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　　　■著作権について
　　

　　　  当電子書籍は著作権法で保護されている著作物です。　　 　　

 　
　　　    使用に関しましては以下の点にご注意ください。 　

　　・本電子書籍の著作権は、作者にあります。

　　　作者の書面による事前許可なく、本レポートの一部、
　　　または全部をインターネット上に公開すること、
　　　  およびオークションサイトなどで転売することを禁じます。

　　  ・本電子書籍の一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段 　
　　　(  印刷物、電子ファ イル、ビデオ、DVD、およびその他電子メディアなど)   
　　　   により複製、流用および転載することを禁じます。

　　■  使用許諾契約書 　　本契約は、
　　　本電子書籍をダウンロードした法人・個人(以下、甲とする)  と
　　　  作者 (以下、乙とする)     との間で合意した契約です。 　 　

　　  　本電子書籍を甲が受けとることにより、甲はこの契約は成立します。 　　
　

　　　第 1条(目的)    本契約は、本電子書籍に含まれる情報を、 　
　　   　本契約に基づき、甲が非独占的に使用する権利を承諾するものです。 　　

　　　第 2条(第三者への公開の禁止)
　　　本電子書籍に含まれる情報は、

 　　　  著作権法によって保護されています。

 　　　  また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、 　　
　　　    甲はその情報を乙との書面による事前許可を得ずに、 　　
　　　   いかなる第三者にも公開することを禁じます。 　　

　　　第 3条(損害賠償)甲が本契約の第2条の規定に違反した場合、

 　　　    本契約の解除に関わらず、甲は乙に対し、違約金として、 　　
　　　  違反件数に金壱萬円を乗じた金額を支払うものとします。

　

　　　  このレジュメの書かれている URL  はクリック出来ます。 　

　　　  出来ないときは、最新のAdobeReader  を無料ダウンロードして下さい。

　　

　　　  https://get.adobe.com/jp/reader/   　　著作者　YUU
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【始めに】

この度は、「穴場キーワード選定メソッド」を
ご購入頂き、ありがとうございました。

当教材では、初期ブログでも
1      記事      1      記事を高確率で上位表示させ、
短期間で効率よくアクセスを集められる
穴場キーワードの選定ノウハウを解説しています。

僕自身、「一年で 200記事程」を継続投稿しても、
全くアクセスが集まらなかった苦い経験があります。

この様に、僕に「ブログの才能」は、皆無でした。

しかし、それでも諦めずに試行錯誤した結果、
「検索エンジンの仕組みの本質」に気付いたと共に、
当教材のノウハウである、「穴場キーワード選定法」
を見つけることが出来たのです。

その結果、実践後に投稿した記事が
続々と上位表示される様になり、
今までの自分のブログ運営ではあり得ない程、
時間が経つごとにアクセスが増大し続けました。

つまり、このノウハウによって、僕自身の
「アクセスが集まらない悩み」が解消されたのです。

前述の通り、僕にはブログの才能が無かったものの、
このノウハウを実践した結果、アクセスが増大したということは、
「正しいノウハウ」で運営すれば、誰でもアクセスは集められる証拠。
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そして、

「アクセスが集まらない悩みを抱える人に、このノウハウを提供したい！」

と思い、当教材を開発しました。

是非、あなたもこのノウハウを実践し、
アクセスが集まらない悩みを解消して、「資産ブログ」を構築して下さい。
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【ブログ運営者の大半が知らない検索エンジンの仕組み】

ブログで狙って稼ぐ為には、
この「検索エンジンの仕組みの本質」を知る必要があります。

ブログで稼げない人は当然として、
大きなアクセスを集める有名ブロガーでも、
大半の人は「この本質」を知りません。

大抵が、記事を量産しまくった結果、
その一部が「たまたま」バズることで
膨大なアクセスが集まり、伸びただけです。

だからこそ、「ブログで稼ぐ為にはとにかく継続」や、
「とりあえず 100記事書きましょう！」という、
ふわっとしたことしか言わないのです。

実際の所、この言い分は間違ってはいませんが、「本質」ではありません。

あくまで、「運」や「元々持っていた才能」によって、
たまたま書いた記事の一部がバズっただけだということ。

決して、狙ってブログで成功した訳ではありません。

だからこそ、彼らの言い分を真に受けてブログを始めた多くの初心者が、
幾ら記事を量産しても、中々上位表示できないのです。

しかし、僕の場合はその才能が無かったものの、
「圧倒的努力」によって、その本質にたどり着き、
狙って上位表示できる様になりました。

そもそも「検索エンジン」は、
ユーザーが検索窓に悩みを打ち込んで、
それに対する答えを我々情報発信者が書いた記事が
膨大なライバルの中から選ばれて、上位表示される仕組みです。
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つまりこれは、「普通の人間同士の相談」などと同様なのです。

例えば、法律について相談する場合、
「弁護士」と「法律に詳しい素人」、
あなたはどちらに相談したいですか？

当然、前者の「弁護士」ですよね？

どれだけ、その素人がもっともなことを言っても、
肩書は「素人」なので、説得力がありません。

極端に言えば、弁護士が間違ったことを言っていても、
100人居れば90人位は、「弁護士の情報」を信じるでしょう。

つまり、何を言うかより、「誰が言うか」が重要なのです。

検索エンジンも同様に、
「誰が言うか」を重要視して、上位表示を決めています。

そもそも検索エンジンとは、
「検索エンジン」というサービスを提供して、
多くの利用者を集めることで広告需要を生み、
企業などからの広告を掲載して稼ぐビジネスです。

もし、「誤った情報の記事」が上位表示される様になれば、
当然利用者は減り、広告収入は得られなくなります。

よって、これは検索エンジンとして、
絶対に回避したいこととなります。

結果、「誰が言うか？」を満たす権威性を持つ
ブログやサイト（正確にはそのドメイン）を判断し、
優先的に上位表示させるのです。
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つまり、人間同士で言う、

「弁護士が言うのであれば間違いないだろう！」

という肩書からの判断で決めているということ。

そして、この検索エンジンでいう「誰が言うか？」というのは、

「沢山のアクセスを集めているドメイン」

となります。

多くのアクセスを集めているということは、

「沢山のキーワードで上位表示される記事を持っているブログ」

となりますから、「有益な情報を発信するブログ」と判断される訳です。

これが、検索エンジンで言う肩書や権威性、
つまり、「誰が言うか？」の指標になっているのです。

そう考えれば当たり前ですが、
多くのアクセスを集めるブログが上位表示されているキーワードで、
アクセスが無いブログが上位表示を狙っても、「勝てる訳が無い」ということ。

一応、相当に需要の少ないキーワードであれば、
「クオリティの高い記事」を書くことで、
初期ブログでも勝てる場合は稀にあります。
（僕自身も経験しています）

しかし、それで集まるアクセスなんてたかが知れていますし、
そもそもそんなキーワードを自力で探すのは初心者には難しい為、
多くのブログ運営者は、幾ら記事を書いても上位表示されないのです。
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【ライバルの弱い穴場キーワードなら簡単に上位表示出来る】

しかし、「ライバルが居ない＆需要のある穴場の探し方」
を知ってしまえば、驚くほど簡単に上位表示出来ます。

これを自力で探す為には、長い時間と労力が掛かる為、
多くの初心者はそこまでたどり着けずに、挫折してしまうのです。

運や才能で成功したトップブロガーも、
この境地に至る前に、たまたま成功してしまう為、
「とにかく継続！」や「100記事書け！」などと、
ふわっとしたノウハウしか言えません。

僕の様な運も才能が無いものの、
「努力し続けた人間のみ」が、自力で知ることが出来るのです。

そしてこれは、知ってしまえばあなたにも
容易で再現出来る位、簡単なことです。

この穴場キーワードは、記事が上位表示出来ても、
集まるアクセス自体は、たかが知れています。

検索 1位を取っても、良くて一日10アクセス（pvではなく検索数）、
悪くて数日に一度、もしくは全く集まらないものもあります。
※こればっかりは、投稿してみないと分からないので、
　　穴場キーワードを見つけたら書きまくるしか無いです。

しかし、高確率で検索上位や
1位を取れるキーワードばかりなので、
仮に、全ての記事で一日 1アクセス集まるとすれば、
100記事書いた場合、一日100アクセスとなります。

pvで言うなら、大抵 1人につき 2pvは取れますから、
一日 200pvだとして、月間で言えば6000pv位になります。
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あとは、これを 200記事位に増やせば、その倍の 12000pvです。

そして、僕の経験上で言えば、
一日 100pvを超えた辺りから、徐々に検索エンジンに評価されて、
「関連した大きなキーワード」でも上位表示される様になります。

その結果、先程の 1つの記事で一日10アクセスだったのが
数十アクセス、数百アクセスと、徐々に増えて行きます。

それが、他の記事のキーワードでも反映される様になると、
当然、更にアクセスは増えますし、pvで言えばその倍以上になります。

結果、初期ブログであっても「ライバルが弱い穴場」を
徹底的に狙うことで、容易にアクセスを増やすことが出来るのです。

この穴場キーワードは、前述の通り、1位を取っても
大したアクセスは集まらないので、アクセスが多くて強いドメイン
（検索エンジンからの信頼が高いドメイン）を持つライバルは、狙って来ません。

彼らは、もっと大きなアクセスが集まるキーワードで
記事を書いても、簡単に上位表示されますからね。

つまり、アクセスが少なくドメインの弱いブログは（初期ブログなど）、

「より自分より弱い相手しかいないキーワード」

を徹底的に狙って、成長させる必要があるのです。

これを例えると、「ポケモン」が分かり易いかと思います。

ポケモンを始めると、
最初にマサラタウンでオーキド博士から、
3つのポケモンを貰えますよね？

これをブログで言うなら、その状態のヒトカゲのレベルで、
カイリューやギャラドスに戦いを挑んでも、勝てないじゃないですか。
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これが、「ダイエット系」で言えば、

「ダイエット　おすすめ　サプリ」

の様な、「検索数の多い誰もが思いつくキーワード」で
記事を書くことの無謀さと同様のことです。

主に巷では、

「3語キーワードはライバルが弱い！」

と言われていますが、それでもメジャーなキーワードであれば、
強力なドメインを持つライバルが、とっくに狙って上位表示されています。

当然、新規ブログやアクセスの無いブログで、
彼らに勝てる訳が無いですよね。

さて、ポケモンの話に戻りますが、
レベルの低い状態のヒトカゲなどでカイリューに勝つ為には、
まずキャタピーやコクーンなど、「自分のレベルで勝てる相手」と戦い、
コツコツ地道にレベルを上げる必要があります。

時間と労力を掛けてレベルが上がれば、
いずれカイリューやギャラドスにも勝つことが出来ますよね？

それが、ブログで言う、

　「ライバルが弱い穴場キーワード
　　を徹底的に狙い書き続けることで、、
　　高確率で      1      記事      1      記事を上位表示させて
　　アクセスをコツコツ集め、ドメインを強くして、
　　大きなキーワードで上位表示される」

ということなのです。
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早いものであれば、「投稿した直後」に上位表示され、
「その日の内」にアクセスが集まります。

遅くても、投稿後 3か月以内には、
上位表示される可能性が高いです。

その後、時間の経過と共に多くのキーワードで
検索 1位に昇りつめ、更に検索数の多い関連した
大きなキーワードでも上位表示されるという流れです。

これが、「穴場キーワード」を狙うことで、
初期ブログでも容易にアクセスを集められる理由です。
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【穴場キーワードの見分け方】

前置きが長くなりましたが、この項では
「穴場キーワードの見分け方」について解説します。

大前提として、当教材のノウハウは、
無料ブログでも使えますが、「wordpress」で
実践することで、最大の効果を生みます。

よって、可能なのであれば、専用ドメインを取得し、
レンタルサーバーを借りて「wordpress」を使うことをおすすめします。

さて、まずはここまでお話しした
「ライバルの弱いキーワード」についてですが、
これは主に「以下の要素」があるキーワードであれば、
容易に上位表示させることが可能です。

　　

　①の質問サイトというのは、

　「その検索ワードで的確な回答をする記事が存在しない」
　「そのキーワードを狙っているライバルが存在しない」

と判断出来ます。
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　①「Yahoo知恵袋」、「教えて！goo」、
　　　「発言小町」などが上位表示されているキーワード　
　
　②アメブロやFC2ブログ、はてなブログなど、
　　　無料ブログが上位表示されているキーワード

 　③検索キーワードが記事タイトルに
　　　正しく入っていない記事が上位表示されている場合



よって、かなり簡単に上位表示を狙うことが可能です。

　②の場合、無料ブログというのは、
　多くのユーザーがビジネスとしてではなく、「日記」として使います。

その為、発信する情報が薄く、信憑性が低いものが大半です。

基本的に無料ブログは、全員が同じドメインを利用する為、
良い記事を書いたとしても、質が低い大半の日記ブログのせいで、
検索エンジンからのドメイン自体の信頼性が低くなります。

しかし、前述の  「  wordpress  」の場合、
Google      に好まれるシステムを使っています。

その為、無料ブログより優先的に上位表示されるのです。

これは、全員が同じドメインを使っていて、
大半が質の低い日記ブログを書く為、
ドメインの評価が低い無料ブログとは違い、

「一人一人が独自のドメインを使うこと」

が、理由の 1つとなります。

よって、「wordpress」でブログを作ることで、
より上位表示を獲得しやすくなるということ。

そして③の、「検索キーワードがタイトルに
正しく入っていない記事が上位表示されている場合」ですが、
これは、仮に強いドメインを持つライバルが居たとしても、
良質な記事を書くことで、1位を獲得することが可能です。
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詳しくは、「次の項」でお話ししますが、仮に、

というキーワードがあったとしましょう。

その後、検索結果で上位表示されている記事を見ても、

これらに当てはまる場合、「初期ブログでも勝てる見込み」は十分あります。

僕自身も、全くアクセスが無い状態で、
このキーワードを狙って記事を書いた結果、
約      3      か月後に「  1      位」を獲得しました。

その際のライバル記事は、

「全てのキーワードがそのままの文字で入っていない」

という感じでしたね。
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　「全てのキーワードがそのままの文字で入っていない」

　　　　　　　　　or

　「キーワードの一部分が入っていない」

　　　　　　　　　or

　「全く入っていない」

　

　　「鍛えたい　続かない」



他のライバルはドメインも強く、
多くのアクセスを集めている強力なブログでしたが、
渾身の記事を書くことで勝つことが出来たのです。

ただし、この穴場キーワードには、
「上位表示が多少難しいもの」と、「超簡単なもの」が存在します。

多少難しいものでも、上位表示は可能なのですが、若干時間が掛かります。

よって、上位表示が簡単なものの順に記事を書くことで、
最速でアクセスを集めることが出来るのです。

僕自身、初めはこれが分からなかったので、
無暗に穴場キーワードというだけで書き続けたものの、
その経験で、「これらの違い」を発見することが出来ました。

それが、冒頭でお話しした「以下」の要素。

　

　この①から順に、「上位表示難易度」が多少上がります。

その為、初めは、①の質問サイトが
上位表示されているキーワードをリサーチし、
記事を書きまくることで、最速でアクセスを集めることが可能です。
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　①「Yahoo知恵袋」、「教えて！goo」、
　　　「発言小町」などが上位表示されているキーワード

　②アメブロやFC2ブログ、はてなブログなど、
　　　無料ブログが上位表示されているキーワード
 　③検索キーワードが記事タイトルに
　　　正しく入っていない記事が上位表示されている場合



　例外もありますが、僕の経験上でいえば、
　①のキーワードの場合、投稿した時点で
　大半が検索1～2ページ目に上位表示しました。

良いものであれば、投稿直後に 1位～3位に入り、
その日の内にアクセスが来るキーワードも存在します。

よって、始めはこの「①のキーワード」で記事を書きまくることで、
早ければ初月からアクセスを集めることが出来るのです。

そして、「①のキーワード」で書くものが無くなったら、
「②のキーワード」、その後は「③のキーワード」を狙う
という流れがおすすめです。

とは言え、「穴場キーワード」は幾らでもあります。

真面目にコツコツ探せば、
最低でも 200個（200記事分）は
余裕で見つかりますし、それ以上存在します。

なので、仮に 1日記事投稿とする場合、
　③の要素があるキーワードを狙う頃には、
それなりのアクセスが集まっている筈なので、
ドメインも強くなっている為、③と言えど、
上位表示もかなり容易になっているでしょう。
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【穴場キーワードの探し方】

さて、それでは当教材のメインである、
「穴場キーワードの探し方」を解説します。

これは、知ってしまえば超簡単に出来ますし、
「スマホ」でも簡単に探せるので、ちょっとした
暇な時間などでコツコツ探しておいて、
狙うキーワードを予めストックしておくことで、
記事を書く際にとても楽になります。

僕の場合は、

　「始めに      100      記事分のキーワード」を洗い出し、
　　その後は暇を見つけては調べてストックを増やしておく」

という流れで、かなり記事投稿の効率が上がりました。

この方法はおすすめなので、是非実践してみて下さい。
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さて、それでは「本題」に入ります。

穴場キーワードの探し方は、
検索エンジンの「サジェスト」や、
「関連キーワード」で探すことが出来ます。

この「サジェスト」というのは、以下のもの。

そして、「関連キーワード」が以下のもの。

主にここ経由で、「穴場キーワード」を探すことが可能です。
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因みに、一般的にキーワード選定の際は、
ツールを使って検索数を調べますが、この「サジェスト」
と「関連キーワード」は、実際に検索されたデータを基に表示されています。

よって、一部の例外を除けば、上位表示されることで、
ほぼアクセスが集まることが確定しているので、リサーチは不要です。

そして、その具体的な探し方ですが、
まずは「メインキーワード」を決めます。

ブログを書く動機は、「お金」を稼ぎたいからですよね？

その際は、自分が扱う何かしらの商品や
サービスに誘導する為に、ブログを書くことになります。

仮に、「筋トレ系の商品」を扱い、筋トレ系の発信」を行う場合、メインキーワードは

「筋トレ」

になる筈です。

とは言え、「筋トレ　おすすめ」、「筋トレ　やり方」などは、
誰もが即思いつくメジャーなキーワードなので、
強力なライバルがすでに狙って上位表示されています。

ここで、もっとニッチな、
「筋トレを実践する人が検索する悩み」などをイメージすると、

などが予想出来ますよね？
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　「筋トレ　辞めたい」



そこで、この「筋トレ」を検索窓に打ち込んで、
隣に「やめ」と足して打ち込んだ場合、
以下の様なサジェストキーワードが出て来ます。

これらのキーワードは宝の山であり、
この中に「穴場キーワード」が隠れているのです。

ではこの中から、

「筋トレ　やめたい」

というキーワードで検索してみましょう。
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すると、以下の様に、「知恵袋の質問サイト」が
2位に上位表示されていますね。

これが超簡単に上位表示できる、
「穴場キーワード」というものです。

この様なキーワードを徹底的に狙うことで、
初期ブログでも容易にアクセスを集めて、
徐々に検索数の多い大きなキーワードでも
高確率で上位表示される様になるのです。
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また、1位のキーワードも、以下の様に
「検索キーワード」と「記事タイトル」が一致していません。

これは、本文中の「やめたい」が
引っ掛かって上位表示しているということ。

しかし、最も重要なのは記事タイトルですし、
この 1位の記事は、「筋トレ　やめたい」を
狙って書いた訳ではではないことが分かります。

よって、記事内容も検索者の悩みに
沿ったものではない可能性が高いので、
キーワードをタイトルに正しく盛り込めば、
より勝てる可能性が高いです。
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その為、これから書く記事タイトルに
正しく「検索キーワード」を入れれば、
高確率で 1位を獲得出来るでしょう。

また、この検索結果の下に行くと、
その「関連キーワード」が幾つか表示されています。

慣れて来ると、この中にも
お宝キーワードが埋まっているのが、
「勘」で分かる様になります。

ではこの中から、

「筋トレ　やめたら　元に戻る」

をクリックしてみましょう。
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やはり、「知恵袋」が出て来ましたね。

また、先程と同様に 1位の記事も、
検索キーワードが「記事タイトル」
には正しく入っていません。

あくまで本文中に、まばらに入っているだけで、
この検索キーワードを狙って書いた訳ではないことが分かります。

よって、正しく「記事タイトル」に
キーワードを盛り込むことで、上位表示は容易です。
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この様に、「サジェスト」や「関連キーワード」を使って、
1つずつ地道にこの穴場キーワードを探すことで、
書いた記事の 1つ 1つが高確率で上位表示出来るのです。

とはいえ「筋トレ　〇〇」では、
探せる穴場キーワードにも限度があります。

よって、他の筋トレに関連した「以下」の様なキーワード、

これら、筋トレに関する他のキーワードで調べれば、
幾らでも穴場キーワードは見つかるのです。

この際のコツは、先程もお話しした様に、
メジャーなキーワードをなるべく避けて、
「一人の人間の個人的な悩み」をイメージすると、
ライバルが弱い穴場キーワードを見つけやすいです。

なので、メインキーワードを決めたら、
検索窓の隣に、適当に「あ、い、う、え、お、」
などと打ち込んでいけば、

「筋トレ　あ」

「筋トレ　飽きる」

※適当に書いた例です。

などといった感じで、関連した文字の
サジェストキーワードが表示されるので、
地味かつ面倒ですが、辛抱強く探しましょう。

やり方自体は超簡単である為、
初心者の方でも直ぐに穴場を探すことが出来ます。
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　「筋肉　〇〇」
　「腹筋　〇〇」
　「鍛えたい　〇〇」
　「超回復　〇〇」



また、キーワードを狙う際は、

「あなたの扱う商品などの成約に繋がるキーワード」

を中心に狙いましょう。

当然、最も上位表示を狙いやすい
「質問サイト」が上位表示されている
穴場キーワードを優先した上でです。

ただし、成約には遠そうなキーワードでも、
使用するメインキーワードが同じ場合は、
その関連キーワードでアクセスを集める記事を増やすことで、
「筋トレ」などの 1語キーワードで上位表示され、
膨大なアクセスが集まる可能性が高まるので、
1つ 1つしっかり書いて行きましょう。

あくまで、

「質問サイトが上位表示されているキーワード」
「あなたの扱う商品などの成約に繋がるキーワード」

から「優先的」に書いて行った方が良いということです。

最終的には、関連キーワードを網羅して、
検索エンジンからの評価を高めてアクセスを増やす必要があるので、
成約からは遠そうなキーワードで書くことは無駄にはなりません。

さて、ここまで「穴場キーワードの探し方」を解説しました。

結局の所、あなたに運や才能が無い場合、
「これを知っているか知らないか」で、
ブログで稼げるかどうかが決まります。

現在、ブログで稼げていてノウハウを発信する人も、
その多くは運や才能で稼げる様になった為、この「本質」を知りません。
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仮に知っていても、ライバルを増やさない為に、
有料でコンサルなどをやっている人でも、
「あえて教えない」という輩も存在するのです。

しかし、あなたは「今知った」ので、
あとはこれをコツコツ継続することで、
高確率で上位表示を実現して、
アクセスを集めることが可能です。

また、あくまで検索数が少ない「穴場」ですから、
1ページ目に上位表示されるだけでは、
アクセスは中々集まりません。（例外もあります）

大抵は、「1位～3位」に入らなければアクセスは集まらないので、
穴場だからと気を抜かないで、1記事 1記事を全力で書きましょう。

注意点としては、キーワードが重複する可能性が高いので、
狙うキーワードを決めた場合は、必ず一度投稿済みの
「関連キーワード」をチェックした上で作成に入りましょう。

うっかり同じキーワードで書いてしまうことはあるので、
記事を書く際は、毎回このチェックを欠かさないで下さい。

29



【穴場キーワードを見つけやすいジャンル】

穴場キーワードには、「見つけやすいジャンル」と、
「見つけにくいジャンル」があります。

見つけやすいジャンルは、いわゆる「悩みが深いジャンル」です。

例えば、「筋トレ」や、「ダイエット」、
「薄毛」、「美容」、「病気系」などですね。

これらは、アフィリエイトでいう所の、

「最も大きく稼げる代表的なジャンル」

である為、アフィリエイトの為にブログを使いたい場合は、
恐らく、このジャンルのいずれかをやるのでは無いでしょうか？

これらは、恐らく飽和することが無い位、「穴場だらけ」なので、おすすめしますね。

他には、「楽器演奏」などの趣味、
「英会話」なんかも、比較的穴場がある印象です。

逆に、穴場を見つけにくいジャンルは、
「クレジットカード」や「税金」などですね。

いわゆる「お堅い系」は、穴場が無いとは言いませんが、難易度は高いです。

絶対に見つからない訳ではありませんが、
難易度は高めだということです。
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【最速で上位表示させる方法】

穴場キーワードを狙うことで、
短期間で上位表示させることが可能です。

しかし、「とある方法」を行うことで、より短期間で上位表示を狙えます。

それが、投稿後に「Googleサーチコンソール」
を使って、記事の投稿をGoogleに知らせるというもの。

投稿の度にこれを行うことで、
書いた記事がGoogleに即インデックスされ、
早ければ記事投稿してデータ送信後すぐに
1ページ目に上位表示されることもあるのです。

ブログサービス上で投稿ボタンを押しただけでは、
まだインデックスはされていませんからね。

通常は記事投稿後、
数日～一週間ほどでインデックスされる為、
「  Google      サーチコンソール」を使うことで、
それを圧倒的に短縮出来るのです。

当初は、やり方をここで解説するのも良いとは思いました。

しかし、この様なツール系は
頻繁に「仕様変更」が行われる為、
項目名やボタン名などがガラッと変わります。
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なので、やり方を調べたい方は、

などと検索すれば、
「最新のやり方を解説する記事」が
上位表示されるので、そちらを参照してください。
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　「Googleサーチコンソール　インデックス」
　「Google  サーチコンソール URL検査」



【効果的な内部リンクの貼り方】

内部リンクとは、記事内のキーワードなどに関連した、
他の記事へ誘導するのリンクのことです。

例えば、「以下」の様なものです。

ブログ記事が検索で上位表示されるまでには
数か月単位の時間が掛かるという解説をした後に、
「それを詳しく解説する記事のリンク」を貼っていますね。

これが、「内部リンク」というもの。

内部リンクを貼って、自分の他の関連記事に誘導することで、
ユーザーのブログ内回遊率が高まり、ページビュー数が増えるのです。
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例えば、内部リンクを貼らないで記事を書いた場合、
ユーザーは記事を読み終わった後、直ぐに「離脱」していまいます。

そこで、関連記事へのリンクを貼ることで、
離脱を防いで、より多く記事を見てくれるということ。

仮に、何もしなければ、「1記事につき一人当たり 1PV」だったとしましょう。

しかし、内部リンクを貼って
ユーザーを他の関連記事に誘導することで、
「一人当たり 2PV、3PV」と、増やすことが出来るのです。

よって、内部リンクを貼らない場合の月間アクセスが
10000PV      だとすれば、内部リンクを貼ることで、
20000PV  、  30000PV      と、倍以上に膨れ上がるのです。

そう考えると、どう考えてもやっておいた方がいいですよね。

そして、内部リンクで重要なのは、上記画像の様に、
「枠線などで囲って目立たせること」、そして、
「記事タイトルを正しく書いてリンクを貼ること」です。

間違ったやり方でありがちなのは、「詳しくはこちら」などと、

「テキストのみ or記事タイトルが書かれていない」

という形のリンクの貼り方です。

これでは、ユーザーにリンクを気付いてもらえないかもしれませんし、
誘導分が弱い為、クリックしてもらえない可能性も高いです。

普通に考えて、「こちら」だけで見たいと思いますか？

まあ、見る人は一応居るでしょうが、
どう考えてもタイトルを入れた方が、
興味を引く可能性が高くなるのは確実です。
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また、「関連キーワード」を
誘導分のタイトルに入れることで、
記事内のキーワードが多くなる為、
「検索に引っ掛かる可能性」も高まります。

よって、

　「枠線などで囲って目立たせること」
　「誘導分に記事タイトルを正しく入れる」

これが、「効果的な内部リンクの貼り方」です。
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【ブログ運営の注意点】

この項では、僕が失敗した「ブログ運営の注意点」をお話しします。

それは、上位表示された記事の文章を、全て書き直したこと。

ブログを継続して書いていれば、誰でも確実に上達し、
間違いなく、過去に書いた記事が「不満」に感じる様になります。

これが、「成長」というものです。

僕の場合、これまでに幾つか
ブログを運営して書きなおしたのですが、
その 1つで、書いた記事の一部が上位表示されたものの、
内容や構成に不満を感じ、「全文」を書き直しました。

当初の予想では、

「上達した今の俺が修正すれば、より上位表示されるだろう！」

と考えて行ったのですが、結果的に検索圏外に吹っ飛ばされました。

実際の理由はGoogle関係者しか知らない為、
あくまで「推測」ですが、その理由は、以下のもの。

「全文書き直したことで、今までの評価がゼロになり、
　新記事としての扱いになった為、順位が下がった」

これを、上位表示された記事の全てで行ってしまった為、
安定して集まっていたアクセスが、「ゼロ」になってしまいました。
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まあ、その数か月後には順位が若干戻りましたが、
それでも以前の順位やアクセスより、ガクッと下がっています。

あくまで、「修正」自体は問題ない行為なのですが、
内容を大きく変えてしまうと、この様なリスクがあるということ。

よって、過去記事の内容に不満があっても、
「全文修正」というのは避けた方がいいですね。
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【セールス記事の作成方法】

ここまで解説した、「穴場キーワード」を
徹底的に狙って記事を書くことで、
高確率でアクセスが増えます。

ビジネスとしてブログを書くからには、当然「お金」を稼ぎたい筈です。

よって、「集まったアクセスを収益に繋げる必要」がありますよね。

ブログで稼ぐ方法は幾つかありますが、
個人的に最もおすすめしない手法は
クリック型の広告を貼るだけの

「アドセンス型アフィリエイト」

です。

この方法では、広告を貼るだけなので、
簡単に収益化できますが、得られる報酬額が超低い為、
大きく稼ぐ為には「膨大なアクセス」が必要になります。

例えば、専業として稼ぐ為には、最低でも「月収 20万円」は欲しい所です。

しかし、アドセンス広告で稼ぐ場合、
月収 20万円を稼ぐ為に必要なアクセスは、
「月間 50万～100万PV」です。

これは果てしなく難易度が高い上に、効率も悪過ぎます。

それに比べ、「商品成約型アフィリエイト」であれば、
月収 20万円を稼ぐ為に必要なアクセスは、月間数万～10万PVです。

上手い人なら、「月間 1万PV」でこの金額を稼ぐことが出来ます。
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よって、強制はしませんが、
やるのであればアドセンスではなく、
「商品成約型アフィリエイト」をおすすめします。

この「商品成約型アフィリエイト」は、その名の通り、
特定の商品を紹介して成約させることで稼ぐ方法。

アフィリエイトで扱える商品は様々なものがありますが、
「穴場キーワードの探し方」でも解説した通り、

「筋トレ」、「ダイエット」、「薄毛」、「美容」、「病気系」

などがおすすめです。

これらは、穴場キーワードが「膨大」に存在しますし、
そもそもが永遠に人間が悩み続けるジャンルなので、
飽和もしませんし、大きく稼げます。

当然、日々その需要に答える為に新商品がリリースされる為、
上手くやれば「ライバル不在の状態」で稼ぐことが出来ます。

その為、「商品成約型アフィリエイト」を実践する場合は、

これらが、おすすめジャンルです。

そして、この手法で稼ぐ為には、
「商品を紹介するセールス記事」の作成が必要になります。

ただ商品ページのリンクを貼るだけでは、まず売れませんから、
しっかり内容を紹介して見込み客の悩みに突き刺さる構成の
「売れるセールス記事」を書く必要があるのです。

よってこの項では、「商品セールス記事」の書き方を解説します。
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　「筋トレ」、「ダイエット」、
　「薄毛」、「美容」、「病気系」



【セールス記事の書き方テンプレート】

　ここでは、レビュー記事における
「具体的な書き方の構成」を解説します。

全体の流れは、「以下」の通りです。

　

それでは、1つずつ解説しますね。
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　　1.  ヘッドコピー（目を引くようなキャッチコピー） 　　
　　2.  ヘッドコピーの根拠と、その具体的な理由 　　
　　3.  レビューする商品名のテキストリンク 　
　　4.  簡単な自己紹介 　　
　　5.  その商品を購入することによるメリットを伝える 　
　　6.  得られるメリットの根拠と、その具体的な理由 　　
　　7.  自分がその商品を購入した具体的な理由 　　
　　8.  その商品をオススメしたくない人を伝える 　　
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【1.  ヘッドコピー（目を引くようなキャッチコピー）】 　

　
 ヘッドコピーで重要なのは、その商品を購入し、

 自分が「どうなれたのか？」を伝えることです。 　　
（ダイエット商品なら「使用して痩せた！」など）

 ただし、実績が無ければ商品を紹介してはいけない訳ではない為、
 仮に無い場合は、その商品を使う事で得られるメリットを伝えましょう。 　　

 あまり長い文章では無く、「キャッチコピー的な短いフレーズ」がいいですね。 　　

 文章が長くなりそうな場合は、補足として、
 「メインコピーの下」に付け足しましょう。 　

 　重要なのは、その商品を購入することが、

 「誰に対して何のメリットがあるのか？」 　　

 を明確に伝えることです。 　　

 これらは、「ブログのコンセプト」、「ターゲット」、
「独自性」を考えれば、何を伝えればいいのかが分かる筈です。
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【2.ヘッドコピーの根拠と、その具体的な理由】

当たり前ですが、ユーザーはそのヘッドコピーを見ると、
  「何でそうなるの？」と疑問を抱きます。 　　

 よって、ここでは、「その理由と根拠」を伝えて下さい。 　　

 あなたが、その商品を購入したことで成果を上げたのであれば、
 「それを証明する画像など」があれば、出すのが最もおすすめです。 　　

もし無いのであれば、
 疑問を持ったユーザーを納得させる、

「具体的な理由や根拠」

を解説しましょう。

【3.レビューする商品名のテキストリンク】

ここには、「レビュー商品名のテキストリンク」を貼って下さい。
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【4.簡単な自己紹介】

ここには、プロフィール画像を貼って、
「あなたの簡単な自己紹介」  をして下さい。 　　

 最も重要なのは、ヘッドコピーと同様に、 　　
 「目を引くキャッチコピー的なもの」が良いです。 　

 あなたのブログは、
紹介する商品と関連性が高い筈なので、
    そのブログでも発信している「独自性」や、

 「何かしらの実績」、「権威性」を伝えましょう。
　（ダイエット系であれば、〇〇ダイエット専門など）　

 もしくは、「そのジャンルの関連する今までの悩み」、
 「それらを経験した事による自分なりの強み」でもいいです。 　

【5.その商品を購入することによるメリットを伝える】

 「その商品を購入して得られるメリット」を書いてください。 　　

 書き方としては、

の様な「箇条書き」がおすすめです。
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　   「 ～になれる」
  　「 ～出来る」
 　「 ～とは無縁になる」 



　　　　

【6.得られるメリットの根拠と、その具体的な理由】

 「得られるメリットの根拠と、その理由」を具体的に伝えましょう。 　

つまり、先程のメリットである、

 「 ～になれる」、
  「 ～が出来る」 、
  「 ～とは無縁になる」

を、1  つづつ解説するということです。 　　

ただし、余りに多い場合は数個だけに絞って伝えて下さい。

【7.自分がその商品を購入した具体的な理由】

 自分が購入した（購入に至った）具体的な理由を伝えましょう。 　　

 類似商品が数多くあるのに、

「何故その商品を購入したのか？」

を伝えて下さい。
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【8.その商品をオススメしたくない人を伝える】

 先に、「その商品をオススメしたくない人」を伝えて下さい。 　　

 仮に、扱うのが「ダイエット商品」であれば、 　

 　「短期間で簡単に痩せられると思っている人」 　

 　のような感じですね。 　　

これらを数個程度、「箇条書き」で簡潔に伝えて下さい。

　　

【9.その商品をオススメしたい人を伝える】

「その商品をオススメしたい人」を伝えて下さい。

構成的には、「オススメしたくない人」と同じです。
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【10.レビュー商品のデメリットを伝える】

 「その商品のデメリット」を伝えて下さい。 　　

 もっとも、ただ伝えるのではなく、
 その商品のデメリットを「あえて」伝え、

 後にそれを大きく上回るメリットを伝えることで、
 疑問を持つユーザーを納得させるのです。 　　

ただメリットだけを伝えるだけでは、
 ユーザーは納得しませんからね。 　　

【11.レビュー商品のメリットを伝える】

 「その商品のメリット」を伝えて下さい。 　

【12.  その商品を使用し、自分が一番響いたこと】 　　 　　

その商品で最も自分が良いと思ったことを、
 「1つ」に絞って伝えて下さい。
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【13.レビュー商品の内容を具体的に解説】

「レビュー商品の内容」を、1  つずつ具体的に解説して下さい。 　　

構成としては、「以下」の様な感じがいいです。

　

【14.レビュー商品についてのあなたの総評】

レビュー商品についての、あなたの「総評」を伝えて下さい。
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　ーーーーーーーーーーーーー
○○○ 　「商品内容の題名」 　

　ーーーーーーーーーーーーー
　【本文】内容を解説。
　ーーーーーーーーーーーーー　

○○○ 　「商品内容の題名」 　
　ーーーーーーーーーーーーー
　【本文】内容を解説。



【15.よくある質問】

 よくある質問について回答をして下さい。 　
主に、「以下」の様な感じがいいです。
（商品の効果など）

　　

【16.お問い合わせ】

 ブログのお問い合わせページへのリンクや、 　　
専用のお問い合わせフォームを作って貼って下さい。

紹介する商品についての質問などのメールに
真摯に回答することで、成約率が上がります。

【17.商品リンク（ボタンなど）】

商品リンクを「専用のボタン」などを作って貼って下さい。
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　　ーーーーーーーーー
　　【Q  】　質問 　　
　　ーーーーーーーーー
　　【A  】　回答 　　
　　ーーーーーーーーー



【18.あとがき】

 「全体のまとめ」を書いてください。 　　

「レビュー商品を購入して得られる未来」と、
  「それを購入しなかった場合の未来」を伝えて下さい。 　

他には、「自身の経験」（購入して痩せられた等）を基に伝えるのでもいいです。

【19.お問い合わせ】

 ブログのお問い合わせページへのリンクや、
専用のお問い合わせフォームを作って貼って下さい。
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　（例）
　購入すれば痩せられて、好きな服を着られます
　購入しなければ、一生太ったままです



ここまでが、「商品セールス記事」の書き方です。

セールス記事が出来上がったら、
まずは「ブログのメニューバー」へリンクを設置。
（タイトルは「おすすめ商品」など）

これは、「ブログのプロフィールページ」などを
貼るのと同じ要領で、メニューバーに設置して下さい。

そして次は、ブログの「サイドバー」や、「各記事の下部」など、
記事を上から下にスクロールして行く際に必ずに目に入る位置に、
「作成したセールス記事の誘導画像リンク」を設置します。

分かり易く言えば、「情報発信系のブログ」で、

　

などといった「誘導分」で画像リンクが貼られていて、
メルマガ登録ページに誘導するものがありますよね？

この要領で、「作成したセールス記事への誘導リンク」を貼ってください。

「間違った方法」でありがちなのが、

「メニューバーに設置するだけ」

で紹介する場合です。
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　「ブログで稼ぐ為には〇〇が必須！
　　その方法を解説したレポートを、
　　無料プレゼントします！」



基本的に、あなたのブログに
集まるアクセスの大半が、「検索経由」です。

その場合、トップページから訪れる訳ではなく、
検索で引っ掛かった記事から読まれることになります。

よって、メニューバーに興味を持つ人は少ない為、
膨大なアクセスを集めない限り、ほぼメニューバーの記事は
読まれることなく、「離脱」されてしまうのです。

しかし、サイドバーや記事下に、画像付きで誘導リンクを設置することで、
「どこかアクセスしても必ず見れる状態」に出来ます。

結果、セールス記事へのアクセスが増える為、
「商品が売れる可能性」が高まるのです。

よって、これらは必ず対策しましょう。

因みに、この様な専用のセールス記事を作成して
誘導する手法とは別に、

「全ての記事でセールスを行う手法」

も存在します。

個人的に、この手法は「アップデートの影響」を受けやすい上に、
扱う商品が広告主の都合などで販売停止になった場合、
「数が多い為に管理が面倒になる」ので、おすすめしまないです。

よって、当教材ではその手法は解説していません。

それに比べ、このセールス記事を作成する手法であれば、
万が一のことがあっても、ただ新たなセールス記事を書いて、
また誘導リンクを貼れば良いだけです。
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それに加えて、アフィリエイトリンクの数が少ない為、
「アップデートを受ける可能性」が減ります。

※アフィリエイトリンク自体が影響を受ける訳ではなく、
　量を増やせば増やす程、誇大表現（これを買えば必ず痩せる等）
　をしてしまった際のリスクが高まるということです。

前述の通り、1記事でしかリンクを貼っていなければ、
最悪削除して、新たな記事を書けば簡単に対応出来ますからね。

とは言え、これは「僕個人の考え」なので、
全ての記事でセールスを行う手法を実践したいのであれば、
ご自由に実践して下さい。

実際、「その手法で大きく稼いでいる人」は沢山居ますからね。

当教材の「穴場キーワード選定法」であれば、
1      記事      1      記事が高確率で上位表示できる為、
全ての記事でセールスを行う手法でも、
問題なく稼ぐことが可能です。

よって、「選定した穴場キーワード」で、

「通常記事は情報発信に徹して、
　アクセスをセールス記事に誘導する」

「全ての記事でセールスを行う」

「このどちらで実践するか」は、あなたの判断に任せます。
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【最後に】

ここまで、「穴場キーワードメソッド」をご覧頂き、ありがとうございました。

当教材のノウハウは、超再現性が高いので、
絶対の保証は出来ませんが、高確率でアクセスを集めることが出来ます。

僕はこれまで、1年以上掛けて
200記事以上書いたにも関わらず、
全くアクセスが集まらない、
辛い日々を送っていました。

しかし、それでも諦めずに試行錯誤した結果、
この「穴場キーワード選定法」を見つけることが出来たのです。

そして、その実践後すぐにアクセスが集まり始め、
その後も書いた記事がグングン上位表示され、
「1位を獲得する記事」が多数生まれました。

この様に、僕はブログの才能が無かったものの、
「圧倒的努力」によってコツを知り、それを実践した結果、
スムーズにアクセスを集められるようになったのです。

よって、これは僕にしかできない才能などではなく、
「正しいやり方」を知って実践したからだということ。

つまり、

「正しいを知ればあなたにも出来る」

という証拠でもあります。

穴場キーワードを探すのは地味かつ面倒ですが、
慣れればゲーム感覚で出来る様になる上に、
「スマホ」でも簡単に探せますし、空き時間に探して
ストックしておけば、記事作成の際の手間も少なくなります。

地味で面倒である代わりに、「その効果は絶大」なので、
面倒だからと避けずに、是非コツコツ実践して下さい。
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