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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

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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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

タイトルのつけ方を学ぼう！ 

ぶっちゃけた話をします。 

【タイトルを付ける力】は”最重要”です。 

”タイトルでアクセスが決定する”と 

言い切ることができるくらいなので、 

今回はレポートも少し長めです。 

ここがマスターできるかどうかが 

”稼げるかどうかの分かれ目” 

と言えるほどの内容なので、 

【連想キーワード】と【関連キーワード】 

の違いや【ライバルチェック】の方法など、 

頑張ってマスターしていきましょうね！ 
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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

爆発的アクセスにはSEOが鍵！ 
 SEOってなに？ 

ブログを運営していく上で、 

”いかに検索結果で上位に表示させるか？” 

というのがアクセスを集めるためには重要です。 

例えば3.3のマニュアルで「新垣結衣　彼氏」と検索したとき、 

８～９ページくらいまで関連記事が表示されましたが 

実際に見られるのはどのへんまでだと思いますか？ 

検索結果に表示されて実際にクリックされるのは 

ほとんどが１ページ目の上位３～５までの記事です。 

それより下はクリックされる確率が随分下がりますし、 

２ページ目までほとんどの人は見ません。 

この検索結果で上位表示させるための対策を 

【SEO対策：Search Engine Optimization（検索エンジン最適化）】 

と呼んでいます。 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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

どうすれば上位に表示される？ 

では、そうすれば自分の記事を上位に 

表示させることができるのでしょうか？ 

上位表示させるために重要なのが【タイトル付け】です。 

”トレンドブログではこのタイトル付けの力が成果の 

８割を決定する”と言ってもいいでしょう。 

ではどのようなタイトルを付けることが重要なのか？ 

大切なのは【キーワード選定】です。 

・適切なキーワードを使用する 

・自然な日本語のタイトルを付ける 

これがとても重要です。 

・ブログの強さにあった適切なネタ選び 

・適切なタイトル 

この２つをマスターできれば稼げない 

ことはまずありえません。 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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

関連キーワードと連想キーワード 
  

 キーワードには２種類ある 

これからキーワードの種類について 

説明していきますが、 

キーワードには 

【関連キーワード】と【連想キーワード】 

というものがあります。 

このあと詳しく説明しますが、 

関連キーワード：ライバルは多いが確実に検索されるキーワード 

連想キーワード：ライバルが少なく、爆発の鍵となるキーワード 

というものだと思っていてください。 

それでは、詳しく説明していきます。 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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

 関連キーワードとは？ 

ここではYahoo!の検索エンジンを使用している 

前提で話を進めていきます。 

関連キーワードとは、例えば「新垣結衣」さんについて 

検索した場合に… 

検索窓の下に虫眼鏡のマークが表示されていて、 

その横には 

「新垣結衣　水着」 

「新垣結衣　熱愛」 

「新垣結衣　画像」 

「綾乃剛　新垣結衣」 

と表示されていますよね。 

この「水着」「熱愛」「画像」「綾乃剛」が関連キーワードです。 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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

さらにページの下部には 

 

のように、さらにたくさんの関連キーワードが 

表示されています。 

水着、熱愛、画像、綾乃剛、かわいい 

ドラマ、身長、CM、髪型、映画 

これらが新垣結衣さんの場合の関連キーワード 

ということになります。 

ちなみにここでは、「新垣結衣」さんのことを 

［メインキーワード］、もしくは［単一キーワード］ 

と呼びます。 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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

連想キーワードとは？ 

では、【連想キーワード】とは 

一体どのようなものなのでしょうか？ 

連想キーワードは簡単に言うと、 

「関連キーワード以外の検索されそうなキーワード」 

ということになります。 

では具体的に言うとどんなものか？ 

連想キーワードを思いつくコツは、 

「ユーザーの立場になって考える」ということ。 

例えば新垣結衣さんであれば、 

美人なので「すっぴん」とかは気になりませんか？ 

沖縄出身のようですが、「出身高校」はどこなんだろう？ 

「卒アル」の写真ってあるのかな？ 

など、他にユーザーが「知りたい！」と思うことです。 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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

ユーザーの立場になって考える 

ですがここで気をつけなければいけないのが、 

ついつい「自分の立場」で考えてしまうこと。 

もし自分が気になったことがあったとしても、 

一度立ち止まって、「これは検索されるか？」 

ということを考える必要があります。 

例えば、「ユーザーが気になることって何だろう？」 

と色々と考えた結果、「芸歴」というキーワードを 

思いついたとしましょう。 

たしかに、新垣結衣さんの「芸歴」について 

知りたいと思う人も中にはいると思いますが、 

これで検索してくる人は正直少ないです。 

何故なら往年の大女優というわけではないですし、 

伝統芸の人でもないからです。 

「大多数のユーザーが検索しそうなこと」 

に目を向けてくださいね。 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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

連想キーワードはパターン化できる 

「大多数のユーザーが検索しそうなこと」 

と言ってもなかなか難しく感じてしまうかもしれません。 

ですが、連想キーワードは”ある程度パターン化することが可能” 

なので実例のパターンをいくつか記しておきます。 

モデル、ギャルなど・・・すっぴん、彼氏、身長、体重、メイク、髪型 

政治家・・・学歴、出身大学、党派、経歴、子供 

社長・・・年収、学歴、出身大学、子供、経歴　 

俳優・・・彼女、嫁、出身高校、出身大学 

宝塚女優・・・本名、すっぴん、旦那、子供 

スポーツ選手・・・年俸、彼女、成績、高校 

これらはほんの一例ですが、このように 

「ギャル→すっぴん」だとか「社長→年収」、 

「政治家→学歴」のように、決まったパターンは存在します。 

これらは何度も繰り返しタイトルを考えるなかで培っていくしかない 

ので、困ったら無料メール講座の中でお気軽にご連絡ください。 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3.5 検索で上位に表示させるタイトル付けの奥義

どちらのキーワードを使うべき？ 

【関連キーワード】と【連想キーワード】の 

２種類が存在することは分かっていただけましたか？ 

「結局どっちを使えばいいの？」と思うかも 

しれませんが、それぞれに特性があります。 

【関連キーワード】は、「すでに検索されているワード」です。 

ですから、関連に表示されているものは”需要そのもの”と 

考えることができます。 

しかし、ライバルも全員そこに注目するので、 

自分のページにアクセスを独占することは 

場合にもよりますが基本的には難しいです。 

しかし、確実に需要があることが分かっている 

キーワードなので、 

「少量だが息の長いアクセス＝ロングテール」 

になる可能性が高いと言えます。 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

反対に【連想キーワード】は、 

「これから検索されると予想されるもの」です。 

ですから、関連キーワードで記事を書くこと 

しか知らないライバルはごぼう抜きできますし、 

目のつけどころが正しければ爆発が起きます。 

”ライバルのいない、検索需要のある連想キーワード”を上手に 

見つけることができれば爆発が起こせるということです。 

つまりこれらの特性を考えると、 

”連想キーワードは爆発を生み、関連キーワードは安定を生む” 

ということができると思います。 

つまりどちらも上手に混ぜて使うのがポイントです。 

”時には爆発的なアクセスを稼ぎつつ、安定的に検索される” 

これが理想です。 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

使ってはいけないキーワードとは？ 

一目瞭然の関連キーワードと、 

考えなければ出てこない連想キーワード。 

実はこれらには”使ってはいけない”または”使うべきではない” 

キーワードというものも存在します。 

連想キーワードで使ってはいけないのは、 

「ブサイク」等の相手を批判するものは避けたほうが無難です。 

アダルトなワードはもちろん論外です。 

関連キーワードは「すでに検索されているキーワード」なので、 

”その時の需要によって変化する”という特性があります。 

つまり、 

”今表示されている関連キーワードは明日には無いかもしれない” 

ということ。 

それなら、”長く表示される可能性の高い関連キーワード”を 

使いたくないですか？ 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

消えるキーワード、残るキーワード 

では、今度は”石原さとみ”さんの関連キーワードを 

もう一度見てみましょう。 

この中で一番最初に消える関連キーワードは 

なんだと思いますか？ 

正解は「進撃の巨人」または「ハンジ」です。 

何故ならこれは映画「進撃の巨人」に「ハンジ」役で 

出演しているため検索されているのですが、 

映画の公開が終了したら検索されなくなってしまうものです。 

賞味期限の短い”今だけキーワード”です。 

反対に「彼氏」、「メイク」、「本名」などは 

芸能活動を続けている限り検索されるでしょう。 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

ライバルチェックをしよう！ 
  

 使えるキーワードを選ぶ 

検索されると思われるキーワードを見つけたら、 

必ずやって欲しいことがあります。 

それが【ライバルチェック】です。 

【ライバルチェック】とは… 

「実際に候補のキーワードで検索して、 

自分の記事が上位に表示されるか予想を立てること」 

さきほども書きましたが、 

”１ページ目の上位３～５以内”に入っていないと 

クリックしてもらえません。 

少なくとも１ページ目には入っている必要がありますね。 

”そのキーワードを使っているライバルがどれだけいるか？” 

をチェックします。 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

例えば、石原さとみさんでは 

有名人すぎてライバルが多いので難しいですが、 

実際に「石原さとみ　彼氏」、「石原さとみ　高校」 

など、使えそうなキーワードで検索していきます。 

そしてもし、「石原さとみ　彼氏」について 

書いているライバルの記事が３記事程度しか無ければ 

５位以内に入れるので”使える”という判断をします。 

ただ実際は、有名人ですから９～１０ページくらいまで 

ビッシリとライバルの記事があるため”使えない”わけです。 

「需要のあるキーワード」 

かつ、 

「ライバルがいない」 

という条件が揃えば、”ユーザーはあなたのブログを訪問する” 

ということです。 

できれば１位を取れそうなものを狙っていきましょう。 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

 情報が無いものほどチャンス 

初心者が陥りやすい間違いの１つに、 

”情報を集めてからキーワードを決定する” 

というものがあります。どういうことかと言うと、 

「体重が気になるけど体重の情報ってあるのかな…？」 

と先にリサーチして、 

”情報が無いから書かない”という選択をすることです。 

これは大きな間違いです。 

書き方は3.6のマニュアルで説明しますが、 

”検索需要があるのか”ということを基準に 

キーワードを選んでください。 

「これは書けそうだから…」なんて 

”自分目線のキーワード選び”はしないでくださいね。 

逆に同じ間違いをしている人は多いので 

”情報が無いところはチャンス”です。 

Copyright © 2015 いずみ All Rights Reserved. �  / �17 33



2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

タイトルを決定する 
  

 タイトルを付ける際の３つのポイント 

ライバルチェックをしたら、 

”使えるキーワード”を大体４つほど見つけましょう。 

そしてそれらを繋ぎ合わせて自然な日本語にします。 

ここで守るべき５つのポイントがあるので紹介します。 

１．メインキーワードは先頭 

２．文章を２、３個の塊に分ける 

３．狙いたいキーワードから左詰め 

４．２８～３１文字以内でつける 

５．自然な日本語にする 

ここで言う「狙いたいキーワード」とは、 

”ライバルチェックの結果、上位に表示されそうなキーワード” 

のことを指しています。 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

 文字数を意識する 

タイトルの文字数は 

◆タイトル文字数カウントくん 

http://singoro.net/seo-title-count/ 

を使って調整していきます。 

Googleの検索結果では約２９文字以降は「•••」と 

省略して表示されてしまいます。 

Yahoo!でも３２文字以降は省略されてしまうので、 

その範囲内に収まるようにしましょう。 

省略されても検索には引っかかるのですが 

見栄えの問題で私は基本２８文字にしています。  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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

 自然な日本語にしよう 

それではタイトルの例を作っていきましょう。 

石原さとみさんについてのタイトルにしていきますが、 

仮に「彼氏」、「高校」、「整形」、「メイク」 

が使えるキーワードだったとします。 

そして「整形」が一番上位を狙えそうなキーワード 

だったとして、タイトルを作っていくと… 

「石原さとみは整形じゃなくてメイク？彼氏や出身高校はどこ？」 

こんな感じでタイトルを付けます。 

ポイントは”自然な日本語の文にする”こと。 

ライバルサイトで 

「石原さとみの整形は？メイクは？高校は？彼氏は？髪型は？本名は？
ドラマは？水着は？」 

のようなタイトルを見かけることがありますが、 

”スパム扱い”されるので真似しないようにしましょう。 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

タイトル付けの実例 
  

 実際にタイトルを付けていこう！ 

それでは、先ほどまでに紹介した内容で 

タイトル付けの具体例を示していきますね。 

１.ネタ探し 

ではまずYahoo!JAPANのトップにあるニュース 

をチェックすることから始めます。 

 

このニュース、あなたならどこに目を付けるでしょうか？  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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

 個人に注目が集まるものがオススメ！ 

１人の個人にスポットがあたるようなものを 

選択するのがオススメです。 

例えば、女子バレーのニュースだと、 

先日のロシア戦に敗退してしまったニュース 

なので、個人にスポットは当たりません。 

仮に「○○選手の大活躍により△△年ぶり歴史的勝利！」 

のような内容であればその○○選手について書くといいです。 

今回であれば、個人に注目がいくのは 

【作家の冲方丁容疑者を逮捕】と【山本耕史 堀北と「交際0日」】 

の２つでしょう。 

しかし山本耕史さんと堀北真希さんの結婚ネタは 

前日に出たものであり、さらにどちらも有名人です。 

比べて「作家の冲方丁容疑者」は、NEWと付いた２時間以内の新鮮な
ネタで芸能人ではないのでマイナー、今回の事件で注目を浴びます。 

【マイナーな人物が注目を浴びる＝爆発のチャンス】です！ 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

２．キーワード選定 

ネタにするターゲットを決めたら、 

まずは深くニュースを読み込みます。 

ここで「あなたがユーザーだったら何を検索するか？」 

と考えます。私は変わった名前だと感じたので”本名”が 

気になりましたが、記事内に本名が書かれていましたね。 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2.8 アドセンスポリシーに関する注意事項

３．検索してみる 

口論になった原因について気になった方が大半では 

ないかと思いますが、ある程度ニュースから拾える 

キーワードがないか見たら「単一キーワードで検索」します。 

５０万件以下なので狙えます。 

まずは関連キーワードをチェックしていきましょう。 

「盗作」、「嫁」、「本名」は長く検索されそうですね。 

被害者である奥さんについて気になっている方は多いはずです。 

「本名」についてはニュースで既に出ていたので今回は省略しますが、 

また別の機会には必ず検索されるはずなので 

ロングテールにはなり得ます。 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４．ライバルチェック 

それではまず、「盗作」と「嫁」に関して 

ライバルチェックをしていきましょう。 

「冲方丁　盗作」の両方がタイトルに入った記事は 

２つしかヒットしませんでした。 

「盗用」や「パクり」をGoogleが同じ意味で認識している 

可能性はありますが、ほぼ確実に１ページ目に入れます。 

”使えるキーワード”ですね。  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「冲方丁　嫁」に関しても同様にチェックしていきましょう。 

 

チェックしたところ嫁で書いている人は全然いないですね。 

しかし「妻」や「奥さん」という記事はあるようです。 

よく見ると１番下に「嫁」で書いている 

記事を１つ発見しました。 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この場合だとちょっと微妙で、”１ページ目に出てくる 

かもしれないし、２ページ目に追いやられる可能性”も 

あります。 

しかし明らかにライバルは少ないですし検索需要はあるので、 

”使えるが、ただし嫁についてライバルに負けない内容を書く” 

ことができればちゃんと上に表示されます。 

書いた瞬間は上に来ていなかったとしてもです。 

Googleは価値のあるコンテンツを上に表示させます。  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５．連想キーワードを考える 

関連キーワードから２つ選びましたね。 

あと２つくらい連想キーワードを考えて 

いきたいと思います。 

まず、最初に私がパッと浮かんだのは「子供」です。 

奥さんがいることは明白ですが、子供に関しては 

ニュースでは何も触れていませんでした。 

年齢を調べたら３８歳ですし、 

「子供はいるのかな？」と気になる人は 

少なくないはずです。 

作家なのでいくつか”有名な作品があるのか”も 

冲方さんのことを知らない人であれば気になりますよね。 

なので、「代表作品」などもアリです。 

もちろん奥さんと口論になった原因も気になりますね。 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まずは「冲方丁　子供」で検索してみた結果です。 

タイトルに「子ども」と入った連載に関する 

記事はあるようですが、ほとんどヒットしないですね。 

冲方さんご自身のお子さんに関する記事は 

今のところ見当たりません。 

なので”使えるキーワード”ということになります。 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ちなみに「口論」で検索するとニュースサイトがたくさんヒット 

しましたが、タイトルには入っていないようでした。 

そして「口論　原因」まで 

絞るとライバルはいないようでした。 

ニュースサイトは基本的に”かなり強い”ので、 

まともに戦うことは難しいです。 

【ニュースサイトが使うキーワードは避ける】 

これはとても重要なポイントなので 

必ず覚えておいてくださいね。 

そして「代表作品」に関してはライバルは皆無でした。 

となると、 

「盗作」「嫁」「子供」「口論　原因」「代表作品」「本名」 

と狙ったキーワードがほとんど使える状態なことが分かりました。 

（毎回こんなにすんなりいくわけではありません笑） 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６．タイトルを付ける 

タイトル文字数カウント君 

（http://singoro.net/seo-title-count/） 

を使って、タイトルを組み立てていきます。 

まず、今回であれば「子供」がガラ空き、 

「嫁」は関連にも出ていて検索需要が多そうです。 

私なら 

「冲方丁に子供はいる？嫁と口論の原因や盗作騒動をチェック！」 

こんな感じのタイトルを付けます。 

そして今回は狙えるキーワードが多いようなので、 

「代表作品」、「本名」を使って２記事書きます。 

そして記事内でお互いの記事に飛べるようにリンクすれば、 

冲方さんに関してのアクセスは独占できるでしょう。 

例えば、名前が珍しいので「読み方」なども 

検索されると思います。 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まとめ 
 連想キーワードとライバルチェックが重要！ 

長くなってしまいましたが、 

タイトル付けの力がトレンドブログをやっていく上で 

８割程度の重要度を占めるのでこれは何度も読み返してください。 

もしも狙えるキーワードが多そうなら、２～３記事書いて 

必ずアクセスが集まるようにしてしまいましょう。 

的確な連想キーワードでライバルがいない穴を突く 

ことができれば、簡単に爆発が起こせるようになります。 

もしもなかなか爆発が起こせないようでしたら 

”ネタ選びを間違えている” 

”検索されない連想キーワードを使っている” 

”ライバルチェックができていない” 

など、必ず原因があるはずなので、無料メール講座にて 

気軽に質問してみてくださいね。 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