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Part.5 
 

１００％コンバージョンする 
Google広告戦略のすべて 



リスティング広告の設定が終わったあと 

 
リスティング広告で成果を出すためには広告出稿後
のメンテナンスも重要！ 

 
広告出稿後に 
どうしたらいいかわからなくなる方が多い 
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運用開始後編 
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リスティング広告の「分析」とは 

・分析とは 
→改善点を数字から見つけ出すこと 
　レポート画面から得られる情報は唯一の真実 
 
【レポート画面でこんなこともわかる】 
・デバイスごとの反応率は？ 
・コンバージョンしやすい時間帯は？ 
・どの年代からの反応率が高いか？　など 
 
 
運用初期は我慢の期間！ 
分析材料であるデータを収集することを心がける！ 
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データが取れたら・・・ 

・必ずレポート画面の数字を見て施策を考える 
 
ある程度データが取れた段階での改善の方向性は、 
「無駄なクリックを防ぐ」がおすすめ 
 
クリックされることはいいことだが、 
コンバージョンしない限り利益は発生しない 
 
無駄なクリックを防ぐ 
→予算が適切に分配される＝良質なクリックが増える　 
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無駄クリックを防ぐ方法 

・広告文でターゲットを絞る 
→関係のないページはクリックされない 
（例:主婦の味方、20代限定、など） 
 
・配信地域の設定をする 
→全国対応ではない場合は、配信地域自体を絞る 
 
・適切な検索語句に出稿する 
→除外キーワードの設定 
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「検索語句」データはかなり重要！ 

・基本的にキーワード単位、広告文単位のデータと共に
「検索語句」のデータを見る 

 
※検索語句データ：ユーザーが実際に広告をクリックし
たときに検索窓に入力されていた語句 

 
・検索語句データからどういった属性のユーザーが広告
をクリックしているかを知る 

 
・1週間単位でデータを見ていく場合が多い 
※予算が多くクリック数が多いアカウントは数日スパンでデータを見る

場合もある 
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「検索語句」データの例 
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除外キーワードの設定 

・検索語句データから「いらない属性の検索」を除
外することができる 

 
例：助成金の広告なのに「補助金」関連の語句に広
告が出ている状態 

 
→ 「補助金」という言葉が入った検索を除外する 
 
・除外キーワードにもマッチタイプが存在する 
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2020年 

Google広告攻略編 
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ここからは調べてもでてこないような 
私の経験則による情報とGoogleが推奨している 
アカウント構成方法を交えて 
最新の士業向けGoogle広告戦略について 
お伝えします 
 
※ここからは発展的な内容です 
未経験の方にとっては想像しにくい内容ですが 
事前に知っておくとその後の運用がスムーズです 

72 



現在の士業の広告運用 

現在士業の広告運用方針は 
大きく分けて2通りの運用方法があると考えている 
 
それが 
自動入札を使用した拡大型の運用　と 
手動入札を使用した効率重視の運用 
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入札戦略とは 

広告の掲載順位を決めるオークションで 
「何を目標として入札するか」という戦略を決めること
ができる 

→ 入札戦略 
 
入札方法は2つに分けることができる 
 

自動入札　と　手動入札 
 

入札戦略はキャンペーンの設定画面から指定が可能 
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手動入札 
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手動入札とは 

手動入札…自分自身でキーワードごとに 
　　　　　入札の最大価格を決める方法 
　　　　（Google上では個別クリック単価制と呼ぶ） 
 
手動入札で入札した価格で必ずオークションが行われる
わけではなく入札額よりも低い価格でクリック単価
が決まる場合もある 

※オークションの状況による 
 
自分で単価をコントロールすることができる 
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手動入札のコツ 

手動入札で金額を指定するために参考にする項目が 
「推定入札単価（ページ上部）」と 
「推定入札単価（掲載順位1位）」 
（キーワードのレポート画面に表示可能 
 
上記はあくまで「推定」のため推定入札単価に表示されている価
格より高めに入札するのがコツ 

 
→ 実際の上部表示の値段が高かった場合にも対応できるため 
 
推定入札単価よりも100円以上高めに設定しておき、 
実際の（最）上部表示表示率が低い場合はさらに高値で入札 
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手動入札のときのキーワード 

手動入札の際のキーワードは 
マッチタイプで絞りつつどんどん追加していく 
（ただしあくまで予算の範囲内で） 
 
検索語句データから複数クリックがありつつお問い
合わせに繋がると考えられるキーワードは追加
など自分なりに基準ができると◎ 
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手動入札のときの広告文 

 
・広告文は設定した 
キーワードに合わせたものを追加していく 
 
・できるだけ追加したキーワードに対応できるように 
 
・経験上手動入札ではレスポンシブ検索広告は馴染みにくい
（後述します） 
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手動入札のときのアカウント構造 

 
・1キーワード1広告グループでもOKだが管理が難しい 
 
・個人的には広告グループを1つにまとめてOK 
 
・広告文は検索語句に合わせてGoogleが出し分けするため 
一箇所にまとめても大きな問題はない 
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自動入札 
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自動入札とは 

自動入札…広告主が指定した目標が達成できるよう
にGoogle、Yahoo!が入札単価の設定を自動的
に行う入札手法 

 
例） 
・コンバージョン数を予算内で最大化 
・クリック数を予算内で最大化 
・目標顧客獲得単価に合わせて入札を調整 
　など 
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自動入札の仕組み 

自動入札は過去の統計データを使用して設定した目標を
達成するために検索語句に向けて広告表示をさせる
かどうかのジャッジと入札単価を調整を行う 

 
→ コンバージョンを目標とする場合はコンバージョン
したデータが必要のためコンバージョン測定が必須 

 
つまりデータが不十分だと 
正確に動かない可能性が「あった」 
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自動入札の種類 

 
・目標コンバージョン単価 
・目標広告費用対効果 
・クリック数の最大化 
・コンバージョン数の最大化 
・コンバージョン値の最大化 
・目標インプレッションシェア 
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おすすめはコンバージョン数の最大化 

予算内でコンバージョンが最大数になるように入札
単価を調整する入札戦略 

 
過去の掲載データやユーザーごとの 
過去の検索行動なども考慮し入札を行う 
 
近年機械学習精度が上がっており、 
比較的低予算のキャンペーンでも 
恩恵を受けるできることができるようになった 
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自動入札を使用するときの「キーワード」１ 

自動入札を使用する場合は 
キーワードのマッチタイプを部分一致にして 
登録するキーワードは2つ程度の語句からなる簡単
キーワードのみでOK 

 
例）相続業務で自動入札を使う際のキーワード 
 
相続 相談／相続 依頼／相続 手続き／遺言書 作成 
…など 
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自動入札を使用するときの「キーワード」２ 

 
キーワード数は多くなくていい（およそ10以下） 
運用途中でキーワードを増やすことも少ない 
 
→ 理由はキーワードを増やしたところで部分一致
に設定している以上表示が分散するだけとなる
可能性が高いから 
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自動入札を使用するときの「広告文」 

・広告文の数に制限は無いため多数のパターンを登
録する 

→ 部分一致キーワードによる多種多様な検索意図
に対応できるようにするため 

 
・キーワードに合わせた語句が使用されている通常
の広告文に加えレスポンシブ検索広告の使用を
推奨 
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レスポンシブ検索広告とは 

・現在Google広告のみに導入されている機能 
 
・あらかじめ登録した広告素材（広告見出し、説明
文）をユーザーに最適な形で組み合わせて表示
させる広告。 

 
・Googleの機械学習で検索語句、ユーザー性質か
ら配信する広告文の組み合わせを決めている。 
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レスポンシブ検索広告とは 
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 広告文追加の際にレス

ポンシブ検索広告が作
成可能！ 



レスポンシブ検索広告：概要 
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＋

※Google公式ヘルプページより参照 



レスポンシブ検索広告：注意点 

 
・広告見出しは全角15文字（半角30文字） 
　説明文は全角45文字（半角90文字） 
 
・ただし広告見出しで全角15文字ギリギリの広告
文を複数作成すると「広告見出し3」が表示され
ない組み合わせが生まれる 

 
・短い広告文を設定してもOK 
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レスポンシブ検索広告：注意点2 

・設定した広告見出し同士で重複したテキストが使
用されていると組み合わせが作成されない場合
がある 
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レスポンシブ検索広告：運用方法 

・最初は広告素材は広告見出しが10個以上を目安
に、説明文は2つ以上。 

 
・広告見出しが多ければ多いほどユーザーの関連性
が高い広告を表示できる可能性が高まる 

 
・通常の広告文で使用しているパターンも登録する 
 
・通常の広告文と同居させてOK 
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自動入札のときのアカウント構成 

・キャンペーンは商材（業務ごと） 
もしくは予算を分ける場合は分ける 
 
・広告グループは基本的に1つにまとめる（手動と
同様） 

 
・レスポンシブ検索広告と通常の広告を一箇所にま
とめてOK 
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自動入札の注意点 

・自動入札は設定後2～3週間はデータ収集を行う 
「学習期間」になり広告表示が安定しにくい 
→ コロコロと短期間で自動入札を変えてしまうとずっ
と学習期間のまま 

 
・キャンペーンに予算による配信制限が発生していると 
　機械学習に悪影響がある 
 
・インプレッション損失率（予算）は 
　20%位までだったら許容範囲 
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相続　相談 

手動入札と自動入札のキーワードのイメージ 
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遺言書　作成 

相続　名義変更 相続　銀行口座　
解約 



手動入札と自動入札のイメージ 

 
手動入札はキーワードを絞りこんで図の赤色のコア
なキーワードとそれに連なる関連語句であるオ
レンジの範囲までを広告表示対象とする 

 
自動入札は の範囲を含めてユーザーごとにコン
バージョンの可能性が高い検索に向けて広告表
示をしていくイメージ 
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自動入札って結局なにがいいの？ 

世の中の検索語句の半数以上が「二度と検索されない語
句」と言われている 

 
→ つまりこちらで想定できる検索語句にも限界がある 
 
どの検索語句にどの広告を配信するかどうかを入札ごと
AIによるジャッジに任せよう、というのが自動入札
の方向性 

 
これまでコンバージョンしないと考えていたような語句
からもコンバージョンする可能性がある 
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自動入札に変えたら… 

 
・競合の事務所名の検索でCVした 
 
・明らかに情報のみを探している検索語句でもCV
した　 

 
・従来の手動ではクリック単価が高かった検索語句
で安めの入札でCVした 
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自動入札が馴染まないケース 
・BtoB（対法人）の業務 
→ 対法人の場合検索リテラシーが高く部分一致で拡張させたところで

CVする語句がある程度固まっている可能性が高いため無駄な配信が
増えてしまうだけになる場合も 

 
・1つの言葉でも複数のニーズがある場合 
→ 例えば「解雇」　経営者側が解雇したい場合と 
労働者側が不当解雇の相談をしたい場合がある 
この場合部分一致で拡張させてしまうとどちらの検索も拾ってしまう

（キーワードを絞る必要がある） 
 
・Yahoo!の自動入札 
→現状Googleと比べると精度が劣る 
 
上記のような場合は手動入札の方がパフォーマンスがいい場合が多い 
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どちらが向いているかわからないときは 

 
・どちらから実践したらいいかわからないならば 
まずは手動入札から試してみる 
 
・個人的には手動入札で効率重視の運用をした後、
コンバージョン数の拡大が必要だと判断できた
ならば自動入札に切り替えるのがもっともス
ムーズ 
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手動入札→自動入札成功事例 
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上段が手動入札、下段が自動入札の結果 
 
・同額予算でCV数2倍 
・クリック単価は4分の1近くまで削減 



入札戦略まとめ 

 
・自動、手動で優劣は無い　マッチする入札戦略は
商材や配信規模によって変わる 

 
・自動入札は基本的に部分一致キーワード、 
　手動入札はマッチタイプで絞っていく 
 
・迷ったらまずは手動入札を試してみる 
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最後に 
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リスティング広告運用は楽しい 

難しい反面リスティング広告には楽しさもあります。 
 
・コンバージョンの数が増える 
・自分で考えた施策が当たり成果が出た 
・顧客心理を想像する   etc,,, 
 
結果を出すことが最優先ですが、 
同時に広告運用の楽しさも 
皆様に感じて欲しいと考えています。 
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いい仕事をしているのに・・・ 

「いい仕事をしているのにお客さんに巡り会えない士
業がたくさんいる」 

 
広告で広めたあなたの仕事が誰かを幸せにします 
 
いい仕事ができるのに人に 
知ってもらえないというのは 
罪だと思っています。 
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広告を出す、ということ 

広告を出すということは、 
仕事、サービスを知ってもらうこと 
 
法律問題を抱える人、企業に 
あなたが力になれることを知ってもらうこと 
 
数字も大事ですが、 
この大前提は忘れないでください 
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最後に 

 
パワーコンテンツジャパン株式会社では、 
士業の皆様に向けてリスティング広告運用の代行も
行っています！ 

 
高金が直接対応するので、 
ご興味があれば気軽にご相談ください！ 
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