
今からでも遅くない！ 基本的な使い方や最新活用方法がわかる！



!2

自己紹介 WEBオプティマイザー 

SEO・LPOやコンテンツマーケティングから
リアル店舗のビジネスモデル構築まで!



皆さんに質問です
SNSの種類を教えてください



なぜ検索するのですか？

その結果はどうでした？

さらに質問です
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Capture1

ビジネスでのネット活用
役に立つビジネス情報を発信し続ける

ユーザーに良いコンテンツを届けることが目的

問題解決



AIDMAの法則(アイドマ)

１、Attention （注意）アテンション 

　　　　↓ 

２、Interest （興味・関心）インタレスト 

　　　　↓ 

３、Desire （欲求）ディアイザ 

　　　　↓ 

４、Memory （記憶）メモリー 

　　　　↓ 

５、Action （行動・購入）アクション

1920年



AISAS(アイサス）

１、Attention （注意）アテンション 

　　　　↓ 

２、Interest （関心）インタレスト 

　　　　↓ 

３、Seach （検索）サーチ 

　　　　↓ 

４、Action （行動）アクション 

　　　　↓ 

５、Share （共有）シェア

2004年



現在、物を買う時の意識

「安いモノだけを求めている訳ではない」



物を買う時の心理

「信用がなければ物は売れない」



どんどん情報を提供して信用を得る



5つ信用



知識や技術がある人を信用する

分かりやすくまとめている人を信用する

共通点がある人を信用する

歴史（過去のこと）を話せる人を信用する

権威があると信用される



人の信用を得るには、時間がかかる

商品を最も買っていただけるのは、 

信用している知り合いから、薦められること



あなたは、どんなサイトを信用して見ていますか？

その時、あなたはどんな気持ちになりましたか？



インターネットを活用して、 

有益な情報や信用できる情報を探している。



メンタリスト daigo 

YouTube 
101万人

ニコニコ動画 
11万人
59,400,000円

TIPS



インターネットを活用して、 

有益な情報や信用できる情報を探している。



料 理
ピカタってなんだ！
どうやって作るの？











世の中にある情報を簡潔にまとめられており 

かつ無料で情報を得ることができる。信 用



権威がある

実績がある

わかりやすい



知識や技術がある人を信用する

分かりやすくまとめている人を信用する

歴史（過去のこと）を話せる人を信用する

権威があると信用される



Googleの順位はランキングアルゴリズム

200個以上ある数値から決めている



ランキング要素
リンク

歴史
滞在時間



被リンクが時代を制した時代　2016年まで

長文のSEO・コンテンツSEO　2018年

E-A-Tが重要　2019年～



1.Expertise（専門性） 

2.Authoritativeness （権威性） 

3.TrustWorthiness (信頼性）

E-A-Tとは

エクスパァティィーズ

アソォーラァテェイティィヴ

トゥラァストゥァーズィ



Expertise（専門性）

専門性とは、ある現象（レビュー）について症状や現象に異なる意見が出るはず

となれば、一定量以上の文章などで伝えることができるはず

専門用語をわかりやすく説明ができるはず

エクスパァティィーズ



Authoritativeness （権威性）

記事の量が充実しており質も高い

運営期間が長い

被リンクを獲得しており、定期的に更新している

アソォーラァテェイティィヴ



TrustWorthiness (信頼性）

運営者情報の開示

履歴書となるようなもの

氏名・経歴・実績・連絡先・問合せ先・プライバシーポリシー

トゥラァストゥァーズィ



リンクの効果がなくなり 
コンテンツ重視になった？





コンテンツの更新
インデックスのコスト問題から 
今後はすべてのページはインデックスされないことが考えられます。 

したがって、最近の傾向は情報の鮮度を保つために更新をする。 
新しいコンテンツではなく、いままでページを追加や修正を 
繰り返していくという意味です。 
 
特に生命と財産に関してのページは特に注意が必要です! 
法律が変わったり、内容が変わった場合はアップデートしましょう。



滞在時間を上げる
文字情報だけでは、滞在時間のアップは見込めませんので 
YouTubeを活用しましょう。 
 
YouTubeの使い方は、動画だけではありません。 
スライドを流しながらのセミナー動画など 

現在では、ライブ配信も可能ですので是非活用してください。 
 
YouTubeはGoogleの傘下のため、パーソナライゼーションにも 
好影響となります。



今後のサイト運営

Googleにインデックスされるようなページ作りをする 
 
信用性が高いサイトからのリンクをもらう 
 
クリック率が高いとGoogleは高品質と考えている 

合わせて、滞在時間を伸ばすことは最重要となる



ブログを始めた時・理由
•なぜブログを始めましたか

•なぜSNSをしていますか

•YouTubeは？





なぜYouTubeなのか?

→ インターネット人口の1/3の10億人以上に利用されて 
 おり、1日辺り数億時間で視聴回数も数十億回

•YouTubeユーザーが多い

→世界第2位の検索エンジン 
　IDさえあれば無料

•検索される

→一般サイトより、54倍評価されている 
　文字だけではないコンテンツ

•Googleは動画を評価



2163億円

100万円



YouTubeの利点

→ブログのように過去から検索される
•ストックコンテンツ

→ 関連動画が充実している
•関連性

→ レスポンシブデザイン 
　 一つの動画で複数のディバイスに対応

•ディバイス



動画の利点

→様々な場所に貼り付けることができる
•YouTube動画は共有に向いている

→ 1日で500年分に相当する動画が視聴されてる
•facebook

→ 毎分、700本の動画が視聴されている
•Twitter



YouTubeを使った簡単コンテンツ

→インタビュー形式で撮影
•YouTubで商品説明

→2分撮れれば、600文字 
　滞在時間アップ

•ブログで動画とテキスト

→スマホだけあればOK 
　

•特別な機材は必要ない



メディアの特徴

→潜在的な悩みがあるが 
　表面には出てこない

・受動的

→検索は問題を抱えていて、 
　解決しようと検索している。

・能動的

facebookやTwitter

ブログやYouTube

検索されるか? されないか?



動画の基本設定

→もっとも大切、動画とマッチしているか 
　

•動画タイトル

→キーワードを織り込むこと共起語をいれましょう 
　見て欲しいサイトのURLも忘れずに

•動画説明欄

→関連動画に表示させることもできるので 
　必ず設定

•タグ



動画の設計

•あなたらしさ
•話ことばで伝える
•わかりやすい
•見た後の行動を促す

YouTubeを通して、自分の使命を果たす



動画の作り込み

•誰が・誰に・何を伝えるのか
•テーマ
•具体例・事例
•反論や主張
•結論



ポイント

•自分が何かに困った
•よく質問される
•解決策
•専門性

たとえ、多くの動画がすでにあってもアップする
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YouTubeの基本設定
プラットフォームを理解して活用しましょう。

ユーザーに良いコンテンツを届けることが目的

問題解決



チャンネルの基本設定

→題材が違う場合は、サブチャンネル
•メインチャンネル

→ファイルの最大サイズは128GB 
　動画の長さは最長 11 時間

•動画のアップロード、最大時間

→YouTube側で無料で利用できる音源あり
•BGMは著作権に注意



動画の公開方法

公開公開
限定公開
非公開
公開予約



ハウツーと教育動画

→資格試験や認定試験などのテキスト 
　作り方や設定なのどのハウツー

•仕事にあった内容

→説明が長い場合には、シリーズ化 
　タグ設定で関連動画にも表示されるように

•シリーズ化

→履歴などをご自身で説明 
　サイトやブログに貼り付ける

•プロフィール



プロフィール アカウント

チャンネル名
ビジネスネーム可

概要
内容をしっかり



良質な動画とは ①

→2分から3分半が適度な長さ 
　教育動画やセミナー動画は別

•最初の15秒が肝!

→個別の動画をアナリティクスで判断する
•最後まで見てくれる

→良い動画は他の人にも見て欲しい 
　

•シェアされる



良質な動画とは ②

→再生回数をどれだけ稼いでも・・・
•再生回数ではない

→動画の視聴時間が長ければ 
　関連動画でも表示される

•視聴時間が重要

→タイトルで引き寄せ、内容で納得してもらう 
　マッチしていなければチャンネル登録はない

•タイトルと内容



検索される

ユーザーに良いコンテンツを届けることが目的

問題解決



コンテンツの肝 !

“誰の”　   “どんな悩み”
‖ 
訪問者

‖ 
キーワード

惜しみなく、役に立つ動画を誰よりも先に、誰よりも濃く!



もし、同業者から・・・

その動画は優秀な動画です!!



設定



設定



動画の活用







YouTubeの設定







クリエーターツール













YouTubeアナリティクス　画面





視聴者維持率



ユーザー層



トラフィックソース



動画別　視聴者維持率



端末



個別動画の解析







評価
どんな人が見ているのか? 
どれだけみられているのか?

改善
タグを変えてみる 
変化を加える

動画もPDCA
計画
何を説明する動画

実行
YouTubeに 
アップする



ビジネス動画

→説明欄や終了、カードでサイト誘導
•誘導先を明記する

→競合やライバルの動画がなければチャンス!
•上位表示を狙う

→メールを打つより簡単で伝わる動画で 
　

•質問を動画で回答する



動画も検索されるキーワード

集客キーワード

決定キーワード



動画も検索されるキーワード

集客キーワード

決定キーワード



「 肩こり 」というキーワード

肩こり

肩こり

肩こり

肩こり ストレッチ

地域

薬

病院

肩こり

肩こり

肩こり

肩こり ストレッチ

地域

薬

病院

治療

副作用

札幌

簡単

家電店
薬局
整形外科
整体院

同じ「肩こり」という悩みを解決するキーワードでも業種によって違うのです



コレステロール コレステロールのことを調べている

集める人が決まればキーワードも決まる

コレステロール

コレステロール

下げる コレステロールを下げ方を調べている＋

下げる コレステロールを下げる 
サプリを調べている

サプリ＋ ＋



YouTube  1280×720

サムネイル





動画編集
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Capture3 動画編集のアプリ

iPhone・Androidともに使える動画編集アプリ

https://androidapp.jp.net/apk/633335631/perfect-video

動画編集 Perfect Video

https://itunes.apple.com/jp/app/%E5%8B%95%E7%94%BB%E7%B7%A8%E9%9B%86-perfect-video/id633335631?mt=8

https://androidapp.jp.net/apk/633335631/perfect-video
https://itunes.apple.com/jp/app/%E5%8B%95%E7%94%BB%E7%B7%A8%E9%9B%86-perfect-video/id633335631?mt=8


https://youtu.be/om5vi9qgKrI



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01&hl=ja

PowerDirector

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyberlink.powerdirector.DRA140225_01&hl=ja


Cute CUT - 全機能動画編集
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Perfect Video

撮影は純正アプリ

スマホには無料で利用できる編集アプリがあります。 
初めて動画編集をするにはとてもやりやすいアプリで 
まずは、動画編集の基礎を学びましょう！

スマホのカメラでは4Kで撮影ができる、ハイスピード撮影 
タイムラプス撮影が設定一つでできます。

編集はPerfectVideo

パソコンを使うことなく動画を作ることができます。



新規プロジェクト ビデオ 動画設定



クリップ 分割 位置を選ぶ



使いたい部分を選ぶ カット編集後 タイトル



文字装飾 文字位置・時間 エフェクト



トランジション 種類 音楽



オーディオ 再生 保存



書き出し カメラロール 完成





1
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iPhoneを使おう

撮影は純正アプリ

iPhoneには無料で利用できる編集アプリがあります。 
初めて動画編集をするにはとてもやりやすいアプリで 
まずは、動画編集の基礎を学びましょう！

iPhoneカメラでは4Kで撮影ができる、ハイスピード撮影  
タイムラプス撮影が設定一つでできます。

編集はiMovie

パソコンを使うことなく動画を作ることができます。





2
Capture5 カメラアプリの使い方

カメラ設定

動画撮影に適する設定を行います。

カメラアプリの設定について解説します。

【設定】⇒【カメラ】⇒【ビデオ撮影】

フルハイビジョンによる撮影・編集していきます。

【1080p/60 fps】or 【1080p/30 fps】

1080pはフルハイビョン・720pはハーフ 

iPhone6s以降から4Kに対応しており、とても綺麗な映像が撮れます 

しかし、iPhoneの容量が少ない場合は、長い撮影ができません。 

フレームレート（fps）一秒間に何枚撮るのかを設定します。 

30fps・60fps・120fps・240fpsなど撮ることが可能



3
Capture5 カメラアプリの使い方

カメラアプリの設定について解説します。

撮影設定

映画などは24fpsでとる場合が多く、なめらかな動画

ではなく、パラパラ動画とも言われています。

YouTubeでは4K動画でも投稿はできますが、視聴者が

対応しているディバイスで見る必要があります。



4
Capture5 撮影の設定

各種設定を覚えましょう！

カメラの撮影設定

基本的には、何も設定することなく撮影します。

場所によっては暗くて撮影にならない場合があります。

露出やAE/AFロック、ズームなどを使えます。

一応、覚えておいた方が良いとは思います。

露出・AE/AFロック・ズーム



5
Capture5 撮影に必要な物

iPhoneだけでも十分ですが、必要な物を紹介します

安定した映像を作る

三脚は必須です。撮影する作品によって様々となります。

ブレている動画は、視聴者に不快を与えてしまいますので

安定した映像を心がけて下さい。

パンする時なども、相当ゆっくりな速度で行いましょう！

ジンバルなどを使うとVlogなどの動きのある動画でも

ブレが少ない動画が撮れるようになります。

実物もご用意しておりますので、後ほど試してみて下さい。

＊ モバイルバッテリー
撮影には、予想以上に多くのバッテリーを消費します。
予備としてモバイルバッテリーがあると安心です。

＊ 撮影時は機内モード
撮影中に電話や通知が来てしまうと折角の撮影が撮り直し
になってしまう場合があるので機内モードにしましょう。

＊音声はとても大事です！
iPhone内蔵マイクは360℃を録るのが目的です。
室内の環境音や野外では風切り音などはとても耳障りで

すべてを視聴してくれない場合が多いです。



TIPS 撮影の構図



1
Capture6 iMovieの基本

iPhoneであれば無料で使える動画編集アプリ

ビデオ プロジェクト Theater



予告編を作って行こう！
Movieの予告編を作っていく6-1

Capture6



予告編を作る
テンプレートを使って編集していく6-2

Capture6



新規プロジェクト ムービー 動画を選ぶ



メディアを選ぶ すべてを選択 ビデオを選択



動画を選ぶ タイムライン クリップを選択



プロジェクト名

カメラロールにある写真 

動画、音楽などを選択

一つ前のクリップへ クリップを再生

一つ前に戻る。 

長押しで1つ後に戻れる

フィルタの変更



タイムラインとクリップ
動画編集はタイムラインで作っていきます3

Capture6

スライドいると時間が進みます

2本指で時間軸を変動できる

タイムラインを範囲指定する

クリップの分割・削除



トランジション
画面が切り替わる時の効果6-3

Capture6

なし カットの切り替わり

テーマ 動画ジャンルにあった切り替え

ディゾルブ 掛け合わせるような切り替え

スライド 次のカットがスライドしながら切り替わる

ワイプ クロップしながら切り替わる

フェード 暗転してカット切り替え



時間 音量 テロップ



フィルター テロップ テロップ各種



オーディオ音楽を入れる テーマ曲



使用ボタンシンプル 音楽の時間



書き出し方フェードアウト黒フェードアウト



書き出し先 サイズ指定書き出し方法



クラウドへ書き出し書き出し



イントロ・アウトロ
動画の前後にイントロを入れる7-1

Capture7

イントロデザイン 新規イントロ



テンプレートダウンロードテンプレートを選ぶ



カラーも選べるタイトルテロップを選ぶ



出来上がり各種設定と書き出しビデオサイズ





YouTubeにアップ
動画が出来上がったら投稿1

Capture8

【iMovie】からも投稿できるが

うまくいかない場合がある

そんな場合は、YouTubeから

直接。アップする

動画を選ぶ動画をアップ



出来上がり各種設定と書き出し簡易的な編集ができる



0.3円

469回/1day

1
Capture9 広告収入について

広告収入はジャンルによって多少の変化があります。

広告を得る条件

チャンネル登録者1000人

総再生時間が過去 12 か月以内で 4,000 時間以上

6ヶ月に一度は動画を公開すること

一応、覚えておいた方が良いとは思います。



ありがとうございました


