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はじめに 

 

こんにちは、れんです。 

 

 

■この度は僕のマニュアルをお手にとっていただき、 

ありがとうございます。 

 

 

需要の高いネタで、並みいるライバルを出し抜いてア

クセスを独占するために必要なテクニックが「ずらし」で

すね。 
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このずらしをマスターすることで、ブログ立ち上げ 1 か

月目からでも 1万 PV以上のアクセスの爆発を起こ

すことが可能となります。 

 

 

このマニュアルでは 

 

「ブログ立ち上げ 1か月目でも 1万 PV以上の

爆発を起こすずらしのノウハウ＆問題集」 

 

と題して 5 つのずらしについて詳しくお話していきま

す。 
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さらに今回は 5 つのずらしのノウハウだけではなく、 

練習問題でノウハウの定着をはかり、 

さらに実際にあったネタを利用した「実践問題」を問

いていただくことで、ずらしをマスターしてもらいます！ 

 

 

もしあなたが 

× ずらしを覚えずにライバルが多いキーワードで記

事を書いて、時間を無駄にするのではなく 

〇 ずらしを覚えてアクセスを独占したい 

のであれば、このマニュアルをじっくりと読み進めてくださ

い。 
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ずらしはブログで稼ぐために非常に重要なテクニックで

すが、ノウハウとしてまとまったものが少なくなかなか

学ぶ機会がないです。 

 

 

だからこそチャンスです。 

 

 

このマニュアルでお伝えするのは、 

僕が今まで集めてきた爆発例を分析して作ったオリジ

ナルノウハウなので、 

これをインプットして、ライバルに差を付けてください！ 
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ずらしについて！ 

 

ずらしのパターンは大きくわけると以下の通りです。 

 

 

・分割ずらし 

・視点ずらし 

・フライングずらし 

・追加ずらし 

・打ち間違いずらし 

 

 

それでは一つずつ見ていきます。 
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ずらしの例題と解説 

 

これはライバルが一つの記事のタイトルに KW を詰め

込もうとしているのに対して、 

「一つ一つばらす」ことでずらすというやり方です。 

 

 

まずは以下の例題をみてください！ 
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これは典型的な爆発ネタですね！ 

 

 

気になるのは大物芸人、人気モデル、大物歌手のイ

ニシャルの人物が 

それぞれ誰なのか、というところですよね？ 
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そこで多くのライバルが、 

「マトリ内偵リストの大物歌手Ａ、人気モデル B、

お笑い芸人Ｃは誰？」といったタイトルで記事を書い

ていました。 

 

 

しかしそれぞれ 

・マトリ内偵リストの大物歌手Ａ 

・マトリ内偵リストの人気モデル B 

・マルチな才能を持つお笑い芸人Ｃ 

で別々で記事を書けば、一遍にすべてタイトルに詰め

込むより上位表示させやすいし、 

内部リンクで記事をつなげば PV も上がります。 
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そして例えブログが弱いとしても、 

「マルチな才能を持つお笑い芸人Ｃ」は特にダイレク

トクエリなので、 

 

直接検索して来る人が打ち込む（人がいる）「マル

チな才能を持つお笑い芸人Ｃ」という KW では 1

位を取りやすいですよね。 

 

 

このようにいっぺんに欲張らず、一つずつ記事にして書

き、後から内部リンクで繋げれば、ずらしにもなるしア

クセスも上げやすいです。 
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多くのライバルが狙うネタに対して、少し視点を工夫

することでずらしを行う方法です。 

次の例を見てください。 
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恐らく多くのライバルが 

「小里泰弘 相手女性 上智大学 誰」 

といったキーワードを狙ってきます。 

 

 

まだドメインが強くないブログで、ここを狙うとライバルに

勝てない・・・ 

ということになりますが、ここは視点を変えて 

「この相手女性について、もっと知りたい人がいるは

ず」 

⇒記事にしてみよう、と「視点」をずらします。 

 

 

そのため 

・「○○ プロフィール」 
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・その他関連ワード、 

・その他この人物について話題（気になって）いるこ

と 

をキーワードとして記事を書きます。 

 

 

同じネタでも話題性が高ければ高いほどいろんな

KW で検索されるので、 

 

視点をずらして考えることができれば、ライバルを出し

抜いてアクセスの爆発を起こすことができますよ！ 

 

 

 

 



19                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

まずは次のニュース記事を見てください。 
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これも典型的なアクセスの大爆発ネタですね。 
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そこで「国民的女性アイドルグループの元メンバーX 

誰」といった KW を狙うと思いますが、やはり東スポの

イニシャルネタはアクセスの大爆発が狙える一方でラ

イバルも多いです。 

 

 

では、こういった大爆発ネタを初期のブログでも狙う方

法がないか・・ 

 

 

それならライバルより早く気づいて書いてしまえば良い

んです！ 
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ただしこの「ライバルより早く」というのは、ニュースサイト

に上がった時に早く気づいてスピード勝負で記事を書

く、という意味ではありません。 

 

 

ニュースサイトに記事が載る「前」に記事

を書くんです！ 

 

 

この記事の出どころを注目してください。 

 

 

「東スポ」ですよね？ 
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実は東スポのイニシャルトークは、yahooや

livedoor に乗りやすいのでアクセスの爆発が起きや

すいです。 

 

 

そして東スポと言えば・・・ 

コンビニの入り口などに丸めてあることがありません

か？？ 

 

 

そのため、午前中にコンビニに行く場合は、東スポに

軽く目を通しておくと、11時ごろ（に出やすい）東ス

ポのイニシャルトークに気づきやすくなったりします。 
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このように少しでもライバルより「はやく気づく」ことがで

きれば、初期のブログでもライバルが多いような大爆

発ネタを掴むことができますよ！ 

 

 

ちなみに同じように、前日に販売される週刊誌の見

出しを前もって見ることができる「雑誌の新聞」という

サイトを使うのも良いですね！ 

 

 

雑誌の新聞 

⇒http://www.zasshi.com/ 

 

ねらい目はスキャンダルネタが出やすい「フライデー」と

「文春」あたりですよ！ 

http://www.zasshi.com/
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これはちょっと特殊なずらしです。 

 

 

難しい漢字の名前の芸能人などを検索する時、一

定数の人が間違って検索してくることがあります。 

 

 

例えば「田中秋絵 プロフィール」が正しいところを「田

中秋江 プロフィール」といった感じです。 

 

 

これはどういった時に使えるかというと 
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・元ネタに出て来る芸能人名が難しい 

・普段その芸能人の KWは需要が少ない（無名⇒

有名の法則など） 

・yahoo の検索窓に「田中」といった KW を打ち込

むと、正しい田中秋絵ではなく「田中秋江」というサジ

ェストも出て来る 

・打ち間違い狙いで yahoo の検索窓に「田中秋

江」を打ち込んだ時に 

「田中秋絵で検索しています」といったフレーズが検索

窓の下にでてこない 

 

これらの条件を満たした時です。 

 

 

例は出しにくいのですが、以下の感じです。 
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

人気アイドル山口秋絵の弟、山口敏夫が薬物事件

で逮捕された。 

山口秋絵は自身の弟の不始末に「大変お騒がせし

てしまい申し訳ありません。」とコメントした。 

※yahoo に「山口」と入れると、山口駿夫というサジ

ェストが出た。 

なおかつ「山口駿夫」と検索すると「山口駿夫で検索

しています」というフレーズが出てこない。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

かなりパターンが限られるので、あまり気にする必要は

ないですが、こんなずらしもある、ということを頭の隅に

置いておいていただければな、と思います。 
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これは話題性が大きいネタの場合、ライバルが多い

KW に対して、追加で KW を付けるとある程度 PV

を集めることができるというずらしです。 

 

例えば以下の記事を見てください。 
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人気歌手西野カナさんの電撃的な活動休止のニュ

ースでした。 

 

この時に「西野カナ 活動休止 理由」という KWは

検索ボリュームが大きい一方で、強いブログがこぞって

狙いに来ました。 

 

 

そのため単純に「西野カナ 活動休止 理由」という

KW で狙っても勝つことはできません。 

 

 

そこで KW を追加してずらすことで、アクセスを拾うの

が「追加ずらし」になります。 
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今回であれば当時ツイッターで「（西野カナの）引

退は、彼氏との結婚なのでは？」という声がたくさんあ

ったので、 

「西野カナ 活動休止 理由 結婚」と KW を追加

してずらすわけです。 

 

 

これは検索する人が「理由は結婚なのでは？」と気に

なる 

⇒検索する 

という流れになります。 

 

 

そのためまったく関係のない KW を追加してもアクセ

スは無いので注意してください。 
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練習問題 

（イニシャルや設定はフィクションです。） 

ピエール瀧や元「KAT-TUN」の田口、沢尻エリカの

逮捕で芸能界の薬物疑惑が話題になっている。そん

な中、東スポから舞い込んできた新たな疑惑が「捕

手として活躍した T」について。 

彼は引退後司会者として一部の層から人気を博し

ているが、その後夜な夜な六本木のクラブに出没して

いるところが目撃されている。 

Tは月に一度しかクラブに現れないようだが、同じクラ

ブでよく目撃情報が出ている「複数のテレビ番組で司

会を務める H」にも疑惑が出ている。 



32                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

この二人は売人の間でもよく目撃されており、令和初

の薬物逮捕芸能人となる可能性も高い。 

 

 

・狙う KW  

「捕手として活躍した T 誰」 

「複数のテレビ番組で司会を務める H 誰」 

 

・タイトル例 

「捕手として活躍した Tは誰？東スポが新たな疑

惑を指摘！」 

「複数のテレビ番組で司会を務める Hは誰？東ス

ポが指摘！」 
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※一つの記事ではなく、二つの記事に分けるのがポイ

ントです！ 

多くのライバルが 

「捕手として活躍した T と複数のテレビ番組で司会

を務める Hは誰？」 

といったタイトルを付けがちなので、 

ブログが弱い場合はあえてライバルがタイトルの後ろに

入れているイニシャル、 

「複数のテレビ番組で司会を務める Hは誰？」を先

に書いて差別化するのもアリです。 
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28日、人気俳優田中四隅が芸能界を引退するこ

とを発表した。 

田中は「子役時代からこの世界でお仕事をさせてい

ただき、多くの事を学ばせていただきました。この経験

は今後の自分の人生でも大切にさせていただきま

す。」とコメントした。 

※ツイッターでは「結婚するのでは？」という声があっ

た。 

 

・狙う KW 

「田中四隅 引退理由 結婚」 

 

・タイトル例 
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「田中四隅の引退理由は結婚？真相が意外なと

ころから判明！」 

 

 

※「結婚」といった KW でずらしています。 

ちなみに本人の引退に関するコメント、もしくは発表

された引退理由が腑に落ちない内容だった場合、

「引退理由 真相」「引退 本当の理由」といった

KW で検索してくることもあります。 

 

 

 

人気俳優成橋智也の不倫が発覚した。 
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相手は過去に朝ドラにも出演した経験のある女優 A

子さん。 

早速ネットでは特定作業が始まっている。成橋智

也、女優 A子ともに今後批判が集まるのは必至だ

ろう。 

（その後女優 A子は高橋つかさという人物だと発覚

した。） 

 

・狙う KW 

「田中四隅 プロフィール」 

もしくは関連ワードなど 

 

 

これは強いブログであれば「成橋智也 不倫相手 

誰」が狙えますが、勝てない場合相手方の名前をメ
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イン KW に持ってきてプロフィールや関連ワードなどを

狙うのが良いですね。 

 

 

人気アイドル山田順子の姉で元子役タレントの山田

歳子が暴力事件で逮捕された。 

山田歳子は 2005年に引退後表舞台から姿を消

していた。 

※yahoo に「山田」と入れると、山田年子というサジ

ェストが出た。 

なおかつ「山田年子」と検索すると「山田歳子で検索

しています」というフレーズが出てこない。 
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雑誌の新聞を見ると、明日発売のフライデーの見出

しにこんな内容が書かれていた。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

「人気女優佐伯よしみ今度のお相手は年下の野球

選手？ 

   佐伯よしみ、日高まさし 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

・狙う KW 

日高まさしの関連ワードやプロフィール  

 

雑誌の新聞の「    」はその記事の中に出て来るメイ

ン KW です。 
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「    佐伯よしみ、日高まさし」 

と書いてあれば、佐伯よしみと日高まさしが出て来る

ということなので、日高まさしがその交際相手の可能

性が高いですね！ 

 

 

 

今回はライバルを出し抜いてアクセスを集めるテクニッ

ク「ずらし」について紹介していきました。 

 

 

このずらしの視点を持っているか持っていないかで、大

きく収益は変わってくるので、繰り返し読んでしっかりと

スキルに落とし込んでください！ 
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・・・・・・・・・ 

練習問題でずらしのイメージは付きましたか？？ 

 

 

それでは実践として実際にあったネタを元にした問題

を解いていきましょう！ 
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実践問題 
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（2 ページ目） 
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【解答】 

・タイプ：分割ずらし 

・タイトル＆KW 

「ロック歌手 Sは誰？～（タイトル続く）」 

「演歌界の超大御所 Kは誰？～」 
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「超大物歌手の Nは誰？～」 

（分割して各イニシャルトークで記事を書く） 

【解説】 

これは典型的なイニシャルトークですね！ 

 

ここには 

・ロック歌手 S 

・演歌界の超大御所 K 

・超大物歌手の N 

 

という 3人の狙いどころがあります。 

 

 

多くのライバルがここで 
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「ロック歌手 S、演歌界の超大御所 K、超大物歌

手の Nは誰？トカナで話題！」 

というように一つのタイトルに混ぜ込んでしまいます。 

 

 

それよりはこの 3人をそれぞれ 

・「ロック歌手 Sは誰？～（タイトル続く）」 

・「演歌界の超大御所 K は誰？～」 

・「超大物歌手の Nは誰？～」 

と分けて書いて内部リンクで繋ぐのがポイント。 

 

 

こうすることで、ライバルが増えても 3記事中どれか一

つで上位を取ることができれば、その記事から内部リ

ンクで他記事に回るので、アクセスが取りやすいです。 
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もしそこを一つの記事にしていて、それでライバルに埋

もれたら空振りに終わってしまいますが、分割し入

口を増やすことでチャンスが増えます。 

 

 

またこのように複数イニシャルトークを書くのは、あえて

記事の後ろの方に出てきたものから書いて行くとい

うテクニックもあります。 

 

どういうことかと言うと・・・ 

先ほどの例なら多くのブロガーが 

 

1：ロック歌手 S 

2：演歌界の超大御所 K 

3：超大物歌手の N 
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という順番で記事を書いて行きます。 

 

 

そこをあえて 

「超大物歌手の N」から、もしくは演歌界の超大御

所 K から（後ろの方・真ん中に出てきたイニシャルか

ら）書いてみるということです。 

 

 

例えばライバルと同じタイミングでこの記事に気づき、

記事を書き始めたとします。 

 

 

しかしライバルも人間なので 3記事を一緒に書くこ

とはできません。 
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なので並みいるライバルがロック歌手 S を書いている

間に、あえて他の記事（例えば超大物歌手の N 

）を書くんです。 

 

 

仮に同じスピードで記事が書けるとすれば、 

ライバルがみんなロック歌手 S を書いている中で、超

大物歌手の N について書いているのは自分だけにな

るので、アクセスを独占できます。 

 

 

そしてアクセスが取れたら次は K を狙う・・・という感じ

です。 
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今回は分割ずらしとして紹介していますが、 

時間は平等ということを利用しタイミングをずらすという

点から見ればある意味フライングずらしでもあります

ね！ 

 

 

     分割できるネタは分割することでずらせる 
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【解答】 

・タイプ：追加ずらし 

・キーワード 
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「唐田えりか 元彼 若手俳優 トドメの接吻 共演」 

・タイトル例 

「唐田えりかの元彼でトドメの接吻で共演した若手

俳優は誰？志尊淳以外！」 

 

 

【解説】 

これはかなり話題になり、多くのアクセスの爆発を生ん

だ東出昌大さんの不倫ネタですね。 

 

 

「東出昌大の不倫相手」以外にも書ききれないほど

のネタ・KW が誕生しました。 
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不倫相手の唐田えりかさんにも注目が集まり、 

・過去の彼氏 

・インスタや SNS,プリクラの画像 

・彼女のプロフィールなど 

・着用していたドレス 

・・・ 

など彼女の情報だけでも数え切れないほどの KW が

生まれました。 

 

 

その中の一つが彼氏関係のネタ。 

 

 

当時彼女の恋愛遍歴が連日暴露されていて、 

今回はその中の一つです。 
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実はこれより先に別のニュースで 

「唐田えりかの元彼に若手俳優がいる」 

というネタが出ていました。 

  

 

そのため 

「唐田えりか 元カレ 若手俳優」 

という KW の記事を書いているライバルはすでにたくさ

んいました。 

 

 

しかし今回のニュースで、「トドメの接吻で共演した志

尊淳以外の若手俳優」という新たなヒントが付け加

えられています。 
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当然ニュースを見て、この人物が気になった人は 

「単に彼女の元彼」ではなく 

「トドメの接吻で共演した元カレ」を知りたいので、 

そのヒントである「トドメの接吻で共演した」をピンポイ

ントで検索窓に打ち込んできます。 

 

 

なので新たに「トドメの接吻」という KW を追加しずら

すわけです！ 

 

 

     新しく生まれた KW を追加することでずらす！ 
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【解答】 

・タイプ：フライングずらし 

・キーワード 

野澤めぐみ wiki 

野澤めぐみ  プロフィール 

野澤めぐみ 結婚 

野澤めぐみ 学歴 

・タイトル例 

「野澤めぐみ wiki プロフィール！学歴や経歴につい

てもくわしく！」 
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【解説】 

これはかなり穴場のネタでした。 

無名だった人がいきなり有名になって検索されるパタ

ーン、「無名⇒有名の法則」です！ 

 

 

しかも今回「政治家でかわいい」「上野樹里似」とい

うのがフックになって、かなり検索ボリュームが大きかっ

たです。 

 

 

ただ重要なのはもう一歩踏み込むこと。 

このネタ自体ニュースが出た後に、早い段階だとライ

バルも少なかったですが、どうせならさらに早く仕込む

べきです。 



58                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

そう、前もって雑誌の新聞の見出しをみて仕込むこと

ができました！ 

 

 

このちょっと前の雑誌の新聞に載っていた内容はこち

らです。（リンクは発売後なのでバックナンバーになっ

ています。） 

 

⇒雑誌の新聞 

 

 

上から二つ目に 

「回答に窮する厚労大臣を支える「上野樹里似」美

女－荒れるコロナ国会で注目」 

https://www.zasshi.jp/pc/action.php?qmode=5&qword=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%87%E3%83%BC&qosdate=2020-03-06&qpage=2
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 「◆ 野澤めぐみ秘書官事務取扱、キャリア官

僚、ＯＥＣＤ、加藤勝信厚労相、ジャーナリスト・

角谷浩一、安倍晋三首相」 

という内容が書かれていますね。 

 

 

つまり前日にこのネタを仕込んでおくことで、ライバルは

0 ですし、初動をとらえられ得るのでかなり有利なん

です！ 

 

 

     ライバルより先に仕込みタイミングをずらす！ 
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【解答】 

・タイプ：追加ずらし 

鬼滅の刃 スイパラ 福岡 予約 

鬼滅の刃 スイパラ 大阪  感想 

鬼滅の刃 スイパラ 仙台  グッズ 
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タイトル例： 

「鬼滅の刃のスイパラコラボ 2020福岡の予約方法

やグッズは？」 

「鬼滅の刃のスイパラコラボ 2020大阪に行ってきた

感想！口コミも集めてみました！」 

などなど。 

 

【解説】 

これは覚えて置くと使い勝手の良いパターンです。 

 

 

「鬼滅の刃 スイパラ」 

では公式や大手サイトに勝てなくても、 

各地名をタイトルに入れて 

「鬼滅の刃 スイパラ 福岡」というように 
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3語で狙うことで上位を取りやすくなります。 

 

 

後は地名を「東京、大阪、福岡、仙台・・・」と横展

開していけるのも良いですね。 

 

 

ちなみに今回はスイパラですが、普段はコラボカフェで

同じパターンが使えます。 

 

 

人気アニメやドラマとコラボしたカフェが 

・コナンカフェ 

・カービーカフェ 

・アナ雪カフェ 
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・・・ 

といったようにかなり頻繁に開催されています。 

 

 

これらも同じように 

「コナン コラボカフェ 2020 福岡」という感じで狙っ

ていくと良いですね！ 

 

またコラボカフェは地名でずらせる他にも 

・グッズ 

・混雑 

・予約 

・口コミや感想 

・日程、期間 

など狙えるキーワードがたくさんあるのもポイントです！ 
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それから人気のコラボカフェは毎年やっているので、狙

えるところが大量にありますよ！ 
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【解答】 

・タイプ：打ち間違いずらし 

・キーワード： 

「三浦羽衣 高校」 

「三浦羽衣 wiki」 
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「三浦羽衣 プロフィール」 

（※三原羽衣ではない） 

・タイトル例 

 

このニュースで紹介されている「三原羽衣さん」は日

本一制服が似合う女子高生ということで、かなり気に

なりますよね？ 

 

 

なので先ほどの同じように「無名⇒有名の法則」が適

用できます。 

 

 

ただ重要なのはそこではありません！ 
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この記事を読んで違和感に気づいた方は鋭いです！ 

 

 

そう、よく読んでみると、これニュースサイトの記事、名

前を間違えていますね！ 

 

 

正しい彼女の名前は「三原羽衣」ですが、ニュース

サイトでは「三浦羽衣」とも書かれています。 

 

こうした小さな違和感に気づくのは重要です。 

 

この記事を読んだ人の目線に立ってみると当然三浦

羽衣さんで検索する人もいれば、三浦羽衣さんと検

索窓に打ち込んでくる人もいます。 
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たとえ、三原羽衣さんではライバルが多くて上位が取

れなくても、三浦羽衣ならライバル 0 です。 

 

 

これなら初期のブログでもアクセスを一人で独占する 

ことができますよね？ 

 

実際その後 

「三浦羽衣 高校」 

「三浦羽衣 画像」 

といった関連ワードができていたので、 

（※現在は消えています）かなりの穴場でした。 

 

     小さな違和感に気づこう！ 
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最後に 

 

というわけで、今回はずらしのノウハウをお伝えしてきま

した。 

 

 

ずらしは正直、パターンを知っているか知らないかで大

きな差がついてしまいます。 

 

 

もちろんパターンを覚えるだけではなく、 

「なぜそのネタを選ぶのか」という思考の部分も大事な

ので、今回は出題させていただいた問題には考え方

なども解説させていただきました。 
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パターンとその考え方、両方を消化することで、 

僕のコンサル生のように短期間で月収 10万を達成

できますし、その後ブログを資産化することで自分が

叶えたかった夢や目標を次々に達成することもできま

す。 

 

 

このマニュアルを手に取ったあなたも、 

僕らと同じように、アクセスの爆発を連発させる快感

を体験していただければ幸いです。 

 

 

れん 

 

 



71                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

■PS. 

このマニュアルはずらしをマスターできるように 

基礎から応用まで多くの情報を盛り込みましたが、 

それでも疑問点や分からない部分などはあるかと思い

ます。 

 

 

なので質問がある方は、答えられる範囲で詳しく回

答しますので、ぜひ下記の質問フォームに記入して下

さい。 

 

⇒質問・感想フォーム！ 

 

また、質問に限らずマニュアルの感想、ブログのお悩み

などなんでも OK です！ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIC4s9BFUfXD04DZ6b_b9t-vZFZ2AdtoyXuCCeS163QMS0tA/viewform?usp=sf_link
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そして質問は、今後のメルマガにも反映させて行きた

いと思いますので、ぜひご協力お願いします！ 

 

 

それでは、最後までお付き合い頂き、 

ありがとうございました。 


