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はじめに 
【推奨環境】 

 このレポート上に書かれているURL はクリックできます。 

 できない場合は最新のAdobeReaderをダウンロードしてください。(無料)  

http://www.adobe.co.jp/products/acrobat/readstep2.html 

【著作権について】  

■このレポートは著作権法で保護されている著作物です。  

■このレポートの開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。  

■使用者は本冊子から得た情報を、 著者の事前の許可なく一般に公開する事を禁止
します。  

■このレポートに書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。  

著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、 見解の変更等を行う権利を有
します。  

■このレポートの作成には万全を期しておりますが、 

万一誤り、 不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、 

 一切の責任を負わないことをご了承願います。  

■このレポートを利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・ 
パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。 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アクセスが来ず悩んでいませんか？

書いても書いても記事がヒットしない… 

「トレンドブログをやろう！」と決意してせっかく行動を起こした

にも関わらず、「本当に稼げるのだろうか…」と不安になって、

結局やめてしまう人は多いです。

その理由の１つとしては【アクセスが集められない】という

ことがあると思います。

トレンドブログの初期は”目に見えて現れる成果が無い”

という状態が続くので、「自分には無理なんじゃないか…」

という”メンタルが先に折れる”という状態になりがちです。

しかし、初期の弱いブログで大量にアクセスを集めるには

これから説明する”３つのポイント”を抑える必要があります。

これをマスターして、ブログを強くしていきましょう！ 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初期は爆発が命

ブログを育成ゲームだと思おう！ 

育成ゲームを想像してください。

あなたのブログがまだ卵から生まれたばかり

のレベル１のブログだとすると、

インターネット上には

レベル３０、５０、９０など、

自分より強いブログ達がたくさんいます。

稼ぐブログを作るということは、

”上位に表示されるブログを作る”ということ。

「どれだけ上位に表示されるか？」

というのが”ブログの強さ”です。

そのブログの強さ（レベル）を上げるために

必要なのが【爆発】です。 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爆発ってなに？ 

では、そのブログのレベルを上げるために必要な

【爆発】って一体どういうものなのでしょうか？

爆発は簡単に説明すると、

”ブログに昨日までとはケタ違いのアクセスが集中している！”

という状態です。

実際に爆発が起こった時のアクセス解析のグラフを見てみましょう。

これは私がブログを始めて最初に爆発を

起こした時のグラフです。

ある日のアクセスがこれまでの約８倍になりました。 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爆発が起きるとどうなる？ 

爆発が起きるとどうなるのでしょうか？

先ほどのグラフでも分かるように、

爆発的なアクセスは何日かで落ち着くのが普通です。

一旦アクセスは落ち着いてしまうのですが、

たくさんのアクセスを集めたことで

Googleからの評価があがります。

Googleからの評価が上がる＝レベルアップ（強くなる）

ということなので、今までに書いた記事も

上位表示される可能性が高くなります。

つまり、アクセスが全体的に底上げされていくのです。

初期はこれを繰り返していくことで、

ブログのレベル（評価）をガンガン

上げて強くしていきましょう！ 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爆発を起こすには？ 

需要と供給のバランスが重要！ 

では、実際に爆発を起こすには具体的に

どうすればいいのでしょうか？

初期のブログで爆発が起きる条件は

需要（検索してくるユーザーの数）＞  供給（ネット上のライバルサイ
トの数）

という状況が発生した場合に起こります。

つまり、需要が大きいのに競争の少ないところ

で戦う必要があります。

仮にあなたが”新垣結衣さんの彼氏”についての記事を

作成したとしましょう。

「ガッキーの彼氏って誰なんだろう？」と

気になって検索してくる人は大勢いるので、

圧倒的な需要があるはずですが… 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有名人はライバルだらけ！？ 

残念ながら「新垣結衣　彼氏」で検索すると、

”強いブログでひしめき合っている状態”です。

画像では３つのライバルが表示されていますが、

実際は８～９ページくらいまでガッキーの

彼氏についての記事で埋まっています。

これじゃさすがにあなたの記事まで辿り着く人が

多いようには思えないですよね。

（これは反対に、これで上位に来れば勝手に

たくさんのアクセスが集まるということを示しています。） 

Copyright © 2015 いずみ All Rights Reserved. �  / �7 15



3.3 記事を爆発させるためのネタ選定３つのポイント

競争の少ないところはどこにある？ 

それではどうすれば自分の記事を上位に

表示させることができるでしょうか？

今度は有名女優の新垣結衣さんではなく、

新人モデルの新実芹菜（にいみ　せりな）さん

の彼氏について検索してみました。

（※肖像権の問題があるので誰か気になった方は

ご自分で検索してみてください）

今度は反対にライバルが”１人もいません”ね。（※2015/8/22時点）

もしも新実さんに注目が集まり需要が生まれた場合、

あなたの記事にアクセスが集中するでしょう。 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マイナーどころを狙う 

つまり、初期はライバルのいないところで

「勝てる勝負」に徹する必要があります。

まず、各人物の候補が決まったら

”検索にヒットした件数”に注目します。

新垣結衣さん　２８８万件

新実芹菜さん　１万７６００件

大きく差が開いていますよね。

この”件数が少ない”ということは、

［供給が少ない＝チャンス］だと言えます。
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初期はここの数字が”５０万件以下の人物”

を狙って書いていくようにしましょう。 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爆発が起きる条件は？ 

ただし、いくらマイナーな人物について書いて

いっても、その人物に注目が集まらない場合は

地味なアクセスの日々が続くだけでしょう。

爆発が起きるのは、

”無名人物に脚光が集まった瞬間”

と言うことができます。

例を挙げてみましょう。

女子サッカー日本代表の澤穂希さんが結婚しました。

その相手の男性については”一般男性”という

ことで発表当初は公開されていなかったのですが、

後日、辻上裕章さんという人物なことが発覚。

「辻上裕章って一体誰だ！？」と

辻上裕章という人物に世間の注目が集中したのです。

”無名人物に世間の注目が集まる瞬間”が爆発のタイミングです。 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爆発を予測することはできる？ 

もしも”そんなの狙って起こすなんて不可能じゃないか！”

と思ったのであれば、私の話を最後まで聞いてください。

先ほどの事例は速報ネタの場合でしたが、

爆発というのは、ある程度”狙って起こす”ことができます。

一体どうすればそんなことができるのか？

ヒントは、「世の中の流れを読む」ということです。

とはいえ、株やFX、国債、先物取引をするような

難しいことではありません。

”人々の注目がどこに集まるか？”を予測するのです。

・新型iPhoneについて

・新ドラマ

・甲子園

など、これらはほんの一例ですが、

人々の注目が集まるところはある程度予測することが可能です。 

Copyright © 2015 いずみ All Rights Reserved. �  / �12 15



3.3 記事を爆発させるためのネタ選定３つのポイント

期待値を考えていますか？ 

”長期的な目線で爆発を狙う”こともできます。

例えば新ドラマに出演する新人女優＆俳優

であれば、今後売れて有名になるかもしれません。

新人について早めに書いておくことができれば

徐々にあなたの記事にアクセスが集まることにより、

有名になったころには上位表示されているはずです。

このように、［今後注目されるかもしれない］という

”期待値の高いもの”をネタにすることも重要です。

これに関してはセンスも問われるところですが、

トライ＆エラーを繰り返すことで必ず身についていきます。
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まとめ 

爆発させるネタ選定３つのポイント 

１．マイナーなネタで”勝てる戦い”をする

２．世の中の流れを読む

３．期待値の高いネタを扱う

基本的にいつもの２倍以上のアクセスがあれば

「爆発した！」と言えます。

この【レポート】では情報を頭に入れる”インプット”の場、

【無料メール講座】では実際にそれを使えるように
訓練するための”アウトプット”の場として定義しているので、

もしも「ネタをうまく選べない」だとか、

「自分の選んだネタが正解なのかわからない」

という悩みがあれば、力になるので参加してみてくださいね。 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

発行者：いずみ 

ブログ：http://gezumi.jp/ 

メール：info@gezumi.jp 

メルマガ：いずみのアドセンス講座
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