はわかりませんが、大体3ヶ月～6ヶ月は掛かると言われていま
す。） 

要するに、 

無料ブログというのは、 
無料ブログサービス運営側のビルの１室を借りているイメージです。 

例えば、大手IT企業であるサイバーエージェントが運営する、 
アメーバブログで無料ブログを開設したとします。 

すると、開設した無料ブログのURLは、 

https://ameblo.jp/◯◯◯◯◯◯/ 

となります。 

URLの中にamebloという文字が入っていますよね。 

◯◯◯◯◯◯は自分で設定できる部分です。 

つまり、 
アメブロでブログ開設するということは、 

アメブロという、すでに信頼のあるビルに入居するようなものです。 
 
そこで同時に、アメブロが持つ信頼が、新しく作成した無料ブログにも少し
移転されるということです。 
 
親の信頼が、子にも、 
少し移転されるというイメージですね。 
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一方、独自ドメインブログの場合は、 

Googleの検索エンジンにとっては、完全なる“新米者”です。 

「記事数」も「運営歴」もゼロの状態なので、 
そのサイトが質の良いものなのか、品定めする期間が必要ということですね。

Googleにとっては、 
スパムのような質の低いサイトが、検索結果で上位表示されたら、 
それは、そのままGoogleの信頼低下につながるわけなので。 
 

-無料ブログのデメリット- 

・運営者側による、突然の削除リスク 
 
→これが無料ブログの最大のデメリットです。 

どういうことかと言えば、 

サービス運営者側が、 
個人ブログを勝手に削除できる権限を持っているということです。 

無料ブログには、 
様々な規約があるのですが、 

その規約に違反した場合、 
サービス運営者側は、個人ブロガーに許可を取ることもなく、 

突然ブログを削除できてしまうわけです。 

要するに、 

自分がコツコツ書いた記事が、 
一夜にして消えてしまう危険性があるわけです。 
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例えば、毎月10万円利益があるサイトが、 
一瞬にして消えてしまうというリスクですね。 

記事というのは、集客装置として機能し、 
お金を生み出す資産ですので、 

これが一瞬にして消える可能性があるのは、最大のリスクです。 

そして、“削除される基準”も正直曖昧です。 

アフィリエイト自体を禁止していない無料ブログサービスでも、 

・過度なアフィリエイトは禁止！ 

とかいう、曖昧な基準があったりします 
（過度って、そもそもどの程度を言うのかがわかりません） 

要するに、 
無料ブログサービス運営者側が、 

「このサイトは駄目！！！！」 

と言ったら、それには逆らえないわけです。 

一度削除されたら、ゲームオーバーです。 

無料ブログには、削除リスクがあることを、絶対に覚えておいて下さい。 

・機能が少ないため、ブログカスタマイズに限界がある 
 
→機能が少ないというのは、 
ある意味、使いやすさにもつながります。 

実際、無料ブログの最低限の機能でも、 
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稼ぐことは十分可能です。 

ただ、細かい面で言えば、 
無料ブログでは設置できない機能も沢山あります。 

・ブログ記事の一括編集 
・サイトの細かいデザインをいじる 

などなど。 

一方、独自ドメインの場合は、（後ほど詳しく説明しますが） 
いくらでも自分の好きなようにカスタマイズをしていくことができます。 

ーーーーーーーーー 
独自ドメインとは？ 
ーーーーーーーーー 

次は、独自ドメインについてです。 

独自ドメインブログとは、 
自分でイチから作成するブログのことです。 

無料ブログが、 
すでに信頼あるビルに入居するイメージであれば、 

独自ドメインブログとは、 
一軒家を新しく建てるイメージです。 

そして、 
一軒家を建てるには、土地が必要であり、 
その土地こそが、サーバーと言われるものです。 

また、住所に値するものがドメインであり、家に値するものがブログです。 
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？？？？？？？だと思うので、 

以下の絵をご覧ください。 
 

要するに、 
家（ブログ）を建てるためには、 

サーバー（土地）とドメイン（住所）が必要だということです。 

細かい事は、覚えなくても、OKです。 
独自ドメインブログ構築には、 
サーバー＆ドメインが必要とだけ覚えて下さい。 
（どうしても仕組みを深く理解したい方は各自検索してください） 

そして、 
独自ドメインブログの一番の特徴は、 
自分が全てコントロールできるということです。 

なので、 
無料ブログの最大のリスクである、“突然の削除リスク”がありません。 
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自分がコツコツ書いた記事は、そのまま資産となります。 

その他の、 
独自ドメインブログの特徴は、以下です。 

（基本的には、無料ブログの特徴の裏返しではありますが） 

 

-独自ドメインブログのメリット- 

・削除リスクなし 

→上記で話した通り、独自ドメインブログの場合、 
 
サイトの権限は全て自分にあるので、 
突然削除されるなんてことはありません。 
 
安心して、記事を更新（資産を構築）していけます。 
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・カスタムの自由度が高い 

→プラグインという機能を使うことで、 
好き放題、自分の好みにサイトをカスタマイズしていくことが可能です。 

プラグインとは、 

要するに、サイトの機能性を上げる便利ツールのようなもので、 
膨大な数があります。 

「プラグイン　おすすめ」と検索してみれば、沢山出てくるかと思うので、 
チェックしてみると良いでしょう。 

もちろん、 
稼ぐ上で、最低限必要なプラグインに関しては、 
別のコンテンツにて紹介しますのでご安心を。 

・有料テンプレートを導入できる 

→有料テンプレートとは、 
サイトのデザインや機能を簡単に高めることができるツールです。 

htmlやcssといったプログラミングの知識がなくても、 

簡単にブログの使い勝手を向上させたり、 
かっこいいデザインにできるツールですね。 

有料テンプレートの価格は、 
数千円から数万円までピンきりです。 

もちろん無料のテンプレートでも良いですが、 

多くの有料テンプレートは、 
買い切り型で、継続課金もされないので、できれば導入した方がいいです。 
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サイトがかっこいいだけで、 
更新するのが楽しくなるって方もいると思いますので。 

ちなみに、 
有料テンプレートを購入できるサイトは、 

・TCD 
・OPENCAGE 

などが有名です。　 
様々なテンプレートがあるので是非チェックしてみて下さい。 
 
私自身は、 
ストークという有料テンプレート（価格１万円弱）を使っていますが、 
使い勝手がよく、とてもオススメです。 

-独自ドメインブログのメリット- 

・初期投資が必要 

→前述の通り、独自ドメインブログの運営には、 
以下の初期投資が必要です。 

・ドメイン代（年間千円程） 

・サーバー代（年間１万円弱） 

・有料テンプレート代（必須ではない） 
→WordPress付属の無料テンプレートでも可 
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ただ、この出費を節約したいがために、 
無料ブログで運営するのは、やめたほうが良いです。 

理由は、“削除リスク”です。 

年間、数万円の出費でも、 
それで“削除リスク”を回避できるのなら安いものです。 

・ドメインパワーがつくまで時間が掛かる 

→これが唯一のデメリットかと思います。 

前述の通り、 
独自ドメインのブログは、ゼロからのスタートです。 

ドメイン自体の“信頼”がゼロなので、 
 
質の高い記事を更新し、 
数ヶ月間は、コツコツとサイトを運営していく必要があります。 

この期間は、中々結果が出にくいです。 

「なんで自分の書いた記事は上位表示されないの？」 

「結局、アフィリエイトって儲からないじゃん。。」 

そんな風に感じてしまい、挫折してしまいがちです。 

つまり、 
ドメインパワーが育つまでの時間に耐えきれないわけです。 

これは、確かに１つの大きな不安要素ではあります。 
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というわけで、 

無料ブログ、独自ドメインブログの特徴を踏まえた上で、 
以下では、その不安要素を解消する方法を紹介します。 

ーーーーーーーーーーーーー 
初心者のジレンマを解消する 
ーーーーーーーーーーーーー 
 
以上で説明した通り、 

無料ブログには、 
最初からドメインパワーが強いが、削除リスクがある 

独自ドメインブログには、 
削除リスクはないが、ドメインパワーがつくのに時間が掛かる。 

そんなジレンマがあるわけです。 

じゃあどうするか？ 

結論から言うと、方法は２つありあす。 

①無料ブログ→独自ドメイン運営へと徐々に移行していく 

②最初から独自ドメインで運営 

それぞれ説明します。 
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①無料ブログ→独自ドメイン運営へと徐々に移行していく 

→削除リスクがあってもいいから、 
早くブログで稼ぐという経験をしたい方は、 

まず、無料ブログで運営をしましょう。 

無料ブログの場合は、ドメインパワーが強いので、 
報酬を得るスピードで言えば、独自ドメインより早いです。 

そして、一度でも報酬を上げれば、 
その後のモチベーションが爆発する可能性があります。 

この経験は馬鹿にできません。 

私自身、初めて1000円の報酬が出た時に、 
モチベーションに火がつきました。 

更新した記事の、検索結果への反映が早いため、 
（一般的にインデックスが早いと言う） 

・どんな記事ならアクセスがくるか？ 
・どんな記事だとアクセスがこないのか？ 

この辺りの感覚を早いうちに身につけやすいのは、 
無料ブログの魅力です。 

要するに、無料ブログだと、 
仮説→検証のサイクルを素早くまわすことができるわけです。 

新規で取ったばかりの独自ドメインだと、 
そもそも検索結果に反映されるのが遅いので、 
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仮説→検証のサイクルが回しづらいです。 

すると、 
自分のやっていることが「正しいのか」わからなくなり、 
不安に駆られやすくなります。 

特に、初心者の場合は、 
検索結果で上位表示されることが、 
どれだけ大切なのかを肌で実感するためにも、 

最初は無料ブログで、実験がてら運営し、 
ある程度、感覚が掴めたら、独自ドメインへ移行というのもアリだと思いま
す。 

ちなみに私自身はと言えば、 
最初の頃は、削除リスクを覚悟し、無料ブログで運営していました。 

結果、 
ブログ運営、アフィリエイトの感覚を早くに身につけることができたので、  
よかったと思っています。 

②最初から独自ドメインで運営 

→自分がこれから実践していくテーマがはっきり決まっていて、 
ドメインパワーが育つのに、時間が掛かることを理解しているのなら、 
②の選択肢でもアリだと思います。 

つまり、 

初報酬が発生するのを、 
気長に待てる人であれば、最初から独自ドメインの運営でも良いでしょう。 

ただ、 
ここで１つ大事な事を言っておくと、 
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仮にドメインパワーが弱くても、 
ライバルの弱いキーワードであれば、 

新規のドメインでも、上位表示されます。（検証済み） 

あくまで、相対的にドメインパワーが弱いという意味です。 

なので、 

ライバルが少ないキーワードであれば、 

上位表示は可能ではあり、 
記事内で、紹介したい商品へと適切に誘導できれば、報酬も発生します。 

その辺りはお忘れなく。 

ーーーーーーーーーーーーー 
オススメのサイト・ツール 
ーーーーーーーーーーーーー 

最後に、私自身のおすすめのサイト・ツールを紹介します。 

《無料ブログサービスのオススメ！》 

無料ブログサービスは、 
はてなブログがオススメです。 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理由は、 

・ドメインパワーが強い（他の無料ブログより） 
・画面の表示速度が早い 
・操作が簡単（直感的に使える） 

この３点です。 

これまで、複数の無料ブログサービスを利用しましたが、 
はてなブログが断トツでした。 

反対に、 
推奨しないのは、アメーバブログです。 

通称アメブロは、削除リスクが高いことで有名です。 

アフィリエイトブログでの活用はオススメできません。 

《ドメイン・サーバーのオススメ！》 

ドメイン・サーバーの設定方法は別コンテンツでお伝えしますが、 
ここでも一応オススメを載せておきます。 

-ドメインのオススメ-  

→ムームードメイン 

-サーバーのオススメ- 

→ＸServer 
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ぶっちゃけ、何でも良いのですが、 

以上のドメイン・サーバーは、 
利用者多いので、その分、解説サイトが豊富に存在します。 

なので、 

設定などがわからない時に、 
問題を解決する記事を見つけやすいという、大きなメリットがあります。 

これは、その他の事にも言えます。 
基本的にツール類は、普及率が高いものを使うと良いです。 

利用者が多いテンプレート・ツールの方が、 
解決記事が充実しているからです。 

なので、 

設定やカスタマイズなどが苦手な人は、 
利用者が多い有名サービスを利用することを推奨します。 

《有料テンプレートのオススメ！》 

有料テンプレートに関しては、 
OPENCAGEが提供する「ストーク」というテンプレートがオススメです。 

シンプルで使いやすく、 
このテンプレートを利用して困ったことは一度もありません。 

テンプレート選びに時間を掛けすぎても、 
それは利益に直結した行為ではないので、 

強い拘りがなかれば、ストークを選んでおくのが、無難です。
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