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【◎パオパオ◎印】の 

普通の日記ブログを Google 
 検索１位にした超簡単 SEO 

上位にこなけりゃ 
     意味がない！ 
今日から即実践すべし！ 

無  料 
だよ～ん！ 

隣の小学生のあやちゃんでもできた簡単 SEOここに登場！！ 

◎パオパオ◎出版 定価 本体 無料 
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■はじめに 

 

このたびは、私◎パオパオ◎の無料レポート『普通の日記ブログをたった２週間で

Google検索 1位にした超簡単 SEO』をダウンロード頂き、誠にありがとうございます。 

 

このレポートのダウンロードにより、私のメルマガ『千里の道も一歩から～ネットで稼

ぐ自由時間獲得の方法』に代理登録されることを予めご了承下さい。 

 

また、このレポートのご利用に際しまして、以下の点にご注意願います。 

 

【推奨環境】 

このレポート上に書かれているURLはリンクしており、クリックすることによりリン

クしているページを表示することができます。 

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.com/jp/products/acrobat/readstep2.html 

 

【著作権について】 

このレポートは著作権法により保護されている著作物です。 

ご利用に際しましては、下記の点にご注意願います。 

 

このレポートの著作権は、作成者に属します。 

著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部をいかなる手段においても複製、転

載、流用、転売等をすることを禁じます。 

 

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。 

 

このレポートは秘匿性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又

は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。 
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著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行なった時は、関係

法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場

合があります。 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このレポート作成にあたっては、アベマユさんの 

 

『読者の心をわし掴みにする「あなたの信頼を３倍アップさせる無料レポート作成術」

●サクッと無料レポート●』 

⇒ http://mailzou.com/get.php?R=5704&M=4192 

 

を参考にさせて頂きました。 
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１．はじめまして 

 

あらためましてこんにちは、日々、南の島ハワイへの移住に想いを馳せながら、アフィ

リエイトやネットビジネスで稼ぐノウハウを日夜研究している、本業サラリーマン、ち

ょっと虚弱体質のアフィリエイター◎パオパオ◎です。 

 

まずは、こちらをご覧下さい。 
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これは、私が今までに旅行したハワイの記録を整理しようと作ったブログの Googleで

の検索結果です。 

 

実は、ブログ公開からわずか１０日目で検索結果第４位となりました。 

 

また、その４日後には 

 

 

ついに検索順位が１位になってしまいました。 

 

そしてこのレポートを執筆している４月３日現在も、第１位をキープしています。 
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この結果には、正直なところ我ながら驚きました。 

 

一応、それなりの SEO対策はしましたが、 

「折角ブログを作るのだから、せめて検索エンジンに引っかかって欲しい」 

ぐらいの気持ちでやったので、決して難しいことはしていません。 

 

ほんとうに簡単な初歩的な SEOを施しただけで、検索エンジンで１位になってしまっ

たのです。 

 

私がこのブログを作る際に、留意したのは 

 １．キーワードの選定と出現頻度のチェック 

 ２．メタタグの追加 

たった、この２点でした。 

 

それでこの結果を生んでしまったです。 

 

他にも検索エンジンの上位に表示された要素があったのかもしれませんが、私が意識し

て行ったＳＥＯはこれだけなのです。 

 

これだけの対策でも、検索エンジンの上位表示が可能であることを皆さんにお伝えした

くって、今回このレポートを執筆しました。 

 

SEO 対策って何をすれば良いのか分らないという、ＳＥＯ初心者の方にも分かりやす

い内容としていますので、あなたのブログのＳＥＯ対策の参考にしていただければ嬉し

く思います。 
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２．ＳＥＯ対策とは 

 

まず、本論に入る前に『SEO対策って何？』と思っている方の為に、ＳＥＯとは何か、

簡単に触れておきます。 

 

ＳＥＯ［Search Engine Optimization］とは、 

検索エンジン最適化のことを言います。 

 

皆さんが普段、インターネット上で検索に使っている Yahoo！、Google、MSNなどの

検索エンジンに、自分のブログやホームページが上位に表示されるようブログやホーム

ページを改善することです。 

 

これが一般的な SEO対策の解釈です。 

 

では、この SEO対策を行って、 

検索エンジンの上位表示されると何が良くなるのでしょうか？ 

 

あなたが、インターネット上で何か検索をした時のことを、少し想像してみてください。 

 

検索した結果が表示されたページで、どのサイトを見に行きますか？ 

 

そうですね、上位に表示されているサイトから順に見に行きますよね。 

まさにこれなんです。 

 

つまり、上位表示されると、あなたのブログやホームページにたくさんの人が訪れるこ

とになります。 

そして、あなたのブログやホームページにアフィリエイトのリンクやアドセンスを張っ

ていれば、クリックされる確率が上がるということになりますね。 
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だから、SEO対策に皆さんが力を入れているのもうなずけると思います。 

 

それでは、おまたせしました、私が行った SEO対策について順を追ってお話します。 

 

尚、ここからはブログを中心にして話を進めていきます。 

 

 

３．キーワードを選ぶ 

 

まず、キーワードの選び方について話を進めていきます。 

 

キーワードは、あなたが検索エンジンで検索する時に使う言葉です。 

このキーワードによって、あなたのブログが検索されることになるので、キーワードの

選び方が重要なポイントを握っています。 

 

ですから、あなたが選んだキーワードをブログのタイトルやブログの紹介文に埋め込む

ことで、検索エンジンから検索されやすくなります。 

 

それでは、具体的にキーワードの選び方について、見ていきましょう。 

 

 

３－１ キーワードを選ぶ際のポイント 

 

このキーワードを選ぶ際には、次のポイントに注意して選ぶと良いです。 

 

＊どのような目的のブログを作りたいのか。 

・アフィリエイトや物販で稼ぎたい 

・趣味の取組みを共有したい 



【◎パオパオ◎印】普通の日記ブログをたった２週間で Google検索 1位にした超簡単 SEO 
 

 - 10 – 
Copyright (C) 2007 ◎パオパオ◎.All Rights Reserved 

『千里の道も一歩から～ネットで稼ぐ自由時間獲得の方法』 
http://www.mag2.com/m/0000222155.html 

 

・旅行記を整理し残したい 

・いろんな情報を発信したい etc. 

 

＊どのような人を対象としているのか。 

・お金儲けに興味がある人 

・あなたと同じ趣味に興味を持っている人 

・英会話に興味がある人 

・旅行に興味がある人 

・株や FXの投資に興味がある人 etc. 

 

といったように、あなたが作るブログの目的や対象としている人をあらかじめ考えおく

とキーワードを選びやすくなります。 

 

私の場合、ハワイ旅行の記録を残しておきたい、 

そしてハワイが好きな方々と交流を図りたいというのが目的でした。 

 

 

３－２ キーワードを考える 

 

次に実際にキーワードを考えて見ましょう。 

 

私の場合、ハワイの記録を残しながら、ハワイが好きな方々と交流を図って行きたいと

いうのが目的でしたので、キーワードはおのずとハワイ関連となります。 

 

例えば、ハワイ、アロハ、オアフ、ワイキキ、フラ etc こんな感じです。 

 

キーワードは、あなたのブログの目的や対象としている人に対して関連する言葉をでき

るだけ考えて、候補をあげるようにしましょう。 
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３－３ キーワードを絞り込む 

 

ある程度、候補となるキーワードを選択できれば、そのキーワードを絞り込みます。 

絞り込む際には、キーワードアドバイスツールプラスを使うと便利です。 

 

キーワードアドバイスツールプラス 

 ⇒ http://www.muryoutouroku.com/ 

 

このキーワードアドバイスツールプラスは、 

あらかじめ候補に選んだキーワードを入力すると、 

入力したキーワードの月間検索数、Googleと Yahooの検索結果と KEI値、それとライ

バルページ数を表示してくれます。 

 

ここで KEI 値は、キーワード有効性指標と言われ、月間検索回数の 2 乗÷結果件数で

示されます。このKEI値が大きいほど「狙い目」キーワードとなります。 

 

また、ライバルページ数は、競合となるページ数で、少ないほど「狙い目」キーワード

になります。 

 

したがって、競合するページ数が少なく、KEI 値が大きいキーワードが狙い目と言う

事になります。 

 

では実際にキーワードアドバイスツールプラスを使って見ましょう。 

 

例えば、ディズニーという言葉で調べてみましょう。 
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まず、キワードアドバイスツールプラスの検索窓に 

「ディズニー」というキーワードを入力します。 

 

次に“キーワードをチェック”をクリックします。 

 

そうすると次のような結果が表示されます。 
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この結果から最適なキーワードを選択します。 

ディズニーランドと東京ディズニーランドのどちらを選択するのが良いか 

 

まず、月間の検索回数を確認します。 

ディズニーランド＞東京ディズニーランドとなっており、 

ディズニーランドの方が検索回数が多く、たくさんのアクセスが望めます。 
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次に検索結果を確認します。 

Googleの検索結果では、ディズニーランド＜東京ディズニーランドとなっています。 

検索結果の少ない方がライバルが少ないので、比較的上位表示が狙えそうです。 

 

次に、KEI値についても確認します。 

ディズニーランド＞東京ディズニーランドとなっています。 

ということは、ディズニーランドが狙い目であることが分ります。 

 

また競合するページもディズニーランドの方が少ないことからも 

ディズニーランドが狙い目であると言えそうです。 

 

このようにして、アクセスアップにつながるキーワードを選定して行けばいいのです。 

 

 

このようにして、選んだキーワードを、ブログのタイトル、ブログ紹介文、ブログ記事

に散りばめていきます。 

 

 

３－４ キーワードを入れる 

 

まず、あなたが作成したブログに選定したキーワードを入れましょう。 

 

今回は SEOについてのお話なので、ブログ作成についての解説は割愛させていただき

ます。 

ブログの作成については、こちらの無料レポートが参考になりますよ！ 

『『真・ブログ解体新書』！小学生でも絶対に出来る完全図解ブログ作成法！Seesaa＆

Livedoor＆FC2詰め合わせ編』 

 ⇒ http://mag-zou.com/report_get.php?id=m1325957202_6&n=m1000004317 
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検索エンジンは、左上にあるキーワードを重視すると言われているので、選定したキー

ワードは、タイトルの左に来るようにタイトルを考えましょう。 

 

ちなみに私のブログは、「アロハ」と「ハワイ」のキーワードを選定したので、 

ブログのタイトルを「アロハとハワイの風を感じて」というタイトルにしています。 

（そのまんまなんですが、、、（汗）） 

 

また、ブログの紹介文の中にもいくつかのキーワードを散りばめると良いですよ。 

 

私のブログはこんな感じです 

「アロハとハワイの風を感じるようなアロハな日常を綴ります。ハワイ旅行、ハワイの

ホテル、ハワイのコンドミニアム、ハワイへの移住・ロングステイなどハワイに関する

情報をアロハの心に乗せて送ります。」 

 

 

３－５ キーワード出現頻度 

 

あなたが選んだキーワードが、あなたのブログのキーワードの中でどのくらいの割合を

占めているか、SEOの中でも重要であるといわれています。 

 

選んだキーワードが自然な形で記事やタイトルの中に散りばめ、上位に表示させたいキ

ーワードが全体の５～７％になるようにすれば良いと言われています。 

 

このキーワードの出現頻度は、 

 

「キーワード出現頻度解析」 

http://www.e-cross-japan.com/access-goten.seo-tu-ru.html 

で調べることができます。 
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私は「アロハ」と「ハワイ」をメインのキーワードにしていますが、その出現頻度を調

べてみましょう。 

 

 

ここに、ブログのURLを入力し、解析をクリックします。 
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このような結果が表示されます。 

この結果から見えるように 

「アロハ」というキーワードが、４．５６％ 

「ハワイ」というキーワードが、３．９４％ を占めていることがわかります。 

 

若干、割合が少なめかなという気がしますが、あまり極端に増やしすぎると不自然なの

でこれくらいがいいのかなぁと思っています。 
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時折、キーワードの出現頻度をチェックされることをオススメします。 

 

 

これで、キーワードに関してのお話を終えます。 

 

ここで、キーワードについてまとめておきましょう。 

 

 １．キーワードを選ぶ際には 

   ブログの目的と対象とする人を明確にする。 

 ２．ブログの目的と対象とする人に関連する単語をできるだけ多く考える。 

 ３．キーワードアドバイスツールプラスを使ってキーワードを絞り込む。 

   絞り込む際には、月間検索回数が多く、検索件数が少なく、 

   KEI値が大きいも のを選ぶと良い。 

 ４．キーワードをブログタイトルの左側に使用する。 

   また、紹介文にも散りばめる。 

 ５．キーワードの出現頻度を意識する。 

   全体のキーワードの中で選定したミーワードの割合が５～７％に 

   なるようにする。 

 

 

４．メタタグ 

 

次にメタタグについてお話します。 

 

まず、メタタグって何だろう？って思っている方に、簡単に説明します。 

 

メタタグは、HTMLタグのひとつです。 

HTMLは、Webページを表すためのプログラム言語で、ホームページやブログなどに
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表示する文字の大きさや形、画像ファイル名などを「タグ」という命令の間に記述する

ことで、その文字や画像をどのように表示するかを定義するものです。 

 

ちょっと分りにくいですね。 

 

HTML については、こちらの無料レポートがわかりやすいので興味のある方はこちら

を参考にしてください。 

 

『超図解！わかるとかんたん！できる！稼げる！「HTML」タグファイル【入門編】』 

 ⇒ http://www.muryoj.com/get.php?R=1138&M=583 

 

さて、肝心のmetaタグに話を戻しましょう。 

 

このmetaタグは、ホームページやブログの文書に関する情報を指定して、検索ロボッ

トに知らせるためのタグです。 

いわば、あなたのブログをアピールするためのタグなのです。 

 

このタグを利用して検索エンジン拾ってもらいます。 

 

 

４－１ メタタグを作成する 

 

それでは、具体的にお話しますね。 

 

ここで使用する要素は、次の２つ 

 “keywords” と “description” 

 

“keywords” は、検索で引っかかって欲しいキーワードを指定します。 
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“description” は、ブログの説明文を指定します。 

 

はじめに“keywords”を使いましょう。 

タグは次のようになります。 

 

<meta name=”keywords” content=”キーワード１，キーワード２・・・”> 

 

この“キーワード”の部分にあなたが選んだ、検索で引っかかって欲しいキーワードを

挿入します。 

複数挿入する場合は、カンマ（，）で区切って記述していきます。 

記述する順番は、より検索されて欲しい順番に左から記述するようにしましょう。 

どうも、先頭のキーワードから重要度が決まるようです。 

記述するキーワードの数は、５個から１０個くらいまでが一般的なようで、あまり多す

ぎると後ろの方のキーワードは無視されるようです。 

 

<meta name=”keywords” content=”ハワイ，アロハ，風，ハワイ旅行，ホテル”> 

こんな感じですね。 

 

次に“description”を使いましょう。 

タグは次のようになります。 

 

<meta name=”description” content=”紹介文”> 

 

この“紹介文”の部分に、あなたのブログの紹介文を記述します。 

ここで指定した紹介文は、検索結果のコメント部分で使用されますので、選定したキー

ワードを上手く散りばめて不自然な文章とならないよう注意しましょう。 

 

検索した人が、あなたのブログを訪れる際に読まれる文章なので、あなたのブログを見
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たい、訪れたいと思わせるように書くのが良いでしょう。 

 

ちなみに私のブログはこのように書いているのですが、、、センスがないですね。（笑） 

 

<meta name=”description” content=” アロハとハワイの風を感じるようなアロハな日

常を綴ります。ハワイ旅行、ハワイのホテル、ハワイのコンドミニアム、ハワイへの移

住・ロングステイなどハワイに関する情報をアロハの心に乗せて送ります。”> 

 

検索結果での表示はこのようになります。 
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４－２ メタタグを挿入する 

 

では、作成したメタタグをブログのテンプレートに挿入します。 

 

このmetaタグは、headタグで囲まれた部分に挿入します。 

 

<html> 

<head> 

<title>タイトル</title> 

<meta name=”keywords” content=”キーワード１，キーワード２・・・”> 

<meta name=”description” content=”紹介文”> 

</head> 

<body> 

・ 

・ 

・ 

</body> 

</html> 

 

 

 

 

それでは、FC２ブログで説明します。 

 

 

まず、管理画面にログインします。 

そして、“テンプレートの設定”をクリックします。 
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次に現在使用中のテンプレートの編集をクリックします。 

現在使用中のテンプレートにはフラッグが立っているので分ります。 

 

 

 

HTMLの編集をします。 

<head>～</head>の部分を探します。 
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そして、先ほど作成した 

<meta name=”keywords” content=”キーワード１，キーワード２・・・”> 

<meta name=”description” content=”紹介文”> 

 

この２つのタグを 

<head>～</head>の間に挿入します。 

 

 

ここで、ひとつ注意点なのですが、タグを挿入する際、挿入前の HTMLの編集画面を

メモ帳などにコピペしておきましょう。 

万一、間違ったときに元の状態に復元するため必要となるので必ず行いましょう。 
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そして、更新をクリックして終了です。 

 

以上で、終了です。 
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いかがですか、簡単でしょう。 

 

悩むより、まずは慣れろということですね。 

失敗したらまたやり直せば良いだけのことなので、是非、チャレンジして下さい。 

 

 

５．おわりに 

 

いかがでしたか、以上が私が行った SEO対策です。 

 

特別、難しい対策をしたわけではありません。 

 

わずかこれだけのことで、ブログ公開して１０日で Google検索４位に登場し、１４日

目には１位までに登りつめたのです。 

 

そして、今現在も１位の座をキープしています。 

 

SEO対策については、私が行ったこと以外にもたくさんの対策があると思います。 

何れの対策にも言えることは、まずは、実行してみること、そしてその結果を評価して

更なる対策を打つということだと思います。 

 

アフィリエイトをするにしても、アドセンスやアドワースなどを張るにしても、まずは、

ブログにアクセスを集めないことには話しになりません。 

 

皆さんもブログへのアクセスアップのために頑張って下さいね＾＾ 
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６．おまけ 

 

最後の最後に、私がいつも SEOを行うときに使っているチェックシートをご紹介して

終わります。 

 

SEO 対策の内容と日時をメモとして残すことで、その効果が確認できるので、私はい

つも様式の内容でメモを残すようにしています。 

もしよろしければ、参考にしてください。 

 

チェックシート 

検索順位 検索順位 

項目 
日

時 
内容 

ア

ク

セ

ス 
yahoo google 

日

時 

ア

ク

セ

ス 
yahoo google 

評

価 
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