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本日のセミナー内容 
 Facebookについておさらい （約３０分） 

 Facebookとは？ 
 個人アカウントページとFacebookページの違い 
 企業Facebookページのメリット 
 情報拡散のしくみ（エッジランク？） 

 
 Facebookページを作ってみましょう（実習） （約６０分） 
 Facebookページ運用のコツ （約２０分） 



Facebookについておさらい 

まずは基礎をおさらいしましょう 



Facebookとは？ 
アメリカ発の世界最大の 
ソーシャル・ネットワーキング・サービス
（SNS）です。 



SNSとは？ 
Social－社交的な 

Networking－情報網、ネットワーク、つながり 

Service－提供する、サービス 
⇒人と人同士がつながり、情報を交換できるサービス 
 

他には、mixiやtwitterなどがあります。 



Facebookの最大の特徴 

実名主義 
 

現実世界でのつながりとリンクするように設計されている 



Facebookの利用者数（国内） 
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全ユーザー：約２,２00万人 



Facebookでできること① 
 思ったことを共有できる（つぶやける） 



Facebookでできること② 
 撮った写真を共有できる 



Facebookでできること③ 
 友達やページの投稿に「いいね！」ができる 

 



Facebookでできること④ 
 コメントでやりとりできる 



なんでFacebookページを作るの？ 
企業Facebookページなんて必要ない？ 

 
普段使ってる個人のページで 

PRしたらいいんじゃない？ 
 
普段使ってる個人のページと 

Facebookページの違いってなに？ 



個人アカウントページの特徴① 
 本名でのみ登録できる 

（団体、商品、サービス名などはNG 
 ⇒突然削除されても文句言えません） 
 

 友達申請できる（上限５,０００人まで） 
 



個人アカウントページの特徴② 
 友達になった人の投稿に 

「いいね！」や書き込みができる 
 

 自分が「いいね！」をしたFacebookページの
投稿に 
「いいね！」や書き込みができる 
 

 広告は出せない 



個人アカウントページの特徴③ 
 Facebookにログインしている人しか 

ページを見れない 
 

 投稿した内容は 
検索エンジン（Yahoo!、Google等）の 
検索対象にならない（SEO効果なし） 



ログインしないと見れません 



Facebookページの特徴① 
 団体、商品、サービス名で登録できる 

 
 複数の管理人で運用できる 

 
 Facebookページの「いいね！」を 

押してくれた人は、「ファン」として扱われる 
 

 ファンの人数は無制限 



Facebookページの特徴② 
 Facebookページに投稿した内容は、 

ファンのニュースフィードに表示される 
⇒「いいね！」されると拡散されます 
 

 自分のFacebookページに 
投稿された書き込み（コメント）に対して、 
返信コメントを書くことができる 
⇒コメントされると拡散されます 



Facebookページの特徴③ 
 Facebook広告（有料）が使える 

⇒任意ターゲットを選択して宣伝できます 
 

 インサイトが使える 
（アクセス数やいいね！の数を調べる機能） 
⇒どんな投稿から「いいね！」が増えたか 
 などを解析することができます 





Facebookページの特徴④ 
 Facebookにログインしていない人でも 

閲覧できる 
 

 投稿した内容は、 
検索エンジン（Yahoo!、Google等）の 
検索対象になる（SEO効果あり） 



企業Facebookページのメリット① 
安価に開設できる 
⇒Facebookページの開設も運営も基本無料 
⇒広告もターゲットを限定して出稿できます 
 

ファンとのコミュニケーションが可能 
⇒Facebookページではコメントなどで 
やりとりする機能が用意されています。 



企業Facebookページのメリット② 
ファンへの告知が簡単にできる 
⇒ファンになってくれた人に情報を届けやすい
仕組みが用意されています。 
 

拡散性（バイラル性）が強い 
⇒ファンがいいね！やコメントしたことが、 
 その人の友人にも伝わります。 



企業Facebookページのメリット③ 
ファン化への障壁が低い 
⇒いいね！を押してもらうだけです。 
 

拡散される情報に信頼度が上乗せされる 
⇒企業がではなく、ファンの人が共有した情報
として他の人に見られます。 



企業Facebookページのメリット④ 
荒れにくい 
⇒Facebookは実名主義です。 
 

ポジティブな反応が見込める 
⇒「いいね！」などポジティブな方向が 
基本です。 



Facebook情報拡散のしくみ 
1. Facebookページに投稿する 
2. ファンのニュースフィードに投稿が表示される 
3. ファンが投稿に「いいね！」またはコメントする 
4. ファンの友達のニュースフィードに 

ファンが「いいね！」またはコメントしたことが 
表示される 

5. ファンの友達が興味を持ち「いいね！」する 
 拡散（伝播）される 



お気づきでしたか？ 
 あなたのニュースフィードには、 

すべての友達のすべての更新情報が 
表示されていますか？ 
 

実は、表示される情報は、 
エッジランクに基づき、絞られています。 



エッジランク？ 
 ニュースフィードに表示される情報を選定するアルゴリズム 

 
 エッジランクを構成する（といわれている）３つの要素 

 親密度 
普段からどれだけコミュニケーションを取っているか 

（コメント・いいね！・タグ付け・メッセージ・ページ閲覧） 
 

 重み 
リアクションの重み（手間） 

（いいね！＜コメント、文字だけ＜写真＜動画） 
 

 経過時間 
 投稿されてからの経過時間 
 リアクションされてからの経過時間 
（投稿されてすぐは表示されやすい、コメントされたら表示されやすい） 



基本的な説明はここまで 
 
 

いかがでしたか？ 



実習 

実際にFacebookページを 
つくっていただきます 



Facebookページ運用のコツ 

運用するときに 
気をつける点をご紹介 



どんな投稿をすればいい？ 
 

やみくもに商品をセールスやPRしても 
ユーザーの心はつかめません 
 

⇒自分が「いいね！」したい投稿はどんな
投稿ですか？ 



投稿のテクニック① 
 写真は必ず入れるようにする 

写真を入れると平均３９％反応がアップ 



投稿のテクニック② 
 複数枚の写真を 

  アップロードする 

表示される順番は 
画像のアスペクト比（縦横比） 

によって変わります 
（１枚目が一番大きく表示されます） 



投稿のテクニック③ 
 普段見れないような裏側を紹介する 



投稿のテクニック④ 
 商品の機能だけを紹介するのではなく 

実際に使用されている光景を紹介する 



投稿のテクニック⑤ 
 予約投稿を活用してピンポイントな投稿をする 

▼マークをクリックすると 
投稿日時を指定できます 



他にも① 
 投稿する「文章」は短くする 
⇒ユーザーはニュースフィードに流れる情報を 
「読む」のではなく「見る」のだと意識しましょう 
 

 投稿に人間味を持たせる 
⇒広告っぽく、機械的にならないように注意しましょう 
 

 コメントをしてくれたら必ず返事をする 
⇒コメントがあれば必ずコメントに「いいね！」やコメントを
して感謝の気持ちを示しましょう（理想は１時間以内） 



他にも② 
 投稿数は絞ったほうがよい 
⇒１日に２～３回投稿するほうが、３回以上投稿するよりも 
 「高反応を得られているというデータもある 
 

 絵文字をつかう 
⇒Facebookはコミュニケーションツールなので 
 硬い文章よりもラフな雰囲気のほうがよい 
 

 積極的に質問をする 
⇒ファンに問いかけを行うことで 
 コメントを返してくれる可能性があがる 



他にも③ 
 シェアする際には要約を 
⇒単純にリンクをシェアするだけでなく、 
 内容を要約してシェアしてあげるとより親切 
 

 イベントを告知するときは場所、日時を先に出す 
⇒最後まで見ないと要点がわからないような 
 文章にはしない 
 

 個人のページでもシェアする 
⇒反応のよい投稿を自分の個人ページにシェアすると 
 Facebookページに「いいね！」していない友達に 
 知らせることができる 



リスク対策 
 炎上対策 

 悪意のあるユーザーからの風評コメント 
 ⇒ブロック機能で対応 
※但しお客様かどうかの見極めが重要 
 

 お客様からのクレーム 
⇒真摯な対応で企業の姿勢をアピール 
  ピンチをチャンスに！ 



まとめ 
 実際に投稿をしてみて 

どんな投稿がユーザーに受けるのかを感じてください 
そして気付いたことを実践してみてください 
 

 他のFacebookページ（大手企業など）を 
研究することも大切です 
 

 悩むより行動！ 
実際にやってみて反応を見ることが大切です！ 
 

 これらを意識しながらFacebookページを運用して 
いきましょう 



さいごに 
百聞は一見に如かず 
（いくら人からたくさん聞いても、自分で見なければ本当のことはわからない） 
 

このことわざに、続きがあるのをご存知ですか？ 
 

百見は一考に如かず 
（いくらたくさん見ても、考えなければ前に進まないこと） 

百考は一行に如かず 
（どんなに考えても行動を起こさなければ何も起こらない） 
 

まずは試してみてください！ 
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