




 はじめに
こんにちは。ブログ「ネタフル」のコグレマサトです。ぼくは、ブログからの収入で生活し

ている「プロ・ブロガー」です。本書では、同じくプロ・ブロガーである「和洋風◎」のするぷ
さんと2人で、ブログのテクニックをたっぷり100本お伝えします。

ぼくは1997年にメールマガジンで「インターネットにコンテンツを書く」ことを始め、
2003年にブログに移行し、2006年にプロ・ブロガーとして独立しました。そして今、2012
年に、これまでのテクニックを本としてまとめることには、何か時代の区切りをつける意
義があるように感じています。

近年、マスメディアではTwitterやFacebookなどソーシャルメディアがもっぱら話題で
すが、一方で、ぼくはブログの書き方や、ブログで収入を得る方法について質問される機
会が増えています。Webで自分の考えや経験をしっかりと書き、伝えるには、ソーシャル
メディアだけでは力不足です。厳しい時代の動きもあってか、ブログで自分のメディアを
持ち、そこから、収入に限らず人脈なども含め、生きる糧を得ることを真剣に考える人が増
えているのだと思います。

また、ぼくよりもちょうどひと回り（12歳）若いするぷさんと出会ったことも、大きな
きっかけになりました。これからの時代、若い世代の人たちが生き方を考えるとき、ブログ
という手段を使いこなせることは、かなりの強みになるはずです。

ブログの目的、ブログを書いてめざしたいことは、人それぞれです。本書ではブログで食べ
ていくプロ・ブロガーに必要なテクニックを収録していますが、本業の役に立てるためにブ
ログを書きたいという人、セルフブランディングのためにブログを書く人、副業としてブロ
グから収入を得たい人など、あらゆる目的を持つブロガーに役立つものとなっています。

おそらく、日本には、まだ数えるほどしかプロ・ブロガーはいないと思います。しかし、ブ
ログの可能性に注目している人は多くなっているはずです。そうした人たちのために、役
立つアプリやサービス、それらを組み合わせるアイデア、考え方など、近道になる情報を提
供したいと思います。

本書の執筆にあたり、第3の著者とも言えるくらいの存在感を発揮してくださった、編集
者でありブロガーの山田氏に感謝いたします。ありがとうございました。

多くのブロガーに手に取っていただき、新しいテクニックや、ブログを通じて開ける未
知の世界があることを知っていただけたら、こんなにうれしいことはありません！

Keep on blogging.

2012年2月
著者を代表して　コグレマサト
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ブログはソーシャルメディア時代の「ホーム」になる
「仲間」と「収入」をブログの目標に設定する
「まだ自分を知らない人」に向けて書くことからすべてが始まる
ブログの環境を再点検しよう

［01］ 毎日ブログを更新するためのルールを決めよう
［02］ ブログを「楽しんで書く」ことを大切にしよう
［03］ ネタ集めの効率を「Googleリーダー」で上げる
［04］ メールマガジンを「斜め読み」で活用する
［05］ 「まとめ」や「キュレーション」サービスの情報をうまく取り込む 
［06］ リアルタイムに「話題のネタ」をみつける嗅覚を磨く
［07］ 「Instapaper」にあとでまとめて読むネタを集める
［08］ SEOを考えて検索されやすいキーワードをタイトルに入れる
［09］ 思わず本文を読みたくなるフレーズをタイトルに加える
［10］ 記事の中で伝えたい要素は必ず1点だけに絞る
［11］ 記事に視覚的なメリハリをつけて読みやすくする
［12］ 公開した記事を読み返してミスを修正する
［13］ 「ネガティブな記事は自分に跳ね返ってくる」と心得る
［14］ 「ブログエディター」を利用して記事の執筆や管理を効率化する
［15］ よく使うフレーズの入力を「TextExpander」でラクにする
［16］ Webページからの引用やリンクを「ブックマークレット」でラクにする
［17］ ブログの記事作成に役立つ拡張機能でブラウザーを強化する
［18］ ブログ向けのデジタルカメラは「コンパクト」＋「マクロ性能」で選ぶ
［19］ 手軽なキャプチャーアプリ「Jing」で画面写真を撮影する
［20］ ブログの写真はできるだけ自分のサーバーに置く
［21］ 写真の編集に「Photo editor online」を利用する
［22］ たくさんの写真を記事に使うときはアプリで一括処理する
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［23］ 無料写真素材サービス「足成」の写真を使って記事をいろどる
［24］ ブロガーのモバイルパソコンはバッテリー重視で選ぶ 
［25］ 外出先でもブログを投稿するために通信回線を確保する
［26］ 「Dropbox」「Evernote」はブロガー必須のサービスだと心得る 
［27］ スマートフォンからブログを更新できるようにする
［28］ スマートフォンでブログを書くために

強力なテキストエディターを導入する
［29］ iPhone ／ iPad用のブログエディター「するぷろ」を利用する
［30］ ブログの表示をスマートフォン対応にする
［31］ もう1本記事を読んでもらうためのブログパーツを使う
［32］ 「Google Analytics」でアクセス解析のレポートを毎日見る
［33］ Google Analyticsの「リアルタイム」で記事公開後の反響をチェックする
［34］ Googleはブログをどう見ているか「ウェブマスターツール」で確認する
［35］ 「ChartBeat」でリアルタイムのアクセス状況を詳しく見る
［36］ スマートフォンでGoogle AnalyticsやChartBeatのデータを見る
［37］ よく読まれている記事の関連記事を書く
［38］ 読まれなかった記事の原因を洗い出し、もういちど書いてみる 
［39］ コメントや質問の多かった記事の「続き」を書く
［40］ 力を入れて書いたテーマの「まとめ」記事を書く
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［52］ 「RSS Graffiti」でFacebookに新着記事を自動投稿する
［53］ 高機能な「Facebookコメント」をブログのコメント欄にする
［54］ 「FBLkit」のブログパーツで「いいね！」が多い記事を紹介する
［55］ Facebookの「ソーシャルプラグイン」を利用する
［56］ ブログの「Google＋ページ」や「mixiページ」を作る
［57］ はてなブックマークのボタンをブログに設置する
［58］ 他のブログの記事をソーシャルメディアで積極的に共有する
［59］ 複数のソーシャルメディアとつながる「zenback」を設置する
［60］ 多機能なツールバー型ブログパーツ「Wibiya」を設置する
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［64］ ソーシャルメディアのスマートフォンアプリで反応をチェックする
［65］ コメントに対応しすぎて疲れてしまうことを防ぐ
［66］ 個人的でささいなことを、ソーシャルメディアで共有する
［67］ 気になるブロガーと思い切って実際に会う
［68］ ブロガー仲間と楽しいコラボレーション企画をする
［69］ 献本やレビュー依頼などは本当に興味のあるものだけを受ける
［70］ 苦手な相手とは距離を取りストレスを避ける
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ソーシャルメディア
時代に存在感を
増すブログ
Twitter、Facebook、Google+な
どソーシャルメディア全盛の今
だからこそ、ブログが持てる役
割、ブログにできることがあり
ます。本章では、今ブログを書く
ことの目的を確認し、基本的な
準備を整えます。
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ブログはソーシャルメディア時代の
「ホーム」になる
ソーシャルメディアとブログの関係を見直しましょう。一時のブームをすぎて
も使われ続けるブログの意義や、役割を確認します。

「記録」のこと。ITが
普及した現代では、
Webサイトのアクセ
スログ、電子マネーの
利用記録など、さまざ
まなログが存在する。
Webにユーザーが投
稿した内容も「ログ」と
呼ばれることがある

ログ

「Web+Log」の 造 語。
Web上の日記、エッセ
イなどのコンテンツや
サイトのことを指す。
本書では、ブログ用に
開発されたソフトウェ
ア（ブログツール）で
運営されているWeb
サイトの名称として使
用する

ユーザー参加型で、
社会的な人のネット
ワークが生成される
Webメディア。本書で
は、mixiなど のSNS、
Twitter、Facebook、
Google+な ど、ブ ロ
グではない、コミュニ
ケーション機能を中
心としたWebサービ
スの総称として使用
する

ブログ

ソーシャル
メディア

 ブログとソーシャルメディアが相乗効果を生む
ぼくがブログ「ネタフル」を始めたのは、2003年7月です。今年

（2012年）の7月をすぎれば、ブログを書き始めてから10年目（！）と
いうことになります。

世間で「ブログブーム」と言われたのは2005年ごろでしたが、近
年はTwitterやFacebookなどのソーシャルメディアがブームで、ブ
ログは「過去のもの」と思われることも多いかもしれません。

しかし、そうではないのです。各種ソーシャルメディアを使いこ
なしながら、同時に10年近くブログを続けている人はおおぜいいま
す。また、ソーシャルメディアを楽しんでいるうちにブログも始め
た、という人も少なくありません。ソーシャルメディアで有名な人、
活躍している人の多くは、自分のブログも持っています。

ブログとソーシャルメディアは、どちらも「ネット発のブームに
なったもの」で「ユーザーが情報発信するツール」という点では共通
するものの、本質的には似て非なるものです。そして、両者をうまく
組み合わせることで、大きな相乗効果を生み出すことができます。

 大事な「ログ」は自分でコントロールすべき！
Webでは「ログ（Log：記録）」がとても大きな価値を持ちます。ログ

にはTwitterのツイート、Facebookでの投稿、ブログの記事などの
ユーザーが能動的に書いたものの他、アクセスログ（履歴）や検索履
歴のような、ユーザーの行動を自動的に記録したものまでも含みま
すが、ここでは主に前者を指します。

例えばぼくが、毎週Jリーグの「浦和レッズ」の試合を観に行った
ことをツイートしたり、ブログに書いたりすることで、ぼくの浦和
レッズに関するログが蓄積されます。そして、それを読んだ人が「コ
グレは浦和レッズがかなり好きらしい」と認知してくれます。浦和
レッズについて検索してネタフルにたどり着き、ぼくのことを知っ
てくれる人もいます。

Web上のログは自分の断片のようなもので、そのひとつひとつか
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ら、他のユーザーから見た自分のイメージが形作られていきます。
そして、それがぼくに何かを持ってきてくれることがあります。以前
には、Webでぼくのことを知った「浦和レッズマガジン」という雑
誌の編集部から、連載記事の依頼をいただいたことがありました。
Webで発言してログを蓄積していくことが、結果としてそのような
チャンスにつながることもあるのです。

ソーシャルメディアの流行に乗って利用するサービスを変えて
いくと、ログを書く場所も、そのたびに変わります。すると、そのたび
にログがリセットされ、ゼロからのスタートとなってしまいます。こ
れは非常にもったいないことです。

 ブログは自由に書ける「俺メディア」
それに、ぼくたちの書きたいことは、必ずしもTwitterの140文字

や、Facebookが用意している形式の中に収まるものではありませ
ん。ソーシャルメディアを利用していると、自然とそのツールが規
定する形式に合わせて書いてしまうものですが、もっと自由に書け
るツールがあれば、発想を広げて、思いどおりのログを作っていく
ことができます。

そのために最適なツールが、ブログです。ブログは自由にログを
書き、いつまでも消えないように保存して、また、いつでも見ること
ができます。自分のすべてを表現し、記録できる、ソーシャルメディ
アに対する「俺メディア」と言えるのが、ブログなのです。

 ブログがWebでの「ホーム」になる
一方でソーシャルメディアは、人の集まりやすさや、コミュニ

ケーションのしやすさという点で、ブログよりも優れています。そこ
で、両者の長所を組み合わせて活用しましょう。仲間とのあいさつ
や、話し合いなどはソーシャルメディアで行い、大事なこと、長く残
したいことはブログに書いてからソーシャルメディアで「ブログに
記事を書きました」と知らせて読んでもらうようにします。

つまり、ブログをWeb上の自分の「ホーム」——拠点、中心として、
それぞれのソーシャルメディアには「出張」するような感覚で利用
するのです。こうすることで、ソーシャルメディアの流行がどれだ
け変わっても大事なログが消えてしまうことはなく、ログによって
ソーシャルメディアでのコミュニケーションを加速することもでき
ます。これが、ソーシャルメディアとの相乗効果を生むブログの活
用方法です。 コグレ
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「仲間」と「収入」をブログの
目標に設定する
あなたがブログを書く目的は何ですか？　最終的な目的は人それぞれです
が、ブロガーにとって大切な「仲間」と「収入」について考えます。

ページビュー
Webページにどれだ
けアクセスされたかの
数字。「アクセス数」と
呼ばれることもある

 「仲間」が増えればチャンスも増える
皆さんがブログを始めたきっかけ、ブログを書いてめざす目的は

何でしょう？　「毎日のできごとを記録し続けたい」「好きなことに
ついて知ってもらいたい」といった素朴なものもあるでしょうが、本
書を手に取ってくださるような人ならば「人気ブログを作りたい」

「ゆくゆくは本を出したい」「セナミーの講師をしたい」というよう
な、自己実現をめざしている人が多いと思います。

では、ブログを通じて自己実現するためには、どのようなことが
必要でしょうか？　ぼくは自分の経験から、ブログを通じて自己実
現に限らず何か新しいことを生み出すためには、1にページビュー、
2に仲間が必要になると考えています。

ページビュー、つまり注目や支持が増えれば、そこから仲間ので
きるチャンスも増えます。また、ネット上に仲間が増えれば、みんな
が読んでくれたり紹介してくれたりしてページビューが増えやすく
なります。なので、どちらが先かとは一概には言えないのですが、い
ずれにしても、まずはブログをとことん書き続け、ログを蓄積してい
くことが重要です。それによって、ページビューも仲間も結果的に
ついてくる形になります。

仲間が増えれば、つきあいの中で、オフ会や勉強会に参加する機
会も増えます。そこから、出版や講演といった、さまざまな自己実現
のチャンスにめぐりあう可能性も、おのずと高まります。共著者の
するぷさんと知りあったのも、ブログがきっかけでした。そして、こ
の本も、ブログを通じて知りあった仲間とのつきあいの中で生まれ
たものだと言えます。

具体的な自己実現は考えていなくても、一緒に話したり遊んだり
する仲間が増えて困ることはないでしょう。ブログで情報を発信し
たり、ソーシャルメディアを利用したりしている人は、誰しも自分の
ことを知ってほしい、誰かと出会いたい、と思っているのではない
でしょうか。「仲間を得る」ということは、ブロガーなら誰もが目標と
する意味があることの1つだと考えています。
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アフィリエイト
「提携」の意味を持つ。
Webページを運営す
るユーザーがオンラ
インストアなどと提携
して広告を掲載し、一
定の条件（商品の販
売など）が満たされた
ときに報酬が支払わ
れるしくみ。ユーザー
とオンラインストア
の仲介をする事業者

（アフィリエイト・サー
ビス・プロバイダー：
ASP）も存在する

 「収入」を得れば、ブログにもっと力を入れられる
いったんページビューの話に戻りましょう。ブログのログ=記事

にアフィリエイト広告を掲載すれば、ページビューに応じて収入が
得られます。有益な記事が支持されてアクセスが集まると、それが
収入につながり、モチベーションにもつながります。そして、収入が
増えれば生計を立てることだって可能になります。

ぼく自身、2006年からは、海外で言うところの「プロ・ブロガー」
として、ブログを書くことで生計を立てています（家族4人暮らしで
す）。共著者のするぷさんも、2008年からブログの収入で生活して
います。

また、生計を立てられるほどの収入ではなくても、趣味で書いて
いるブログの維持費や、趣味のガジェット購入費の一部をアフィリ
エイト収入でまかなっている友人はたくさんいます。

ブログから収入が得られれば、ブログのための活動に、さらに力
を入れることができます。例えば毎月5000円程度の収入が見込め
るならば、ブログのためにモバイルWi-Fiルーターを買ってもいい
かな、と考えられるでしょう。数万円単位の収入があれば、ちょっと
した副業として時間を割くことも考えられます。やがてはプロ・ブロ
ガーとして……ということも、夢ではありません。

それに、「忙しいから」「お金がないから」という理由でブログをや
めてしまう人もいますが、収入があれば、やめずにすむ場合もあり
ます。「ブログで稼ぐ」ことは重視しない人でも、収入があって困る
ことはないはずです。

 ブログ運営の基礎→仲間→収入の順にめざそう
以上のことから、ブログを書くならば「仲間」と「収入」を得ること

をめざそう！　とぼくたちは提案します。ブログの最終的な目的は
人それぞれでも、この2つを意識してめざすことは、必ずプラスにな
ります。

本書では、第2章でブログの運営の基礎となる「書き続ける」ため
のテクニックを解説します。文章の書き方、アクセス解析の使い方
などを、ここで身につけましょう。

そして第3章では、ソーシャルメディアを活用して「仲間」を得る
ためのテクニック、第4章ではアフィリエイトで「収入」を得るテク
ニックを解説します。順番にテクニックを試して、この2つの目標に
近づいていってください。 コグレ
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「まだ自分を知らない人」に向けて
書くことからすべてが始まる
ページビューを増やすこと、書き続けることについて、少し補足しましょう。
ブログの特長を考えていくと、そのためのヒントがみつかります。

「Permanent（ 不 変
の）」+「Link（リンク）」
からの造語。記事ごと
に単一のURLを持つ
Webページが生成さ
れ、そのURLが不変と
なるしくみ、またはそ
のURLのこと。ブログ
と同時に普及したしく
みで、記事ごとのリン
クがしやすく、古いリ
ンクが切れてしまうこ
とがないためメンテナ
ンス性がいい、などの
特長がある

パーマリンク
 読者の大半は「まだ自分を知らない人」
「仲間」と「収入」といっても、ずいぶんと遠くにある目標のように

感じられる人もいるかもしれません。そこで、こんどは手近なところ
にある重要なポイントを考えてみましょう。

ブログの記事を書くとき、その記事をどんな人が読むだろうか、
とイメージすることはありますか？　ソーシャルメディアでの投
稿は、自分をフォローしてくれている人、友達になっている人など、
すでに自分のことを知っている人が読みます。しかしブログの場合
は、検索エンジンなどからアクセスしてきた、自分のことを知らない
人に読まれることが多くなります。

ブログの特長に「検索エンジンでヒットしやすい」ということがあ
ります。ブログツールは、いちど公開した記事のURLがずっと変わ
らない「パーマリンク」という特性のため古い記事にもアクセスが
集まりやすく、またブログ特有のサイト構造も、検索エンジンに対
して有利に働くとされます。個々のブログによって割合は異なりま
すが、だいたいアクセスの全体の50 〜 70%前後は、検索エンジン
からきた、自分のことを知らない人になるはずです。

 初めての人、自分を知らない人に向けて書こう
ここに、ページビューを増やし、仲間を得るための（そして収入も

得るための）重要なヒントがあります。それは、自分のことを知らな
い人向けに書くことが大切だ、ということです。

例えば、新しいデジカメを買ったことを書くとき、「昨日いつものメ
ンバーで駅前の店に行ったら、前からほしかったデジカメが安くなっ
ていたので買っちゃいました！」というような書き方をすることもあ
るでしょう。これをソーシャルメディアで読んだあなたの友達は、「い
つものメンバー」とは誰か、「駅前の店」とはどこか、「前からほしかった
デジカメ」とは何かを、だいたいわかってくれていると期待できます。

しかし、検索エンジンで記事をみつけた、あなたのことを知らない
人が読んだら、この文章からは何の具体的な情報も読み取ることが
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ライフメディアリサーチバンク「ブロ
グに関する調査（2010年9月）」より
有効回答者数1200。アクセス数別の数
字は参考値（500pv/日以上の回答者は
全体の約1.7%）

あなたがブログを書く目的はなんですか？
63.3％

38.0％

22.2％

18.9％

19.0％

16.9％

17.4％

12.5％

9.2％

9.6％ 31.6％

12.8％
0.0％

47.4％

22.1％

26.3％

15.8％

38.4％
63.2％

63.5％
73.7％自分の日記、備忘録として

自分の考えや感じたことを
発信したいため

気分転換・ストレス解消

数多くの人に影響を
与えたいため

発信する情報を通して、
他人の役に立ちたいため

家族・友人・知人への近況
報告のため

収入を得るため

500pv/日未満

500pv/日以上

全体

http://research.
lifemedia.
jp/2010/09/
100929blog.html

できません。たまたま1回ブログにアクセスしただけで、特に興味を
持ってくれることもないでしょう。

ブログに限らず、ぼくたちは継続的に書いていると、相手も継続的
に読んでくれているように思いがちです。もちろん継続的な読者も
いますが、読者の過半数が初めての人ならば、毎回、初めての人でも
読めるような書き方をすることが大切です。

デジカメを買った例であれば、製品名をきちんと書き、どこに注目
していたかや、使ってみての感想などを書くようにすると、同じ製品
に注目していた人が興味を持ってくれるかもしれません（より詳しく
は、以降のテクニック8や10で解説します）。

 よく読まれるブログの書き手は目的意識が違う
ライフメディアリサーチバンクが2010年に発表した「ブログに関

する調査」によると、ブログの1日のページビューが500を超えるブ
ロガーは、それ未満のブロガーよりも、ブログを書く目的として「発
信する情報を通して他人の役に立ちたい」や「自分の考えや感じた
ことを発信したい」ということを挙げた割合が高かったそうです。

つまり、ページビューの多いブログを運営するブロガーは、そう
でないブロガーに比べて「仲間内だけでなく、知らない人に向けて
情報を届けたい」ことの意識が強い傾向があると見ることができま
す。これは、ネタの選び方や文章の書き方などにも、先に挙げたよう
な違いとして現れるはずです。 するぷ

ライフメディア
リサーチバンク

「ブログに関す
る調査」
以下で全調査結果を
閲覧できる
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ブログの環境を再点検しよう
テクニックの解説に入る前に、ブログ環境を見直します。テクニックを十分に
使えるブログ環境になっているか確認しておきましょう。

「 g o o g l e . c o m 」
「impress.co.jp」など、
インターネット上の
サーバーやネットワー
クを識別するための
名前の一種。Webサー
バーの名前の一部や、
メールアドレスの一
部などとして利用され
る

ドメイン
 パーマリンクのために大切な「独自ドメイン」
ブログが検索に強いこと、その理由に「パーマリンク」があること

は、前のページでも触れましたが、ブログの重要な特長のひとつで
す。TwitterやFacebookもパーマリンクを持っていますが、過去の
記事がブログのようにアクセスされることはありません。それは、サ
イトの構造がブログとは違うためです。

一方でブログは、パーマリンクと特有のサイトの構造のおかげ
で、検索エンジンから古い記事にもアクセスが期待できるだけでな
く、自分で古い記事を紹介する（新しい記事からリンクするなどし
て）こともできます。つまり、ブログは書いたら書いただけログが蓄
積され、ページビューや仲間作りのきっかけ、収入、知識など、さま
ざまな面で自分にプラスになっていきます。引き算がない「足し算」
だけで考えられるメディアなのです。

この「足し算」を長く続けるためには、独自ドメインでパーマリン
クを維持することが必要です。もしも今利用しているブログサービ
スが終了してしまうことになったとき、サービスのドメインを利用
していた場合には、パーマリンクを引き継げません。しかし、自分で
ドメインを持って自分のサーバーでブログを運営していれば、同じ
パーマリンクのままで別のサーバーに移ることが可能です。

また、自分のドメインを持てば、同じドメインのメールアドレスを
持つこともできます。覚えてもらいやすいドメインは、セルフブラン
ディングに有利になるというメリットもあります。

 最大限の自由度があるインストール型ツール
ブログは、カスタマイズの自由度が非常に高いことも特長です。

気に入ったテンプレートを探してデザインを変更できる他、HTML
や画像加工などの知識があれば自分でゼロからデザインすること
もできます。

また、記事の内容も自由です。文字数制限がないのはもちろん、
挿入する画像の点数やレイアウトの制限も基本的にはなく（ブログ
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ツールによっては制限がある場合もあります）、その自由度の高さ
は、まるでWeb上の総合格闘技のような「何でもあり」状態。ぼくは、
自分が開発したiPhone/iPadアプリの紹介や解説も自分のブログ
に掲載していますが、画像や文字を複雑に組み合わせたページを自
在に作るには、やはりブログが適しています。

こうした自由さを最大限に発揮できるのは、サーバーにインス
トールするタイプの（インストール型の）ブログツールです。本書で
紹介するテクニックをすべて使うためには、レンタルサーバーと独
自ドメインで自分のドメインのサーバーを持ち、インストール型の
ブログツール「Movable Type」か「WordPress」を利用した環境をお
すすめします。

この2つのツールは人気が高く、ノウハウが多数公開されていま
す。また、機能を拡張する「プラグイン」と呼ばれるソフトもさまざま
なものが公開されていて、カスタマイズが自在です。

Movable Typeはブログブーム初期から広く使われているツール
で、Webページを静的生成（ツールがHTMLを生成してサーバーに
保存する）し、比較的サーバーにかかる負荷が低く、管理もしやすい
のが特長です。一方でWordPressは近年ユーザー数を大きく伸ばし
ている人気のツールです。動作が高速なのが特長で、Webページ
は動的生成（アクセスがあるたびにプログラムが動いてHTMLを生
成する）となります。ページビューの多いブログではサーバーの負
荷が大きくなるため、月間数十万〜百万ページビューを超えるよう
なブログを運営するには、強力なサーバーか、高度な高速化のノウ
ハウが必要になります。本書の著者2人は、Movable Typeを利用し
ています。

 サービス型ブログツールはメンテナンスフリー
インストール型に対して、いわゆる「ブログサービス」として提供

されているサービス型のブログツールは、自由度が多少制限される
かわりに、メンテナンスをすべてサービス側にまかせられるのが利
点です。

技術的なことはわからないから、サーバーの管理は一切やりたく
ない、書くことに集中したい人には、独自ドメインが利用できるブロ
グサービスを利用するという選択肢もあります。レンタルサーバー
や各種サービスについて詳しくは、次のページを参照してくださ
い。 するぷ

Six Apartが 提 供 す
るブログツール。ブロ
ガー向けには無料の

「個人ライセンス」が
適用されるが、商用利
用には有料。開発者向
けのオープンソース
版（無料）もある

Movable Type

http://www.
sixapart.jp/
movabletype/

オープンソースのブ
ログツール（無料）

WordPress

http://
ja.wordpress.
org/
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Column
著者2人が利用しているものを中心に、ブログ環境のためのサービスを紹介します。現在コグレ

さんは「さくらのレンタルサーバー（法人向け）」＋「バリュードメイン」＋「Movable Type」、ぼくは
「さくらのレンタルサーバー（プレミアム）」＋「さくらのドメイン取得」＋「Movable Type」を利用し
ています。また、以前にコグレさんは「80code」、ぼくは「ロリポップ！」「heteml」の利用経験がありま
す。 

おすすめのブログ関連サービス、ツール

レンタルサーバー

さくらインターネットが提供。月額125円のプランからあるが、ブログには月額500円の「スタン
ダード」が最適

さくらのレンタルサーバー http://www.sakura.ne.jp/

80 Code Consulting提供。比較的大容量で低料金なのが特長。プランは月額480円の「共有サー
バーベーシックプラン」から

80code http://www.80code.com/

paperboy & co.提供の低価格レンタルサーバー。月額263円の「ロリポプラン」がおすすめ

ロリポップ！ http://lolipop.jp/

paperboy & co.提供のプロ・企業向けレンタルサーバー。月額1500円から

heteml http://heteml.jp/

ブログサービス

TypePadが提供する、Movable Typeのサービス型に相当するブログサービス。月額980円で独
自ドメインの利用も可能

TypePad http://blog.typepad.jp/

AUTOMATIC（WordPress開発メンバーの一部を含むチーム）が提供する、サービス型の
WordPress。年額99ドルの「バリューパック」にすると独自ドメインの利用が可能

WordPress.com http://ja.wordpress.com/

NHN Japan提供。無料のブログサービスだが、月額315円の「PRO」プランから独自ドメインが
利用可能

ライブドアブログ http://blog.livedoor.com/

ドメイン管理サービス

さくらインターネット提供。年間1800円からドメイン取得/管理ができる

さくらのドメイン取得 http://www.sakura.ne.jp/domain/

デジロック提供。年間920円からドメイン取得／管理ができる

バリュードメイン http://www.value-domain.com/

paperboy & co.提供。年間580円からドメイン取得/管理ができる安さで人気

ムームードメイン http://muumuu-domain.com/

するぷ
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ブログを
書き続けるための
スタイルを
身につける
ブログでもっとも大事なこと
は、「書き続ける」ことです。まず
は基本的な心構えから記事の書
き方、書いた結果の振り返りと
改善の方法まで、書き続けるた
めに必要なテクニックを解説し
ます。

02
Chapter



 コンスタントに書いて、肩の力を抜くことが大切
セミナーなどで「ブログはどのくらいの頻度で書いたらいいので

しょうか？」という質問をいただくことがあります。答えは決まって
います。「もちろん毎日書く」です。

毎日書けば記事数が増え、ページビューも増えやすくなります
が、そうしたこと以上に大事な理由があります。

間を空けて記事を書くと、余計な力が入ります。すると、往々にし
て余計な力の入った書き方は見透かされてしまうようで、期待する
ほど反響が得られないものです。一方で、まったく力を入れずに10
分ほどで書いた記事が大反響となることもあります。

反響のあるなしという意味で言えば、ブログの記事の価値を判断
するのは読者です。書き手が記事の当たりはずれをコントロールす
るのが難しいことを野球に例えた「あのイチロー選手ですら、打率
は3割そこそこ」という話があります。ブロガーにできることは、打席
に立ち続け、ピッチャーゴロでもいいので、バットを振るのをやめな
いでいることしかありません。

だから気合いを入れて記事を書くことより、自分としては70 〜
80点ぐらいの記事でいいので肩の力を抜いてコンスタントに書き
続けることが大切で、そのためには毎日書くことが有効なのです。

 1日の中でブログに使う時間を決めよう
毎日コンスタントに書くために、毎日の生活にブログを書く活動

を組み込みましょう。ネタ集めは、通勤中にスマートフォンで、また
は家族と一緒に見ているテレビ番組から、友達との会話からなど、
さまざまな場面でできます。どのような場面で意識的にネタ集めを
するかを決めて、毎日行うことを心がけましょう。

ブログを書く時間は、1日の中でここ、と決めておきます。朝でも
夜でも、決まったタイミングに決まった時間に手を動かす（記事を書

毎日ブログを更新するための
ルールを決めよう

ブログを書くならば、毎日更新することを目標にしてルールを作りましょう。習
慣化して、長く続けられるようになります。
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く）ことを決めると、そのうち書かないことが気持ち悪いと感じるよ
うになり、自然にブログを書くことが続けられるようになるのです。

ぼくは会社勤めをしていたころ、たくさんの記事を書きたくて、朝
は早起きしてブログを書き、昼は早く昼食をすませて書き、夜は夜
更かしして書き……というやり方で、多い日には1日に20本ほど書
いていたことがあります。

そこまで時間を使うのは難しいかもしれませんが、まずは、朝か
寝る前に30分ほどの時間を作って、1本の記事を書くようにしてみ
ましょう。ネタ集めは移動中などの10 〜 15分程度で行うことにし
て、パソコンの前に座って30分で記事を書き上げるのです。

ここまでができたら、毎日アクセス解析のデータを見て、「ひとり
反省会」をする時間をできるだけ取りましょう（ひとり反省会は、時
間が取れなかったら週に1回ぐらいでもかまいませんが、データは
毎日見ましょう）。書きっぱなしでは、なかなか進歩がありません。ど
のような記事が読まれたか、どのようなキーワードで検索されたか
などを調べて、今後に活かすのです。 コグレ

こんな結果が出る！
毎日書き続けていると変に気合いが入ることがなくなり、肩の
力を抜いて書けるようになる1
ブログが習慣として身につくと「書かないことが気持ち悪い」
と感じるようになり、必然的に書き続けられる2

ネタフルでは1日10 〜 15本程度の記事を公開（土日は基本的に休み）。1本の記事を書く時間は
10 〜 30分、長くて1時間ほど、ネタ集めには1日3時間ほどを使っています
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ブログを「楽しんで書く」
ことを大切にしよう

基本的な心がけとして、ブログは書くことそのものを楽しむのが大切です。その
気持ちが、やがては大きな目的を達成することにもつながるものです。

 「楽しんで書いている」と伝わることが大切
ブログを続ける秘訣は？　と誰かに聞かれたら、ぼくは「楽しむ

ことです！」と答えます。ページビューが伸びることよりも、コメン
トをもらうことよりも、ブログを書くことそのものが「楽しい」と思
えることが、いちばん大切です。

雑誌や商用のWebメディアの記事には、苦しみながら書かれたも
のもあるかもしれません。しかしプロの記事には、圧倒的な情報量
や斬新な切り口などの「読ませる要素」が別にあります。それに対し
て、個人ブログがどこに「読ませる要素」を持てるかといえば、書き
手自身が心から楽しんで書いていること、好きなことを発信してい
ることではないでしょうか。

さらに言えば、その気持ちから生まれる真に迫った表現や、ネタ
の徹底的な掘り下げや、いちはやくレポートしたい！　という姿勢
が「読ませる要素」になるのです。

 楽しく書くために、できるだけ負担を減らす
しかし、ブログで収入を増やしたいとか、自己実現をしたいと

いった目標があると、「楽しむ」より「目標に向けて黙々と努力する」
ことに意識が向かってしまうことも多いでしょう。「楽しむ」ことを
忘れないために、ぼくは次の3つのことを心がけています。

1つ目は「好きなネタだけを選んで書く」こと。ページビューが稼
げそうなネタをみつけても、好きでもないことを書くのは、どこかで
無理が出てしまい、続けられないものです。

2つ目は「書く」以外の作業をできるだけツールで自動化・簡易化
して、書くことに集中すること。画像の加工やHTMLのタグを書く作
業などが簡単にできるようになれば、それだけ身軽に、楽しく書け
るようになります。

そして3つ目は「無理をしない」こと。テクニック1とやや矛盾する
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と感じられるかもしれませんが、ぼくは、ネタがないときや、気分が
乗らないときには、無理して書かないことにしています。

 書き続けるハードルを下げよう
コグレさんはテクニック1で、力まず、肩の力を抜いて書くことが

大切で、そのためには毎日書いて習慣化するといいと解説していま
した。ぼくもある程度のルール（1日に1回はフィードをチェックして
ネタを探す、ネタになりそうな飲食店では食べ物の写真を撮ってお
く、など）を決めていますが、合わせて「書けなかったときのことを気
にしない。また明日！」という心構えを持つことも、ぼくにとっては
リラックスして書くために必要です。

ブログのスタイルは人それぞれで、コグレさんとぼくの間でも、
違いがあります。もっとも大切なのは「ブログを書き続けること」で
す。そのハードルを下げるために、自分に合ったルールや心がけを
身につけていってください。 するぷ

こんな結果が出る！
自分自身が楽しむことで、ブログを無理なく続けられるよう
になる1
楽しんで書くことで、個人ブログならではの魅力が出た記事
が書ける2

フィードをチェック
詳しくはテクニック3
を参照。よく読むブロ
グやニュースサイトの
新着記事をチェック
すること

和洋風◎では、1日平均1本以上の記事を公開。1本の記事を書く時間は30分程度から、気合いを
入れて数時間かかることも。思ったより反響がないこともありますが、自分が楽しければOKとめ
げずに書いています
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ネタ集めの効率を
「Googleリーダー」で上げる

ブログを書くにはネタ集めが最重要！　そのためにはフィードの活用が不可欠
です。Googleリーダーで、効率よくネタを収集しましょう。

 限られた時間で多くのネタを集めるために最適
ブログのネタ集めでは、他の人のブログやニュースサイトを

チェックして、読者に紹介したい記事や、話の肴にしたい情報を探
します。このときにフィードリーダーは欠かせません。

フィードリーダーには多くの種類がありますが、おすすめは
Googleリーダーです。連携して利用できるサービスやアプリが多
く、Googleリーダーにフィードを集約して、パソコンやスマート
フォンからは好みのアプリで読むようにすると、最高の使い心地
と、最高の情報収集効率が得られます。

ぼくはGoogleリーダーそのものを使う機会はほとんどなく、
Mac、iPhone、iPad用の「Reeder」というアプリを利用しています。
動作が速く、記事の一覧が見やすく、そして何よりカッコいいデザ
インで充実感を得られることが魅力です。

Googleリーダーにブログやニュースサイトのフィードを登録します。100サイト以上を登録し
ても、新着記事をスムーズにチェックできます

フィード
ブログやニュースサイ
トが提供している記
事情報のファイルの
こと。ファイル形式は

「RSS」や「Atom」と呼
ばれる

フィード
リーダー
多数のサイトのフィー
ドを収集し、新着記事
をまとめてチェックし
て読むためのサービス

Googleリーダー
Googleが 提 供 す る
フィードリーダーサー
ビス

http://www.
google.co.jp/
reader/

Silvio Rizziが 提 供
するGoogleリーダー
クライアント（Google
リーダ ーに 登 録し
たフィードを読むア
プ リ ）。Mac用（850
円）、iPad用（450円）、
iPhone用（250円 ）が
あ る。Mac用 はMac 
App Storeで 購 入で
きる

Reeder
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 無理なくチェックできる数だけを登録しよう
おもしろい記事が書かれている、ネタ元として継続的にチェック

したいブログやニュースサイトは、どんどん増えていくものです。
多数のサイトをブラウザーで見てまわるのは大変ですが、フィード
リーダーでは登録したサイトの新着記事をすべてまとめてくれる
ので、サイトが増えても苦になりません（ただし後述するように、限
度はあります）。

Googleリーダー、またはReederに表示された記事のタイトルの
一覧をチェックし、気になる記事の本文を読みます。そして、ブログ
のネタにしたいものや、あとでよく調べたいものは、Instapaper（テ
クニック7参照）に保存します。スターをつけておいてもいいでしょ
う。気になる記事以外は、まとめて既読にしてしまいます。

Reederは、ちょっとした隙間時間にiPhoneからチェック、少し落
ち着いてiPadでチェック、作業の合間にはMacでチェック、という
ように、いつでもネタ集めができるのもいいところです。既読情報
はデバイス間で同期されるので、同じ記事を2回見ることはありま
せん。

このようにするとネタ集めをとことん効率化できますが、たくさ
ん読めるからといってチェックするサイトを増やしすぎると、どこ
かで読みきれなくなってしまいます。

100サイト程度のフィードは通常10分足らずでチェックできます
が、更新が非常に多いサイトをチェックする場合や、じっくりフィー
ドを読みたい人の場合は、もっと時間が必要になるでしょう。

ネタはナマ物なので、ため込んでもいいことはありません。毎日
のネタ集めに使える時間の中で、無理なくチェックできる数にとど
めましょう。最近あまり読むネタがないな、と思うサイトは、適宜登
録をはずすことも必要です。また、旅行などで数日間ネタ集めがで
きなかったときには、大変な数の未読記事がたまってしまうことが
あります。そのようなときは、すべてを既読にして、次の新しい記事
を待つことにするのも、悪くありません。  するぷ

こんな結果が出る！
多数のブログやニュースサイトから、短時間でネタを収集で
きる1
ネタ集めをとことん効率化することで、じっくりと記事を書
くことができる2
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