
Youtube戦略

マインド編



Youtubeをやる上で大事なマインド 

なぜYoutubeで稼ぎたいのか？

なぜチャンネル登録者を増やしたいのか？

目的を明確にしておくことが大事！

Youtubeは短期ではなく、長期的に継続して行うことが重要。

その上で目的を明確にしておくことでモチベーションを維持する事ができ

る。



Youtubeで好きな事だけやるなら趣味でどうぞ。 

「私はこれを伝えたいんです！！」

・・・どこの誰かわからない人には耳を傾けない。

Youtubeは視聴者が知りたい事、見たい物を形にできなければただの

自己満足で終わる。



Youtubeへの姿勢はドライであること 

Youtubeに対して冷めてる人の方が長続きする！

熱量のある人は自己満足の動画を上げがちになる。

　　　　　　　　　

視聴者はそのような動画は求めていない。

誰も見てくれず、再生回数は10回～50回・・・



Youtubeは視聴者の出すクイズに正解し続ければいい 

視聴者は今何が見たいのか？

このクイズに正解し続ける事が大事！

好きなことでは生きていけない。



好きなことで生きていけない 

やりたい事、できる事だけやる

誰も再生してくれずに生きていけない

稼げるジャンルを見つけ、スキルや興味を合わせる事が大事！



Youtubeって楽に稼げれるんでしょ？ 

「Youtubeって動画上げれば勝手にお金が入ってくるんでしょ？」

「バイトするより、楽じゃん！」

             

Youtubeは思うより過酷で辛抱強くないとできない。

10万円くらい稼ぎたいならバイトしたほうが楽。

中途半端にやるのであれば趣味にしたほうがいい。



Youtubeで結果を出すポイント 

1.素直であること

2.行動が速い

3.継続する

4.徹底した視聴者目線

5.リサーチ力

6.初期に変なオリジナルを入れない

7.過去の成功事例に溺れない

8.なぜ？を追及していく

9.ジャンルのオタクになる



応援されるYoutuberの特徴 

・常に笑顔

・人を信じられる

・努力を怠らない

・常に挑戦している

・どんな状況も楽しむ

・使う言葉がポジティブ

・泥臭いことも地道に継続

・プライドを曲げるプライドがある

・コミュニケーションを取る姿勢がある



Youtubeがうまくいかない人の特徴 

・数字を見ない

・数字を見ても仮説を立てない

・仮説を検証しない

・検証しても実戦に投入しない

・実戦投入しても、一定期間続けない

・試行回数が少ない



初心者Youtuberが陥る罠 

①企画が外れて落ち込む

②違う企画を始める

③企画が外れる



罠に陥る原因は・・・

自分の感性でやっていませんか？

視聴者が求めるものを投稿しなければならないのに、
自分の感性に頼ってしまい求めるものを見失ってしまう。



改善策

①仮説 ➁検証 ③仮説をまた立てる

・成功にも失敗にも仮説を立てること
・その時々で具体的な数値設定をすること
例）
　視聴回数12.8万回/週
　平均視聴維持率65％
　初動クリック率15％
　

撤退ラインの基準がないと辞め時が判別できない



Youtube初心者がぶつかる7つの壁 

1.再生数が伸びない

2.チャンネル登録者が増えない

3.頑張っているサムネがダサい

4.低評価が先行する

5.他のジャンルが良く見える

6.定期投稿が辛くなる

7.目的を見失いモチベ下がる

8.できない部分を把握し改善すれば進化できる



努力＝量×方向性

努力の方向性を間違えないかを確かめる

方向性はチャンネルの状態によって大きく変わる

「こんなに努力してるのに報われない・・・」



方向性はチャンネルの状態によって変わる

検索流入が大事なので検索されないキーワードやテーマで動画を

作ってないか確かめる。

初期

チャンネルが壊れた時

例）再生回数が稼げなくなってきた。急に再生されなくなった。

諦めて、新規で作った方が早いパターンもある



動画を作る際に視聴者目線・広告主目線・クリエイター
目線・Youtube目線で考えてみる 

Youtube視点の利用価値が高いクリエイターとは？

これを追及すると新しい発見がある



１回再生の重みを感じる

・1人1回だと仮定しても10人の時間が割いてくれて見てくれた
・100回再生だと100人の人が時間を割いて見てくれた

オフラインで自分の発言や行動をそれだけの数に広めようと

思ったら大変

しかし、Youtubeでは動画をあげるだけでできてしまう。



視聴者が見ているのはYoutubeだけではない 

多くの選択肢がある中でYoutubeを選んでいる。

その他の選択肢の中に視聴者の好みを溢れているし、動画にすべきヒン

トも溢れている



専門用語を使いすぎない

特化型Youtuberほど、

「自分がこの分野のNo.1だ!証明しないと!」

と言う感じで難しい言葉や専門用語を多用しがち

視聴者の知識レベルを理解せずに同業者・ライバルを意識しすぎてどんど
ん動画の内容がハイレベルかつマニアックになってしまう

結果、視聴者を置いてけぼりになり動画は伸びない。



Youtube戦略

チャンネル設計



新人Youtuberの歩み 

①クリエイターアカデミーを見る

➁市場リサーチ

③ベンチマーク分析

④ベンチマーク先決定

⑤コンセプトメイキング

⑥ターゲット設定

⑦動画のネタ単位でのペルソナ設定

⑧ネタをまとめる

⑨サムネ、タイトルをまとめる



視聴者がYoutubeを利用する５つの動機 

・身近な娯楽

・暇を豊かに

・プチ挑戦

・「好き」がある

・真実の追求



視聴者がたくさんいるジャンルを探すこと

その視聴者を自分で満足させれるか？・・・

満足させられる！と判断したら、より深くリサーチする

視聴者を満足させる事が本質であり、テクニック論に振り回されてはいけない

断片的な情報収集するのではなく体系的に学ぶことが大事。



ジャンル決定後の具体的なリサーチ先

・同属性のチャンネル

・類似属性のチャンネル

・使われているキーワード

・キーワード需要とトレンド

・関連する情報（本やサイト）

・動画構成の流れ

・動画に集まっている属性の反応

・自チャンネルと同じでなくてもいいので何らかの要素が自分と被るものを探す



Youtube動画を作る前に調べる事 

・使うキーワードでYoutube検索

・フィルタで今日、視聴回数、関連度

・フィルタで今週、視聴回数、関連度

・キーワード毎サムネイル傾向

・タイトル構成、切り口の傾向

・チャンネル登録者と再生回数の割合

・新着動画の関連動画



主観的ではなく客観的な根拠を求める

リサーチツールを駆使して”マス”の関心を探ること

例）
　・ツール
　・Kamui Tracker
　・Nox Influencer
　・Yutura
　・ラッコキーワード
　・Googleトレンド
　・好きのゴリ押しほどウザいものはない
　・相手が喜ぶのは何か探す
　・見る側が何に喜ぶかを入念に調べる



ジャンルの中で面白いコンセプトを打ち出せば勝ち

ジャンルの中で「面白いコンセプト」を作るためには

まずは徹底的にリサーチ！
ジャンルを選定できたらどんなコンセプトがあるのかを知らべること！



レッドオーシャンでは無理なのか

Youtubeの場合はレッドオーシャンだから良い

・需要が多い市場

・ライバルを分析

・空いている切り口でチャンネルを投下

誰もやってないジャンルはブルーオーシャン

・人も魚もいないゴミしか浮いていない海



例えばYoutubeで「新大久保」というキーワードを調べる人は
どんな層が多くて何を求めているのか 

・引っ越しを考えている

・韓国料理が好き

・韓国コスメが好き

・観光に行く前の事前情報を知りたい

キーワードから想定して欲求は見えてくる



「視聴時間単価」が高いジャンルはどう見つけるか  

「購買力の高い視聴者セグメント」が多いジャンルを選ぶ

・ターゲット視聴者の年収

・広告への反応率

・広告を見て商品を成約する確率

・ビジネス系等は全てを満たす

ジャンルが同じであれば「視聴時間単価」は似た値だと予測できる

収益額重視のチャンネルを作るなら、この値が高めのジャンルを見つけた上で　最後ま

で視聴してもらえる動画で参入するのが近道



【収益額÷視聴時間】が再生１分あたり収益（視聴時間単価）

・これは「ジャンル」によって決まるものであり、努力で上げづらい

・キッズ系では低くなるし、ビジネス系では高い



応用リサーチ

雑誌、インスタ、Twitter、芸能人、テレビ、インフルエンサー、現場に行

くなど

ファッション雑誌＋特集されたコスメや芸能人

情報解禁になった瞬間に言葉の需要が生まれる

リサーチはキーワードだけではない

動画時代になって「キーワード以外からコンテンツを消費する」人が増えてい
る



チャンネル１ゴール法

・アドセンスを稼ぎ出すチャンネル
・有名人になるためのチャンネル
・物を売るためのチャンネル

【同じチャンネルで全て達成しようとすると失敗する】
・KPIはどこに設定する
・再生数・視聴時間のような本質的な数値を優先
・収益「額」をKPIにしないほうがいい



Youtubeチャンネルの目的と着地点で攻め方は変わる 

・認知拡大

・アドセンス収入

・マーケティング

・ブランディング

※同じチャンネルで全て達成しようとすると失敗する



どれを選ぶかでジャンルや最初の30本は全く違ってくる 

・目的が違えば手段が違う

・戦略や戦術、設計も違う

・手段ばかり気にして手段の模索が目的になる場合は要注意

・手段を気にする時は、ターゲット設定、悩みに深堀りが甘い



YoutubeはYoutubeのルールや細かい決まりがある 

他のプラットフォームで上手くいってもYoutubeで成功するとは限
らない

中途半端に他のプラットフォームの考えを持ち込みすぎるとチャンネルは成長しない

Web集客の方法論がそのまま通用しない・逆効果になる部分も押さえておくこと



Web集客の方法論が通用しない例 

ターゲット設定を行わないというのはWeb集客では有効だが、Youtubeチャンネル
運営ではNG

とにかくインプレッションを初動から無尽蔵に広げれば良いという発想は
YoutubeではNG

・想定しないターゲット層に届いてしまい、狙っているターゲット層に回帰で
きなくなる可能性がある



コンセプトがコケると何をやっても上手くいかない

興味を持ってもらえるコンセプト設定

動画単位でのコンセプト設定

少ない動画本数でチャンネルコンセプト適正を見極める

人には真似できないような立派なスキルや知識を持っている人ほど、視聴者ニー
ズを意識せず、自分の能力ありきなチャンネルを作ってしまいコケる

・逆に何もできない人ほど、Youtubeで求められているものを一から身に
付けようとするので伸びる



ジャンル選定

「Youtubeでは簡単な内容が伸びる」法則

言葉を使わないジャンルで特に有効

ダンス→有名曲×画面変化が大きい振り付け

スポーツ→誰が見ても凄いスーパープレイ集

音楽→有名曲×派手な速弾きアレンジ

素人目線で凄いものが伸びる



演者にファンが付くタイプのチャンネル

伸びれば伸びるほど、ジャンルに境界線が無くなっていく

入口部分のジャンル選定は丁寧すぎる位が丁度いい

一方、中堅Youtuberはジャンルを限定してチャンネルを運営している。

大手のYoutuberはこのタイプが多い。



Vlogは日本では伸びにくい？ 

特化型Vlogかルーティン動画が日本での突破口

例）
　釣り×Vlog
　バイク×Vlog



ターゲットを熟知すべき

・視聴者は誰か

・何を求めているか

・何を言ってほしいのか

・なぜ自分が提供できるのか

・理由や証拠は

・視聴者が感じる面白いの定義は何か

・視聴者にどんな体験や知恵を提供できるのか



ターゲットを絞ることでのメリット

・動画の再生時間、維持率が上がりやすくなる

・コメント、評価なども入りやすい

・１動画あたりの評価も高まる

・最終的にインプレッションが広がりやすくなる



具体的なステップ

①攻めるジャンルのキーワードに反応する年齢層を調べる

➁女性ターゲットであれば、女性の悩み欲求を最低30個書き出す

・攻めるジャンルでのキーワードから連想するもの

料理などの場合でも20代主婦、30代主婦、40代主婦で料理の悩み
は違ってくるように細かいターゲット設定が大事になる



視聴者属性≠ペルソナ 

視聴者属性＝その人のアカウントの視聴履歴

他のSNSでのペルソナが一致していても

Youtube視聴アカウントの視聴履歴がズレていたらチャンネルは一気に壊れる。

一度壊れてしまったら修復不可能。



キッズだけでは不十分

キッズという概念の定義、解釈が人によって違うから

・必ず定量化、具体化すること

ペルソナ分析をしてその中から多くの視聴者に共通する要素の発掘を行う

・チャンネルの軸をブレなくさせる上で、ターゲット設定と併せて深堀りすること



自チャンネルは既に小中学生向けに動画製作していない

現在では高校生をターゲットにした動画制作している

（理由）

・7:00～9:00の時間帯に視聴数が伸びないから
・コメント欄の民度が低くなるから
・高校生向けの動画を小中学生が見ることはあっても、小学生向けの　動画
を中高生が見る　機会が少ないから



再生時間の濃厚と淡白

属性が絞られた動画【濃厚】

無属性が集まる動画【淡白】

チャンネル特色が濃くなれば、メリットが多くなる

　・Google側のメリットを考えてみる

　・視聴者属性が濃厚な動画、淡白な動画のどちらに広告を表示させたいか

濃度の薄い再生時間が多く集まるとチャンネルの分類分けにAIが迷いだす



動画尺

自分のジャンルのライバルチャンネル（5個は調べる）の中で、トップクリエイ

ター直近動画10個分の平均時間を見る

そのジャンルの中で適した時間が見つかる



投稿頻度

初期は頻繁に投稿して中期は固定

視聴者目線

・曜日固定でマインドシェアを奪う戦略

Youtube目線

・本数が多い方がアクセスの間口が広がる

・1本で再生回数が回るようであればこの限りではない



AIは「唯一無二」が苦手 

「今まで成功してきたCHの傾向」を抽出して、それに「似てる」ものをプッシュするの

がAIの仕事であるため

後発組は「今までの成功事例に寄せる」

AIアルゴリズムに、「これは今後伸びるチャンネルの特徴だ」と思わせ
る



タテ動画vsヨコ動画 

タテ動画

　殆どのスマホアプリは縦向きで使う。LINEもTwitterもソシャゲも縦

　長時間視聴してもらえない

ヨコ動画

横の場合はスマホを持ち変える手間が発生するので、長尺動画に相性が
いい

長い動画なら全画面モードで見られる



ヨコ動画とタテ動画の注意点 

ヨコ動画

字幕のサイズは小さくていい

尺が短い場合は、縦モードのまま視聴されることを意識する方がいい

タテ動画

タテの場合は小さく表示されるため、字幕を大きくする必要がある



プロデュースで伝えること

・全体的な戦略

・チャンネルコンセプト

・リサーチ結果

・キャラ、世界観の設定

・マネタイズの種類

・狙うターゲット

・最初の30本の企画

・目標達成までにかかる工程

・かかる日数

・台本の構成と意味

・ライバルのチャンネルに目を通す



Youtube戦略

採用編



採用手順

①テスト編集依頼

➁3～5本編集依頼

③本格的に依頼

1本テスト動画を制作できたからといって安易に採用しない



テスト動画を制作できたからといって安心してはいけない 

本格的に依頼できるステップまでいけるのは全体の20％前後

人材はいくらでもいる

見つからないのは適切なプラットフォーム、コミュニティを利用していないから

ジモティは卒業すること

砂金を砂漠の中で探すようなもの。原石は炭鉱、宝石店に売っている



優先順位

コミュニケーション

　・コミュニケーションコストが低いかどうか

　・オーダーを漏れなく反映できるか

　　　勝手にアレンジを加えたり工程を省略しない

　・疑問点、曖昧な点を質問できるか

　



優先順位

　センス
　　「センスが壊滅的にない」クリエイターを排除する

　　　・動画

　　　・エフェクト

　　　・カット

　　　・サムネ

　　　・色使い

 　　　・フォント

　　　・配置



稼働時間

掛け持ちをしているか
　　
　掛け持ちの場合、納品の優先順位はどれくらいの高さに設定できるか

フリーランスなら週30時間以上の稼働が理想
　　
　1本あたりゆっくりペースで15時間かかるとしても1人で週2投稿できる
　2～3人いれば投稿ペースとしては本来は十分

週15時間以下であると、そこそこの編集経験者でなければ週1投稿が厳しくなる
　完成に2週間以上かかってしまうとトレンドから外れたり、新企画開始が遅れ　てし　まったりす
る　



編集技術

・クオリティ

・納品スピード



好ましい人材

インプットを行い、アウトプットも行う

素直に行動して報告、連絡、相談する

コミュニケーションコストが低い例

　①指示通り作れる人

　➁指示通り作れるし、複数パターン提案できる人

　③丸投げ可能

　④③ほど高単価が出せる

　⑤成果を出すこと＋当たり前の事ができる人



高単価を出していい人

・クライアントの特質を見抜いて作業できる人

・クライアント側にYoutubeの知識がそんな無いのなら丸投げできる人を重宝す　る

・逆に職人的なクライアントは勝手な提案や改変を嫌がる

・自分の場合は中庸

・丸投げで完結するならそれに判断すれば受け入れる

・相談のない改変や省略はNG

成果を出すこと＋当たり前の事ができる人



NG人材 

初心者

ありがちな営業フレーズ

・頑張るので

・当たり前

・やってみたいです

・できる人を探している

・学ばせてください

・学校ではない

学生

・リテラシーが低い傾向がある



youtube戦略

契約編



契約を交わす際の注意点

１．書類ベースで契約書を交わすこと

２．信用を失わない相場観



１.書類ベースで契約書を交わすこと

テンプレートがネット上で落ちている

→リライト

例）bizocean

:https://www.bizocean.jp/doc/categ

ory/20/

https://www.bizocean.jp/doc/category/20/
https://www.bizocean.jp/doc/category/20/


重要な点を条項としておさえる

・業務内容

・期間

・報酬

・お金の流れ

・成果物の帰属権

・契約解除



なぜ契約書を交わすべきか

一番の理由：トラブル回避

例）口約束ではないので、報酬未払いを回避できる

例）契約者の離職を回避できる

例）成果物所有権の主張を回避できる

例）口論や揉めごとを回避



２．信用を失わない相場観

大きく分けてyoutubeの報酬相場は２つ！

・コンサル契約の場合

・ジャンル別運営コスト



コンサル契約の場合

前提：アドセンス収益にもマネタイズできることを忘れるな

例）物販（自社のオリジナル商品）

例）アフィリエイト（楽天Room,amazonアソシエイト）

例）コンサルティング、コーチ

例）月額スクール



分配例

アドセンスの場合）

●利益ベースでアドセンス：２０～３０％

●その他のマネタイズ：３０～５０％

⇒半分以上の報酬を取らない



経費バランス

ポイント１

最初は、コンサル側か依頼側が経費を持つが、

途中からは利益で契約を変えていく

ポイント２

アドセンスの分配はコンサル側が貰う上限を決めるべし



ジャンル別運営コストの参考価格

ASMR 1000～3000円

動物 500～1500円

漫画 ３～８万円

ハウツー 5000円前後

ヘアアレンジ 3000円前後

スピリチュアル 5000円前後


