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はじめに 

 

初めまして。 

本をお手に取っていただき、ありがとうございます。 

 

この本ではブログの初心者向けに、効果の高い文章の型を紹介しています。 

 

・記事を書いてもなかなか成果が出ない 

・100 記事書けと言われても困る 

・成果の出やすい文章の書き方を知りたい 

 

という方は、ぜひ最後まで読んでください。 

読み終えたころには、基本となる文章の型と、成果の出やすい記事の書き方が理解できるは

ずです。 

 

――注意点―― 

本書に存在する、文章や画像等の著作物の情報を無断転載することを禁止します。また引 

用の範囲を超えるものについては法的処置を行います。 

本書に掲載された内容によって生じた損害等の、一切の責任を負いかねますので、ご了承 

ください。 

  



 

 

SDS法は説得力のあるブログ記事の基本構成 

色々なブログを読んで気がついたこと。 

 

それは、ほとんどの人が SDS 法でブログを書いている！ と言うこと。 

 

有名なブロガーも、週刊誌のブログ記事もみーんな SDS 法で書いています。 

 

ということは……。 

SDS 法は、説得力のあるブログ記事の基本構成なんです。 

 

SDS法とは 

ちなみに SDS 法は、「Summary（要点）」→「Details（詳細）」→「Summary（要点）」の

順に話を進めるフレームワーク(枠組み)のこと。 

 

枠組みなので、文章だけじゃなく日常の会話やプレゼンテーション、Twitter でも使えます。 

特徴は、要点を分かりやすく伝えられること。 

 

「大事なことなので、２度言いました！」 

 

と、言わんがばかりに、最初と最後に同じ要点を紹介。 

これだけでも記憶に残りますが、さらに、要点の間に詳細な説明を入れることで、よりわか

り易くなっているのです。 

 

ブログの構成は SDS法が多い 

さて、ブログの構成は「導入文」→「本文」→「まとめ」が主流です。 

 

導入文では、記事の内容と得られる結果を書きます。 

そして本文は、なぜその結果が得られるのか、詳細を説明しますよね。 

最後にまとめで、導入文で紹介した得られる結果をもう一度紹介します。 

 

これ、SDS 法そのものですよね。 

 

SDS 法は、「要点」→「詳細」→「要点」です。 



 

 

 

ではブログは？ 

 

「導入文で要点」→「本文で詳細」→「まとめで要点」 

 

ね、ブログは SDS 法で書かれているんです。 

 

SDS法で書かれた文章は読者が理解しやすい 

SDS 法で書かれた文章は、読者が理解しやすいという利点があります。 

 

まず読み手に理解してほしい要点を紹介します。 

例えば、ダイエットなら〇〇がおすすめだよ、とかです。 

 

次になぜその要点なのかを、データや実体験などをもとにして、詳細に説明します。 

 

「〇〇ダイエットで 10 人中 8 人が 10 キロ以上痩せた」 

「私も〇〇ダイエットで痩せました！ やり方は、毎日の食事で……」 

 

といった具合です。 

 

そして最後に、要点をもう一度説明します。 

「だからダイエットは〇〇がおすすめだよ」 

と言うように、ダメ押しをするわけです。 

 

要点の詳細を説明することで、より理解しやすい文章になります。 

 

だから SDS 法で書かれた文章は、読者が理解しやすいのです。 

 

SDS法はブログの基本構成 

と言うことで、SDS 法は説得力のあるブログ記事の基本構成なんだよ、という話でした。 

 

読者に伝わりやすくなるなら、使わない手はありませんよね。 

簡単で効果抜群の SDS 法を、ぜひ試してみて下さい。 

  



 

 

PREP法は本文に説得力を持たせる基本の形 

私は「ブログを書いても稼げない。それどころか、最後まで読んでもらうこともできない」

と、悩んでいました。 

 

いろいろと工夫をして文章を書いても、なかなか最後まで読んでもらえない。 

当然、商品が売れることもありません。 

 

でも発見したんです。 

検索結果で上位表示されるブログは、本文を PREP 法で書いていることを。 

そして、PREP 法を使えば簡単に説得力のある文章が書けることを！ 

 

つまり PREP 法で本文を書けば、説得のある記事を簡単に書くことができます。 

説得力のある記事が書ければ、より商品も売れやすくなります。 

 

さっそく PREP 法を学んで、稼げるブログを目指しましょう！ 

 

PREP法とは 

 

PREP 法は、「結論（Point）→理由（Reason）→具体例（Example）→結論」の順番で話

を展開するテンプレート（枠組み）のこと。 

 

枠組みなので、ブログだけじゃなく、プレゼンテーションや Twitter にも使えます。 

 

特徴は、抜群の説得力。 

 

まず「大切なことなので２度言いました」のように、結論を 2 度いっていること。 

 

しかも 2 度目の結論の前に、具体例を挟んでより説得力を増しています。 

 

具体例があると、「いいかー。ここテストに出るぞー！」とは、まるで説得力が違ってきま

す。 

 

例えるなら…… 

 



 

 

「いいか～。ここはテストに出るぞ～。なにしろ毎年中間テストの問題になっているところ

だからな～。だから今回も間違いなく出るぞ～！」 

 

……くらいの説得力があるんです！ 

 

この抜群の説得力が、PREP 法の特徴です。 

 

ブログ本文に PREP法を使う人が多い 

 

ブログ本文に PREP 法を使う人は、驚くほど大勢います。 

 

理由は 3 つ。 

・型があると書きやすい 

・説得力がある 

・有名なブロガーが推奨している 

 

3 つ目の、有名なブロガーが推奨していのは大きいですね。 

 

もちろんそれだけで使う人が増えるとは言えな……いや、増えそうだけど……。 

も、もちろん、説得力が上がるから、と言う理由もある、はずです！ 

 

ついでに言うと、型を決めることで文章がメチャクチャ書きやすくなります。 

 

だからブログ本文で PREP 法を使う人が多いんですよ。 

 

PREP法で書かれた本文は説得力が高い 

 

PREP で書かれた本文は、メチャクチャ説得力があります。 

 

例えばダイエットについて書く場合。 

 

[結論]この方法ならあなたも 2 週間で痩せることができます。 

[理由]なぜなら、利用者の 8 割が 2 週間以内で 5 キロのダイエットに成功しているからで

す。 



 

 

[具体例]この方法の脂肪燃焼率をグラフにすると……。また、愛用者 1000 人を対象とした

調査では……。 

[結論]つまり、この方法なら、あなたも 2 週間で痩せることができます。 

 

といった書き方になります。 

具体例を書くことで結論の信憑性が増し、より説得力をもたせることができるんですよね。 

 

書きやすい PREP法の型 

 

PREP 法で書くときは、次の書き方を意識すると、より書きやすくなります。 

 

[結論]〜は〜です。 

[理由]なぜなら… 

[具体例]例えば… 

[結論]つまり〜は〜です。 

 

こんなふうに書き出しを決めるだけでも、かなり書きやすくなるものです。 

 

書き方に悩んだときは、是非参考にしてください。 

 

PREP法はブログ本文に最適 

 

文章の説得力が増す PREP 法は、ブログ本文に最適です。 

 

しかも文章の型を PREP 法で決めてしまえば、書くのも格段に楽になります。 

 

こんなに手軽で効果絶大な PREP 法。 

ブログで使わない手は、ありませんよね。  



 

 

ゴールデンサークル「なぜ」が人を動かす 

ゴールデンサークル。 

その響きだけで、なんとなく儲かりそうな気がしませんか？ 

 

ゴールデン……いい響きですよね！ 

 

さて、ゴールデンサークルは、「why（なぜ）」「how（どうやって）」「what（何を）」で構成

された、物事の本質を説明するためのフレームワーク（枠）です。 

 

このフレームワークの優れたところは、人を動かす本質が組み込まれているところ！ 

 

つまり、ゴールデンサークルを理解すれば、バシバシ商品を売ることだってできる！ ……

かもしれないのです。 

 

why（なぜ）を中心とした円で考える 

ゴールデンサークルというだけに、why（なぜ）を中心とした円で考えていきます（下図） 

 

 

 

で、この理論の考え方を簡単にまとめると…… 

 

「why（なぜ）」→「how（どうやって）」→「what（なに）」の順番で説明しましょう。 

そうすれば人は心を揺さぶられ、行動してくれるようになります。 

 

……ってことです。 

 

what（なに）から考えがち 

なぜ「why（なぜ）」から考えることを推奨しているのか。 

その理由は、多くの人が何かを説明するときに、「what（なに）」から始めるからです。 



 

 

 

例えば自分の仕事を説明するときも…… 

 

・私は会社員です「what（なに）」 

・経理の仕事をしています「how（どうやって）」 

 

……と、説明しますよね。 

でもこの説明だと、「ふーん。そうなんだー。」で終わってしまいます。 

 

しかも、ほとんどの人は「why（なぜ）」を説明できません。 

 

ほかにも部下に仕事の指示を出すときも…… 

 

・この資料をまとめてくれるかな「what（なに）」 

・パワーポイントできれいにね「how（どうやって）」 

 

……までしかいいませんよね。 

why（なぜ）を説明してくれる上司や先輩は、ほとんどいません。 

 

確かに仕事であればこの説明でも十分です。 

ですが、目的もなく「やって」と言われるとやらされ感が強くなります。 

 

つまり what（なに）→how（どうやって）の順番で説明しても、心から動いてくれる人は

いないのです。 

 

why（なぜ）から説明する 

人を動かすには、why（なぜ）から説明します。 

why（なぜ）→how（どうやって）→what（なに）の順番です。 

 

例えば自分の仕事も…… 

 

・得意な数字管理で貢献したい 

・得意を生かすために経理部で 

・サラリーマンとして働いています。 

 



 

 

……といった具合に説明します。 

 

どうでしょう？ 

「私はサラリーマンです。経理として働いています」 

と言われるより、 

「私は得意な数字管理で貢献したいと考えています。得意なことを生かすために経理部で、

サラリーマンとして働いています。 

と言われたほうが、なんかすごく良い仕事をしているように感じますよね。 

 

部下に指示を出すときも同じです。 

 

・この仕事次第で今月の予算が達成できるかどうか決まる 

・だからパワーポイントを使って 

・見栄えのいいきれいな資料を作ってほしい 

 

こういわれると、「よし！ やるか！」って思えますよね。 

少なくとも「この資料きれいに作っておいて」と言われるよりは、100 倍やる気になります。 

 

つまり人を動かすには、why（なぜ）から説明することが大切なんです。 

 

ブログに応用する 

ブログでゴールデンサークルを使うなら、最後の一押しが最適。 

なぜなら「なぜ」「なにを」「どうやって」で話をするゴールデンサークルは、商品を購入し

ようと迷っている読者の背中を押しやすいからです。 

 

まずゴールデンサークルをブログに応用するときは…… 

 

・why｜なぜそれをやるのか 

・how｜どうやってやるのか 

・what｜何をやればいいのか 

 

……で考えること。 

何度も同じことを言いますが、「なぜ」→「どうやって」→「何を」の順番が大切です。 

この順番を間違えると効果がなくなります。 

そして、「なぜ、どうやって、何を」をしっかりと満たすことが大切です。 



 

 

 

商品の購入ボタンを押させるのは、「何を」の部分。 

「今すぐ行動しましょう」とか、「チャンスは今」とか、前向きな言葉で読者の背中を押し

てください。 

 

学習タイプと考え方が似ている 

ゴールデンサークルを勉強していて「あれ？」と思ったことが。 

 

それは、考え方が 4 つの学習タイプと似ている！ ってことです。 

 

4 つの学習タイプとは、人を動かすには「なぜ？」「なに？」「どうやって？」「今すぐ」を

満たさないといけない、というもの。 

 

で、ゴールデンサークルは「なぜ」→「どうやって」→「なに」で説明すると人は心から動

いてくれる、というもの。 

 

どうですか？ 

笑っちゃうくらい似ていると思いませんか？ 

 

ということで、4 つの学習タイプとゴールデンサークルから考えると、人を動かす説明は「な

ぜ」→「どうやって」→「なに」が正解だということ。 

 

二つの有名な理論が同じことを言っていますから、これはもう間違いないでしょ！ 

 

ゴールデンサークルはぜひ覚えておいて 

ゴールデンサークルは、「why（なぜ）」→「how（どうやって）」→「what（なに）」の順番

で説明すると、人は心から行動してくれる、というもの。 

 

この理論、マジですごいので、ぜひ覚えてください。  



 

 

PASONAの法則をブログで使うアイディア 

せっかく記事を書いたんだから、もっとこう……ガンガン商品を売りたいんです！ 稼ぎた

いんです！ 

 

そんな風に考えていました。 

でもただ考えるだけでは、商品を売ることはできませんよね。 

 

そこで目をつけたのが、コンテンツマーケティングで活用されている PASONA の法則。 

決められた形に沿って文章を書けば、ガンガン商品が売れる！ という、すごく有名な法則

です。 

 

この法則を使ってブログで商品を売りたい！ 

 

という野望のもと、PASONA の法則をブログで活用するアイデアを考えました。 

 

PASONAの法則とは 

まずは、PASONA の法則って何ぞや？  

という疑問を解消しましょう。 

 

PASONA の法則は、日本を代表するマーケターでもある神田昌典氏が提唱した、消費者に

購買を促すメッセージの法則性を表したものです。 

 

PASONA は「Problem（問題）」「Affinity（親近感）」「Solution（解決策）」「Offer（提案）」

「Narrowing Down（絞込）」「Action（行動）」の頭文字をとったもの。 

 

ちなみに PASONA の法則には新と旧があり、この記事で紹介しているのは、（新）PASONA

の法則です。 

 

で、使い方は簡単。 

頭文字の順番通りに文章を組み立てていくだけです。 

 

例えば… 

 

P：「こんな問題で悩んでいますよね？」 



 

 

A：「わかります、私も同じ問題で悩んでいました。」 

S：「でもある方法を試したら、あっという間に解決したんです。」 

O：「もしよければ、あなたも試してみませんか？」 

N：「あ、でもこの方法、もうじき募集を締め切るんでした。」 

A：「間に合わなかったら大変です！ 今すぐ申し込みましょう。」 

 

…こんな感じです。 

商品がバカスカ売れそうな香りがしますよね。 

 

問題はどうやってブログで使うか。 

ということで、お待たせしました。 

 

PASONA の法則をブログで使う、アイディアを紹介します。 

 

レビュー記事に当てはめる 

まず一番使いやすいのは、レビュー記事に当てはめる方法。 

というのも、PASONA の法則の流れが、レビュー記事にピッタリなんですよ。 

 

なにしろこの流れですから…… 

 

P：「こんな問題で悩んでいますよね？」 

A：「わかります、私も同じ問題で悩んでいました。」 

S：「でもある商品を試したら、あっという間に解決したんです。」 

O：「もしよければ、あなたも同じ商品を試してみませんか？」 

N：「今なら先着 50 名様に限り、半額で買えます！」 

A：「すごくお得ですよね！ さぁ今すぐ申し込みましょう。」 

 

……商品を紹介するな！ と、いうほうが無理です（笑） 

 

いろいろ考えましたけど、ブログで使うならレビュー記事がベストかなぁと。 

そのくらいベストマッチな法則です。 

 

Sのパートで商品を深堀する 

パソナの法則でレビュー記事を書く時のポイントは、S「解決策」のパートで、商品をしっ

かりと紹介すること。 



 

 

そして良いところだけではなく、悪いところも紹介することです。 

 

商品を解決策として紹介しますから、中途半端な書き方は印象を悪くします。 

 

・なぜその商品なのか 

・どうして解決できるのか 

・問題はないのか 

 

など、読者に疑問を残さないように、丁寧に紹介してください。 

 

Oのパートで未来を見せる 

O「提案」のパートでは、商品を紹介するだけではなく、商品を使った後の未来も紹介しま

す。 

なぜなら読者は商品が欲しいのではなく、商品を使ったことで得られる未来が欲しいから

です。 

 

ただ「この商品がおすすめです」と言われるよりも、「この商品を使うことで悩みが解決さ

れ、こんな未来が手に入ります」のほうが、「買おうかな」と思えるもの。 

 

なので、商品を紹介するだけではなく、未来も見せるようにしましょう。 

 

導入文で使う 

次は導入文で使う方法です。 

実は……この章では微妙に PASONA の法則を使っています。 

 

気が付きましたか？ 

次のようになっていたんですよ！ 

 

（P）ブログを書いても商品が売れない。そんなふうに悩んでいませんか？ 

（A）じつは私も同じように悩んでいます。せっかく記事…… 

（S）そこで目をつけたのが、コンテンツマーケティングで…… 

（O）この法則を使ってブログで商品を売りたい！ 

（A）という野望のもと、PASONA の法則をブログで…… 

 

……って感じです。 



 

 

あれ？ PASONA の「N」がない。 

 

まぁ導入文ですから、絞り込みはちょっと使いにくい。 

これだと「PASOA」ですが、それでもスムーズに本文へつなげることができます。 

 

特に「悩み」→「共感」→「解決策」→「提案」の流れが俊逸です。 

 

本当にスムーズに本文までつなげることができますから、ぜひ導入文で使ってみてくださ

い。 

 

記事の最後にダメ押しで使う 

極めつけはこれ！ 

記事の最後にダメ押しをして、商品を売っちまおう作戦です。 

 

つまり、一通り記事を読んでもらった後に、再度「問題」を突き付けます。 

そして記事の中でも紹介したであろう「解決策」を提示するわけです。 

 

なぜ最後に再度問題を突きつけるのか。 

 

なぜなら記事を最後まで読んで納得しても、ほとんどの人は行動しません。 

なので行動してもらうには、ダメ押しをする必要があるんです。 

 

そのダメ押しを、PASONA の法則でやってしまおう、というわけです。 

 

ブログのまとめを PASONAで書く 

ブログ最後の見出し「まとめ」を、PASONA で書きます。 

コツは内容を振り返りつつ「今買わないと損だ」と、思わせること。 

 

「この記事では○○の悩みについて紹介しました。悩みを放置しておけばこんな損を被る

ことになります。ですがこの商品を買えば悩みを解決することができます。今ならこんなに

お得です。だからこの商品を購入しましょう」 

 

こんな感じで、記事の内容を振り返りながら、「今買わないと損をする」と思わせ、行動に

踏み切る最後の一押しをします。 

 



 

 

記事の最後に書きますから、要点を抑えたコンパクトな文章で書きましょう。 

 

まとめ 

ということで、PASONA の法則をブログで使うアイディアは 3 つ。 

 

・レビュー記事で使う 

・導入文で使う 

・ダメ押しに使う 

 

どこで使っても高い効果が見込めますから、ぜひ試してみてください。  



 

 

QUESTの法則でガンガン売れるページを作る 

ブログで稼ぎたい！ 

もっと効率よく、できれば簡単に稼ぐ方法はないの？ 

 

そう思いませんか？ 

 

毎日記事を書いて、検索順位を気にする。 

そして検索結果で 1 位をとれても、売れないとため息をつく……。 

 

そんな日々が続けば、ブログを書くことも嫌になってしまいますよね。 

 

本当に残念ですが、簡単に稼ぐ方法はありません。 

ですが、決められた法則のとおりに記事を書くことで、商品を売る確率を上げることはでき

ます！ 

 

これだけでも悩みが半分解決されますよね。 

売れる確率が上がるなら、後は集客の方法を考えるだけで良くなりますから。 

 

ということで、ページの成約率が上がると言われる、QUEST の法則を紹介します。 

 

QUESTの法則とは 

QUEST の法則は、コピーライターであるマイケル・フォーティン（Michel Fortin）氏が考

案した、コピーライディングの法則。 

記事を Q・U・E・S・T 次の順番で書いていくことで、注文や問い合わせを獲得できるペー

ジを作ることができます。 

 

QUEST とは… 

・Q…Qualify（ターゲットを絞りこむ） 

・U…Understand（悩みを理解し共感する） 

・E…Educate（問題の解決法を伝える） 

・S…Stimulate（商品の購入意欲を高める） 

・T…Transition（顧客へと変化させる） 

…の頭文字をとったものです。 

 



 

 

ブログ記事の型として使える 

QUEST の法則は、セールスレターやランディングページ、商品を紹介するページと相性が

良い、と言われています。 

 

ですが型をそのまま当てはめることで、ブログ記事にも使えます。 

なんというか、懐が広い法則なんですよね。 

 

型に当てはめて書くだけなので、初心者でも成約率の高いページを作ることができますよ。 

 

QUESTにそのまま当てはめる 

まずは QUEST の型に沿って文章を書く場合。 

型をそのまま使いますから、レビュー記事や悩み解決の記事に向いています。 

 

Q…読者に悩みを自覚させる 

まず、Q のパートで読者に悩みを自覚してもらいます。 

 

このパートはブログでもよく、こんな風に書いていますよね。 

 

「ブログを書いても稼げない。100 記事書いたけど読んでもらえない。そんな風に悩んでい

ませんか？」 

 

冒頭で「あなたの悩みはこれですよね」といった感じで書いてある、あれです。 

 

ここで読者に悩みを自覚してもらい、記事を読む人を絞り込みます。 

 

U…共感する 

ここでは、Q で自覚させた悩みに共感し、「私も同じだよ」とアピールします。 

 

「共感」も、ブログで頻繁に使われます。 

 

「私も同じように悩んでいました。たくさん記事を書いたのに全然読んでもらえず、どうし

たらいいのか真剣に考えたものです。」 

 

といった感じの文章。 



 

 

共感することで「この人も同じなんだ」とか、「そうそう、そうなんだよ」と、まぁ親近感？ 

信頼？ を得るわけです。 

 

ブログによっては…… 

 

「今のまま続けていると、100 記事書いても、1000 記事書いても利益は出ません。間違っ

た方法で努力をしても、報われることはないのです。このまま稼げない記事を量産し、無駄

な時間を積み重ねていく……」 

 

……といった感じで悩みを強調し、放置しておくことの怖さを自覚させることもあります。 

 

「このままだとまずいんだ」 

 

そう読者に思わせたところで、解決方法を紹介します。 

 

E…解決方法を教える 

E では、問題の解決方法を紹介します。 

 

これもブログで頻繁に使われていますね。 

 

「でも私は、〇〇に出会ったことで、大勢の人に読んでもらえる記事が書けるようになった

のです！」 

 

といった感じの文章です。 

 

「同じ悩みを持っている人が、解決した方法？ 気になる」と思ってもらうのが狙い。 

ここで読者の興味を引き、商品紹介へと話を展開します。 

 

S…購入意欲を高める 

ここでは、E で紹介した商品の特徴を、読者の望むベネフィットに変えて紹介します。 

 

つまり、この商品を購入してえられる未来、悩みが解決した後の世界を想像さえ、興奮して

もらうわけです。 

 

例えば…そうだなぁ…… 

 



 

 

「ブログ開始 3 か月で 6 桁の稼いだ、文章法則を特別に紹介します。この法則は決められ

た型に沿って言葉を当てはめていくだけ。たったそれだで、月 10 万円の不労所得を手に入

れることが……」 

 

……といった感じでしょうか。 

 

こんな文章、どこかで見たことありますよね。 

ここで読者を興奮させ、一気にクロージングへと導きます。 

 

T…変化させる 

最後に読者から購入者へと変化させます。 

 

このパートでは、「買おうかな、どうしようかな」と悩んでいる読者に、最後の一押しをし

ます。 

 

例えば…… 

 

「今お申込みいただいた方に、特典として Twitter でバズを連発した魔法のテンプレート、

たった 3 日で 90 万円売り上げたセールスレターの本文……などを無料で差し上げます」 

 

……といったような特典を用意したり。 

 

「今から 24 時間限定で、本来 35 万円する○○を 3 万円で販売します」 

 

…とお得感をあおったりします。 

 

これもどこかのブログで見たことのある文章ですよね。 

 

Q→U→E→S→Tで文章を作る 

と、まぁこんな感じで、QUEST の法則に当てはめることで、初心者でも成約率の高い文章

を書くことができます。 

 

では次、ブログに当てはめて使う場合です。 

ちょっとだけ型を崩して使います。 

 



 

 

QUESTの法則でブログを書く 

ちなみにこの方法で書いたら売れる、ってわけではありませんので念のため。 

形として書きやすいので、応用するだけです。 

 

QUESTで導入文を書く 

 

まず、導入文に QUEST を使います。 

この時の目的は、記事に興味を持ってもらい、最後まで読み進める下地を作ることです。 

 

これは、多くのブログが無意識で行っていること。 

 

つまり… 

 

「あなたの悩みはこれ、私も同じように悩んでいた、でもある方法で解決できた、この方法

を使えばあなたも解決できる、その方法を紹介するね」 

 

…といった感じで導入文を書きます。 

本当によく見る導入文の型ですよね。 

 

本文でも QUESTを使う 

 

本文でも QUEST を使います。 

まずは Q と U で、「読者の悩みに共感を示しながら深堀」していきます。 

 

お悩み解決の記事はこの書き方が本当に多い。 

見出しを 3 つくらい使いながら、どうして悩みが深くなるのか、なぜ解決できないのか、放

っておくとどうなるのかを、実体験を交えて紹介していくのです。 

 

これをやられると、同じ悩みを抱えている読者は「わかるわかる。確かにそうなんだよ～」

と深い共感を抱くもの。 

 

しかも「将来自分がどうなるのか」を見せることで、「なんとしないと！」と強く思ってく

れるわけです。 

 

そして「悩みが深刻だ」と思わせたところで、E を使って解決策を提示します。 



 

 

ここでも見出しを 2 つくらい使いますね。 

 

「どうやって悩みを解決したのか」を詳細に書きつつ、商品に対する不安をぬぐっていきま

す。 

 

不安をぬぐうのは結構重要。 

「購入する前はこんな不安があったけど、実際はこうだった」と紹介することで、商品に対

する安心感を持ってもらいたいわけです。 

 

さらに S で読者が得られる未来を見せます。 

 

自分が得られた未来を実体験をして紹介すれば、それだけで読者の未来を見せることがで

きます。 

 

最後に E で、購入のためのひと押しをしてください。 

 

値引きなどがあればそれを紹介。 

特典や無料サービスをつけてもいいですよね。 

 

あるいは、「成功する人はチャンスを逃しません。やってみよう、そう思った時が決断の時

です！」といったような言葉で、後押しすることもできます。 

 

どうですか？ 

なんとなく、QUEST をブログで使うイメージがわきましたか？ 

 

QUESTは使いやすい 

QUEST の法則はすごく使いやすい。 

多少形を変えるだけで、いろいろな文章に応用することができます。 

 

といっても、変化させすぎると効果が薄くなるのでご注意を。 

 

先ほども紹介したように、ブログの導入文としても使えますから、ぜひ活用してください。 



 

 

成約率の高い記事には法則がある 

 

ここまで紹介した文章の法則や型を見ると、成約率の高い記事には一定の法則があること

に気が付きます。 

 

その法則は… 

「読者の悩みを示す」→「悩みに共感する」→「解決策を示す」→「商品を提案する」→「購

入を促す」 

…というもの。 

 

例えば PASONA では… 

「Problem（問題）」→「Affinity（親近感）」→「Solution（解決策）」→「Offer（提案）」

→「Narrowing Down（絞込）」→「Action（行動）」 

…の流れで話を進めていきます。 

 

次に QUEST では… 

「Qualify（絞り込み）」→「Understand（悩みを理解し共感する）」→「Educate（問題の

解決法を伝える）」→「Stimulate（商品の購入意欲を高める）」→「Transition（顧客へと

変化させる）」 

…の流れで話を進めていきますよね。 

 

この 2 つの法則は、使っている言葉が違うだけで、ほぼ同じ流れです。 

つまり、成約率の高い記事は、「読者の悩みを示す」→「悩みに共感する」→「解決策を示

す」→「商品を提案する」→「購入を促す」で、書かれているといえます。 

 

つまり、成約率の高い記事には「共通した法則がある」ということです。 

 

ここではさらに質を高めるために、各パートで使える法則も紹介します。 

 

読者の悩みを示し共感する 

読者の悩みを示し、共感するのはどの法則も同じ。 

悩みを示すことで読者に「自分のことだ」と思ってもらい、共感することで信頼感を得るこ

とが目的です。 

 



 

 

また悩みを示すことで読者を絞り込む効果もあります。 

つまり「そんな悩みはない」という読者に、最初の 1 行で離脱してもらうわけです。 

 

もっと言えば、この部分で記事を読み進めてもらえるかがほぼ決まります。 

 

読者が自分のことだと感じ、そして記事に信頼感を持ってくれれば、高い確率で最後まで読

んでもらえるでしょう。 

 

最初のたった数行が、すべてを決めるといっても過言ではないほど重要なのです。 

 

文章に説得力をもたせる 

「解決策を示す」では、説得力を持たせるために PREP 法を使います。 

つまり「結論」→「理由」→「具体例」→「結論」で話をするわけです。 

 

PERP 法が当てはまるのは、「解決策を示す」と気です。 

解決策に説得力がなければ、購入を促すことができません。 

誰だって説得力のない商品を買いたいとは思いませんから。 

 

なので「解決策を示す」では、PREP 法を使って説得力を持たせることが大切です。 

悩みを深堀することも大切 

「解決策を示す」では、読者が抱えている悩みを深堀することも大切なポイント。 

つまり、悩みを解決せずに放っておくと、どんな未来が待っているのかを教えてあげます。 

 

といっても、無駄に不安感をあおってはいけません。 

 

あくまで常識に範囲内。 

というか、家族や友達を心配するくらいの感覚で、不安感を与えます。 

 

そのうえで解決策を示せば、より商品の購入に結び付けやすくなります。 

 

ゴールデンサークルで行動を促す 

そして「商品の提案」では、ゴールデンサークルを使って行動を促します。 

つまり「なぜ」→「どうやって」→「なに」で話をするわけです。 

 



 

 

人は「なぜ」→「どうやって」→「なに」の順番で話をされると心が動かされます。 

心が動けば行動につながりやすくなり、結果として商品の購入に結び付くのです。 

 

そして「商品の提案」では、読者に期待感を持たせること、すぐにでも買いたいと思わせる

ことが大切。 

なので、ゴールデンサークルを使って、「なぜ」→「どうやって」→「なに」の順番で話を

し、行動へつなげていきます。 

 

「購入を促す」で最後の一押しを 

購入を促すでは、お得感を出したり行動をあおったりして、商品の購入へとつなげます。 

よくあるパターンでは、「限定〇個」とか「〇日まで 3 割引き」とかですね。 

 

最後まで読んだ読者は、商品を購入しようかどうか迷っている状態です。 

そこに「今買わないと損だよ」という情報を出せば、それだけ成約率が高くなります。 

 

なので「購入を促す」では、迷っている読者の背中を押すような言葉を投げかけましょう。 

 

共通点がある法則は効果が高い 

 

PASONA の法則と QUEST の法則には共通点があります。 

また、ゴールデンサークルと 4 つの学習タイプにも共通点があります。 

 

そしてこれら 4 つの法則は、文章で人を動かし商品の購入につなげる、ことを目的として

考えられています。 

あるいは購入へ至るパターンを研究したら、法則にたどり着いた、というものです。 

 

つまりこの 4 つの法則に従って文章を書くことで、初心者でも成約率の高いページを作る

ことができます。 

 

「ブログで稼ぎたい」 

「記事を書いても全然稼げない」 

 

そういった悩みがある方は、ぜひ法則を試してみてください。 

悩みを解決するきっかけがつかめるはずです。  



 

 

最後に 

 

本書で紹介した法則は、コピーライディングやセールスレターを書いている人なら、知って

いて当然のものばかり。 

 

この法則を応用してブログを書けば、初心者でも反応の良い文章を書くことができます。 

なにしろプロが実際に使っている法則ですから、それだけ効果も高いわけです。 

 

ブログはやみくもに記事を書いても成果が出ません。 

SEO だけではなく、文章校正にも気を使わないといけないのです。 

 

なので、もし記事を書いても成果が出なくて悩んでいるのなら、ぜひ紹介した法則を試して

みてください。 

本書があなたの悩みを解決する一助となれば幸いです。 
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