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■はじめに 

 

この度は【あるにこ】の無料レポート 

『恐怖！！人気ブログランキングＩＤ削除の悲劇！～これをやるといきなり削

除されちゃうかも！？～』  ご請求ありがとうございます！ 

 

このレポートではあるにこが実際に体験した、人気ブログランキングＩＤ削除の

経験を生かし、あなたに同じ気持ちを味わってもらいたくないという想いから予防

策を解説いたしました。 

 

ご存知かもしれませんが【人気ブログランキング】はＩＤ削除の理由はなにがあ

っても教えてはくれません。どれだけ問い合わせてもガン無視のシカトをきめこみ

ます。(←納得いかん！！) 
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ですから削除理由は憶測の域をでませんが参考になはなると思います。 

あるにこが調べた結果、「きっとこれなんじゃないか」というポイントをまとめました

ので、削除されないようぜひとも心がけてください。 

ただ一個人が調べた結果ですので真意と異なる場合もあるとは思います。 

その際はどうかご了承ください。あくまでも参考程度に宜しくお願い致します。 

 

 

それではじはじめていきましょう！！ 

 

 

当レポートは再配布権付きです。 

改編しないという条件ならばいかなる配布方法も許可しております。 

お知り合いにもどんどんご紹介していただき、いきなりのＩＤ削除から身を守ってください。 
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自己紹介 

  はじめましてあるにこと申します。 

 

現在３２歳 

求職中の兼業アフィリエイターです。 

 

本格的にアフィリエイトを始めたのは２０１０年５月下旬からです。 

ブログアフィリエイトのみですが現在、月に３万円ほどの報酬があります。 

７月から【まぐまぐ】からメルマガ発行も行っております。 

 

ブログでは語れないマル秘情報も随時配信しています。 

よろしければご登録お願い致します！ 
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【メルマガ】 ブログアフィリ de稼ぐコツ！～始めて３週間で稼げちゃった～ 

⇒http://www.mag2.com/m/0001160454.html 

 

出身地：愛知県 

趣味：音楽鑑賞、 ギター、 マンガ、 フィギュア収集 

好きなマンガ：寄生獣、覚悟のススメ、フリージア、バキ 

好きなバンド：TESTAMENT、PANTERA、SLAYER 

 

【アフィリエイトをはじめたきっかけ】 

前職の服屋が倒産してしまったため 

求職中の時間を有効につかえないかと、在宅で出来る仕事を探していました。 

もともとアフィリエイトという存在自体はずいぶん昔知っていましたが 

これを機会に本格的にやってみようと思い現在に至ります。 

 

http://www.mag2.com/m/0001160454.html
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あるにこの現在発行しているその他無料レポートです。 

 

■【あるにこ】が情報商材アフィリエイトを始めて ３週間で初報酬を GETするまでにやった作業

の全て 

http://xam.jp/get.php?R=16304 

 

■【再配布可】まぐまぐ完全攻略！ 

発行申請一発合格の秘訣～こんなに簡単でいいの!?～ 

http://xam.jp/get.php?R=16257 

 

■再配布可 【あるにこ式】売れるレビュー記事の書き方 ～なぜ売れないかわかりませんか？？ 

『あること』を書かない限りあなたからは売れません！～ 

http://xam.jp/get.php?R=16331 

 

 

http://xam.jp/get.php?R=16304
http://xam.jp/get.php?R=16257
http://xam.jp/get.php?R=16331
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■人気ブログランキングとは 

 

アフィリエイターにはもはや説明不要のサイトですね。 

ほとんどの方はご存じだと思いますので細かい説明は省きます。 

 

もし分からない方がみえましたら以下からサイトをご覧ください。 

⇒人気ブログランキング 

アクセスアップにつかったりブランディングに役立ったりと色々つかえます。 

全アフィリエイター登録必須の最重要サイトです。 

 

そんな人気ブログランキングのＩＤがいきなり削除されてしまったら・・・ 

せっかく築いたブランディングもアクセスもいきなり失ってしまいます。 

考えただけでも恐ろしくないですか (>_<) 

http://blog.with2.net/
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■削除のパターン 
 

実際に削除されるパターンで一番多いケースをご紹介します。 

ランキングが上がっていくと運営側がブログを監視するらしいんです。 

 

 『不正クリックはないか』 

 『規約違反のブログ内容ではないか』 

 

その辺りを運営側が見て『アウト！』と判断されればＩＤ削除されてしまいます。 

 

過去にも上位のブログが一斉に削除されたことがあったみたいです。 

 

で、わたしのパターンはというと 

 



 

10 

Copyright (C) 2010.alnico All Rights Reserved. 

恐怖！！人気ブログランキングＩＤ削除の悲劇！ 

【ランキングＩＤ削除回避マニュアル】 

～これをやるといきなり削除されちゃうかも！？～ 

 

ランキングは上位でもなんでもありませんでした。 

たかだか７０位とかですよ。 

 

それでも削除されてしまいました。 

しかも違反しているつもりはもちろんありませんでした。 

 

こういったわたしのようなパターンは第三者の通報による削除です。 

 

 

これから頑張ろうかなと思っていた矢先のＩＤ削除でした。 

モチベーションだだ下がりでしたよ( 一一) 
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通報されたら回避する術はないのかもしれません。 

 

しかし日頃から気をつけていれば削除の確率は減らせるはずです。 

 

つぎの項目からはいよいよ具体的な予防策をご紹介いたします。 
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■削除の原因・予防策 

 

まず有名なところからいきますね。 

おきてがみというサービスが危険だときいたことはないです？ 

 

【おきてがみ】とは 

ブログの訪問＆応援に来てくれた方の足跡代わりにつかえて 

「おきてがみ」を利用することで、アクセスアップも見込めます。 

 

ぶっちゃけ利用したことがないので詳細はわかりません(+o+) 

 

 

で、ですね 

おきてがみを設置していると 

 



 

13 

Copyright (C) 2010.alnico All Rights Reserved. 

恐怖！！人気ブログランキングＩＤ削除の悲劇！ 

【ランキングＩＤ削除回避マニュアル】 

～これをやるといきなり削除されちゃうかも！？～ 

↓規約違反のコレにあたるらしいです。 

 

●定期的に友達や仲間同士でクリックするシステムなどを利用・制作する行為。 

 またはこれに類似する行為。  

 

 

↑そうらしいのでおきてがみを設置している方は気をつけてください。 

通報されたらひょっとしてアウトなのかもしれません。 

 

では次の予防策にいきます。 

 

 

これはいろいろな方がすでにやっていると思います。 

 

わたしも当然のようにやっていましたが 
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「応援お願いします！」 

「ポチっとお願いします！」 

 

 

といったキーワードを書きこむと危険らしいです。 

 

こんなのほとんどのアフィリエイターがやってる気がしますが・・・ 

 

 

これも通報されたら大変危険みたいです。 

 

 

 

 

つぎにご紹介するものが 

多くの方が一番該当するケースではないでしょうか？ 
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規約違反の項目に注目しました。 

 

↓こんなブログは削除されちゃうよって規約に書かれてます 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

除外される blog サイトの定義 

 

●ある物事に対する結果や報告など、オリジナルの文章・画像等が含まれない場合 

●文章がメインコンテンツではない場合 (他種のコンテンツが多数含まれている、など) 

●商品の販売/アフィリエイト/広告収入が主な内容の場合 

●SEO目的の登録、または SEO(広告も含む)を目的とした記事がある場合 

●登録情報(タイトル・カテゴリや紹介文など)と記事内容が異なるブログの場合 

●他サイト、ブログへの誹謗中傷を目的にしたサイト。または、それに準ずる記事を記載

するサイト。 

●その他、当ランキングの登録にふさわしくないと判断された場合  

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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この中の以下３項目が特に危ないと感じました。 

 

１、商品の販売/アフィリエイト/広告収入が主な内容の場合 

２、SEO目的の登録、または SEO(広告も含む)を目的とした記事がある場合 

３、登録情報(タイトル・カテゴリや紹介文など)と記事内容が異なるブログの場合 

 

 

まず１です 

 

●商品の販売/アフィリエイト/広告収入が主な内容の場合 

 

じゃあなんで人気ブログランキングには 

【アフィリエイト】ってカテゴリがあるんですかね？？ 

 

その辺りを担当者にじっくり聞いてみたいもんです。 
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こんなのアフィリエイトカテゴリのブログなんてほぼ全部に該当するじゃないですか！ 

もう完全にユーザーをナメてるとしか思えません。 

 

 

つづきまして２です 

 

●SEO目的の登録、または SEO(広告も含む)を目的とした記事がある場合 

 

非常にあいまいな表現ですが・・・ 

 

SEO(広告も含む)を目的とした記事がある場合 

こういった主旨で記事を書くこともありますよね。 

 

あくまで SEO目的じゃない雰囲気を出す必要があるということです。 

めんどくせ～(>_<) 
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最後の３です 

 

●登録情報(タイトル・カテゴリや紹介文など)と記事内容が異なるブログの場合 

 

 

 

実はこのレポートで一番言いたかった部分がこれなんです。 

このカテゴリという部分がキモです。 

 

人気ブログランキングってカテゴリの割り振り率ってあるじゃないですか？ 

 

【アフィリエイト】【副業】【お小遣い稼ぎ】【SOHO・在宅ワーク】【情報商材】 

とか各カテゴリをパーセンテージで振り分けますよね。 

分散するより一個に絞った方が効果的とか言われてるヤツです。 
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でも実は 

ひとつのカテゴリに絞ることが危険かもしれないんです。 

 

 

実際私は【アフィリエイト】１００％に絞ってました。 

でもこれが落とし穴だったのかもしれません。 

 

ランキング攻略のノウハウでたびたび登場します。 

カテゴリは分散するな 

その方が『ポイントが分散せずに順位が上がりやすい』って 

 

これが危険だという頭に入れておいてください。 

どういうことかというと 
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人気ブログランキングは 

割り振り率を地味～に重要視してるらしいです。 

 

監視する際にチェック入れるそうなんですよ。 

 

ようするにですね 

 

【アフィリエイト】を１００％にしてたら 

アフィリエイトに関する記事しか書いちゃいけないんです。 

 

原則的に 

カテゴリを【アフィリエイト】にしていた場合 SEO に関する記事は書いちゃダメなんです。 

 

【ＳＥＯ】ってカテゴリがありますからね。 
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同じ理由でアフィリエイトのカテゴリではアクセスアップの記事も書けません。 

 

 

でも記事数が多くなればなるほど 

メインカテゴリじゃないキーワードで記事を書くことも増えてきます。 

 

【アフィリエイト】に登録してたってアクセスアップの記事書くじゃないですか？ 

それって当たり前ですよね。 

でもそんな当たり前が通用しないみたいです。 

 

過去にＩＤ削除された方は 

このカテゴリの件が原因じゃないかって分析している方が多いんです。 

 

完全にカテゴリといっちした記事を書きつづければ問題はないかもしれません。 

でも記事が２００も３００もあったら常識的に不可能じゃないですか。 
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なので、うまいこと振り分ける必要があるんです。 

 

【アフィリエイト】８０％にして、あとの残りはテキトーに振り分けるとかしないと 

 

でもこのパーセンテージの問題は本来なら順位が上がることで注目される部分です。 

 

それなのにわたしのブログは順位が下位にもかかわらず削除されました。 

 

この理由はわかりますよね？ 

たびたび登場していますが第三者に通報されているんです。 

(※憶測ですがいろいろな方に相談した結果、そういった意見をいただくことが多かったので) 

 

 

運営側が下位のブログのそんな細かいトコまで見てるわけありません。 

ブログに訪問した誰かが通報したんだと思います。 
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ですから一番怖いのは知らない誰かに通報されることです。 

そして自分は規約に違反していないつもりでも、知らないうちに違反しているということです。 

 

 

こういったケースを避けるために１００％にしている方はカテゴリ分けをおすすめします。 

ここはホントに強くおすすめします。 

 

 

カテゴリ 100％のままだといつ削除されても文句は言えませんから。 

 

カテゴリから少しも外れない記事を書く自信があれば問題はありませんが・・・ 

 

いきなりのＩＤ削除はめっちゃ怖いですよ。 

理由もわからないのでムカつきますし。 
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ＩＤ削除されるよりはカテゴリ分けてでも生き残った方が賢明な気がします。 

 

削除はどれも理不尽な理由かもしれませんが 

わたしの二の舞にはなっていただきたくないのでぜひお願いします。 

 

 

通報される理由はわたし自身把握できていません。 

とくに目立っていたわけではないですし、なにか癪にさわる記事をかいていたんですかね。 

 

敵を作ってしまいそうな方は十分お気を付け下さい。 
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■まとめ 

 

では最後にＩＤ削除される可能性のある原因をまとめてみました 

※あくまでわたし自身が経験したうえでの見解です 

 

●おきてがみの設置 

●クリックを誘導するキーワードを書きこむ 

●アフィリエイトを主とした記事を書く 

●SEO目的の記事を書く 

●登録カテゴリと異なる内容の記事を書く 

 

とりあえず以上５点をきをつけてください。 
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■さいごに 
 

以上で終了です。 

いかがでしたでしょうか？ 

 

削除理由が知らされてないのですべて憶測の域を出ません。 

しかしほとんどのブロガーは通報されれば簡単にＩＤ削除になる可能性があるということです。 

 

それだけ危機感を持ってブログ更新していかなくてはいけません。 

今後【人気ブログランキング】の後ろ盾なしで戦っていくのは正直不安です。 

 

通報した人間・削除理由を開示しない人気ブログランキングの運営に憤りを覚えています。 

あなたには同じ気持ちを味わってほしくありませんので現段階でわたしが知りえる予防できる

方法を書きました。是非参考にしてみてください。 
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もし削除されてしまったときは 

どうしようもないので気持ち切り替えてがんばるしかありません。 

 

でも予防できるところはしっかり気をつけましょうね。 

レポートに書いたことを十分気をつけながらランキング攻略がんばってください！ 

 

大事ない時間を頂戴し最後までお読み下さいましてありがとうございました。 

あなたのお役に立てれば幸いです。 

 

   さらに濃い情報を発信しているメルマガにもぜひ登録してみてください 

 

 

http://bit.ly/alnicomailmaga
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あるにこ 

【メルマガ】 ブログアフィリ de稼ぐコツ！～始めて３週間で稼げちゃった～ 

⇒http://www.mag2.com/m/0001160454.html 

 

【ブログ】 ブログアフィリエイト 最短ルートで稼ぐ秘訣 

⇒http://alnicoinfo.blog119.fc2.com/ 

 

当レポートについてご質問があれば以下のフォームからご連絡ください。 

出来る限りサポートさせていただきます。 

連絡先：https://ssl.form-mailer.jp/fms/bf1f904f109833 

 

基本４８時間以内にはご返信させていただきます。お気軽にどうぞ！ 

http://www.mag2.com/m/0001160454.html
http://alnicoinfo.blog119.fc2.com/
https://ssl.form-mailer.jp/fms/bf1f904f109833
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☆このレポートは「かめ吉の簡単レポート用ワードテンプレート」で作成しました。

http://bit.ly/alnicokamekichi 

 

あなたの成功を心よりお祈りいたしております 

ありがとうございました! 

http://bit.ly/alnicokamekichi

