
YouTubeの魅力 
 

こんにちは、松下です。 

今回は、「YouTubeの魅力」についてお話します。 

YouTubeは2005年にアメリカでスタートし、翌年2006年にGoogle

の傘下に入ってから、ものすごい勢いで急成長を遂げました。 

そして、今では「世界第２位の検索エンジン」と言われるまでに成

長を遂げ、これからも更に成長し続けるであろうと言われている、

世界で最も利用されている動画共有サイトになります。 

今回は、そんなYouTubeの魅力について、見ていきたいと思いま

す。 

それではスタートです！ 

 

【YouTubeの公式コンセプトは「好きなことで生きていく」】 

 

YouTubeの公式コンセプトは、「好きなことで生きていく」です。 

つまり、「好きなことでお金を稼ぐ」というのが、YouTubeの本質

であり目的にである、というわけです。 



一般的に、お金を稼ぐには「汗水流して一生懸命頑張らないといけ

ない」というのが、世の中の相場になっていますが、好きなことで

生きていくことができたら、それ以上の幸せは、きっと無いでしょ

う。 

「好きなことで生きていく」 

私はこのコンセプトに惚れ込んで、2013年からYouTubeを始めま

したが、それから私の人生は一転しました。 

私は2013年から今まで、好きなことで生きて来れたのです。 

そして、これからもきっと、YouTubeがある限り、好きなこと生き

ていけると確信しています。 

 

【YouTubeの成功事例（ソーシャルブレードで検証）】 

 

ではこれから、好きなことで生きているYouTuberの成功事例を、

具体的にご紹介したいと思います。 

 YouTuberがどれだけ稼いでいるかは、あるツールを使うと見るこ

とができます。 

そのツールとは、「ソーシャルブレード」になります。 



Googleで、「ソーシャルブレード」と検索をかけます。 

すると、一番上位にソーシャルブレードのサイトが表示されるの

で、こちらをクリックします。 

そして、右上の検索欄にチャンネル名を入力すると、そのチャンネ

ルの報酬額を見ることができます。 

 

では、まず最初にこちらのチャンネルを見てみましょう。 

こちらのチャンネルは、「じゅんや」というチャンネルになります

が、現在日本で最も稼いでいるチャンネルと言われています。 

内容としましては、主人公の「じゅんや」という人が、２、３分程

度の独創的な自虐ネタを披露したチャンネルになりますが、登録者

数は1,650万人、総再生回数は91億9,413万回、報酬は…これから

調べてみましょう。 

 

まずは、チャンネルタイトルをコピーし、先ほどのソーシャルブレ

ードの検索欄に貼り付けて検索をかけます。 

すると、このように「じゅんや」というチャンネルが表示されるの

で、下の方へ行くと「ESTIMATED MONTHLY EARNINGS」とい



う項目が月間の報酬になります。 

そして、その下の「ESTIMATED YEARLY EARNINGS」という項

目が年間の報酬になりますが、この場合、月間の報酬は「76.5Kド

ル～1.2Mドル」となっています。 

ちなみに、「K」という単位はゼロが３つという意味になりますの

で、この場合は76,500ドルということになります。 

そして、76,500ドルを日本円に換算すると、現在は１ドル130円ほ

どなので、76,500×130円＝9,945,000円になります。 

次に1.2Mドルですが、「M」という単位はゼロが６つという意味に

なりますので、この場合は1,200,000万ドルということになりま

す。 

そして、1,200,000万ドルを日本円に換算すると、1,200,000万

×130円＝１億6,900万円になります。 

つまり、「じゅんや」というチャンネルの月額報酬は、日本円で

9,945,000円～１億6,900万円ということになり、平均で見ても、

月収はなんと！約8,947万円という計算になります。 

この金額は年収ではなく月収です。 

２、３分程度の自虐ネタ動画を投稿するだけで、月収8,497万円と



いうのは、常識ではあり得ない金額ですよね。 

 

次に、こちらのチャンネルも見てみましょう。 

こちらのチャンネルは、「ひまわりチャンネル」というチャンネル

になりますが、このチャンネルは、両親が小学生の娘達の成長記録

を投稿したチャンネルになります。 

こちらも、人気のチャンネルの一つになりますが、登録者数は293

万人、総再生回数は70億7,520万回になります。 

報酬はどれくらいかというと、月額報酬が22.8Kドル～365.1Kドル

ということなので、日本円に換算すると2,694,000円～47,463,000

円になり、平均月収は、なんと！約2,507万円になります。 

娘の成長記録を投稿するだけで月収2,507万円は、こちらも常識で

はあり得ない金額ですよね。 

繰り返しになりますが、この金額は年収ではなく月収です。 

 

次に、こちらのチャンネルも見てみましょう。 

こちらのチャンネルは、「もちまる日記」というチャンネルになり

ますが、こちらのチャンネルは、ペットの猫ちゃんの日常を投稿し



たチャンネルになります。 

こちらも人気のチャンネルの一つで、チャンネル登録者数は184万

人、総再生回数は12億4,054万回になります。 

報酬はどれくらいかというと、月額報酬が12.8Kドル～204.8Kドル

ということなので、日本円に換算すると1,664,000円～26,624,000

円になり、平均月収は、なんと！約1,414万円になります。 

ペットの猫ちゃんを投稿するだけで月収1,414万円は、こちらも常

識ではあり得ない金額ですよね。 

大企業の社長さんも顔負けです。 

こちらもくどいようですが、この金額は年収ではなく月収です。 

 

このようにYouTubeでは好きなことをやりながら、「一般の人が稼

ぐ年収以上の金額を、たったの１ヶ月で稼いでしまう」という 

YouTuberが数えきれないほど存在します。 

YouTubeには、夢と希望と可能性とチャンスがあるのです。 

是非あなたも、自分の可能性をYouTubeにかけてみてはいかがでし

ょうか？ 

宝くじも買わなければ当たりません。 



YouTubeも挑戦しなければ成功はあり得ません。 

 

【YouTubeは一生の仕事になる】 

 

YouTubeの魅力の一つに、「YouTubeは一生の仕事になる」とい

うものがあります。 

まずはこちらをご覧ください。 

こちらのチャンネルは、「ウォーターカラーby柴崎」というチャン

ネルになりますが、チャンネル登録者数が146万人、総再生回数が

約8,300万回の人気チャンネルになります。 

このチャンネルの凄いところは、出演しているYouTuberが、なん

と75歳のおじいちゃんということです。 

75歳のおじいちゃんが、趣味の絵を描いたり解説したり、視聴者に

アドバイスするといった動画を投稿していますが、絵に興味がある

方に非常に好評のチャンネルになります。 

ちなみに、このチャンネルは、いくらくらい稼いでいるかという

と、月収で948ドル～15.2Kドルということなので、日本円に換算

すると約123,000円～1,976,000円になりますので、平均で約100万



円になります。 

年収100万円ではなく、月収100万円です。 

75歳のおじいちゃんが、好きなことをやりながら月収100万円とい

うのは、一生安泰ですよね。 

非常に羨ましい限りです。 

 

次にこちらのチャンネルもご覧ください。 

こちらのチャンネルは、「ひろちゃん農園」というチャンネルで、

チャンネル登録者数が17.5万人、総再生回数約が4,000万回の人気

チャンネルになります。 

このチャンネルの凄いところは、先ほどと同様に、YouTuberがな

んと77歳のおばあちゃんというところです。 

77歳のおばあちゃんが、趣味の畑で野菜を作るところを動画に撮っ

て投稿していますが、家庭菜園をこれから始めたいという初心者の

方で、も非常に分かりやすいと評判になっています。 

ちなみに、このチャンネルがいくらくらい稼いでいるかというと、

月収で732ドル～11.7Kドルということなので、日本円に換算する

と約95,000円～1,521,000円になりますので、平均で約80万円にな



ります。 

年収80万円ではなく、月収80万円です。 

77歳のおばあちゃんが、好きなことで毎月80万円以上の収入があ

るというのは、年金の10倍以上ということなので、老後の収入とし

ては、かなりいい収入ですよね。 

 

このように、YouTuberには年齢の制限がなく、一生の仕事にでき

るということも、最大の魅力の１つだと私は思っています。 

 

【YouTubeが稼げる理由】 

 

YouTubeには、アドセンス報酬という広告収入システムがありま

す。 

他にも、スーパーチャットやチャンネルメンバーシップなどの報酬

システムもありますが、先ほどご紹介した稼いでいるYouTuber達

のほとんどが、広告収入がメインになります。 

では一体なぜ、YouTubeの広告収入は、それほどまでに稼げるので

しょうか？ 



世界中にはYouTube以外にも、たくさんの動画共有サイトが存在し

ます。 

にも関わらず、なぜYouTubeが、それほどまでに稼げるのかという

と、それにはある一つの秘密があります。 

これから、その秘密を解説していきたいと思います。 

 

YouTubeの広告収入システムは、「広告主」と「クリエイターのあ

なた」、そして「視聴者」の３者がそろって初めて機能します。 

まず、ステップ１として、広告主とGoogleが広告の出稿契約を交わ

します。 

そして、その広告をGoogleがYouTubeに提供します。 

次にステップ２として、クリエイターであるあなたが動画を作り

YouTubeに投稿します。 

すると、Googleから提供された広告が、自動的に、あなたの動画へ

表示されます。 

そしてステップ３として、あなたの動画を見た視聴者が広告をクリ

ックをすると、クリック数に応じた報酬が、あなたの銀行口座へ振

り込まれます。 



 

以上が広告収入のシステムになりますが、これだけ見ると、他の動

画共有サイトのシステムと何ら変わりはありませんよね。 

しかし、実はYouTubeの最大の強みというのは、広告の内容にあり

ます。 

その広告とは、「ターゲティング広告」です。 

ターゲティング広告とは、別名パーソナライズ広告とも言います

が、ユーザーやコンテンツ情報を分析して、ユーザーにとって適切

と思われる広告のことを言います。 

例えば、あなたが旅行に興味があったとします。 

そして、Google検索で「旅行 格安」と検索をかけ、格安の旅行プ

ランを検索したとします。 

すると、Googleの人工知能が、あなたが旅行に興味があるというこ

とを認識します。 

そして、あなたがその後にYouTubeを開いて動画を視聴したとしま

す。 

すると、Googleの人工知能がYouTubeの人工知能に、「〇〇さん

は旅行に興味があるので、旅行に関する広告を掲載してください」



と指示を出します。 

すると、あなたが視聴する動画には、あなたが興味を持っている

「旅行」に関する広告が表示されるようになります。 

 

このターゲティング広告は、非常に画期的な広告と言われており、

YouTubeはターゲティング広告を採用することで、広告のクリック

率を飛躍的にアップさせることに成功しました。 

そして、世界第１位の動画共有サイトへと急成長することができた

のです。 

ちなみに、このターゲティング広告システムは、他の動画共有サイ

トが喉から手が出るほど欲しがっているもので、世界第１位の検索

エンジンを所有するGoogleだからこそ出来るサービスとも言えま

す。 

つまり、まとめるとこうです。 

 

１、ターゲティング広告を表示させる 

２、クリック率が飛躍的に上がる 

３、広告主が集まる 



４、クリエイターが稼げる（集まる） 

５、動画のバラエティーが増える 

６、視聴者が集まる 

７、１に戻る 

 

このようにYouTubeでは、ターゲティング広告を採用することで良

いスパイラルが発動し、更に成長をし続けていると、そういう訳な

んですね。 

 

【 YouTuberは、まだまだ不足している】 

 

そんなYouTubeですが、実は、 視聴者ばかりが増え続けていて、

YouTuberが不足の事態に陥っていると、YouTubeが公式ブログで

述べています。 

こちらは、その公式ブログになりますが、ここに興味深い記事があ

ります。 

YouTubeは2021年現在、世界中で約20億人以上の利用者がおり、

毎日10億時間以上の動画が視聴されているそうです。 



そして、こちらの記事もご覧ください。 

利用者20億人に対してクリエイターの数は、なんと、たったの200

万人しかいないということです。 

クリエイターとは、いわゆる YouTuberのことを指しますが、20

億人の視聴者に対して200万人の YouTuberということは、 視聴

者1,000人に対して YouTuberはたったの1人しか存在しないとい

う計算になります。 

ちなみにこの数字は、一般的な需要と供給の考え方からすると、完

全にバランスが取れていない状態になります。 

つまり、まだまだ YouTuberの数が足りないということなのです。 

このことは、YouTubeのスーザン社長も公式に提言していて、現在

YouTubeではクリエイターを増やすために様々な新企画を提案して

います。 

つまりまとめると、「これからYouTubeを始める人達にも、まだま

だチャンスはある」ということになります。 

 

【YouTubeは稼げなくなった？】 

 



先日、生徒さんから、このようなメールをいただきました。 

「松下先生、いつもお世話になってます。最近、YouTubeの規約が

厳しくなり、稼げなくなったとネットでザワついていますが、

YouTubeは本当に稼げなくなってしまったのでしょうか？」 

と言う質問をいただきましたが、結論から言うと、まったくそんな

ことはありません！ 

なぜなら、まずはこちらをご覧ください。 

 

こちらは、2018年2月に改正された、YouTubeの収益に関する利用

規約になりますが、主な改正項目に「総再生時間が直近12ヶ月で

4,000時間以上」「チャンネル登録者数が1,000人以上」というもの

があります。 

先ほどの生徒さんからいただいたメールは、このことを言っている

訳ですが、確かに利用規約が厳しくなっていることが分かります。 

しかし、こちらの記事をご覧ください。 

こちらは、YouTubeの公式ブログの記事になりますが、スーザン社

長によると、「2018 年、チャンネル登録者が 100 万人を超える

チャンネルは 2017 年より倍増し、年間 100 万ドル台以上の収益



を得たクリエイターの数も 40 % 以上増加しました。」と言ってま

す。 

 

つまりまとめると、YouTubeは2018年２月に、収益に関する利用

規約が厳しくなったにも関わらず、その年のチャンネル登録者数が

100万人を超えたチャンネル数は、昨年よりも２倍も増えており、

更に日本円で年収1,000万円以上を獲得した YouTuberが40％以上

も増加した、ということになります。 

この事実から考えると、YouTubeは利用規約が厳しくなったからと

言って、決して稼げなくなったとは言えないのです。 

それどころか、登録者数や収入がアップしているチャンネルが増加

しているので、むしろ稼げるようになったと言ったほうが適切だと

思います。 

 

では一体なぜ、YouTubeは利用規約が厳しくなったにも関わらず、

稼げるようになったのでしょうか？ 

その理由については、YouTube側からのコメントは一切ありませ

ん。 



なので、ここからの話は、私独自の推測になりますが、おそらく理

屈はこうです。 

 

１、規約が厳しくなる 

２、不真面目な YouTuberが辞めていく 

３、真面目な YouTuberに広告が集中する 

４、真面目な YouTuberが稼げるようになる 

 

つまりまとめると、規約が厳しくなったからと言って、広告主の数

が減るわけではないので、真面目に続けている YouTuberに広告が

集中することになるので、結果的に、真面目に続けている 

YouTuberが稼げるようになると言うわけです。 

なので、規約が厳しくなったとしても、諦めないでやり続けること

で、逆に稼げるようになるのがYouTube、というわけです。 

 

以上が、「YouTubeの魅力」についてのお話でしたが、いかがだっ

たでしょうか。 

YouTubeは、これからも更に成長をし続けて、もっともっと大きな



プラットホームになるはずなので、是非あなたもチャレンジしてみ

てください。 

というわけで、今回は以上になります。 

最後までご視聴いただき、ありがとうございました。 

 


