
TikTokの基礎知識 
実践的ノウハウ 

これからTikTokを始める人へ!! 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① 
TikTokの市場 

始めるべき理由 



TikTokとは 

TikTokは動画を撮影・編集し、投稿できるSNS 

主に15秒〜3分ほどの比較的短めの動画が投稿されている 

※2022年9月時点では10分動画も投稿可能 

 

日本におけるTikTokのマンスリーアクティブユーザー数は950万人 

世界141カ国で12.9億人と言われてる 

※2021年9月時点 



TikTokの市場 

2021年のアプリダウンロードランキングでは 

FacebookやInstagramを抑えてTikTokが1位！ 

 

また、2021年に大きな話題を集めた 

「TikTok売れ」 

企業も注目するようになって 

踊るだけの時代は終わった!! 

2021年アプリダウンロードランキング

引用：Apptopia



TikTokの可能性 

・アメリカやイギリスの 

　月間利用時間がYouTubeを超える 
 

・検索媒体になりつつある 
 

・飽きさせない工夫が多い 
 

・購入のきっかけになる 

圧倒的な成長  ただ伸びているからこそ問題が... 



TikTokを始めるべき理由 
 ・他SNSより圧倒的にバズりやすい 

・今後は伸びにくくなる ※だからこそ今やるべき!! 

・ポジションが確立しやすい 

・ライブコマースなどの新機能が実装予定 

 

バズりやすい理由は「レコメンド機能」 

他SNSでは基本的にフォロワーにしか投稿は見られない 

TikTokでは初投稿でも200再生回数は担保されている 



② 
バズる仕組み 



TikTokがバズる仕組み 

まず動画を投稿すると、 

1.100人ほどのおすすめ欄に動画が流れる 

2.動画が最後まで見られたりいいねなどの反応をされる 

3.AIが「この動画は反応があるから良い動画だな」と判断する 

4.今度は500~1,000人のおすすめ欄に動画が流れる 

5.その人たちが反応するとAIが更に多くの人のおすすめ欄に流す 

 

この機能があるからこそ 

フォロワーが少なくてもバズれる可能性があるということ 



③ 
TikTokで大切なこと 



TikTokで大切なこと 

TikTokはいかに「長居してもらうこと」が大事！ 

あなたが投稿する動画は、面白いかどうか1秒で判断される 

1秒で引き込んであなたの動画を長く見てもらうよう意識する 
 

今から出てくる色んなテクニックには、 

「長居してもらうこと」が根底にある 



なぜ長居してもらうことが大事なのか 

それは運営側に気に入られるため 

気に入られるとおすすめ欄に動画が出やすくなる 

 

テレビだと視聴率が高い人が優遇される 

それと同じようにSNSでも視聴維持率が高い人 

つまり長居させる人が優遇される 



長居してもらうこととは 

それは楽しませること  

視聴者を楽しませたら動画を最後まで見てもらえて 

おすすめ欄に出されます 

 

TikTokには小手先のテクニックも色々ありますが 

1番は中身や質で楽しませることが大事です 



長居させているかはこの2つで判断 

①フル視聴率 
視聴者がどれだけ最後まで動画を見たか 

インサイトで見れる 
 

②視聴維持率 
視聴者が動画をどれくらい見続けたか 

平均視聴時間÷動画の時間×100 

※自分で計算 



④ 
コンセプト設計 



コンセプト設計方法 ※超重要 

 
 

よくやるミスは 

自分の「やりたいこと」を 

優先にすること 
 

 

伸びる人は 

「求められていること」を混ぜる 

需要があるので伸びやすい内容になる 



コンセプト設計の実践 

作り方 

①まずは自分が過去に悩んだことや乗り越えた経験を書き出す 

②自分がやりたいことやできることを書き出す 

③リサーチとその内容に沿って投稿する 

例 

①過去に肌荒れやニキビで悩んだ(乗り越えた)経験がある 

②色んな化粧品を試すのが好き 

③色んな化粧品をレビューしたり、肌荒れの悩み相談にのる 

Needから設計すると,
有益な発信内容になる
から,良いアカウントに
なるんだね



・まずはTikTokで検索 

・アカウントを2〜3つ見つけてマネしていく 

・TikTokにいない場合は他SNSで探す 

リサーチ方法 



１．過去に悩んだことや乗り越えた経験を書きましょう

２．自分のやりたいことやできることを書きましょう

３．伸びている人をリサーチしましょう

設計ワーク 



コンセプトを決めて、目標も決めたら、

どう動くかを考えましょう！

【例】

・1週間に3回ライブ配信を行う

・1週間に1回はショート動画を投稿する

・フィードバックをもらう

To Do を決めよう 



⑤ 
TikTokを伸ばす方法 

プロフィール編 



TikTokを伸ばす方法 〜プロフィール編〜 

①名前 

②アイコン 

③ID 

④プロフィール文 

 
1個ずつ見てみよう！



TikTokを伸ばす方法 〜名前とアイコン〜 

①名前 
パッと見ただけで「こういう発信してる人だ」 

と分かる名前に  ※フォローされる可能性が上がる  

長すぎると文字が隠れてしまうので、 

14文字以内がおすすめ 

 

②アイコン 
自分の顔が分かる写真か、 

その人らしさがあるイラストに 

発信内容と合わせるようにする 



TikTokを伸ばす方法 〜IDとプロフ文〜 

③ID 

シンプルかつ短く 

名前と同じにして検索しやすいようにする 

 

④プロフィール文 

長文はNG　短文の3〜4行で、 

・どういう発信をしているのか 

・どういうメリットがあるのか 

などを書く 

※適当に書くとフォローされなくなるので注意 



⑥ 
TikTokを伸ばす方法 

動画編 



TikTokを伸ばす方法 〜動画編〜 

①タイトル★ 

②投稿頻度 

③投稿時間 

④概要欄 

⑤ハッシュタグ 

⑥コメント欄 

⑦動画の長さ 

⑧音の選び方 

⑨発信の系統 

⑩流行りに乗る 

⑪TTP★ 

思ったより多い💦

ちなみにこの中で
特に重要なのは

タイトルとTTP



TikTokを伸ばす方法 〜タイトル〜 

①タイトル (動画冒頭の言葉) 

 

視聴者は動画が面白いかどうか1秒で判断する 

動画の冒頭で興味を引くためにタイトルはとても重要 

滞在するかどうかはタイトルで決まると言っても過言ではない 

 
色んな人の動画のタイトルを
観察してみよう !!



TikTokを伸ばす方法 〜タイトル〜 

タイトルで意識すること 
 

・ネガティブ訴求 

・心理学を使ったタイトルにする 

・メリットだけでなくベネフィットを伝える 

・声や音を入れて耳にもインパクトを与える 

・エフェクトを使って文字に動きをつける 

・具体的な数字を入れる 

・ランキング形式にする  

 

などなど 



TikTokを伸ばす方法 〜タイトル〜 

バズりやすいワード 

暴露 

悲報 

速報 

意外な 

実は 

まさか 

裏技 

閲覧注意 

絶対に 

ホントは教えたくない 

たった〇〇で 

最後まで見ると... 

〇選 

TOP〜 

限定 



タイトル例 

具体的な数字を入れる　→ 1ヶ月でマイナス5kgできた方法 

ネガティブ訴求　　　　→ モテない仕草TOP3 

ランキング、〇〇選　　→ 女性がドン引きする行動3選 

カリギュラ効果　　　　→ 閲覧注意、男性は見ないでください 

権威性を使う　　　　　→ イチローが使っている〜 

ベネフィットを伝える　→ 夏までに美ボディ&モテモテになる方法 

自分用にカスタマイズしていこう



TikTokを伸ばす方法 〜投稿頻度と時間〜 

②投稿頻度 

可能であれば毎日 

何回も動画を見ることで愛着が湧きやすくなり、 

フォローされたりフォロワーがファンになっていく 

1日に数本あげるより日を分けて投稿するのがおすすめ!! 
 

③投稿時間 

基本的に18〜21時 

動画を見させたい人によって時間帯は変わる 

主婦層ならお昼の12時、学生なら17時など 



TikTokを伸ばす方法 〜概要欄〜 

④概要欄 

動画を見る→概要欄を見る→コメント欄を見る 

という動きを誘発させて視聴者を長居させる 
 

「動画を最後まで見るとやばいことが...」 

「コメント欄に1番重要なことが書いてある」 

など、最後まで見させる工夫や 

コメント欄を見させる工夫をする 
 

長文はNG 

第二のタイトルって感じか



TikTokを伸ばす方法 〜ハッシュタグ〜 

⑤ハッシュタグ 

3〜4つ程度で大丈夫 

ハッシュタグが多いと動画を隠してしまう 
 

ハッシュタグを使って動画がバズると、 

ハッシュタグの検索欄に自分の動画が載る 
 

NGは「おすすめ乗りたい」「運営大好き」など 

媚びるものは視聴者からすると良い気はしない 



TikTokを伸ばす方法 〜コメント欄〜 

⑥コメント欄 

視聴者に質問を投げかけたり 

共感を生むコメントをする 

コメント欄を見ている間も 

動画は再生され続けるので、 

長居するようなコメントを心がける 

 

視聴者の回答がネタになったりするので 

質問を投げかけるのはおすすめ！ 



TikTokを伸ばす方法 〜長さと音〜 

⑦動画の長さ 

最初は15〜20秒がおすすめ 

フォロワーが増えてきたら 

動画の秒数を長くしていく 
※その時のアルゴリズムによっておすすめの動画の長さが変わる 

 

⑧音の選び方 

流行っている音や投稿の雰囲気に合っている音を選ぶ 



TikTokを伸ばす方法 〜系統と流行り〜 

⑨発信の系統はかけ合わせる 

「沖縄あるある×ダンス」 

「料理×喋る系×エンタメ系」 

のように2〜3つのジャンルをかけ合わせる 
 

⑩流行りに乗る 

ジャンボリミッキーやチグハグなど 

流行りのダンスや音源に乗る 
 

TikTokは流行りが終わるのも早いので、 

流行りに敏感になるのも大事 

TikTokを日々観察して
流行りを逃さないように
するぞー!!



TikTokを伸ばす方法 〜動画編〜 

⑪TTP 

TTP(徹底的にパクる) 

まずは伸びている人のマネ!! 
 

伸びている人には理由がある 

マネしつつ理由を見つけて、 

自分のものにしていくことが大事 
 

ただし丸パクリはNG 

参考になる人は
・静岡の元教師すぎやま
・ガリレオ社長
などなど



⑦ 
おすすめアプリ 



おすすめアプリ 

CapCut 
エフェクトが多くあり、 

手軽にかっこいい動画が作れる 

ほとんどのTikTokerが使っている 

 

Canva 
おしゃれな画像や動画を使える 

テンプレートも豊富 

インスタの投稿にも使える 

無料で使えて超有能！



⑧ 
シャドウバン 



シャドウバンとは 

動画がおすすめ欄に出なくなること 

シャドウバンになる理由は、 

・エロい単語、刃物などが使われている 

・1度あげた動画をそのままもう1度投稿 

・視聴者に通報されまくる 

などなど 
 

ちなみに単純に動画が面白くなくて 

再生回数が少ないこともある...😱 



シャドウバンの確認方法 

①動画の3つの点を押す   ②インサイトを選択  
③おすすめがあればOK 

　無ければシャドウバン 



シャドウバンの解決方法 

基本的にシャドウバンは動画単位なので、 

1つの動画がシャドウバンになっても 

次の動画はおすすめ欄に出ることがある 

 

何日か動画を投稿して確認 

1ヶ月ほど経ってもおすすめ欄に出ない場合は 

アカウントを作り直すことが必要 



⑨ 
伸びない人の特徴 



伸びない人の特徴 

1.オリジナルの投稿をする 

伸びない人は独学で自分の好きなように投稿する 

まずは伸びている人のマネをする！ 

 

2.分析をしない 

投稿した動画はインサイトで分析。 

「なぜ伸びたのか、なぜ伸びなかったのか」 

常に考えることで動画をバズらせる可能性が高くなる 



⑩ 
投稿とライブの 

関係性 



投稿とライブの役割 

投稿した動画 

・認知を広げる 

・興味を持ってもらう 

・動画がストックできる 

・ライトなファンができる 

 

→多くに認知してもらえる 

ライブ  

・認知を広げる 

・信頼が築ける 

・より興味を持ってもらう 

・コミュニケーションがとれる 

 

→コアなファンができる 



動画を見た視聴者の流れ 

おすすめ欄に流れた動画を見る 

↓ 

興味を持たれる 

↓ 

アイコンが赤くなっている 

↓ 

ライブを見に行く 

↓ 

濃いファンになる 

ライブをすると
アイコンが赤く光る



⑪ 
マネタイズ方法 



マネタイズ方法

イベント 
 

TikTokでは定期的にイベントが

開催されている 

ルールに沿って動画を投稿して、

視聴回数やいいね数で上位をと

ると表彰され、賞金がもらえる  

企業案件 
 

企業から案件をもらい、化粧品

やゲームアプリなどの紹介 

金額は案件内容やフォロワー数

によって様々  



マネタイズ方法

アフィリエイト 
 

1,000人前後でプロフォールにリン

クを貼れるようになる  

動画で商品を紹介して、プロフィー

ルのリンクから購入するよう促す  

視聴者がそこから購入すると自分

が紹介料をもらえる  

他媒体に流す 
 

TikTokでフォロワーを伸ばし、

YouTubeの登録者を1,000人にする

など 

動画やLIVE配信で露骨に他媒体

に移動させようとすると、シャドウ

バンされることもある  



マネタイズ方法

Live配信の投げ銭 
 

フォロワー300人前後でLIVE配信

が可能(2022年9月時点) 

フォロワー数が多くなくてもマネタ

イズできる 

コンサル 
 

TikTokのフォロワーを伸ばしたり

商品が売れるようサポートする 

 



マネタイズ方法

動画編集 
 

カットやテロップ、音などの編集

で1本500~3,000円 

台本作成 
 

1本1,000〜3,000円

クライアントに合った内容を考え

ることや言葉選びが重要なの

で、少し難しいですが自分自身

のレベルも上がる  



ありがとうございました！ 


