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【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。 
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◆著作権について 

当レポートは、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。 

◇レポートの著作権は、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。 

◇本レポートの一部、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、レポート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。本レポートを甲が受けとることで、甲はこの契約は成立します。  

第 1条(目的)本契約は、本レポートに含まれる情報を、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)本レポートに含まれる情報は、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、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の 10倍の金額を支払うもの

とします。 

第 4条(その他) 当レポートに沿って実行、期待通りの効果を得ることができず、万一如何なる

損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。 
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書きたいキーワードやタイトルが決まっても、なかなか

情報収集に苦戦してしまう。 

その結果記事作成に時間がかかってしまった・・・ 

という方も多いのではないでしょうか？ 

 

 

ネタ選定と同じように、情報収集も一つのスキルで

す。 

 

ただ情報収集は、知っているか、知らないかで大きな

差がつきます。 

 

今回はれんが今までのブログ運営で蓄えてきた、 

情報収集のオリジナルノウハウを公開するので、 

これを活用して記事作成に役立ててくださいね！ 
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情報収集のノウハウ～ツイッター編～ 

 

情報収集で最も重宝するのがツイッター。 

 

 

ツイッターを情報収集で使用しているブロガーは多い

ですが、使いこなしている人はほとんどいません。 

 

 

ここでは正しい使い方をお伝えしていきますね！ 
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実はツイッターには検索オプションというものが存在し

ます。 

 

 

一つ例を挙げると以下のようなものです。 

 

「高校 (from:hikakin)」 

 

ちなみにこれは人気 youtuber ヒカキンさん（アカウ

ント名@ hikakin） 
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のツイートの中から、「高校」と入っているツイートだけ

を出す検索オプションになります。 

 

 

このちょっとややこしい「(from:hikakin)」をいちいち

書かずに、 

簡単に検索できるようにしたものが「ツイッターの高度

な検索」というサービス、と考えてもらって大丈夫で

す。 

 

 

⇒ツイッターの高度な検索 

 

 

https://twitter.com/search-advanced?lang=ja
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このサービスを利用すると、余計なツイートを除外し

て、自分が探したいものに限定して検索できるので、

圧倒的に効率が高いです。 

 

 

例えばヒカキンさんの高校時代の情報を集めたい

時。 

 

 

そのままツイッターの検索窓に、 

普通に「ヒカキン 高校」を打ち込むと、 

ヒカキンさん以外の人が呟いているものや、 

他のブロガーのブログのリンクツイートなど、余計なツイ

ートも出てきますよね。 
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しかしピンポイントで彼自身のツイートを探すことがで

きれば、彼の高校時代の情報を集めやすいのではな

いでしょうか？ 

 

 

このようにツイッターの高度な検索はかなり情報収集

に使えるのでぜひ活用しましょう！ 

 

 

それでは具体的な使い方を見ていきます！ 
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■まずはツイッターの高度な検索のページに飛びま

す。 

 

⇒ツイッターの高度な検索 

 

 

■それぞれ以下の意味があります。 

 

https://twitter.com/search-advanced?lang=ja
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【キーワード】 

ここに検索するキーワードを入れます。 

基本的には「次のキーワードをすべて含む」を使うかと

思います。 

 

ここに「高校 バイト」といれると、「高校」と「バイト」両

方含むツイートだけが出てきます。 

 

 

「高校」だけで検索したい場合もここに入力しましょ

う！ 

 

【言語】 

初期状態の「すべての言語」のままで大丈夫です。 

 



12                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

 

 

【アカウント】 

基本的には「次のアカウントが送信」に各ツイート主

のアカウント名を入れることになります。 
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今回はヒカキンさんの場合を考えてみましょう！ 

 

 

■「ヒカキン ツイッター」で検索。 

 

 

出てきたヒカキンさんの公式のツイッターからアカウント

名を見つけます。 

 

 

赤枠で囲った「@hikakin」がアカウント名です。 



14                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

 

 

それでは例としてヒカキンさんのツイートの中から、 

「彼の高校時代に関する情報収集をする」ということ

をやってみましょうか！ 
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ツイッターの高度な検索に、以下のように記入してい

きます。 
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■そして右上の「検索」ボタンをクリックしてください。 

 

 

■すると、ヒカキンさんの高校時代の情報が出てきま

したね！ 
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■他にもツイッターの高度な検索は面白い使い方が

できます。 
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今度は「日付」というオプションを使ってみましょう！ 

 

 

例えば人気モール「アウトレット」の GW時期の混雑

情報に関するツイートを見つけたい、とします。 

 

 

しかし以下の問題が起きます 

・ツイッターの検索窓に「アウトレット GW 混雑」と打

ち込むと、ツイートの中に「GW」と入っていないツイー

トは見つけられない。 

⇒せっかく混雑情報のツイートがあっても見落としてし

まう。 
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・ツイッターの検索窓に「アウトレット 混雑」と打ち込む

と、今度は GW時期以外のツイートが出てきてしま

う・・・ 

⇒ツイートの日付を辿って、さかのぼりながら探すと、

途方もなく時間がかかる 

 

ツイッターの高度な検索「日付」機能を利用すると、

この二つの問題が同時に解決できます。 

 

 

それでは具体的に見ていきましょう！ 

 

 

■ツイッターの高度な検索の「日付」機能は、 
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期間を指定することで、その期間内に呟かれたツイー

トのみが出す機能です。 

 

 

つまり今回であれば「アウトレット 混雑」という KW を

打ち込み、 

日付で「4月 25~5月 6日（GW期間）」を指

定すれば、GW期間中の混雑情報だけ検索するこ

とができますよね？ 

 

 

実際に検索してみましょう！ 
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■検索窓に「アウトレット 混雑」、そして日付を図の

ようにセットします。 

 

 

 

 

■そして検索をクリックしましょう！ 
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すると指定した期間のツイートだけが出てきます！ 

 

 

そして鋭い方はお気づきかもしれません。 

 

「アウトレット 混雑  “until:2019-05-06 

since:2019-04-25”」 

で 2019年の日付を指定できたということは、 

 

「アウトレット 混雑  “until:2018-05-06 

since:2018-04-25”」 

「アウトレット 混雑  “until:2017-05-06 

since:2017-04-25”」 

・・・ 

と、簡単にさかのぼって検索できますよね！ 
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さらに「アウトレット 渋滞 “until:2019-05-06 

since:2019-04-25”」と検索して、 

どれだけ渋滞しているかから、混雑情報を伝える・・ 

などいろんな使い方ができます。 

 

 

この「ツイッターの高度な検索」の「日付」のオプション

は、特に季節ネタなどで重宝するので、ぜひ活用して

くださいね！ 

 

 

 

 

 



24                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

 

ツイッターで検索しても、なかなか情報がない・・・とい

う経験をしたことはありませんか？ 

ツイッターの検索窓は少し特殊で、グーグルのようにキ

ーワードの意味を汲み取ってはくれません。 

 

 

例えば芸能人の恋愛系の記事に載せるために、 

彼（彼女）の恋愛感についての情報をツイッターで

探したいとします。 

 

 

そこで芸能人のツイッターアカウントを利用して、 

先ほど紹介した「ツイッターの高度な検索」で、 
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「彼氏」といったキーワードで検索すると思いますが、 

この時検索結果に出て来るのはあくまで「彼氏」という

キーワードを含むツイートだけです。 

 

しかし実際はこの芸能人が恋愛観関係でツイートし

ているものの中には 

・私は恋人について～と思っています 

・将来××な家庭に憧れるな～ 

・友人の結婚式に参加したよ！結婚するならやっぱ

りあんな頼りがいのある旦那だな(・∀・)ﾉｼ 

といった「彼氏」という KWを含まないものもありま

す。 

 

 

そのため検索する時に「彼氏」だけではなく 



26                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

・恋人 

・家庭 

・結婚 

といったキーワードをツイッターの検索窓に入れてあげ

ると、より多くの情報を探すことができますよ！ 

 

 

高校の情報を知りたい場合も 

・学生 

・学校 

・高 3 

・・・ 

と言ったように、ちょっと検索の仕方を変えてみるだけ

で、情報量が全く異なってきます。 
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このようにいろんな KW で試してもらいたいですし、 

「こういった記事を書くときに情報を探す時には、ど

んな KWでツイッター検索したらよいですか？？」 

と聞いていただければ、音声やチャットでお伝えします

ね！ 

 

（次のページへ） 
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情報収集のノウハウ～インタビュー記事

編～ 

 

情報収集で僕が重宝しているのが 

「インタビュー記事」です。 

 

 

芸能人は映画、ドラマ出演や新曲の発表などいろん

なタイミングで「インタビュー」を受けます。 

 

 

そしてその内容がニュースサイトから出ていることが多

いです。 
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例えば「橋本環奈 インタビュー」と検索するとこんな

記事が出てきました。 

 

⇒橋本環奈のインタビュー記事 

 

 

この中の文にいくつか着目してみると・・・ 

 

 

（相手の方が）お互い、そんなに人見知りするタイ

プじゃないので…しないですよね？」 

橋本「しませんね（笑）。」 

（略） 

「橋本「分かる分かる（笑）。あと、変わっていると

思われがちだけど意外に協調性がある」 

https://www.tokyoheadline.com/476684/
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⇒橋本環奈さんは人見知りはしないタイプで、協

調性がある 

 

 

「橋本さんがすごく苦手な乗り物があって。大きな

船が前後に揺れる絶叫マシン。 

⇒苦手なものがわかる 

 

・・・ 

という感じで、ブロガーにとってインタビュー記事は情報

の宝庫です。 

 

情報が多いだけではなく、 

インタビュー記事の内容は本人のコメントなので信憑

性も高いというのもポイントですね！ 
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こんな感じで、インタビュー記事をどんどん情報収集で

使ってもらいたいんですが、 

問題はどうやってインタビュー記事を探すかですよね。 

 

 

もちろん「芸能人名 インタビュー」などで検索すれば

出て来るのですが、 

もう一つ探すコツをお伝えしていこうと思います。 

 

 

僕がインタビュー記事を探す時に参考にしているのが

「wiki ペディア」です。 
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Wikiは匿名の人が編集している日本一有名な「ま

とめサイト」と言っても過言ではないですね。 

 

 

ただwiki というと信用度が高いように感じるのでは

ないでしょうか？ 

 

では個人のブログやまとめサイトとwiki の違いは何な

のか・・・ 

実はその大きな違いは 

「情報元の出典があるかどうか」です。 

 

Wiki の文章内にはこんなマークがありますよね。 
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これは実は情報の出典、いわゆるソースのリンクとなっ

ています。 

 

 

この[11]をクリックしてみると・・・ 

こんなところに飛びます。 

 

 

 

つまりこれが彼女の「出身⇒福岡県」という情報の出

どころです。 
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もうお気づきかもしれませんが、この情報出典の一覧

に、結構インタビュー記事があります。 

 

 

またインタビュー記事以外の記事でも、情報の出典と

なるくらいの記事なので、いろんな情報があります。 

そのため利用してみるのもアリですね！ 

 

 

 

 

 

 



35                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

情報収集のノウハウ～youtube 編～ 

  

インフルエンサーネタを書いていると、 

Youtube を情報元として使う場面も出てくるかと思

います。 

 

 

しかし問題なのが、動画は情報を探すのに時間が

かかることです。 

 

 

いちいち見ていると結構大変ですよね・・・ 

 

 

でも実際見てみないと知りたい情報が 
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その動画にあるかどうかわからないですし、 

あってもどのタイミングで話しているかわからないですよ

ね。 

 

 

そういった場合は youtubeの 

「文字起こし機能」を使うと良いです。 

 

 

Youtube の文字起こし機能とは、 

その名の通り、動画での音声をプログラムが読み取

り、文字として出力してくれるものです。 

 

 

もちろん精度がまだまだな面もありますが、 
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【文字起こしで動画で何を話しているか把握】 

↓ 

【自分が求めている情報がありそうなら、そのことを

話している時間に飛ぶ】 

↓ 

【そこだけ動画を見る】 

 

とすることで、 

時間を大幅に短縮できます。 

 

動画のジャンルとの相性もありますが、 

非常に便利な機能なのでぜひ使いこなしてください！ 

 

 

それでは具体的な使い方を見ていきましょう！ 
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■まず該当の youtube動画を開きます。 

 

その後下図の赤で囲った「・・・」というマークをクリック。 
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■すると「文字起こしを開く」というボタンが出てくるの

で、それをクリック。 

 

 

 

 

■これで youtube の右サイドバーあたり

に文字起こしが立ち上がります。 
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数字が、動画のどのタイミングでその言葉を

発しているか、という時間です。 

 

 

ここでざっくり見て、自分が探したい情報に

ついて発言してそうな時間を 

探りましょう！ 
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情報収集のノウハウ～掲示板編～ 

 

無料レポートやコンサルの中で、5chなどの掲示板か

ら情報収集をすると良いですよ！とお伝えしていると

思います。 

 

 

もちろん「○○ 結婚 5ch」といった形で検索しても

良いのですが、 

5chから直接情報を引っ張ってきてしまうのもアリで

す！ 

 

 

まずは 5ch を開きます。 

⇒5ch 

https://5ch.net/
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そして実は、5ch トップ画面の検索窓から各スレッド

の検索ができます。 

 

 

今回は「唐田えりか」と検索してみましょう！ 

 

 

 

すると「唐田えりか」という KW がスレッドのタイトルに

入っているものが出てきます。 

 

 

結構情報がありそうですね！ 
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例えば「唐田えりか」さんのインスタの画像記事を書く

場合は、ここに画像が落ちていないか・・・ 

と調べることができます。 

 

 

また掲示板が多くわかりにくい場合は 
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「唐田えりか インスタ」と検索してみても良いです

ね！ 

 

 

 

 

というわけで、今回は僕オリジナルの情報収集のノウ

ハウをお伝えしてきました。 

 

 

記事を何度も書く中で、少しずつ使いこなせるように

なれば、ライバルより有利に戦えるので、ぜひマスター

してくださいね！ 
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また、この他にも 

「こんなキーワードで記事を書くときに困っていま

す・・・」 

という方がいらっしゃれば、調べ方を具体的に教えて

いきますので、音声やチャットワークでどんどん聞いてく

ださいね！ 

 

 

れん 


