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＜ご注意ください＞ 

 

本書は日本国の著作権法で保護されている著作物です。 

本書の取り扱いには以下の点にご注意ください。 

■ 本書の著作権は、木下裕司にあります。 

■ 上記の者の書面による許可なく、本書の一部または全部をあらゆるデータ著積手段（印刷

物、電子ファイル、ビデオ、レコーダーなど）により、複製、流用転用および記載、転売（オーク

ション含む）する事を禁じます。 

以上に記載した行為により著作権者が不利益を被ったと判断した場合、該当する行為を行っ

た者に対し、著作権法等、関係法規に基づく手続きにより法的手段により損害賠償請求など

を行う場合があることを御了承ください。 

■ 本書で取り上げられた情報は、作成された時点での著者の見解であります。 

■ 木下裕司以外からこのファイルを配布することはありません。 

■ 木下裕司以外から入手された場合は、ご一報をお願いします。 

【免責事項】 

本書の著者は、これまでの経験をもとにノウハウをまとめたものであり、 

全ての読者の利益を保証するものではありません。 

状況の変化に応じて、著者は、このレポートで表示した見解とは異なる見解を新しい変化に応

じての表現を行う権利を有しています。 

また、法律、その他の分野に関しての専門的なアドヴァイスを与えかねること、利益や特定の

目的に対する適合性を保障しかねること、本書を使用することによって生じた、いかなる結果

に対しても責任を負わないことも御了承ください。 
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アメーバブログに記事を投稿していて、ふと思いました。 

 

「なぜ、アメブロには署名をつけられないんだろう・・・」 

 

あなたもそう思ったことはありませんか？ 

 

アメブロに限らずブログの記事は一つ一つが検索エンジンで引っかかります。 

あなたも、ご自身の興味のあることで、google や YAHOO 検索をした時に検索結果

に上位表示されたものの中でブログの記事を見たことがあると思います。 

 

そういう風にインターネット検索をしてきた人は、 

たまたま訪れてきてくれた「一見さん」です。 

 

 

そんな一見さんに、例えば記事以外であなたのホームページや製品・サービスや、 

知って欲しいことを記しておけば、ビジネスの可能性が開かれると思います。 

 

また、そういったインターネット検索による一見さんの獲得だけでなく、 

あなたが「人気ブログランキング」をはじめとする、外部のブログランキングサービ

スを利用して更なる読者増加を見込もうとしているのであれば、毎回の記事に 

 

------------------------------------------- 

もしこのブログを応援していただけるのであれば、 

「人気ブログランキング」← ぽちっとクリックしてください。 

------------------------------------------- 

 

 

簡単なものとはいえ、コピーペーストをするのは面倒くさいですよね。 

 

実際「人気ブログランキング」を利用しているほとんどの人が、毎回コピーペースト

してるのです。 

 

できれば、記事を書くときに最初から記載されていて欲しいと思いませんか？ 

 

しかし、アメブロには署名機能が無いのです。 

作れば絶対みんなにメリットあると思うのに。 
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というわけで、今回私のアメブロ読者のあなただけにお伝えします。 

 

 

 

もし、あなたがまだ私のアメブロ読者でなければ是非、今、このレポー

トを読む手を一瞬止めていただいて、15 秒間時間をください。 

 

 

 

下記のリンクをクリックして私のアメブロの読者になってください。 

 

http://blog.ameba.jp/reader.do?bnm=superyuji 
 

 

あなたの役に立つ情報を今後も書いていこうと思うので、是非よろしくお願いします。 
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さて、それでは早速アメブロの記事に自動的に署名をつける方法をご紹介します。 

 

まず、アメブロの記事を書く画面があります。 

 

 

 

 

この画面の URL は 

http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do 
このようになっています。 

 

 

なんか最後に「do」とか入ってますよね？ 

「do」って日本語にすると「する・おこなう」とかそういう意味です 

 

早い話が、 

この URL はアメブロのプログラムに指示を与えられるのです 

ですので、指示を与えます。 

 

 

 

 

 



アメーバブログの記事に署名を自動でつける方法 

全ての記事・写真の無断転用・無断転載は固く禁じます。 

当資料の全ての著作権は、出版演出課に帰属し、日本国の著作権法及び国際条約によって保護されています 

まず、先ほどの URL の後ろに「署名を書き込む」というアクションをくわえ

てやります。 

 

するとこのようになります 

 

http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry_text= 

 

 

ブログラムを分からない人でも、英語がわかればなんとなく、ピンときませんか？ 

 

「do？」つまり「何するの？」って言ってるわけです 

そしてそのあと「entry text ＝」ってなっています。 

 

「entry」は「入れる」 

「text」は「テキスト」 

「＝」は入れるテキストの「内容」 

 

「こういうテキストを入れるよ」とシステムに伝えているんですね。 

 

 

では、どんなテキストを入れてやれば良いのでしょうか？ 

 

早い話が「HTML」を入れてやれば良いのです。 

もちろん、 

アメブロには「禁止タグ」といって HTML が全部使えるわけではありません。 

 

＜禁止タグ一覧＞ 

http://helps.ameba.jp/faq/blog/article/post_107.html 
 

こちらにもありますが 

 

・html ・head ・body・frame・frameset・iframe 

・object・param・server・javascript・form・input 

・embed・textarea・script・meta 

 

これらは使うことが出来ません。 
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ではどういう風に書けば良いかというと、まず一番簡単なのは 

「署名」を「文字」で先に書いてしまうことです。 

 

例えば、 

 

------------------------------------------------ 

もし良ければ、人気ブログランキング ←クリックして応援してね 

 

出版演出家 木下裕司 

フェイスブックはこちら 

------------------------------------------------- 

 

こんな署名を作るとしましょう。 

 

まずは文字を書きます 

 

------------------------------------------------- 

 

もし良ければ、人気ブログランキング ←クリックして応援してね 

出版演出家 木下裕司 

フェイスブックはこちら 

 

------------------------------------------------- 

 

 

一行目、「人気ブログランキング」この部分をリンクにしたいので 

<a href=””>  </a> 

こういうリンクのタグを使います。 

 

すると下記のようになります 
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------------------------------------------------- 

 

もし良ければ、<a href="http://blog.with2.net/link.php?1282478">人気ブログ

ランキング</a> ←クリックして応援してね 

------------------------------------------------- 

 

↑の“”の間の URL は私独自のものなので、あなたはあなたの URL を書き込んで

くださいね。 

 

次に 2 行目です。2 行目は「1 行空白」にしているので 

<br>という改行タグを２つつけます 

 

2 行目はこれで完成です 

------------------------------------------------- 

 

<br><br> 

 

------------------------------------------------- 

 

 

そして 3 行目、「中央ぞろえ」そして「太字」にしています。 

ですので、 

中央ぞろえのための<center> </center> 

太字にするための<b> </b> 

この２つのタグを用います。 

 

3 行目はこれで完成です。 

 

------------------------------------------------- 

 

<center><b>出版演出家 木下裕司</b></center><br> 

 

------------------------------------------------- 
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そして、4 行目は 1 行目と同様ですが、「フェイスブック」という文字を大きくして

色をつけたいので、 

<font size=" " color="  "></font> 

というタグを使います。 

 

4 行目はこれで完成です。 

------------------------------------------------- 

 

<font size="3" color="#000066"> フ ェ イ ス ブ ッ ク </font> は <a href=" 

http://www.facebook.com/kinoshitayuji">こちら</a> 

 

------------------------------------------------- 

 

 

フォントのサイズとか色についてはこちらを参考にして下さい 

http://www.asahi-net.or.jp/~ax2s-kmtn/ref/html/hp2.html 
 

 

ではこれをまとめて一つのプログラミング文章（ソースコード）にします。 

 

------------------------------------------------- 

 

もし良ければ、<a href="http://blog.with2.net/link.php?1282478">人気ブログ

ランキング</a> ←クリックして応援してね 

<br><br> 

<center><b>出版演出家 木下裕司</b></center><br> 

<font size="3" color="#000066"> フ ェ イ ス ブ ッ ク </font> は <a href=" 

http://www.facebook.com/kinoshitayuji">こちら</a> 

 

------------------------------------------------- 

さて、ここで問題があります。 

通常のホームページなどであれば、これで OK なのです。 

しかし、アメブロには問題があります。 

通常<br>という改行タグが無い限り改行はなされないのですが、 

アメブロの場合はソースコードを見やすくするための 

「改行」も処理してしまうのです。 
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何を言ってるか分からない人は、 

「ソースコードの文字を詰める」ということを覚えておいてください。 

 

つまり、こうなります。 

 

------------------------------------------------- 

 

もし良ければ、<a href="http://blog.with2.net/link.php?1282478">人気ブログ

ランキング</a> ←クリックして応援してね<br><br><center><b>出版演出家 木下

裕司</b></center><br><font size="3" color="#000066">フェイスブック</font>は

<a href=" http://www.facebook.com/kinoshitayuji">こちら</a> 

------------------------------------------------- 

 

 

見にくくなったと思いますが、こうしなければ 

アメブロでは余計な空白ができてしまうのです。 

 

 

さて、ではこの文章を 

http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry_text= 

 

こちらの後に記載すれば良いのか？ 

 

つまり、 

------------------------------------------------- 

 

http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry_text=もし良け

れば、<a href="http://blog.with2.net/link.php?1282478">人気ブログランキン

グ</a> ←クリックして応援してね<br><br><center><b>出版演出家 木下裕司

</b></center><br><font size="3" color="#000066">フェイスブック</font>は<a 

href=" http://www.facebook.com/kinoshitayuji">こちら</a> 

------------------------------------------------- 

 

かというと違います。 
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普通に「日本語」が混じっていますし「<>」とか「””」とか、 

普通の URL では使えない文字列も入っています。 

 

ですので、この文字を URL に変えるために文字の変換をします。 

 

こちらのサイトを開きます。 

http://www.tagindex.com/tool/url.html 

 

 
 
 
 
そして「URL エンコード」のところに、先ほど作ったソースコードを記入します。 

 

 



アメーバブログの記事に署名を自動でつける方法 

全ての記事・写真の無断転用・無断転載は固く禁じます。 

当資料の全ての著作権は、出版演出課に帰属し、日本国の著作権法及び国際条約によって保護されています 

 

そして、必ず「文字コード」を「UTF-8」に変えておきます。 

UTF-8 にしないと、文字化けを起こして、へんな記号が表示されてしまいます。 

そして「エンコードする」をクリックします。すると 
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このようになるので、後は「エンコード後」の部分に記載された文字をコピーします。 

 

こんなわけの分からないものになりますが、これが必要なのです。 

------------------------------------------------- 

 

%e3%82%82%e3%81%97%e8%89%af%e3%81%91%e3%82%8c%e3

%81%b0%e3%80%81%3ca%20href%3d%22http%3a%2f%2fblog%2e

with2%2enet%2flink%2ephp%3f1282478%22%3e%e4%ba%ba%e6%b

0%97%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b

3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%3c%2fa%3e%e3%80%80%

e2%86%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%8

1%97%e3%81%a6%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e3%81%97%e3%81%a6

%e3%81%ad%3cbr%3e%3cbr%3e%3ccenter%3e%3cb%3e%e5%87%b

a%e7%89%88%e6%bc%94%e5%87%ba%e5%ae%b6%e3%80%80%e

6%9c%a8%e4%b8%8b%e8%a3%95%e5%8f%b8%3c%2fb%3e%3c%2

fcenter%3e%3cbr%3e%3cfont%20size%3d%223%22%20color%3d%2

2%23000066%22%3e%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%8

2%b9%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%3c%2ffont%3e%e3%81

%af%3ca%20href%3d%22%20http%3a%2f%2fwww%2efacebook%2e

com%2fkinoshitayuji%22%3e%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%

3c%2fa%3e 

 

------------------------------------------------- 

 

 

そして、この文字列を 

 

http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry_text= 

 

このあとに入れ込んでやります。 

 

つまり、 
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------------------------------------------------- 

 

http://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do?entry_text=%e3%8

2%82%e3%81%97%e8%89%af%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b

0%e3%80%81%3ca%20href%3d%22http%3a%2f%2fblog%2ewith2%

2enet%2flink%2ephp%3f1282478%22%3e%e4%ba%ba%e6%b0%97

%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%83%a9%e3%83%b3%e3

%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%3c%2fa%3e%e3%80%80%e2%8

6%90%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%83%e3%82%af%e3%81%9

7%e3%81%a6%e5%bf%9c%e6%8f%b4%e3%81%97%e3%81%a6%e3

%81%ad%3cbr%3e%3cbr%3e%3ccenter%3e%3cb%3e%e5%87%ba%e

7%89%88%e6%bc%94%e5%87%ba%e5%ae%b6%e3%80%80%e6%9

c%a8%e4%b8%8b%e8%a3%95%e5%8f%b8%3c%2fb%3e%3c%2fcent

er%3e%3cbr%3e%3cfont%20size%3d%223%22%20color%3d%22%23

000066%22%3e%e3%83%95%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%82%b9

%e3%83%96%e3%83%83%e3%82%af%3c%2ffont%3e%e3%81%af%

3ca%20href%3d%22%20http%3a%2f%2fwww%2efacebook%2ecom%

2fkinoshitayuji%22%3e%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%3c%2f

a%3e 

 

------------------------------------------------- 

 

 

これで完成です。 

あとはこの URL をインターネットエクスプローラーでも、google クロームでもご自

身の使っているインターネットのブラウザの【お気に入り】に入れてあげれば OK で

す。 

 

毎回その「お気に入り」をクリックすれば、自動的に署名が入力されたアメブロ記事

の投稿画面が開きます。 
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ちなみに、私は実際、もう少し工夫していて、下記のような署名を作っています。 

 

 

 

 

 

「この記事いいね」という画像を挿入したり、緑色の網掛けも作っています。 
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ちなみにソースコードはこんな感じです。 

 

 

 

<br><br><br><br><br> 

記事を最後まで読んでくださり、本当にありがとうございます。<br>少しでもあなた

のお役に立てれば幸いです。<br><br>もしこの記事が他の人にも役立ちそうでしたら、

<br>フェイスブックの<b>「いいね！」</b>のように下のボタンを押してください。

<br><br>    <A HREF="http://blog.with2.net/link.php?1282478"><IMG 

SRC="http://stat.ameba.jp/user_images/20111017/08/superyuji/16/c2/

p/t01840044_0184004411552477933.png" WIDTH=180 

HEIGHT=40></a><br>このブログが他の人にも読んでいただける機会が増えます。

<br><br><br><div style="PADDING-RIGHT: 14px; PADDING-LEFT: 14px; 

BACKGROUND: #ccff66; PADDING-BOTTOM: 14px; PADDING-TOP: 

14px"><p style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; 

PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; LINE-HEIGHT: 133%; 

PADDING-TOP: 0px"><center><b>アメブロガーのあなたにオススメのコンテンツ

</b></center><br /><a 

href="http://www.facebook.com/kinoshitayuji">Facebook ページでファンを

増やしたい人はこちら</a><br /> 

<a href="http://p.mixi.jp/superyuji">mixi ページのフォロワーを増やしたい人はこ

ちら</a><br /> 

<a href="http://twitter.com/superyuji">twitter で最新情報が欲しい人はこちら

</a><br /></p></div> 

 

 

文字を変換した URL が凄く長くなってしまいますので、このレポートには掲載しま

せん。 

 

 

後は、ご自身で工夫してみたり、知り合いで HTML が良くわかる人に相談してみて

ください。 

 

 

 

 

 



アメーバブログの記事に署名を自動でつける方法 

全ての記事・写真の無断転用・無断転載は固く禁じます。 

当資料の全ての著作権は、出版演出課に帰属し、日本国の著作権法及び国際条約によって保護されています 

実際こんな感じで毎回署名がつけられます。 

 

 

 

 

 

というわけで、アメブロに署名を自動的につける方法は以上となります。 

 

 

普段は Facebook で主に活動しているので、もし良ければ私の Facebook ページも

よろしくお願いいたします。 

http://www.facebook.com/kinoshitayuji 

 

 

あと、今回のテクニックを参考にさせていただいたブログをご紹介します。 

http://ameblo.jp/nippau/entry-10043231144.html 
http://ameblo.jp/re-jpn/entry-10564420563.html 
 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。 

いつかあなたに、実際にお目にかかれるのを楽しみにしています。 


