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俺の就活

自己分析しておく
自分の性格を第三者に評価してもらい「短所」「長所」を把握



強み＝希望理由に

弱み＝課題解決 PR



広告の規制について

景表法
実際のものよりも著しく優良である（優良誤認）
事実に相違して他商品よりも著しく優良である

他業者よりも安いわけではないのに著しく安いように謳う
 主張する内容が客観的に実証されていない

実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用されていない
比較の方法が公正ではない（比較広告）

著作権法
他社の写真や文章などを使用して PR する

不正競争防止法
有名商品やデザインと同一または類似した商品の表示

超有名なブランド名をその分野以外で使用する
品質や原産地を誤認させる表示



薬機法
サプリや健康食品の広告表現として治療や予防を効能として謳う

効能効果又は安全性を保証する表現 ( 化粧品 )
他社の製品のひぼう広告の制限

医薬関係者等の推せん
不快、不安、迷惑等の感じを与える広告

広告の規制について

医療広告ガイドライン

宅建業法
取引できない物件を広告 ( おとり広告 )

実際よりも優良に見せる不当表示

健康増進法
健康食品の虚偽表示や誇大広告

































日本における YouTube の影響

経 済

文 化

社 会

■クリエイターへの収益還元によるエコシステム貢献
■プロとして生計をたてる ( 新職業 )
■優れたビジネスツールとして事業成長を助長

■音楽やエンタメの身近さ
■自身のコンテンツを世界に配信 ( 才能発掘 )
■流行の創出

■様々な教育リソース
■誰もが自由に意見できる





インサイト











広告収入
それぞれの形式で収益を得られる仕組みが違っており、その金額は非公表ですが、大体 1 再生あたりだいたい 0.1 円と言われています。
動画の長さや登録者の年齢層、高評価率、視聴維持率などによって変動しますので、
もっと高い単価になることも低い単価になることもあります。仕組みとしてはまず、広告主が YouTube に広告費を払い、
広告掲載依頼をします。YouTube は依頼された内容に合う動画に広告をつけます。視聴者がその動画を再生した回数や時間、
リンクをクリックした回数に応じてチャンネル主に収益が入るという仕組みです。

メンバーシップ
YouTube のチャンネルメンバーシップとは、視聴者が毎月 490 円を支払うことによってチャンネルの会員となり、
メンバー限定の特典を得られる制度です。わかりやすく言えば YouTuber のファンクラブのようなものです。
一つのアイドルのファンクラブに属していても他のアイドルの会員特典は得られないように、
一つの YouTuber のチャンネルメンバーになっても他の YouTuber のメンバーになることはできません。
チャンネルごとに個別の月額を払う仕組みになっています。支払われた毎月の料金は 7 割が投稿者の収入となり、
残りの 3 割は YouTube に分配されます。チャンネル登録者数が 3 万人以上のチャンネルのみがこの機能を使うことが出来ます。

スーパーチャット
チャンネルメンバーシップがファンクラブに例えられるとしたら、スーパーチャットは、
いわばライブイベントにおける「おひねり」や「チップ」のようなものです。
今では「投げ銭」と言う方がイメージしやすいかもしれません。スーパーチャット ( 略してスパチャ ) は
YouTuber がライブ配信する際に直接的にお金を送付して支援できる収益システムです。
チャンネル登録者が 1,000 人以上になるとこの機能を使うことが出来ます。YouTube でライブ配信をすると画面横に
ライブチャットの欄が設置されます。ここからファンは投げ銭をするようにユーチューバーに送金できるのです。
投じた金額のリアクションがその場ですぐ見れるのでファンにとっても非常に嬉しいシステムです。
スーパーチャットで発生した収益のうち 70％がクリエイターの収入になるそうですが、実際には税金や、
手数料などが差し引かれて 65%～50% まで減ることもあるそうです。











政治的
宗教

暴力的または衝撃的
差別的または中傷的

アダルト
デリケートな事象
銃器に関する

危険ドラッグや薬物に関する
不正行為を助長する商品やサービス

扇動的または侮辱的
タバコに関する











年収は 14億PewDiePie





YouTube から収益を得るには

パートナー契約が必要

主な条件は…

有効な公開動画の総再生時間が直近の 12 カ月間で 4000 時間以上である

チャンネル登録者数が 1000 人以上である













アメリカでは広告の要素ではなく

市場調査の要素で使われている







DMP
（データ・マネジメント・プラットフォーム）





https://adssettings.google.com/authenticated



ソーシャルメディア

誰もが動画や写真・文章で情報を発信することで、双方向のコミュニケーションを取り
社会的つながりが広がっていくよう設計された媒体のこと

ブログ、SNS（Twitter、Instagram）、動画配信サービス（YouTube）が代表的

SNS＝ソーシャルメディアー

SNS はソーシャルメディアの中の一つで、
個人間のコミュニケーションに重点をおいた “場” を提供しているサービス

SNS＜ソーシャルメディア



ソーシャルメディアの種類 代表的サービス

ブログ アメ―バブログ、ライブドアブログ、WordPress

SNS
（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）

Facebook、Twitter、Instagram、mixi

動画共有サイト YouTube、ニコニコ動画、TikTok

情報共有サイト 価格コム、食べログ

FAQ サイト ヤフー知恵袋、OKWave

オンライン百科事典 Wikipedia

掲示板 2 ちゃんねる



ソーシャルメディア

発信者と受信者の双方向でのコミュニケーションがとれ
受信者も発信者となり得るメディア

マスメディア ソーシャルメディア

企業 → 生活者 企業 ↔ 生活者↔生活者

一方的
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双方で拡散的





オープン型　　クローズド型
ソーシャルメディアには、大別される二つの違いが二組存在する

投稿内容がどの範囲のユーザーに公開されるかで分類。
不特定多数のユーザーに公開されるもの・・・オープン型　【Twitter・Instagram・TikTok】

反対に特定のユーザーにしか公開されない・・・クローズド型　【LINE】
Facebook はオープンとクローズドの間　※エッジランクのアルゴリズム

ストックコンテンツは時間が経過しても、情報の価値が下がりにくいコンテンツ
フローコンテンツは時間が経つにつれ、情報の価値が下がるコンテンツ
時間が経過しても流入が期待できる・・・ストックコンテンツ【YouTube】

タイムラインで流れてしまう・・・フローコンテンツ【LINE】

しかし、Instagramはハッシュタグ検索でストックコンテンツに近い形で活用されている

ストックコンテンツ　　フローコンテンツ



Facebook

利用者数が世界で最も多い SNS で、ソーシャルメディアの代表的存在

原則として実名で登録のため、他のソーシャルメディアに比べてフォーマルな雰囲気が特徴

新たな交流関係を結ぶような目的ではなく、現実で繋がりのある友人や知人との情報交換、

近況報告といった（テキストや画像、動画の投稿による）コミュニケーションが目的

タイムライン的に投稿が更新されるのではなく、独自のアルゴリズム「エッジランク」によってコンテンツが並ぶ

「オープンクローズド型」「フローコンテンツ」

世界月間利用者数 (MAU)
27 億 9,700 万

国内月間利用者数 (MAU)
2,600 万

MAU：1ヶ月の間に一回以上利用があったことを示す月間アクティブユーザー数



Twitter

10 代から 20 代にかけてユーザーが多く、投稿できるコンテンツは 140 文字以内のテキスト、画像、動画。

フォローした相手の投稿や、いいね、リツイートなどを見ることができ、

そのすべてがリアルタイムでカラムに表示されるタイムライン機能がある。

実社会の関係よりも、趣味・趣向の合うユーザー同士で繋がる傾向が強く、実名以外のアカウントも多い。

その一方で政府機関の要人や、エンタメ系の有名人が広報目的で使用している。

ツイートを検索して、商品・サービスに対する不満や疑問を調べるマーケティングの一部としても活用。

「オープン型」「フローコンテンツ」

世界月間利用者数 (MAU)
3 億 4,000 万

国内月間利用者数 (MAU)
4,500 万



Instagram

若い女性の利用が目立つ SNS。Instagramの消費に及ぼす影響力は凄まじく、調査によると、

利用する女性の約 7割が、投稿コンテンツをきっかけになんらかの消費行動を起こしたことがあると答えた。

注目すべきポイントは、企業公式アカウントの投稿がきっかけになったことがあるか、という質問に

「ある」と答えたユーザーが 35%にも上った点。

日本ではすでに親会社である Facebook の利用者数を上回っている。

「オープン型」「フローコンテンツ」

世界月間利用者数 (MAU)
10 億 1,000 万

国内月間利用者数 (MAU)
3,300 万



TikTok

大規模な宣伝を行ったことで、2017 年から 2018 年にかけて若年層を中心に広がった。

1分以内の短い映像を撮影、編集・作成、投稿できるモバイルアプリで、

自分だけのオリジナル動画を作って、知人や友人と共有することができる。

撮影した映像にリストから選んだ BGMを組み合わせることで動画を作成するが、

直観的に扱えるUI になっていて難しい操作が必要ないところも、中高生などの若者に流行している要因。

「オープン型」「フローコンテンツ」

世界月間利用者数 (MAU)
6 億 8,900 万

国内月間利用者数 (MAU)
950 万



YouTube

年代問わず広い層に利用されており、インターネットで動画を視聴するユーザーのほぼすべてが

YouTube を利用しているというデータがあるほど動画投稿・共有サービスにおける絶対王者として君臨。

アカウント登録をせずに動画を視聴することができ、アカウントを作成すれば動画を投稿することができる。

ライブ映像配信ができたり、7日間で自動的に削除されるストーリー投稿の機能も実装された。

世界のアクセス数ランキングにおいて、YouTube は親会社のGoogle 検索に次ぐ第２位。

もはやソーシャルメディアという枠には収まらず、世界的なプラットフォームとなっている

「オープン型」「ストックコンテンツ」

世界月間利用者数 (MAU)
20 億 0,000 万

国内月間利用者数 (MAU)
6,200 万



note

文章やマンガ、写真、音声を投稿できるサービスでユーザーは誰でもコンテンツを投稿できる。

月間アクティブユーザー数は 1000 万人ほど。

日経新聞社から 4億円の資金調達を行ったり、ビジネスパーソンが記事を投稿するなど注目されている。

他の SNS 同様に、他のユーザーをフォローしてつながることができる。

イベントとしてお題が設定され、投稿を募集する企画なども行われる。

キリンビールはビールに関するコンテンツを投稿したり、note とコラボして投稿コンテストを開催している。

「オープン型」「フローコンテンツ」

世界月間利用者数 (MAU)
ー

国内月間利用者数 (MAU)
6,300 万人 (※)

note の MAUは「1ヶ月に note を訪問したアクティブブラウザ数」であり会員登録者数とは異なる点に注意



LINE

日本で一番利用されている SNS で、コミュニケーションツールとしての機能が突出。

他のソーシャルメディアと明確に異るのは、幅広い年齢層の利用率。

アジア圏において人気の SNS で、日本を除くと台湾やタイ、インドネシアなどにユーザーが多い。

個人間のやり取りやグループでの会話は公開されないので、オープン型の SNS とは性質が大幅に異なる。

LINE には企業とユーザーをつなぐ LINE＠という機能があり、メッセージやクーポンなどを送信できる。

現在、国内のみでも 30 万件以上の店舗や企業が認証済みアカウントを開設するなど、幅広く利用されている。

「クローズド型」「フローコンテンツ」

世界月間利用者数 (MAU)
2 億 2,000 万

国内月間利用者数 (MAU)
8,600 万



17Live

リアルタイム動画をライブストリーミング方式で配信するアプリで、比較的新しいタイプのソーシャルメディア。

多くのライビジネスモデルとしては視聴者からの投げ銭（ギフト）が運営会社の主な利益となっている。

ライバーと呼ばれるライブ配信者は、誰でもなれる一般ライバーと運営会社である 17 Media Japan に認められた

イチナナ公式ライバーの 2つに分かれます。

公式ライバーは運営のバックアップがあるため、有名になりやすく、高い月収を得られる。

「オープン型」「フローコンテンツ」

世界月間利用者数 (MAU)
？？？

国内月間利用者数 (MAU)
？？？



令和元年度通信利用動向調査













認知

目的から考える SNS の使用例

興味・関心

比較・検討

購入

リピート

推奨行動

潜在認知獲得

ブランド好意度の向上

購買意欲の向上

愛着度の向上

ファン化施策

認
知

フ
ァ
ン
育
成

関
係
性
育
成

・バンパー広告 (YouTube)
・ストーリー広告 (Instagram)

・インストリーム広告 (YouTube)
・インフルエンサー広告　

・ディスプレイ広告 (YouTube)
・フィード広告 (Instagram)

・コメント・レビューの管理
・公式によるコンテンツ発信

・公式によるサポート
・コメント返信

・公式によるお役立ち情報発信



YouTube 広告

「幅広い世代に動画で伝える事ができる」

バンパー広告

1 再生 4~9 円
2 分程度の動画

５秒後にスキップ可能

1 再生 3~7 円
動画尺の制限なし

興味ある人に伝える

1 再生１円以下
動画尺は６秒

端的に多くの人に伝える

地域・性別・年齢・興味関心をターゲティングできる
動画のコンテンツ内容からターゲティングできる
指定したチャンネル・動画に広告を配信できる

インサイト広告



Instagram 広告

「若い女性層に伝える事ができる」

※ストリーズでコレクションは不可

地域・性別・年齢・興味関心をターゲティングできる
写真での投稿がメインだが動画での広告配信もできる
配信場所はニュースフィードとストリーズの二か所



インフルエンサー広告

近い存在で親近感が生まれる　芸能人だと演出くさい
インスタグラムからの誘導を見込める



ブランド主語から消費者主語へ
これまで これから必要

モノのスペック
ベネフィット

ブランド主語の自分語り

願望の実現
課題の解決

消費者主語の協調的支援

最新の技術提供してくれる
安心のブランド

困りごとに情報を提供してくれる
主婦の味方のブランド

消費者に製品の素晴らしさを伝えたい 消費者の役に立ちたい



いい部屋ネット ゼスプリ



ユーザー中心 ( 共感・メリット )
親しみやすい
タイムリー

映え



広告戦略で決めるべき事

最終目的

ペルソナ

媒体

何のために運用するのか︖どう測定するのか︖

どんなユーザーに届けたいのか︖

どの媒体で発信するのか︖

EX: 新サービスの認知度向上　SNS 上でのコメント 1000 を目指す

EX: 名古屋市で働く子持ちの 20-30 代 OL 女性で趣味は旅行

EX: インスタグラムと YouTube で発信



より具体的に設定 / 一人である必要はない / 設定した人物の想定する願望・課題を把握



アルゴリズムを知る

SNS にはそれぞれ独自の表示アルゴリズムがあるが
共通していることは…

ユーザーにとってどれだけ有益でどれだけ興味ある内容か

エンゲージメント
関連性
関係性
適時性
プロフ検索
DM
滞在時間

投稿がどれだけ「いいね」やコメントを集めているか

フォロワーの興味関心と合致しているか

フォロワーとのコミュニケーションの頻度

最近の投稿かどうか

プロフィールのチェック頻度

DM を送った相手か、送られたアカウントか

他の投稿よりも見ている時間が長いか

タイムラインは時系列に表示されるのではなく上記アルゴリズムによって表示順序が決まる



インフルエンサーと公式アカウント

インフルエンサーの発信と公式アカウントの発信はサービスによって影響力が変わる

順位

１

２

３

４

５

商品ジャンル

メイクアップ製品

スキンケア製品

スマホアプリ

ボディケア製品

ヘアケア製品

出典「電通報」インフルエンサーの推奨が効果をもつ商品ジャンルとは

順位

１

２

３

４

５

商品ジャンル

自動車

生活家電

デジタル家電

情報デバイス

ホテル・旅館

インフルエンサー ブランド公式

試せるもの ( 装飾サービス ) はインフルエンサー
機能や使用を重視するものはブランド公式



ある自治体(市町村)が
YouTubeを使って観光客を呼びたい

どんなコンテンツ提案をする？

観光資源

自然・子育てしやすい・喫茶店文化がある

想い

知名度はそこそこ、若者の移住に繋げたい


