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【推奨環境】  

このレポート上に書かれている URL はクリックできます。  

できない場合は最新の AdobeReader をダウンロードしてください。 

(無料) https://get.adobe.com/jp/reader/ 

◆著作権について 

当レポートは、著作権法で保護されている著作物です。 使用に関しましては、以下の点にご注

意ください。 

◇レポートの著作権は、作者にあります。作者の書面による事前許可なく、本レポートの一部、ま

たは全部をインターネット上に公開すること、およびオークションサイトなどで転売することを禁じま

す。 

◇本レポートの一部、または全部をあらゆるデータ蓄積手段(印刷物、電子ファイル、ビデオ、 

DVD、およびその他電子メディアなど)により複製、流用および転載することを禁じます。 

◆使用許諾契約書 

本契約は、レポートダウンロードした法人・個人(以下、甲とする)と作者(以下、乙とする)との間 

で合意した契約です。本レポートを甲が受けとることで、甲はこの契約は成立します。  

第 1条(目的)本契約は、本レポートに含まれる情報を、本契約に基づき、甲が非独占的に使

用する権利を承諾するものです。  

第 2条(第三者への公開の禁止)本レポートに含まれる情報は、著作権法によって保護されてい

ます。また、本レポートの内容は、秘匿性の高い内容であり、甲はその情報を乙との書面による事

前許可を得ずにいかなる第三者にも公開することを禁じます。 

第 3条(損害賠償)甲が本契約の第 2条の規定に違反した場合、本契約の解除に関わらず、

甲は乙に対し、違約金として、違反件数と金壱萬円を乗じた価格の 10倍の金額を支払うもの

とします。 

第 4条(その他) 当レポートに沿って実行、期待通りの効果を得ることができず、万一如何なる

損益が生じた場合でも、乙は甲に対して責任を負わないものとする。 
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Youtuber のネタ元はこれまで音声やマニュアルで紹

介してきましたが、ここでは追加で 3 つのネタ元を紹

介していきます。 

 

 

ライバルが少ないネタ元を取り揃えているので、 

ぜひご自身のネタ選定のバリエーションを増やしてい

きましょう。 

 

 

バリエーションが増えれば増えるほど、ライバルより有

利になっていくので、ネタ元＋使い方まで抑えてご自

身のスキルに落とし込んでください！ 
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ライバルが気づきにくい、意外すぎる

youtuber のネタ元！ 

 

 

ここでは僕が重砲している“意外な”ネタ元を紹介し

ます。 

 

 

ここで見つけたものは、ライバルが少なかったり、また気

づきにくいので初期のブログでも比較的上位表示させ

やすいです。 

 

 

そのネタ元とは・・・・ 

実は youtubeのホームページです！ 
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⇒https://www.youtube.com/ 

 

Youtube のホームページには、 

おすすめの動画がたくさんでてきていますよね？ 

 

 

そのため、これらの動画を出している youtuber をそ

のままシンプルに狙ってしまいましょう！ 

 

 

また、このネタ選定法には以下の二つのパターンがあ

ります。 

・プライベートウィンドウを使ってネタ選定をする 

・普通のブラウザでネタ選定する 

 

https://www.youtube.com/


7                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

■まずプライベートウィンドウ（シークレットウィンドウ）

とは、自分の検索履歴が反映されていない（完全

ではない）状態でネットを見られる仕組みです。 

 

 

つまりプライベートウィンドウで youtubeのホームペー

ジを見ると、自分の好みとは関係なく、ある程度ラン

ダムにおすすめ動画がでてきます。 
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そしてここの「動画を出している」人物をネタとして書い

ていきます。 

 

 

例えば二つ目のところの 

「katchan33」という人物を見てみます。 
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するとチャンネル登録数が 23万人もいるのに、今の

ところ意外にもライバルは一人しかいないです。 

 

 

 

このように、こういったある程度ランダム性があるネタ元

は、同じやり方でネタ選定をしても結果が同じになり

にくいので、穴場ネタを見つけられますよ！ 
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そしてプライベートウィンドウを使わずに、 

普通のウィンドウで youube のホームページを見る

と、出てくる動画のパターンが違います。 

 

 

先ほどもお伝えしましたが、プライベートウィンドウを使

わない場合、Youtubeはおすすめ動画を選ぶときに

あなたの検索履歴などを利用するので、あなたが普

段記事を書くような youtuber と関連性が高い動

画が出やすくなります。 

 

 

そのため用途に合わせて「プライベートウィンドウ」

「いつものウィンドウ」を切り替えることで、いろんなネ

タが探せますよ！ 
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初期のブログでも上位表示させやすい

インフルエンサーを探すネタ元 

 

ここでは、youtuber に限らず、いろんなインフルエン

サーを探すネタ選定の方法をお伝えしていきます。 

 

 

使うのはずばり「ツイッター」です！ 

 

 

Twitter で、自分が探したいタイプインフルエンサーの

条件をキーワードで打ち込むことで、その人物につい

てのツイートを見つけることができます。 
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■どういうことなのか、実際の例を見ながら抑えていき

ましょう。 

 

 

今回はダンス動画で注目を集めるインフルエンサーで

ある、「踊り手」を探していくとします。 

さらにその中でも「かわいい」人物を探していきましょ

う。 

 

■まずはツイッターを開いてください。 

 

⇒https://twitter.com/ 

 

 

 

https://twitter.com/
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■そしたら、ツイッターの検索窓に今回は例として 

「かわいい 踊り手」と入れてみましょう。 

 

 

ちなみにここは 

・面白い 踊り手 

・イケメン 踊り手 

・面白い 踊り手 

・・・ 
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と横展開させながら検索したり、 

それを縦展開して、 

・面白い 歌い手 

・イケメン 歌い手 

・面白い 歌い手 

・・・ 

としていけば、いくらでもパターンが作れますよ！ 

 

 

■それでは引き続き今回は 

「かわいい 踊り手」を見ていきます。 

 

 

するとこんなツイートがでてきて、 

「あーずー」というインフルエンサーを見つけました。 
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■そしたら yahoo に入れて関連ワードがあるかチェッ

クしていきます。 

 

すると以外にもたくさん関連ワードがあり、 

その中の例えば「あーずー 本名 ゆきの」という KW が

今のところガラ空きです。 
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■このようにうまくツイッターを使っていけば、 

美味しいネタをたくさん見つけられます。 

 

 

■この探し方をすると、youtuber に限らずいろんな

インフルエンサーを探せるということと、そもそも興味を
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持たれているので、需要の高いネタを見つけやすいこ

とがメリットです。 

 

 

そしてこのネタ選定方法は、実は基本的には安定ネ

タならなんでも使えます。 

 

 

例えば CMネタを狙おうと考えれば「面白い CM」と

いったように検索して、そこからネタ選定をしていくのも

良いですね！ 
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応用が利かせやすいネタ元！ 

 

ライバルが気づきにくく、需要の高いネタを見つけやす

いネタ元を紹介します。 

 

それがコラボしたインフルエンサー狙いです！ 

 

 

人気 youtuber とコラボした人物、紹介した人物、

関係性が深い人物（友達など）は、注目が集まり

やすいです。 

 

 

これは無名だった人物が有名になり検索される 

「無名⇒有名の法則」にもあてはまりますね！ 
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ではどうやってその人物を探すかというと、 

初めはラッコキーワードを使うと探しやすいです。 

 

⇒https://related-keywords.com/ 

 

 

ラッコキーワードとは、 

ワードを入れることで、そのワードに対するグーグルの

サジェストを出してくれるツールです。 

 

 

https://related-keywords.com/
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今回は例として人気 youtuber の「ヒカル」を入れて

みます。 

 

 

するとサジェストの中に人物名があることがあります。 

 

 

この人物はインフルエンサーであることが多いので、 

この人物を書けないかライバルチェックをしていきます。 

 

 

今回であれば、「ちゅーにー」という人物がいますね！ 
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試しに見てみると、「結婚」という KWがライバルが少

ないです。 
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いろんな大物 youtuber を入れてみて、 

狙えそうな人物はガンガン狙っていきましょう！ 
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まとめ 

 

今回はさまざまなタイプのネタ元を 3 つ紹介してきま

した。 

 

単に多くのネタ元を覚えるのではなく、 

自分で実際手を動かしネタを繰り返し探すことでネ

タ選定のコツが掴めてきます。 

 

そして一つのネタ元で見つけ方のコツがわかると、その

他のネタ元も、使いこなせるまでにかかる時間が早く

なります。これが「成長」です。 

 

何度もトライして自分のスキルに落とし込んでいきまし

ょう！ 


