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2021/1/14 リニューアル版 

高速タイパーへの道について 

パソコンスキルの半分は、タイピングです。 
 

●ネットで稼ぐ＝パソコンで何かする 

●パソコンスキル＝パソコン操作＋タイピング 

●タイピングはパソコン操作の半分です 

●タイピングが速いとパソコンの苦手意識が無くなる 

●【似つかわしくないの法則】タイピングが超速いけど

パソコンは超苦手→そんなの似つかわしくない。 

＝＞ということは、タイピングがうまくなればパソコン

が苦手ではなくなってしまう、ということになる。タイ

ピングが速ければ後の操作は覚えられる。 

瞬時に上達する!! 
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※タイピングができなくて文章を書けない挫折を防止するため、３セット目

『ハイレベルゼミ[写経]課題』をやる前にスコア[200]提出が必須です。 

 

※タイピングは練習さえすれば必ず上達します。大丈夫です。 

 集中してやってしまって、２ヶ月後には今のあなたから別人になっています。 

 

 

■タイピングの練習方法 

 

次の２サイトを使います 

 

・e-typing 

https://www.e-typing.ne.jp/ 

正しい指の使い方や、スコアの計測 

 

・寿司打(スシダ) 

http://typingx0.net/sushida/ 

結構使える。２時間以内の練習ならこれがいいかも。 

まずは 5,000 円食べられるようになる→10,000 円コースに挑戦。 

 

・皿打(サラダ)→サービス終了。そんなに影響ないので寿司打とかで練習して

ください。 

 

【用語】 

 

・WPM(ワーズ・パー・ミニット｜1 分間に打てるアルファベットの数) 

(Words Per Minute) 

 

・「スコア」(e-typing の腕試しと季節の行事長文等で出るスコア。) 

 

腕試しレベルチェック→最高 WPM－100 くらいになる。 

 

季節の行事長文→最高 WPM－50 くらいになる(下図参照)。 

 

※最高 WPM とは、どんなサイトでもいいので、超高速で打った調子の良い時

に出たあなたの WPM の最高記録のこと。これマイナス 50～100 が「スコア」

として出せる目安。「スコア」は、ミスを少なくしないと高くならない。

https://www.e-typing.ne.jp/
http://typingx0.net/sushida/
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・e-typing 

 腕試し(最高 WPM－100 くらいの「スコア」が出る) 

＆季節の長文(最高 WPM－50 くらいの「スコア」が出る) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※スコアとは、WPM からミスした分を減じたもの(ざっくり) 

 

例えば、加藤は WPM が 450-500、季節の長文スコア 400-450、腕試しスコア

350-400 になる。 

 

■■ハイレベルゼミの写経をやる前にスコア 200 が必要 

・ハイレベルゼミ(写経)をやる前にスコア 200 が必要 

・できれば 250 あれば挫折しない 

・スコア 300 あればかなりいい 

 

■■タイピングスキルが無いまま写経をやるとどうなるか 

・ただのタイピングの練習になる 
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・文字を写してるだけになる 

 

■■タイピングができるとどうなるか 

・徐々に目を離して書けるようになる 

・タイピングに気を取られないから文章の暗記に集中できる 

 

■■ハイレベルゼミ(写経試験)の突破の仕方( ※重要※ ) 

・これはその時見ればいいのでまだハイレベルゼミ[本体]を突破していない方

は飛ばしてください。 

・写経として、まずは文章を見ながら、一度、タイピングしてみる 

・テキストから目を離して打てるようになるのが目標(じゃないとただの書き写

しになる。指の動きに慣れるだけの苦行になるので暗記→書き起こしを区別) 

・暗記とは、ブロック(5 行前後)ごとなので、ブロックごとに暗記する。そし

てブロックの冒頭を思い出せばブロック全体をだいたい思い出せるようにす

る。暗記の時は、別にタイピングしなくてもいい。ただ打ってれば勝手に覚え

る、と思うのは間違い。英単語帳を眺めてたら勝手に覚えるだろうくらいの間

違い。隠す→思い出す→どうしても思い出せないところを「そうだった…」と

見る。この繰り返しで徐々に隠す範囲と時間を長くする。それが暗記。 

・最終的に思い出しながら＆ちょっとだけカンニングありでタイピングして、

最終的には、メール 1 通を、ほぼ文章を 9 割 5 分見ずに書けるようになる 

・これで、『何もないところからメール 1 通を生み出した』という事実ができ

る。これで実力が向上している。ちなみに写経試験にも受かる。 

意味のあるひとまとまりの文章をメールで 1 から書いたという事実ができる。 

ここも、似つかわしくないの法則により、あなたは意味の通った、売れるメー

ルを 1 通、０から書いた→実際に、文章が書ける(ブログ記事も)という訳だ。 

・要は「暗記＋思い出す＋書く」のが写経である 

・楽譜を見ながら音楽を弾くように、ただただ移すのだと指の練習になるだけ 

・そのために、スコア 200 が必要。スコア 200 以上を申請しなければサポート

サイトの写経部分が開放されない(挫折防止のため) 

 

■■2020 年 7 月 3 日追記：ひらがなタイピングについて 

・だいぽんさんは「かなタイプ」しています。「a」「b」ではなく「あ」「い」

と打つやつ。 

・ひらがなタイピングの場合は速度 1.5 倍小数点四捨五入で申請してください。

例）200WPM→300WPM、133WPM→200WPM 
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■■■タイピングのうまくなり方 
■良いキーボードを使う 

私は「RealForce」というブランドの「静音タイプ」「変荷重(30-45g)」を使っ

ています。 

このタイプはテンキーレス(数字キーが無いもの)しかありません。 

https://www.amazon.co.jp/dp/B003XKNX76/ 

別に RealForce にこだわる必要は無いと思います。 

1,000 円のキーボードでもいいですがキーが硬いのは NG です。 

 

RealForce 

 

あと「パンタグラフ」という押し込みが低いやつも僕は、RealForce に出会う

前は好きでした。 

 

【変荷重とは】 

30g:軽いがミスが多い 

45g:ミスは少ないが小指が重い 

30-45g(変荷重):小指は 30g、中指は 45g とちょうどよい。 

 

■最高速とミス０を行き来する 

・ミスしてもいいから一番速く打つ→一度もミスせず打つ 

・これを繰り返すと速くなる。 

 

■正しい運指 

・５本の指を使えなければ意味が無い(親指はシフトを押す時)。 

https://www.amazon.co.jp/dp/B003XKNX76/
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・伸ばし棒（ー）を小指で押すのか、薬指で押すのかは悩ましい(加藤はミス防

止のため薬指だが、スピードにとってはマイナスの気もするので良い癖と言え

るかは微妙) 

・エンターキーを右手小指で押すとカッコイイ 

・でも力強く何度も押してると夕方には右手小指の第一間接が痛くなる(本当) 

・あと、高速で打つため、通常とは違う運指をすることがあるが加藤はそこま

で研究はしていない(特定のパターンに対して、一度使った指を戻す時間を考慮

して別の指で打つ等の時短テクニックのことを言う) 

 

■目標数値を決めて毎日やる 

・目標数値までは毎日速くなるもの。 

・200 なら 200、300 なら 300 と決めて追求する 

・ネットの仕事とは、要はタイピングとパソコン操作である。あと動画撮影。 

・だからタイピングに今投資するのは良い投資。 

 

 

■■■タイピングでスコアが出たら報告しよう！ 
・起業成果勲章に「高速タイパーへの道」が追加されたので見ておいて下さい 

・写経課題を開始する前にスコア 200 を成果画像で提出してください 

・必ず e-typing の「スコア」で報告してください。「WPM」じゃないですよ。 

・e-typing 以外のサイトの成果もダメですよ。 

・先輩の上達のアドバイスも起業成果勲章から参考にしてください。 
ID 名称 内容 難易度★ 

1 写経入門 e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 200 を獲得 2 

2 アマチュアタイパー e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 250 を獲得 2.5 

3 コピーライター e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 300 を獲得 3 

4 高速タイパー e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 350 を獲得 3.5 

5 超速タイパー e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 400 を獲得 4 

6 剛速タイパー e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 450 を獲得 4.5 

7 神速タイパー e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 500 を獲得 5 

8 プロタイパー e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 550 を獲得 5.5 

9 競技レベルタイパー e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 600 を獲得 6 

10 日本ランキングタイパー e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 650 を獲得 6.5 

-(封印中)- チートタイパー e-typing における「スコア(WPM ではない)」で 700 を獲得 7 

※ひらがなタイピングの場合は速度 1.5 倍小数点四捨五入で申請してください。 

例）200WPM→300WPM、133WPM→200WPM 
 

 

■■■起業成果勲章→『学習ロードマップ・勲章』最下部から! 
起業成果勲章は、『学習ロードマップ・勲章』ページの一番下から請求できま
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す！画像を作らなきゃいけないのでめんどくさく感じるかもしれませんが、慣

れれば一瞬です。「スクリーンショットを取る」「余白を切り取る」「保存して

アップロード」これだけです(成果勲章には最大３枚使えます)。 

 

※詳しいやり方は、「起業成果勲章」の請求フォームで、動画で分かりやすく

説明していますのでご安心を。 

 

では、報告待ってます！ 


