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コンサル開始からちょうど 1 か月ほど経ちました。 

 

・ネタが見つけられるようになった 

・外注化に着手し始めた 

・アクセスが毎日安定的に来る記事が出てきた 

・・・ 

といった方もでてきましたね。 

 

こういった小さな成功体験の積み重ねによって、どん

どんブログが面白くなってきます。 

 

 

なので、今日の作業の一つ一つからしっかり向き合っ

て行きましょう。 
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そして今回は VSS2 か月目のマニュアルとして、 

・ネタ選定の幅を広げる方法 

・人物ネタの KW に対して情報が無い場合の書き

方 

・正しいライバルチェックの方法 

といったことをお伝えしていきます。 

 

 

どれもインフルエンサーネタで効率よく稼ぐための欠か

せないポイントなので、しっかり押さえて自分のスキル

に落とし込んでいきましょう！ 
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狙うインフルエンサーの幅を広げネタ選

定力をアップさせる！ 

 

これまで youtuber ネタを狙う場合は、 

『関連ワードが多かったり、yuturaでチャンネル登

録数が増えているものを選びましょう』とお伝えして

きました。 

 

 

これは安定的・継続的に需要がある youtuber を

狙って行くためでもあります。 

 

 

ただ、これから需要が伸びていきそうな youtuber も

一緒に狙って行くとネタ選定の幅が広がります。 
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■それではどんなのが 

『これから伸びていく youtuber』なのかですね。 

 

 

おすすめなのは以下の条件を満たす人物です。 

 

・登録者数の月間増加が 1万人前後 

・チャンネル登録者数が 10万人以下 

・動画の更新頻度が極端に低くない（月に 1回な

ど） 

 

 

ポイントは月間の登録者数が急激に増加している人

物。 
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チャンネル登録が急増している人物は、注目している

人が多いということだからです。 

 

 

理想は 1万人ほどですが、まだブログが強くない人は

チャンネル登録者数が 9000人以上など、多少前

後してライバルが少ないところを狙うのもアリです。 

 

 

ではこういった人物をどうやって探すか。 

ここでも yutura を使います。 
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■まずは yutura にアクセスします。 

 

⇒yutura 

 

そして yutura の下側にある「月間チャンネル登録数

ランキング」をクリック。 

 

 

 

https://ytranking.net/
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■この一覧から増加率を見てネタ選定をしていきま

す。 

 

 

 

 

■もちろんここの 1 ページ目に載っているようなランキ

ング 10位以内の人物はライバルが多いので、先ほど

お伝えした通り 1万人前後を狙って行きましょう。 
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■ちなみに、こういった今から伸びる youtuberは関

連ワードがまだ無いこともあります。 

その場合はどんなＫＷで記事を書けば良いのか？？ 

 

 

基本的には以下の検索されやすいＫＷを連想して

書いていくことになります。 
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〇一般系：年齢、身長、学歴、彼女、結婚など 

〇実況系：顔、年齢、仕事 

〇Vtuber：中の人、wikiなど 

・・・ 

 

どれも普段インフルエンサーネタの記事を書くときにタ

イトルに入れるＫＷばかりですね。 

 

 

■今回紹介したこれから伸びる youtuber の狙い

方はあくまで一例です。 

 

 

伸びそうな人であれば極論誰でも良いので、記事を

ガンガン書いていきましょう！ 
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『情報が無い時』の記事の書き方を学

び作業効率を上げる！ 

 

記事を書いていてどうしてもぶつかる壁が「調べても情

報が無い」という問題です。 

 

 

これはジャンル関係なくブロガーを悩ませるものです。 

 

 

例えば 

「インフルエンサーの彼女に関する記事を書いている

とき、どうしてもない・・・」 

「それでも探して探して、、気づいたら 2時間も 3

時間も立っていた・・」 
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なんて経験があなたにもあるかもしれません。 

 

 

ではどうすれば解決できるのか？ 

記事を書くのが早いブロガーはどのようにしているの

か？ 

 

 

結論から言うと、記事を書くのが早い人は 10分、

15分と時間を区切り、そこで見つからなければあきら

めて「潜在ニーズ」や「根拠のある考察（推測）」を

書いていきます。 

（潜在ニーズについては前回 1 か月目のマニュアル

を参考にしてみてください） 
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というのも、そもそもいくらネットを探しても情報自体が

存在しないことがざらにあるからです。 

 

 

つまり人によっては、そもそもないものを永遠に探し続

けているわけです。 

 

 

■そしてあなたにおすすめするのが、 

『もしある程度情報を探して「もう無い」と判断した場

合、その時何を書くのかをあらかじめ用意しておくこと』

です。 
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そうすれば、情報が無い時にそこからいちいち考えこま

なくても良いですし、慌てず質の良い記事を書けるか

らです。 

 

 

今回は人物ネタについて、情報が無い時に書きたい

内容をいくつかお伝えします。 

 

 

 

■まずは本名から。本名は非公開にしている

youtuber が非常に多いです。 
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なのである程度調べて出てこない場合は、推測して

書いていくしかないです。 

 

 

一番やりやすいのが「チャンネル名やニックネーム」から

推測することです。 

 
 
 

例えば 

     具体例＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（たかたかチャンネルという youtuber を狙うとき） 

たかたかチャンネルさんの本名について、 

「たかたか⇒たか⇒本名はたか～～」なのかなと思い

ます。 

 

ちなに「たか」から始まる名前であれば、 
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・たか 

・たかし 

・たかあき 

・・・ 

あたりですね。 

 

===============＝＝＝＝＝＝＝＝ 

こんな感じで推測していくと、書きやすいですね。 

 

 

またチャンネル名やニックネームが完全に本名と関係

ない場合は、その由来を書いていくのがおすすめで

す。 
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     具体例＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

（雪ん子チャンネルという youtuber を狙う場合） 

実は雪ん子チャンネルさんの本名について、 

「雪」とは関係ないみたいです（笑） 

 

というのも雪ん子というのは、彼女の学生時代につけ

られたニックネームが元になっているからです。 

 

小学生の時彼女が雪合戦をしていたら～～～ 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

こんな感じですね！ 
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■年齢の場合、 

これは好きな音楽や趣味のキャラクターのエピソード

などからも推測できます。 

 

 

例えば該当の youtuber が動画の中でこんなことを

言っていたとします。 

（もしくこんな内容のツイートがある場合もチャンスで

す。） 

     具体例＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

北斗の拳を高校生のころ見ていたんです！これって

僕の青春なんですよ！ 

当時テレビに映ったケンシロウがカッコよくて・・・ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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「北斗の拳であれば、○○年ごろに放送されてい

る、であればその時が高校生だから今ってだいたい

何歳くらいかな？？」という感じですね！ 

 

 

またこれは就職した年など過去の人生イベント、好き

なファッションブランドの年齢層など、見た目や身に着

けているものからおおよその年を探っていく手もありま

す。 

 

 

■次に身長について、 

これは動画や画像で一緒に写っている人物につい

て、その比率から逆算していくやり方です。 
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例えばこんな画像ですね。 

※流石にヒカキンの身長は検索すればでてきますが、

あくまで今回は具体例として考えていきます。 

 

 

 

 

これを見てはじめ社長が身長○○cm だから、ヒカキ

ンは××cm くらいだよね。 

という感じです。 
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■まず仕事について。 

Youtuberは副業としてやっていて、別で本職がある

人も多いです。 

 

 

その場合は 

「染めているかどうか」 

「体格」 

「金銭感覚」 

といったことから推測を始めていきます。 
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例えばゴリゴリに染めている人がサラリーマンということ

はなかなかなかったり、やたらとブランドものや高級品

を購入している人は経営者や大きな企業の重役とい

うこともあり得るでしょう。 

 

 

こういった「一般的でない」部分に着目して推測をす

るのがポイントです。 

 

 

 

■素顔を普段出していない youtuber でも、動画

で一瞬だけ顔の一部が映ることがあります。 
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なのでもしそのような場合はその動画を紹介し、映っ

た部分から「芸能人であれば～～系の顔ですよ

ね！」と持っていくのも良いですね。 

 

 

また全く顔が出ていない場合も自己紹介などの動画

に中に「よく～～似といわれます」ということを言って

いたり、Twitterなどで「顔が意外と整っている」

「イベント言ったらイケメンだった」といったコメントがあ

る場合はその旨をそのまま書いてあげると良いかと思

います。 

 

 

そしてゲーム実況系など完全に顔に関する情報が無

い場合は、「声」からどんなタイプの顔なのではない

か？ということを書いていっても良いですね！ 
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それから顔の代わりに何かアイコンや物で隠した写真

を出している場合は、その写真を紹介し、体格などか

ら素顔はどんな人物なのか推測していくのもアリです。 

 

 

 

■子供がいることがわかっても、意外と子供に関する

情報が無い場合もあります。 

 

 

その場合は「その youtber×親戚の子供」、もしく

は他の子ども関係の youtuberやインフルエンサーと

コラボした際の子供の接し方に着目しましょう。 
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そして「子供に対して～～という行動を見て、すごく

優しく接していたから、家庭でも良い旦那さんをして

いそう・・」みたいな感じでもっていくと書きやすいです。 

 

 

もちろんここでは誹謗中傷はしないように、ポジティブ

方向で書いていきましょう。 

 

 

■また弟、妹など兄弟関係の情報が少なかった場

合、兄弟とのエピソードを書いてくと良いです。 

 

 

例えばその youtuber のツイッターを見て、 
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「誕生日にこんなものを貰った」 

⇒「誕生日はプレゼントを贈りあうほど仲が良いみ

たいです～～」みたいな感じですね！ 

 

 

基本的には情報が無い場合は、その対象人物との

エピソードを書いてくのがおすすめです。 

 

■というわけで、人物ネタに関する代表的なパターン

に対して「情報が無い時の書き方」を紹介してきまし

た。 

 

 

慣れてきたら自分のオリジナルパターンや、別のキーワ

ードに対してもあらかじめ「情報が無い時に何を書く

か」を決めてメモしておくと良いですね！ 
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高確率で上位表示を狙う“正しいライバ

ルチェック”の方法！ 

 

ネタ選定と並んで最も奥が深いのがライバルチェックの

スキルです。 

 

 

これはどんなジャンルのブログをする場合も必須とな

り、ここを疎かにしてしまうと無駄記事を量産してしま

うことになります。 

 

 

今回は人物ネタでの正しいライバルチェックの方法を

具体例付きでお伝えしていきます。 
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ちなみに人物ネタの場合を見ていきますが、基本的

にライバルチェックの順序は変わらないです。 

 

 

 

まずライバルチェックとはどのように進めていくのが、その

順序と概要を見ていきましょう！ 

 

■ネタでライバルチェックをする順序 

1：狙う KW を検索窓に打ち込む 

2：検索結果を見て上位表示できるか考える 

3：上位表示できそうなら、念のために intitle検

索も行う 

4：どちらもクリアしたら記事を書いていく 
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それでは各フェーズに対して具体的に見ていきます。 

 

 

■まず狙うキーワードを検索窓に打ち込みます。 

今回は例として「関根理沙 年齢」というキーワードを

ライバルチェックしてみます。 

 

 

見てみると 1 ページの後半までびっしり記事が入って

いますね。 
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このようにまずは狙ったキーワードで検索してみて、1

ページの後半までびっちりライバルがいる場合は諦め

ます。 

 

 

もちろん中古ドメインを使っていたり、自分のブログが

強くて上位表示が狙える場合は勝負してみても大丈

夫です。 
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■「intitle検索で念のため確認する」 

次に狙ったキーワードで普通に検索してみて、一見ラ

イバルが少なく見える場合です。 

今回は「まふまふ 顔 怖い」と検索してみます。 

 

すると一見ライバルがいなさそうに見えますが・・・ 
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Intitle検索で見てみると実はライバルが埋まっていた

りします。 
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検索した時に少なそうに見えても intitle検索をして

ライバル記事が大量に埋まっている場合は、そもそも

そこは狙いにくいところの可能性があるので注意です。 
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■このように「実際に検索してみる」「intitle で検索

してみる」といった 2段階の検索をしてみて、どちらで

もライバルが少ない場合に狙って行きます。 

 

 

例えば「すみしょう」という youtuber を見てみます。 

今回は「すみしょう 大学」で検索してみましょう！ 

 

 

すると普通の検索ではもちろんのこと、 
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インタイトル検索で見てみても 2件しかいません。 

 

 

 

また注目してもらいたいのが「すみしょう 大学」と普

通に検索した場合の時。 

 

よく見ると 
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「すみしょう（美容 YouTuber）プロフィール解説！

理系ガチ勢 ...」 

や 

「YouTuber出身大学 33選！大学ランク(偏差

値)で YouTuber の ...」 

といった関連性の低い記事が検索結果上位に上が

ってきていますよね。 
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これは適切な情報がネットに少ないので、グーグル側

が仕方なく関連性の薄い記事を上位に持ってきてい

る形になります。 

 

 

こういった場合は上位表示難易度が低めで狙いやす

いので、見つけたらガンガン書いていきましょう！ 

 

 

■というわけでライバルチェックについて書いてきまし

た。 

 

 

ライバルチェックで一番重要なのは、ネタ選定と同じで

繰り返し自分でバットを振ってみるということです。 
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つまり一番良いのは記事を書いてガンガン添削を出

してもらうことです。 

 

 

自分でライバルチェックをして記事を書く 

⇒添削で確認してもらう 

というのが最も早くライバルチェックのスキルを付ける近

道となります。 

 

 

ライバルチェックはどんなブログでも必須なので、ぜひ

今のうちからコツコツやっていきましょう！ 

 

 

 



43                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

稼ぐ人が意識している“時間管理の”ク

ワドラント！ 

  

3 か月、半年、1年と同じ時間を過ごしても圧倒的

に結果を出す人と停滞してしまう人がいます。 

 

 

そして結果を出す人はいくつもビジネスをこなして成功

させたり、結構趣味に打ち込んだり・・・ 

まるで「この人の 1日は何時間あるんだ？」という人

もいますよね。 

 

 

例えば僕の周りでも 
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・年収 5000万だけど休日はガッツリ趣味の車に打

ち込む人 

・複数の会社を経営しながらも、どれも軌道に乗せて

いる人 

・youtuber をしなかがらコンサルティングや地域コミュ

ニティを盛り上げている人 

・・・ 

といった人がいます。 

 

 

ではこのように多くの結果を出す人、逆に結果を出せ

ない人の違いは何なのでしょうか？ 
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それは「時間管理のクワドラント」を意識して、「自

分の目標達成に繋がること」にかける時間を作り出し

ているかどうかです。 

 

 

■まずは「時間管理のクワドラント」とは何かというとこ

ろから行きましょう。 

以下の図になります。 

 

 

時間管理のクワドラントとは（名前は僕が勝手につ

けたので覚えなくて良いです(笑)） 

自分のタスクを 4 つに分類したものとなります。 
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※もちろん定期的に適度な休憩は必要です。 

 

 

B の部分が「自分の目標達成に繋がること」にかける

時間で、しっかり結果を出す人は 1日のうちにこの B

を作っています。 
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これらの項目は、その立場で変わってきますが、恐らく

あなたであればブログ記事を書いたり、ネタ選定や外

注さんの対応をしたり、添削を出してスキルを上げる

のがこの B になると思います。 

 

 

僕であれば、「コンサル生を稼がせて、自分のコミュニ

ティをブランド化する」という目標があるので、コンサル

生との時間はこの B に入ります。 

 

 

■例えば有名タレントの武井壮さんもこのようなことに

触れていて、 

彼の場合 

・毎日 1時間のフィジカルトレーニング 

・新しい知識の学びに 1時間 
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・新しい技術を習得する練習に 1時間。 

を毎日自分に「プレゼント」することをしてきたそうで

す。 

 

 

その結果今では、タレントアスリートとしてだけではな

く、情報発信者、資産家としても成功していますよ

ね。 

 

 

このように、結果を出す人は自分の毎日に一定数

の「目標達成に繋がる時間」を作ったうえで、そこか

ら逆算して普段の生活を作っています。 
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一方で停滞する人、結果を残せない人は B以外に

時間を使って、残った時間で B をやろうとしてしまいま

す。 

 

 

もちろん初めから B の時間を長時間にするのは厳し

いですが、とにかく大切することは非常に重要です。 

 

 

ただ厄介なのが B の領域には「緊急性」がないた

め、普通に生活していたら本能的に後回しにしてしま

うことです。 

 

 

 



50                       Copyright(C) れん All Right Reserved.） 

だって極端なことを言うとブログを書かなくても生きて

はいけますからね。 

 

 

ではどうすれば良いか？ 

 

 

それは Bの時間を習慣化することです！ 

 

 

ただ習慣化するだけではなかなかできないので、既存

の習慣に新しい習慣を結び付けることが重要となりま

す。 
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■今あなたが毎日していること（習慣）ってあると思

います。 

会社に行く、歯磨きをする、お風呂に入る・・・ 

 

 

なのでこれを、そのまま利用します。 

 

 

例えばブログを書く時間を作るなら、 

「会社から帰ってきたらそのままＰＣを付ける、 

そしてスーツから部屋着に着替えたら、そのまま記事

を書く！」 

と言う感じです。 
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こうすることで普段の自分の習慣が「スイッチ」の役割

を果たし、「やろうかな。。。どうしよっかな。。。」と迷う

前に行動に移れます。 

 

 

■ちなみに僕の場合は、 

会社の帰りの電車でスマホを使ってネタ選定をしてい

ました。 

 

 

その時にいくつかめぼしいネタをメモしておき、 

駅についたら足早に寮に帰り、スーツのままで記事を

書いていました。 
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そして 1記事を書き終わったら服を着替えご飯、そし

て 2記事目という感じでルーティンを作っていました。 

 

つまり 

・家についたら（服を着替えず）記事を書く 

・ご飯を食べたら記事を書く 

 

という感じで既存の習慣に行動を結び付けること

で、「面倒だな・・・」「仕事で疲れたな・・・」と感情が

自分の行動にストップをかけるのを防いでいたんです。 

 

 

このように行動力を上げて、自分に「ブログをする時

間」をしっかりプレゼントしていきましょう！ 
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まとめ 

 

今回はネタ選定からライバルチェック、そして一番重

要な時間管理のクワドラントについて話していきまし

た。 

 

 

いかにブログで効率的に稼ぐか？そして結果を出すた

めには何が必要なのか？どちらも重要なことです。 

 

 

一通り読んだら焦らず一つ一つ自分のスキルに落とし

込めるように、『実践⇒確認（添削や音声）』を繰

り返していきましょう！ 


