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講座の進め方 

•  はじめに 

•  ソーシャルメディアとは 

•  Facebookとは 

•  Facebookの基本機能 

•  気をつけておきたいこと 

•  実際に使ってみましょう 



自己紹介 
牛島 清豪 ［うしじませいごう］ 
 

1969年　12月5日生、42歳　佐賀県鳥栖市出身 
1993年　熊本大学文学部地域科学科民俗学コース卒 
1994年　佐賀新聞社入社　事業部（4年）販売部（5年）営業企画室（2年）　 
　　　　　経営企画室（1年）デジタル戦略チーム（4年） 
2003年　ウェブビジネスとマーケティングに目覚める 
2004年　ブログを書き始める 
2005年　ミクシィ、グリーに参加。SNSのポテンシャルを感じる 
2006年　新聞社初のSNSをオープン 
2007年　ミニブログを使った高校総体キャンペーンサイトプロデュース 
2007年　佐賀県とワンストップ型地域サービスポータルの共同研究に参画 
2009年　任天堂DSiを使い高校生に広告アニメーションを作成する企画 
2010年　佐賀新聞社を退職、㈱ローカルメディアラボ設立 



私とソーシャルネットワーク 

2005年1月　ミクシィとグリーに参加（目からうろこ） 

 世界中のSNSに入り続ける日々（200箇所くらい） 

2005年7月　地方新聞社はソーシャルネットワークをはじめるべき！ 

2006年10月　地域SNS「ひびのコミュニティ」をオープン 

2006年10月　国際大学の地域SNS研究会に参加 

2007年5月　Facebookに参加 

2008年10月　地域SNS全国フォーラムを佐賀に誘致 

 



メディアが変わった！ 



メディアとは 

情報の発信と受信のなかだちをするもの。媒介。 



情報革命 

グーテンベルク以来の 
パラダイムシフトが起こった！ 

情報革命は 
人々を幸せにするものである！ 



情報流通のスタイル変化 

メディア 
プロの集団 

自前メディア 
ホームページ 
ECサイト 

ソーシャル 
メディア 

メディアは 
みんなが参加して 
つくり上げるものに！ 



ソーシャルメディアとは 



ソーシャルメディアとは 

þ インターネット技術を活用したメディア 
þ 誰もが情報発信者になりうる 
þ 双方向型のコミュニケーションがある 
þ ユーザー同士がつながりやすい仕掛けがある 
þ 外部サイトとの効果的連携 



ソーシャルネットワークとは 

ソーシャルメディア 

各種インターネットサービス 

SNS 
ソーシャルネットワーク 

Facebook 
Twitter 
mixi 
など 



興味でつながるか、人でつながるか 

人のつながり重視 

コンテンツ重視 

フロー重視 

ストック重視 

ブログ 

地域SNS 

掲示板 

Twitter 

Facebook 

YouTube 

QAサイト 
mixi 

Linkedin 

foursquare 



ビジネスでの活用 

Facebookだけに頼ってはダメ！ 
道具は使い分けることが大事 

個人の趣味で利用 

Facebookはバランスのとれた 
便利な道具 



Facebookとは 



Facebook 

マーク・ザッカーバーグ 

ソーシャルネットワーキングサービス（SNS） 

• 世界のトップシェアSNS 
• 世界に約９億人のユーザー 
• 国内ユーザーは1000万人くらい？ 



Facebookの設計思想 
私たちはFacebookをオンライン
コミュニティと認識していない。
実際に存在するコミュニティを強
化する名簿として提供している。 

2種類のアイデンティティを持つこ
とは、不誠実さの見本だ！ 

仕事上の友達や同僚と、それ以外
の知り合いとで、異なるイメージ
を見せる時代は、もうすぐ終わる。 

これから5年以内に、 
ほとんどの産業はソーシャル化す

るだろう 

実名主義 

自然人 

Facebook
ページ 



Facebookの基本機能 



管理ページとプロフィールページ 

↑ニュースフィード（マイページ） 
タイムライン→ 



管理ページとプロフィールページ 

マイページ 
（管理ページ） 

タイム 
ライン 
（原則 
公開） 

タイム 
ライン 
（原則 
公開） 

マイページ 
（管理ページ） 

友達の書き込み、行動 
いいね！しているページの更新情報 
自分が関わるグループの更新情報 

＋ネット上での行動？ 
＋広告？ 

私 
友だち 

FB 
グループ 

FB 
ページ 



何ができるのか？ 

自分の 
ページ 

Facebook 
ページ 

Facebook 
グループ 

Facebook 
アプリ 

（外部事業者） 

いいね！ 

参加 

利用の承認 



気をつけておきたいこと 



利用規約はチェックしているか？ 

Twitter上の発言は瞬時に世界中で閲
覧可能となります。ツイート（発言）
の責任はユーザーにあります！ 

Facebookは、個人が共有し、つながりを
持つことができる優れた機能を提供するこ
とで、オープン性と透明性を推進しますが、
これらの目標を達成するうえで、特定の原
則がFacebookの指針となります。 



利用規約の改定 
利用規約は、サービス提供者の都合で変更されるもの 

・弊社は、(Facebook Site Governanceページに変更内容を掲載することで)利
用者に通知し、コメントする機会を提供した場合、本規約の内容を変更できるもの
とします。今後、本規約の内容変更について通知を受け取るには、Facebook 
Site Governanceページにアクセスして「いいね！」をクリックしてください。 
・利用者が弊社規約に変更があった後もFacebookの利用を継続した場合、修正さ
れた規約を承諾したものと見なします。 

Facebook利用規約より 

・本規約の改定が発効した後に本サービスへのアクセスまたは本サービスの利用を
継続した場合には、改定された本規約に拘束されることに同意したことになります。 

Twitter利用規約より 

利用規約の一方的な改定で、ユーザーからバッシングを受けたサービスも多い 



プライバシーとオープングラフ 
Facebookが提供する新しい情報共有の仕組み「OpenGraph」 

これまでの情報共有 

外部サイトで「いいね！」 FB内の友達「ソーシャルグラフ」 
『○○さんがいいね！と言っています』 

新しい情報共有の仕組み「OpenGraph」 

OGを採用した外部サービス 

閲覧などの 
アクション 

FB内の友達「ソーシャルグラフ」 
『○○さんが今○○を見ています』 

行動（動詞）をリアルタイムにインターネット上に流しこむ仕組み 



Yahoo!ニュースもOpenGraph対応 

CNETJapanより引用 

一度アプリ認証すると 
Yahoo!ニュースを読んでいることが 
自動的にFacebook上に投稿される。 

リアルタイムで 
セレンディピティが起こる 
（マークザッカーバーグ） 



スパムメッセージ 
どうしてもお話したい事があってメッセージしました。 
***@***.ne.jp ← 私のメアドです。 
facebook内ではちょっと話しづらい事なので直接お話し出来ればと
思ってます。 
ではメール待ってます！ 

メッセージを送ろうかどうしようかずっと悩んでたんですけど、思い
切ってメッセージを送ってみます。 
 
私の友達があなたに興味を持ってるみたいで、何度かページを見てるん
です。 
よかったらメールとかで直接話してみてくれませんか？ 
 
その子は22歳の可愛い系の子で、ぱっと見は森下まいちゃんをもっと
可愛くした感じの雰囲気です。 

この類のメッセージに返信すると、別のSNSサイトに誘導され登録し
てしまうと、高額な利用料を請求されます。 



美人アカウント 

芸能人の顔写真、有名大学に通う
大学生、地元企業に務めるOL等
を装いリンク申請やフォロー。 

自身が公開制限しているコンテン
ツを閲覧可能に。 
友人が、友達の友達まで公開して
いる情報にまでアクセスできる。 

「フォローワーを増やす方法」といったビジネスも多い	  



第三者が提供するアプリ 

・友達の情報まで吸い上げるアプリ 
・タイムラインへの書き込み 
・友達のウォールへの書き込み（アプリへの招待） 

アプリを使うことで、これだけの個人情報が運営者の手に渡る！ 

e.g.） 
 
○○○○診断 
○○○○予報 
○○○○占い 
 
など、、、 
友達リンクを通じて瞬く間
に広がっていくのが特徴 
※全てが悪質なアプリと言うわけ
ではありません。 

・運営者は誰なのか？ 
・どんな情報を渡すのか？ 
・アプリはどのような挙動
をするのか？ 
・ポリシーの確認 



それでは実際に使ってみましょう 



必要なもの 

þ パソコン、携帯などの端末 
þ すぐに使えるメールアドレス（ウェブメール） 
þ 自分の情報（個人情報） 

 
インターネット 



ログイン 



会員登録 

1.必要事項を入力し、アカウント登録ボタンをク
リックします。 
 
2.セキュリティチェック文字を入力 



使い始めるための準備 

ステップ1 
メールから友だちを検索 

ステップ２ 
プロフィールを充実させる 
※名前の読み、職業など 

ステップ３ 
興味・関心を選択 
情報のほしいFBページ選択 

ステップ４ 
顔写真の設定（設定したほ
うがよい） 



準備完了→メール認証 



メールを確認・認証 

1.URLをクリックすると、会員登録が完了します。 



自分の管理ページ 

機能一覧・メニュー	

ニュースフィード	
・自分に関係ある情報、友だちの書き
込み、お気に入りのページの更新情

報、参加しているグループの更新情
報などが表示される場所	

・友だちの様子や、反
応を知るエリア	
・広告が表示されるエ

リア	

各種設定	アラート	 検索	



自分から見た自分のタイムライン 

自分の基本情報 

タイムライン 
（自分史の年表み
たいなもの） 

他人から見た自分のタイムラインも確認できます。	



アカウント設定 

Facebookを管理する上で、 
必要な情報を設定していくページです。 

編集ボタンから 
すべての情報を編集できます 

メニュー	

規約類	



プライバシーの設定 

すべての公開範囲の基本設定です。 
投稿ごと、情報ごとに細かくせっていしなおす
こともできます。 

Q.なぜ、ここまで細かいプライバシー設定の必
要があるの？ 
 
A.自分のプライバシーや個人情報は、公開すれ
ばするほど、新たな「つながり、人脈」のきっ
かけになります。一方で、世界中のFacebook
ユーザーから閲覧される可能性があることも意
識しておく必要があります。 



プロフィールを充実させよう 

・項目ごとに、入力でき
るものは入力し、公開範
囲を設定して行きましょ
う 

Q.なぜ、プロフィールを
入力する必要があるの？ 
 
A.出身校、出身地などの
共通項目で友だちの輪が
広がったり、新しい交流
のきっかけになったりす
るから！ 



コメント・いいね！・シェア 

いいね！・・・共感したとき、いいなぁと思った時（軽めのアクション） 

コメント・・・意見や感想を書きたい時（双方向の会話を楽しむ） 

シェア・・・この書き込みを、自分の友だちにも知らせたいとき 

Facebookに準備
された、コミュニ
ケーションのため
の基本ツール 



友だちを探そう 

つながり検索 
 
［友達を検索］ 
出身地や出身校など、同じ属性をもつ人をピックアッ
プしておすすめ 
 
［友達を招待］ 
既存サービスのアドレス帳などから、登録者を教えて
くれたり、共通の知人の多い人を「知り合いではない
ですか？」とお知らせしてくれるサービス 
 
［コネクションサーチ］ 
登録された情報をベースにして、友達かもしれない人
をお知らせしてくれるサービス 

人の名前を入力して直接検索 

友達を見つけたら、そのページの右上にある「友達になる」からリンク申請 



情報を発信してみよう 

近況アップデート 
 
自分の近況、今なにしてる、何を考えた？などを、自
由に発信 
↓ 
自分の友だちのニュースフィードにも表示されます 
 
 
★外部サイトで、いい記事を見つけたときに「いい
ね！」を押すと、ここに表示されます。 



お気に入りのページを探そう 

Facebookページを「いいね！」する
と、このページの更新情報がニュース
フィードに表示されます。 

ページの上部に設置されている「いいね！」ボタンを
クリックすることで、そのページのファンになる意思
表示になる 
 
［Facebookページ］ 
 
自治体、メディア、学校、企業、サービス、イベント、
芸能人などの個人など様々なページがあります。 



グループに参加しよう 
共通の趣味や話題で集まる、Facebook上のサークル活動のようなもの 
情報共有だけでなく、連絡の道具としても活用できる 



おわりに　～情報発信のコツ 



「楽しさ」と「難しさ」 

þ コミュニケーションは楽しいけれど、疲れるときも… 
þ 文字によるコミュニケーションの難しさ 

þ 顔文字はOK？　Σ(´∀｀；) 
þ 誰が目にする可能性があるのか、常に意識すること 
þ 一度発信した情報は、削除しても何もなかったことには
ならない 
þ 実名だから安心って本当だろうか？ 

難しさを知ることも大事！ 



それでは、みなさん 
Facebookを楽しみましょう！ 

株式会社ローカルメディアラボ 
牛島 清豪（うしじま せいごう） 

Email　saygo.ushijima@lm-labs.com　 
TEL　090-9496-8433 

saygo2011 牛島清豪 Say☆Go 

会社のウェブサイト　http://www.lm-labs.com 
個人ブログサイト　http://saygo.net/weblog 


