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・著作権について 

本冊⼦並びに本冊⼦の表記は、著作権法で保護されている著作物です。 

本冊⼦の著作権は発⾏者にあります。 

本冊⼦の使⽤に関して、以下の点を⼗分ご留意ください。 

 

・使⽤承諾に関する契約 

本契約は、本冊⼦を持つ個⼈・法⼈（以下甲）と発⾏者（以下⼄）との間での契約

です。 

本冊⼦を甲が受理し開封したことにより、以下の契約に同意したことになります。 

 

第⼀条 本契約の⽬的 

⼄が本冊⼦に含まれる情報を、本契約に基づき甲がしようする権利を承諾するもの

です。ただし、使⽤は⾮独占的なものに限られます。 

 

第⼆条 禁⽌事項 

本冊⼦に含まれる⼀切の情報は、著作権法によって保護されます。本冊⼦に含まれ

る情報を、甲は⼄の書⾯による事前許可なくして出版・講演活動およびメディア配

信などによって⼀般公開することを禁じます。また、電⼦メディアによる配信等に

よって⼀般公開することを禁じています。特に当ファイルを 第三者に渡すことは

厳しく禁じます。甲は⾃らの所属する会社や組織においてのみ、本冊⼦に含まれる

情報を使⽤できるものとします。 

 

第三条 損害賠償 

甲が本契約の⼆条に反し、⼄に損害が⽣じた場合には、⼄は甲に対し違約⾦を請求

する権利を有するものとします。 

 

第四条 契約の解除 

甲が本契約に反したと⼄が判断した場合は、⼄は使⽤承諾に関する契約を解除する

ことができるものとします。 

 

第五条 免責事項 

本冊⼦に含まれる情報の使⽤責任の⼀切は甲にあり、この情報により甲に損害が⽣

じても、⼄は⼀切の責任を問われません。 
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この度は、 
私の無料レポートをダウンロードして頂き、本当に感謝です♪ 
 
 
⾃⼰紹介から簡単にさせて頂きます。私の名前は「⽮野昭⼆」です。 
 
私は、インターネットビジネスを始めて３年⽬になります。 
 
ブログアフィリエイト・サイトアフィリエイト・フェースブックアフィ
リエイトなど、多くのジャンルのアフィリエイトを経験してきました。 
 
⾼額塾にも⼊塾して、そこでいろんなことを学んできました 
 
そして、 
稼げるまでには、時間もかかり、寄り道もいっぱいしてきました。 
 
でも、今では 
毎⽉、安定した収⼊をネットビジネスだけで得られるようになりました 
 
新しくアフィリエイトをされる⽅や稼げなくて悩んでおられる⽅に 
わたしのように、迷ったり、時間をかけずに最短距離で稼げることが出
来るようにと、このレポートを作成いたしました。 
 
 
もっと詳しいプロフィールは下記ＵＲＬでも確認できますので 
 
少しでも興味を持たれた⽅はコチラからご覧いただきたいと思います。 
 
http://navi-info.org/profiel 
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はじめに 
サテライトブログからの被リンク 

 

サイトを上位表⽰させるには、やはりリンクが必要です。 

 

外部リンクの効果に懐疑的な⾵潮がありますが、⾃作⾃演でも

Google に感付かれないように注意さえすれば、かなりの効果があり

ます。 

 

SEO 対策は、やり始めたらキリがありません。 

SEO 業者からの誘惑もあるでしょう。 

 

でも、お⾦をかけない有効な⽅法に絞って実践してみました。 

 

このレポートでは、私の実践経験をベースにサテライトブログからの

効率的で効果的な被リンクの⽅法を解説していきます。 

 



【こんな⽅法があったんだ︕】⽬からウロコの必勝 SEO 

１時間半でサテライトブログ６０記事が作れる 

【Google に気づかれない⾃作⾃演の被リンクを送る究極の⽅法】 

-  – 
Copyright (C) 矢野昭二  All Rights Reserved.  

5

 

Google に気づかれない効果的な被リンク 
 

⾃作⾃演の外部リンク対策は、いかに⾃然に⾒せるかがポイントにな

ってきています。 

 

重要な４つの点を解説していきます 
 

１．リンクの分散が⼤事 
 

リンク元のドメインを分散させることが重要です。 

 

無料ブログサービスで作ったサテライトブログからリンクを送るな

ら、出来るだけ違う無料ブログサービスからリンクを送るのが鉄則で

す。 

 

HTML サイトやワードプレスからもリンクを送ることで分散出来れ

ば良いですが、まずは、無料ブログサービスの分散から始めましょう。 
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２．アンカーテキストの分散が⼤事 
 

同じアンカーテキストで⼤量のリンクを送ると、Google からスパム

認定されて、サイトの順位が⼤幅に下がったり、サイトが圏外に⾶ぶ

ことがあります。 

 

狙っているキーワードでのアンカーテキストは４割程度にとどめ、 

関連キーワードや⽂脈からの⾃然なテキストのリンクを送るように

しましょう。 

 

３．リンクを送るタイミング・時期の分散が⼤事 
 

リンクの数を考慮することも重要です。 

 

あまりにも、少なすぎると効果が⽬に⾒えないし、逆に多すぎるとス

パム認定されやすいです。 

 

被リンクで Google が⼀番⾒ているのは、「継続的にリンクが増え続

けているかどうか」です。 

 

サテライトブログからの初リンクは、１回に最⾼１０個ぐらい、あと

は、⽇をまたいで送るようにしましょう。 

 

タイミングの分散が⼤事です。 
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４．リンクを貼る位置を分散させる 
 

同じ場所からリンクが貼られているのはかなり不⾃然です。 

 

リンクを貼る場所を分散させましょう。 

 記事の⽂頭からのリンク 

 記事の末尾からのリンク 

 フッターからのリンク 

 サイドバーからのリンク 

 

テキストリンク、バナーリンクなどに分散させましょう。 
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被リンク⽤サテライトブログ構築 実践編 
 

１⽇ １時間半の作業で６０記事を投稿する⽅法を解説します。 

 

サテライトブログを量産することは、 

地味で⼿間と時間がかかる作業です。 

 

⼀体、何のためにやっているのか︖ 

 

モチベーションを保つのが⾮常に難しいです。 

 

作業にはメリハリが必要で、 

サテライトサイトにも全⼒投球する必要はありません。 

 

まともにやると、 

サテライトサイト作成だけで、⽇が暮れてしまいます。 

 

サテライトサイトを外注したり、記事を購⼊したりする⽅も多いです

が、未だ稼げていない時に、費⽤先⾏になるのは抵抗がありますよね。 

 

まずは、ご⾃分でサテライトサイトを作成していきましょう。 

 

通常の半分以下の時間と⼿間で 

サテライトサイトの記事の作り⽅を解説していきます。 
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無料ブログサービスの選び⽅ 
 

無料ブログサービスでブログをつくっても 

 いっこうに index されない 

 アカウント削除されやすい 

 

こんなブログサービスは使う意味がありません。 

 

下記は、⽐較的 index が早くて、アカウント削除されたことのない無

料ブログサービスです。 
 アメーバブログ 

 goo ブログ 

 Yahoo!ブログ 

 楽天ブログ 

 ココログ 

 JUGEM(ジュゲム) 

 忍者 ブログ 

 Seesaa ブログ 

 livedoor ブログ 

 MARUTA 

 269g 

 ごーやーどっとネット 

 COTOBACO 

 ワンダーブログ 

 TOMA 

 トラベラーズメッセージ 

 WordPress ブログ 

 つなビー 

 

⼀応、これだけのブログサービスを使うだけで⼗分な分散になります。 
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サテライトブログ構築の流れ 
 

サテライトブログを６０記事１時間半でつくる⽅法を、 

簡単に種明かしすると、 

 

1. 図書館で本を借りる 

2. ツールを使ってブログのアカウント登録をする 

3. ⾳声認識ソフトを使って⾳声から記事をつくる 

4. つくった記事をおよそ２５０⽂字に分ける 

5. ２５０⽂字に分かれた記事をブログに投稿する 

 

 

サテライトブログの記事内容は、それほど重要ではありません。 

 

しかしながら、下記の２点はとても重要です。 

 

 

 

 

それでは、⼀つづつ解説していきます。 

 

 

1. コンピュータにより⾃動⽣成された、⼀⾒⽂法的に正しいように⾒え、単語

をでたらめに並べたもので意味が通らない⽂章は、スパム対象になります。

 

2. ウエブ上の記事をコピペしたものも、重複コンテンツとしてペナルティの対

象になります。 
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１．図書館で本を借りる 
 

図書館で読みやすい本を借りてきましょう。 

カーリル（http://calil.jp/） 

では全国 6,000 以上の図書館からリアルタイムの貸出状況を簡単に

検索することができます。 

 

カーリルの使い⽅） 

ログインして、検索ワードを打ち込むと下記の画⾯になります。 

都道府県を選んで検索ボタンを押します。 

 

 
 

次の画⾯で市町村を選ぶと、その市町村での書籍の貸出状況がチェッ

ク出来ます。同時に複数の市町村の貸出状況がリアルタイムにわかる

ので、とても便利です。 

 

ちなみに私は、兵庫県芦屋市に住んでいますが、隣接の⻄宮市と神⼾

市の図書館を利⽤することが出来ます。３つの市町村の蔵書や貸出状

況がわかるので、このツールを重宝しています。 
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２．ツールを使ってブログのアカウント登録をする 
 

無料ブログを量産するには、まず、無料ブログサービスのアカウント

登録をする必要があります。 

 

その為には、メールアドレスが必要、登録時に記載すべきことも多い

ので、１ブログサービスのアカウントをつくるのに、１０分〜２０分

かかってしまいます。 

 

これをツールを使ってアカウント登録をすることで、 

劇的に時間をセーブすることができます。 

 

もちろん、ID やパスワードも管理してくれます。 

 

私は、 
Blog Semiauto Launcher（ http://blog-semiauto-launcher.net/） 

を使っています。 

 

５０個のブログのアカウント登録、⼿作業なら５時間以上かかるのが、

たった３０分で開設が完了します。 

 

他にも、メールアドレス取得、ブロク開設のツールがいろいろありま

すが、このツールが⼀番便利でした。 
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３．⾳声認識ソフトを使って⾳声から記事をつくる 
⾳声認識ソフトを使って、読みやすい本（⾳声認識ソフトが認識しや

すい本）を⾳読します。 

（1 時間、区切らずに読み終えます。） 

 

すると、15000 ⽂字の⽂章ができています。 

 

⾳声認識ソフトで双璧なのが 

 ドラゴンスピーチ 11J 

 AmiVoice SP2 

 

無料ブログの記事を作成するのではどちらでも良いと思います。 

 

他にも 

 

Speech Recognizer 

Fakesiri (Google Chrome 拡張機能） 

等の無償版もあります。 
 
 

⾳声認識ソフトを使えば１分間に２５０⽂字を認識させることが出

来ます。 

６０分で 15000 ⽂字になりますね。 

 

計算上では、１時間に 60 記事分の認識が出来る事になります。
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４．つくった記事をおよそ２５０⽂字に分ける 

 

⾳声認識でつくった 15000 ⽂字の⽂章を、 

⽂字数カウントのサイトに貼り付けます。 

 

bulletin board ( http://www1.odn.ne.jp/megukuma/count.htm) 

 

 

 

このボックスの中は、10 ⾏で最⼤ 340 ⽂字が表⽰され、それ以外は

スクロールして続きを⾒ることが出来ます。 

 

⽂章には、スペースもあるし、改⾏もあるので、 

１０⾏分が、２６０⽂字から２８０⽂字になります。 
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５．２５０⽂字に分かれた記事をブログに投稿する 
 

この10⾏の約250⽂字をカット＆ペーストしてブログ記事として貼

り付けます。 

 

この作業を 60 記事分⾏います。 

 

15 ブログサービスを利⽤するとして、1 ブログサービスに 4 記事分

貼り付けて、2 ⽇おきで予約投稿します。 

 

リンクは５記事⽬にのみ貼りつけます。 

 

0１⽇⽬  １記事⽬ 

0２⽇⽬ 

0３⽇⽬ 

0４⽇⽬  ２記事⽬ 

0５⽇⽬   

0６⽇⽬ 

0７⽇⽬  ３記事⽬ 

0８⽇⽬   

0９⽇⽬ 

１０⽇⽬  ４記事⽬ 

１１⽇⽬  

１２⽇⽬ 

１３⽇⽬  ５記事⽬（リンクを貼る） 
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上記のように予約投稿します。 

 

誤字、脱字はあまり気にする必要がありません。 

 

⽂章が途中で切れていても、そのままでも良いと思います。 

 

本の内容をそのまま、記事にすると著作権の問題が⽣じるので、適度

に間違ったり、表現を変えたりするほうが良いです。 

 

堅苦しい内容よりも、⼝語調の内容の⽅が良い結果がでています。 
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最後に 
 

このレポートでは、 

Google に気づかれない効果的な被リンク 

と 

被リンク⽤サテライトブログ構築 実践編 

の２部構成になっています。 

 

特に、 

被リンク⽤サテライトブログ構築 実践編は、 

私の実際の作業に基いて書き下ろした完全オリジナルです。 

 

再現性１００％の内容です。 

 

サテライトブログ構築に悩んでおられる⽅に、 

少しでもお役に⽴てればと考えております。 
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最後まで読んで頂き、誠にありがとうございました。 
 

【⽮野昭⼆のブログ情報】 
ネットビジネスで本当に稼ぐことは出来るの︕︖ 

【６ヶ⽉で⽉３０万円を稼ぐ⼿法を伝授します】 

http://navi-info.org/ 

 

↓⽮野昭⼆のプロフィールはコチラ↓ 

http://navi-info.org/profiel 

 

【⽮野昭⼆のメルマガ情報】 
※メルぞうより無料でダウンロードされた⽅は 

⾃動的にメルマガへ代理登録されます 

 

発⾏者名︓⽮野昭⼆ 

 

連絡先︓ ashiyaproject@gmail.com 

 
メルマガタイトル︓ノウハウコレクターが実際に⽉３０万円稼ぐ秘訣とは︕︖ 

 

メルマガの登録解除ＵＲＬ︓http://mail.os7.biz/m/bSpF 
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