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１、なぜ伸びない！YouTube界の現状
「YouTubeが全然伸びない！
いつまでたっても登録者1000人に到達できない！
つらい、やめようか、でも明日になったら伸びてるかな…」

これは数多くのYouTuberの悩みです、
ではなぜチャンネルが伸びないのでしょうか？

昨今のYouTubeは以前に比べて

1.お笑い芸人、アイドルなどの芸能人の参入

2.同じジャンル内でのライバルの増加

3.YouTubeの裏ルール、アルゴリズムの変更



日に日に、多くの問題が発生して、

チャンネルを伸ばすことが難しくなっています。

しかし、あなたが勝ち上がる方法は

絶対にあります！

多くのYouTuberが抱える悩みを
この僕、マッコイが解決します！

これを読んで実践しないと、

あなたのチャンネルはいつまで経っても

伸びない、人気が出ない、稼げない

そんなチャンネルのまま埋もれていきます。

しかしこのプレゼントを読んで、

教えを守って忠実に動画作りを実行すれば、

1年で登録者1万人や、
最初の広告費で10万円を稼ぐ
ことだってまったく夢ではありません！

そして2021年から僕が

1年で1万人登録者を集めたストーリー

もご紹介しますのでぜひ最後まで読んで参考にしてください！



２、失敗チャンネルの3つの共通点

1000チャンネル以上のリサーチと
150人以上の指導経験から
伸びないYouTubeチャンネルの特徴は
以下の3つのポイントです！

①リサーチが出来ていない

②サムネイルから作っていない

③面白くない（視聴者維持率か低い）

①リサーチが出来ていない

あなたはYouTubeを始める前に、
自分のチャンネルの参入ジャンルに

どんなライバルがいるのか

100万再生されている動画はあるのか
社会に知名度があるような内容か
どのくらいYouTubeで検索しましたか？



それらがどのくらいの数字で、

自分の攻め込むジャンルは

多くの視聴者がいる市場なのか、

それがまず分からないと

参入自体が無謀な挑戦
になり得ます。

たとえば、サッカーや野球、バスケなどは

ファンの人口も多いのでライバルも多いですが

視聴者さんはたくさんいます。

しかし、

日本ではマイナーな「クリケット」だと、

登録者1万人の日本人のチャンネルは
ありませんでした。

＊トップ選手でも登録者3000人以下

このようにジャンルの視聴者人口が少ないと

そもそも伸ばしにくいわけです。

YouTube上で自分のジャンルを
リサーチしないとそもそも

伸ばせるジャンルにいるのか、

伸びないジャンルなのかも

わからないのです。　　



②サムネイルから作っていない

皆さんは動画のサムネイルはいつ作りますか？

動画を撮って編集してそこで力尽きて、

最後に適当なサムネイルで投稿していませんか？

これは伸びないチャンネルの特徴です！

動画を撮って編集して

最後にサムネイル画像を作ると

疲れて適当に決めたりする方が多いです！

そもそも最初にサムネを決めないで撮るから

内容に一本スジが通っていない、

何を一番伝えたいのかわからない

フワフワした動画がメチャメチャ多いです！



③面白くない（視聴者維持率か低い）

面白い動画とは具体的に説明すると、

YouTube studioという解析ツールで見ることのできる

視聴者維持率という数字が高い動画の

ことです。

動画は3分だったら3分間、
丸々見てもらうことが高い評価につながります。

しかし視聴者さんだって

面白く無いシーンは飛ばすし、

見る価値が無いと判断されたら

動画を消して他のチャンネルに

移ってしまうでしょう。

あなたも他人のチャンネルを見ているときに

早送りしたり、離脱したりするハズです。

この視聴者維持率が低いと

オススメや関連に表示される回数が減って

伸びなくなるのです。



３、弱点解決！チャンネルリフォーム計画

つまりYouTubeを伸ばすためには
以下の3つがめっちゃ重要です！

①伸びるジャンルなのかリサーチ

②サムネイルから作る

③視聴者維持率を高める

①伸びるジャンルなのかリサーチ

具体的なリサーチ方法ですが、

例えば、ゴルフレッスンのチャンネルならば、

チャンネル登録者が多いTOP3チャンネルや
再生数が多い動画10本などを調べます。

リサーチすることで

どのような内容の動画が受けているのか

ハッキリして自分の動画に

内容を取り入れることができます。

ゲーム配信や攻略チャンネルなら、



人気の低いゲームであれば

そのゲームの配信者の中では

トップになれるかもしれません。

しかし、結局そのゲームの

ユーザー数が少ないので稼げません。

だったら大人気のゲームを扱って、

受けている動画のサムネや企画を真似

した方が圧倒的に簡単です。

人気の無い市場には参戦しない。

人気のあるジャンルで

トップの戦い方を真似する方が得策です。

また、現在人気の無いゲームでも、

かつて人気のあったタイトルならば、

別の戦い方があります！

プレイ動画を上げるのではなく、

キャラクター解説や

ストーリー解説＆感想など、

昔それを好きだった

たくさんのファンがいるのなら

今流行っていないゲームであっても

多くの視聴者を獲得できます！



そしてリサーチの極意ですが、

チャンネル登録者1000人以下の
1万再生以上の動画がバズの答えです！

例えば5万人の登録者がいて1万再生だったら、
たいしたことない動画だけど

登録者さんの中の濃いファンである、

2割には見られた動画だということです。
こういう動画は本当に参考になるのかはわかりません。

しかし、登録者千人の1万再生は、
登録者以外に爆伸びした、

つまり登録者以外にも評価された

本当にYouTubeで受けた動画だということです！

②サムネイルから作る

まずサムネイルから作りましょう！

なぜなら、当たり前ですが、

視聴者は動画を見る前に

サムネイルで見るかどうかを決めるからです。

ついつい見たくなる内容、

動画を見ないと結果がわからない画像など、

人間の知りたくなる欲を刺激するため、

サムネには具体的なネタバレを入れない

こともテクニックの一つです！



たとえば

動画タイトルは

【元高校球児】誰でもかんたんホームラン【バッティング】

このサムネとタイトルでは

どうやったらホームランが打てるのか

わかりません。

だからサムネを見て

動画をクリックしてくれるのです！

このように、どうやってやるのかを

見たくさせるように

サムネを作るところから動画を作ります。



しかし、動画を撮る前に

サムネを作れないという方もいますよね。

写真や素材が用意できないときは、

サムネの構図とキャッチコピー文だけでも

絶対に決めてください。

もちろんそれは

現在多く再生されている動画の構図を参考

にすることです。

YouTubeはYouTube Studioという超高性能な
データ解析アプリがあります！

このYouTube Studioの動画の
アナリティクスのリーチから

サムネイルのクリック率が見れます。

その数値が10％以上あると良い数値で、
15~20%あるとバズにつながって
1日で数万回再生されたりします！

ぜひこのクリック率に注意して、

自分のサムネイルが良いかどうかの判断に使ってください！



＊クリック率は時間とともに低下するので、

バズった後は5%以下になることもあります

また、デザインに凝りすぎる必要は無いです。

要は肝心の動画を見たいと思わせられる

サムネ画像が作れたら良いので、

シンプルに黒バック背景に

字だけのサムネ画像でも内容が気になれば、

100万再生されたりします！

③視聴者維持率を高める

動画時間の何％をちゃんと見てもらえているかが、

その動画の評価につながり、

YouTubeから優遇されて
多くの視聴者のYouTubeホーム画面に配られます。

見ている視聴者さんが

どのシーンを飛ばして見ているのか、

飛ばされたシーンは本当に必要なのか

しっかり考えましょう！

具体的な数字ですが、



動画時間にもよりますが、

40％以上が良い数値と言われています。

そして視聴者維持率を高めるために

必須なのが台本です！

YouTube大学の中田あっちゃんも言ってましたが
台本は超重要で絶対必要で、

台本が無いと変な間ができて

あとで編集が大変です。

台本が無いとしゃべっていて

文法の間違いも出やすくなります。

頭では話す内容をまとめたつもりでも

いざカメラを回してしゃべりだすと、



言葉が出てこなかったり、

余計なことを言っていたりして

そういう動画になると

視聴者さんに途中で離脱されます！

初心者さんほど台本を用意しましょう。

また、台本のテンプレートを用意すると良いです。

このように毎回同じことを言うのであれば

テンプレートをGoogleドキュメントで
作っておくと超便利です！

これが動画の『型』になって、

スムーズに動画製作が

行えるようになります！



また、多くの初心者が間違う点ですが、

凝ったオープニングを作って毎回流して

その時間の視聴者維持率が

めちゃくちゃ下がる失敗
もあります！

飛ばされるオープニングは

絶対入れちゃダメ！

1秒で挨拶して、「今回は〜をやります」
とすぐ本題に入ってください！

YouTube Studioの視聴者維持率を
しっかり確認して、

下がっている時間が

あなたの動画の改善点です！



４、マッコイの１万人登録ストーリー

ここから僕が過去に

1万人登録者を集めた流れをお話します。

①初期の伸びた動画

②半年間の伸び悩みの時期

③リサーチからバズ動画が

④1ヶ月で5000人登録者が増える

⑤1年で1万に到達

①初期に伸びた動画

僕はプラモデルのジャンルで発信を始めました。

最初は検索流入を狙って

自分のテーマのニュースを探して、

それについての感想を動画にしました。



そのためか、

チャンネル登録者３人、

まだ2本目の動画で
200回も再生されました！
登録者が少ないときは検索流入を狙いましょう！

次に始めて1ヶ月くらいで
初心者に参考にしてもらえる、

プラモの初歩的なテクニック動画を

出していきました。

これもそれなりに調子よく見てもらいましたが、

まだまだ動画の撮影レベルが低かったり、

しゃべりがたどたどしかったり、

編集のテンポが悪かったりと、

仕方ないことですが

実力は全然ついていませんでした。

次に一つのプラモを改造して

塗装して仕上げるまでを

10回の動画に分けて投稿していきました。

ここでどんなテクニックが喜ばれるのか、

どんな内容なら見てもらえるのか、

サムネイルで何を伝えるか、

いろんなデータが取れました。



これらの動画は完成まで連続した内容です。

しかしそれぞれの動画に

役に立つテクニックを必ず入れて

単体の動画としてそれだけでも

キチンと成立する内容を心がけました。

週に2本のペースで動画を上げていったので、
4か月で30本くらい作ったところで
コツが分かってきて週に2本の動画を
ペース良くアップできるようになりました。

②開始半年間の伸び悩みの時期

動画制作にもなれてきて半年ほど経ちました。

チャンネル登録者は500人と
広告収益が入る1000人にはまだ半分も
足りてない状態です。

しかしヒットの兆しはありました。

他チャンネルのヒット動画のサムネを真似したり、

企画を模倣してみたり

伸びない時期こそいろんな良い前例を参考に

週2回の動画投稿は欠かさずやっていきました。

そして、動画が伸びなく落ち込みそうな時でも、

たとえ再生数が予想を下回っても、



見てくれた数少ない視聴者さんの一人一人が

価値を感じていただけたら成功だと考え

カメラを回し続けていました。

少ないながらもコメントをいただくことも

モチベーションの持続につながりました。

③リサーチからバズ動画

伸びない時期でも数字が良かったのは

プラモ初心者向けのテクニック動画でした。

そこで、普段よりもさらにさらに

ググっと目線を下げて、

100均商品を扱った、
初心者でも簡単にできる、

効果の高い工作を動画にしました。

するとまさかの１日でチャンネルの再生数が

2,000回に！
たった1日で登録者数500人の４倍の再生数が!

④1ヶ月で5000人登録者が増える



これに手応えを感じた僕は、

ひたすら100均で買った道具で
プラモを作る動画を撮り続けました！

毎日100人以上のチャンネル登録者が増えて
再生時間も4000時間を超えて収益化申請可能に！

そのすぐ1ヶ月後には、

１日で30,000回のバズが発生！

そこからはあっという間に

登録者5000人まで1ヶ月で到達！

初月の広告費でまさかの6ケタを稼げるとは…！

半年間の努力が報われた瞬間でした。

⑤1年で1万に到達

その後は順調に登録者を伸ばし続け、

1年で1万人の人気チャンネルに！

その間も自分の動画のデータを取って

改善改良を繰り返しました。



どのようなサムネが伸びるのか。

何分の動画だと、

どのくらYouTube側が
動画を配ってくれるのか。

コメントをもらうにはどうするか。

現在もチャンネルは

伸び続けていて、

最新のYouTubeの現場の空気を
感じ続けています。

あきらめずに

YouTubeを続けて
本当に良かったです。

５、1万人集客のための10箇条



・ジャンルを決めて多くの視聴者がいるか調べる

・ハウツーチャンネルは初心者に向けて

・最低週二本ペース

・サムネイルから作る

・内容は目線を下げまくる

・登録者1000人以下の1万再生以上を参考に

・視聴者維持率を毎回チェック

・視聴者一人でも見てくれた人がいれば良し

・データを取って改善改良

・あきらめずに続ける



６、今すぐできるアクションプラン

この無料プレゼントをお読みいただき

本当にありがとうございました。

ご紹介したポイントを

今すぐご自身の動画に取り入れて、

ジャンジャン動画を作って

グングン登録者を伸ばしましょう！



「でも、どうやって自分のチャンネルに

この情報を取り入れるのかわからない…」

「まだYouTubeを始めてないから、
やろうとしていることで伸ばせるのか不安」

「この無料プレゼントの内容が

本当にできているか

自分では確認しにくい」

そんなお悩みをお持ちの方は

僕、マッコイにご相談ください！

無料相談もどしどし受け付けています！

お気軽に「無料相談希望」と、

このLINEでご連絡ください！

無料相談では僕のチャンネルもお伝えして、

このプレゼントよりも、

もっともっと具体的に伸びた秘訣やポイントを

詳しくご説明いたします！

皆様とお話しできることを楽しみにしています！


