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「AdMob による収益はすぐに手に入
るようになりました。今ではかなりの額
に上っています。マーケティングにまっ
たく費用がかからないという点は、特に
うれしい驚きです。」
Toni Fingerroos 氏、Fingersoft 創設
者兼 CEO

アプリ界を上りつめる
Fingersoft の創設者兼 CEO である Toni Fingerroos 氏は、モバイル アプリ「Hill Climb 
Racing」の開発を始めたとき、それが人気を博して大ブームになるとは思いもよりませんで
した。大ヒットとなった「Hill Climb Racing」は、Google Play と Apple App Store の両方の
チャートで初めて 1 位となった 1 週間後に iPhone でも 1 位を獲得しました。Fingerroos 
氏は Android 版のゲームを 1 人で開発し、1 日 16 時間を費やして、たった 3 か月という驚
きの短期間で完成させました。そして、iOS 版は 2 人体制で仕上げました。

このゲームでは、ユーザーが野心的なアップヒル レーサーの青年 Newton Bill に扮して、
かつて走ったことのない場所へと旅をし、さまざまな特徴をもったアップヒルの走行に挑
戦します。大胆な技を使ってボーナスを獲得したり、コインを集めて車をアップグレードし
たりすることで、より高いレベルに到達できます。ゲームでは車をアップグレードして 8 つ
のステージやレベルに挑戦できるほか、強力なエンジンを追加して轟音を出すこともでき
ます。

コインを購入するとステージをより速く攻略できる仕組みで、これが Fingersoft の収益の 
60% を占めています。ただし、アプリ内購入は必須ではなく、ゲームをすることで、すべての
コンテンツのロックを解除できます。収益の残りの 40% は広告掲載によるもので、中でも 
AdMob は最大のインプレッション シェアを占めています。

収益化の基盤は Google AdMob
開発から管理までのあらゆる業務をスタッフ 3 名でカバーする Fingersoft はフィンラン
ドの小規模企業ですが、「Hill Climb Racing」だけでなく、「Cartoon Camera」や「Night 
Vision Camera」といったアプリも開発しています（2011 年～2012 年）。そして、携帯端末
向けのすべてのアプリで Google AdMob を使用して収益を獲得しています。また、AdMob 
の自社広告を駆使して、Fingersoft のすべてのアプリに無料で自社アプリの広告を掲載
し、あらゆるアプリでクロス プロモーションを図っています。

Fingersoft では、AdMob の優れた広告掲載率と高い eCPM（有効インプレッション単価）
のおかげで、手間と労力を「Hill Climb Racing」の開発に回せるようになりました。「Hill 
Climb Racing」で大成功を収めるまで、Fingersoft の収益のほとんどは上述のカメラ アプ
リ内に表示される Google AdMob 広告によるものでした。

「広告の数が膨大なので、不掲載に関する心配がなく、広告ネットワークの規模が維持さ
れているかどうかを気にかける必要もありません」と Fingerroos 氏は語ります。「大量ダウ
ンロードを実現するスピードと、収益化ソリューションの切り替えに伴うアプリ修正の必要
性を考えると、広告ネットワークの規模の大きさは重要なポイントです。しかし AdMob で
は、そうした規模に関する心配が一切ありません。」

無料アプリの快進撃
「Hill Climb Racing」は、リリース以来 Android と iOS で累計 2,900 万件のダウンロード
を獲得し、そのうち約 1,500 万件は iOS でのダウンロードです。この無料ゲームの最初の
週のダウンロード数は、iOS だけで 150 万件に達しました。

FINGERSOFT、GOOGLE ADMOB を活用し、トップ ラ
ンクのモバイル ゲーム「HILL CLIMB RACING」の収
益を大幅に拡大

www.fingersoft.net
http://www.fingersoft.net/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fingersoft.hillclimb&hl=en


「このアプリは極めて短期間で作成したため、いきなりダウンロード チャートのトップに
躍り出て素晴らしい評価を得たことには、やや違和感も覚えました。しかし、そのおかげで 
AdMob からの広告収益がすぐに入るようになりました」と Fingerroos 氏は話します。

AdMob をフル回転して収益を拡大
Fingersoft では「Hill Climb Racing」の収益化にあたり、Android や iOS などの複数のプラ
ットフォームでの広告掲載を希望する広告主にリーチするため、再び AdMob をメインに
据えました。Fingerroos 氏にとって、AdMob はアプリの収益化と宣伝に欠かせない基盤と
なっています。

AdMob は膨大な数の広告主が参加する最大規模のモバイル アプリ向け広告ネットワー
クであり、既に安定した収益をもたらす実績があったことが決め手となりました。

「Hill Climb Racing」では、AdMob での広告戦略とフォーマットをシンプルにして、バナー
広告のみを使用し、邪魔にならないよう画面の下部に表示しました。希望に応じてコイン
を購入すれば、すべての広告を非表示にできるようにしました。

Fingersoft では、アプリの収益を増やすため AdMob 以外のモバイル広告ネットワーク
も利用していますが、メインはあくまでも AdMob です。「100% 近い広告掲載率と高い 
eCPM を実現する AdMob は、当社の無料アプリの収益化に欠かせないものとなっていま
す」と Fingerroos 氏は語ります。「不掲載に関する心配がなく、短期間に大量のダウンロー
ドを達成できる AdMob のおかげで、アプリの普及と収益化が簡単になりました。」

収益を最大化
ユーザーの満足度を高く維持するため、Fingersoft では、ソーシャル チャネルや  
Google Play などのアプリ マーケットプレイスに投稿されるコメントを参考に、ゲームの
プログラムに適切に手を加えています。また、ユーザーがゲームの結果をソーシャル メデ
ィア ネットワークに公開できるようにしているため、これがダウンロードの促進にもつなが
っています。

「Hill Climb Racing」では、AdMob を広告メディアの中核に据えて、多くのユーザーの関
心を引き付け、高い eCPM 値を実現したことで優れた成果を得ました。そして、コイン販売
と広告掲載の収益によって、新たなアプリやゲームの開発が可能になりました。「AdMob 
は極めて使いやすい信頼のプラットフォームです」と Fingerroos 氏。「AdMob による収益
はすぐに手に入るようになりました。今ではかなりの額に上っています。マーケティングに
まったく費用がかからないという点は、特にうれしい驚きです。」

宣伝:
•  ソーシャル ネットワークを活用する

• アプリ ストアの評価を管理する

• ゲームのエクスペリエンスを広告で補う

収益化:
•  シンプルでリーチの広いプラットフォームで収

益を獲得する

•  AdMob のアプリ内クロス プロモーションによ
ってダウンロード数を増やす

• アプリ内購入によって収益を獲得する

•  AdMob で 100% 近い広告掲載率と優れた 
eCPM を実現する

•  広告リクエスト数が 6 か月で約 500% も増加
したにもかかわらず、広告掲載率は常に高く
維持されています

•  Android 向けアプリでの AdMob による収益
は 52% がヨーロッパで発生しています

評価:
• eCPM を確認する
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