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第一章：はじめに（研究の狙い・背景） 

 

・背景：2004 年にアメリカ合衆国の学生向けにサービスを開始した。当初は学生の

みに限定していたが、2006 年 9 月 26 日以降は一般にも開放され。日本語版は 2008 年

に公開。13 歳以上であれば無料で参加できる。実名登録制となっており、個人情報の

登録も必要となっている。さらに Facebook では、中古品売却や住宅・求人など様々な

募集広告を出せる「Facebook Marketplace」、他のユーザーに直接メッセージを送るこ

とのできる機能もある。また、写真や動画のアップロード（Facebook Video）にも対

応している。容量制限はない。604 ピクセルを超える写真に関しては、長辺が 604 ピク

セルになるよう縮小される。Facebook 内の専用ページや外部サイトでの購買活動と連

動して、自分の友人が何を買ったか、どの映画や音楽を高評価したかなどの形で広告が

出る「Social Ads」もあるのである。 

 

・研究の狙い：急速に広まった要因を調べ、さらに Facebook による企業のマーケテ

ィング活動を徹底的に調べると同時に、どんな利点やどんな問題点があるかを調べ、こ

れからの発展について考える。 

 

第二章：ソーシャル化とは？ 

 この章では、日本の現状となっている、ソーシャル化・ソーシャルストリームについ

ての説明である。 

 

2-1 ソーシャル化 

 

ソーシャル化とは（社会の最少構成要素である）各個人がインターネットに接続され、

ありとあらゆる情報を即座に伝え会い、共有していく状況のことである。いま、このソ

ーシャル化が社会全体の構造変化を促している。ソーシャル化の動きをいち早く察知し、

政治活動にうまく取りいれることに成功したバラク・オバマは無名候補ながら米国初の

黒人大統領へと登りつめたのだ。逆に、2011 年に入りチュニジアやエジプトの政権が

転覆したのは、長期に渡って独裁政治を続けてきた偽政者たちが、ソーシャル化に対応

し損ねた結果とも言えるかもしれない。中東で発火した革命の影響はリビアにも飛び火

しており、やがては、中国や北朝鮮の政変にもつながるであろう。そして、ソーシャル

化の動きは政治の世界だけではなく、経済をはじめとするさまざまな社会活動に波及し

つつあるからである。 

ソーシャルメディアマーケティングという概念の要諦を考えた結果、私たちがたどり

着いたのは、ありとあらゆる企業活動をソーシャル化させなくてはならない、というビ 
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ジョンである。ここで注意しなくてはいけない事は、ソーシャル化とは必ずしもソーシ

ャルメディアを使うことを意味しない。ソーシャルメディアをいかに活用しようと、企

業組織そのものがソーシャル化されていなければ意味がないのだ。例えば、ダイエット

をしたいとよく口にする人が、甘いものを食べていたりする、健康志向という人が、た

ばこを吸い続けていたりなどといったこととよく似ているのである。ダイエットをする

のであれば適切な食事療法と適度な運動は不可欠であるし、健康的な睡眠や安静な精神

状態の維持も必要だ。つまり部分最適的な施術ではなく全体最適化を図ることが真のダ

イエットである。真のソーシャル化とは、企業活動すべてをソーシャルメディアの動き

に合わせて変えていくということである。メーカーであれば、開発チームのあり方や製

造工程などもソーシャル化する必要があるし、経営層も意思決定や伝達方法をすべてソ

ーシャル化していかなければならないであろう。さもなければソーシャル化した消費者

に拒絶され市場から追い出されていくかもならない。そういうリスクに企業は直面しつ

つある。 

 

2-2 ソーシャルストリーム 

 

ソーシャルメディアにもいろいろあるが、それぞれ単独で用いられてるのではなくて、

おおまかな役割の相違があることによって、全体が大きなネットワークとして機能する

ようになる。私たちは、このように、さまざまなソーシャルメディアから情報があふれ

る状態をソーシャルストリームと呼んでいる。データが複雑な海流のごとく、複数のソ

ーシャルメディア間を流れていく様子を表現した言葉だ。Twitter や Ustream だけだ

は、データは津波のようにわれわれを飲み込んだ後に消えていくが、Facebook や

YouTube、ブログなどがデータの有効利用をうまく担う。それぞれのサービスの特徴を

簡単にまとめると、口コミの拡散の Twitter,口コミの醿成の Facebook と言い方になる

であろう。東日本大震災の際にも、twitter 上に「拡散希望」「RT お願いします」とい

った表現が散見されたが、情報を広く伝えるという目的に最も適したツールが twitter

であることは間違えない。ただし、じっくり考えるまえに発作的に RT してしまうユー

ザも多く見られる。このため、デマを広める装置になってしまうことになったである。 

これらの一連のエピソードは、よくも悪くも Twitter の拡散メディアという性質を示

しているといえるだろう。その点Facebookは少しおもむきが異なる。後述するように、

ニュースフィードに流れる情報は、リアルタイムに更新さはするもの、かならずしも更

新順に表示されるわけではなく、見ているユーザの属性やソーシャルグラフに応じたコ

ンテンツの見せ方をしている。何かしらのアルゴリズムを用いることは間違えないが、

（たとえばユーザの使用言語に合わせて表示するコンテンツを選択しているなど）、こ

れらはすべてのツイートの時系列順に流し続ける twitter のタイムラインとの大きな違 
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いである。 

また、Twiteer では人から人へ RT による引用の連鎖で伝言ゲームが延々と続くこと

があるが、Facebook では情報の伝達が友達の中に限定されるし、受け取る情報の質を

フィルタリングしやすいのである。また仕組み的に元の誤り情報を消去すれば連鎖は止

まる。いずれにしても Facebook は震災のような非常事態に発生するパニックに対する

耐性が比較的強いといえる。だから、大きな事件の発生直後は twitter にユーザの関心

は集まり、時間がたつにつれ徐々に Facebook で少し腰を落ち着け情報を整理する、と

いう働きをしている。今後ソーシャルメディアの有効活動をマーケティング視点で考え

るうえで、このソーシャルメディアを組み合わせる配分をどう考えるかが要諦になるだ

ろうと思われる。 

 

第三章 急速に広まったのはなぜ？ 

 この章では、急速に広まった要因を述べていく。 

 

 

図１ 「友人 10人に聞いた Facebookのどの機能が良いか」 

 

 

3-1 使いやすさ 

 

登録したら分かると思うが、メイン画面に自分の友達の近況が全て表示される。それ

により、ぱっと見ただけで多くの友人の近状を知ることが出来るのである。また、コメ 
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ントや更新した写真や動画など全て表示される。それにより多くの情報を知ることも出

来るのだ。これは、mixi でも同じかもしれないが、facebook のすごいところは自分へ

のコメントだけでなく、自分の友達が誰にコメントしたか、誰と新しく友達になったか

まで表示されるので友達の繋がりが分かり、友達を作りやすい環境が整っているのだ。

シンプルなデザインも、上にあちこちクリックしなくても友達の近況が分かるのでとて

も使いやすい。また、写真を更新するアルバムの機能も facebook 独自の機能がある。

アルバムごとに写真を更新できる点や、写真ごとにコメントを付けれる点は他の SNS

にもある機能だが、facebook の場合は写真にタグが付けれる。タグとは、例えば友達

と一緒に写っている写真があるとして、その一緒に写っている友達をタグしてあげるこ

とで、その友達も自身のプロフィールでその写真を共有できる機能である。 

 いわば焼き増しのような感じである。このような機能から facebook は SNS で一番大

事な人との交流のしやすさに重点を置いていると言えるであろう。たとえ最初登録した

際は友達がいなかったとしても、すぐに友達を見つけることができる。このような点が

facebook を世界中で急速に普及させた要因である。 

 

3-2 安全性 

 

まず、本名での登録が必要という点とプロフィールに自分の写真を載せることが通例

という点がこれほどまで普及した理由にある。日本だと本名での登録や自分の写真をプ

ロフィールに載せることに抵抗を感じてしまう人も多いかもしれないが、本名で登録し、

自分の顔を出すことによって安心感が生まれ、ネット上の交流ですが、よりリアルに人

と交流をすることができる。本名での登録のため、facebook は誹謗中傷といった行為

が他の SNS に比べて少ないのである。また、シンプルで使いやすいデザインという点

も世界中の人に愛される理由の一つであろう。基本的に自分のメイン画面を見れば、友

達の近況やステータスが一目で全てわかる。友達の更新した写真や動画やコメントだけ

でなく、友達が誰と新たに友達になったかなどまで分かるためそこから友達の輪も広が

る。facebook にはその他にも様々な特徴があり、その使いやすさや魅力的な点から 2006

年から一般開放されたサービスがわずか 5 年で一気に世界中へと広まる。今後もどんど

ん様々なサービスが増え、さらに魅力的な SNS となるであろう。 

 

3-3 共感 

 

「いいね！」で広がる共感の輪：ニュースフィードに表示される友達の投稿や気に入

ったコンテンツに肯定的なフイードバックを与えるための機能として「いいね！」ボタ

ンがある。これをクリックするだけで、コメントを書くこともなく、共感を簡単に伝え 
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ることになるので、心理的な障壁が低く、ユーザのアクションを挑発しやすい。「い

いね！」の対象は、自分や友達が書いた記事以外に、Facebook 以外のウェブサイトが

含まれる。また、後述するように、「いいね！」ボタンを EC サイトやニュースサイト

やブログなどに設置する仕組み（ソーシャルプラグイン）がある。 

これによって Facebook を介して、外部のあらゆるウェブサイトとのつながりを生成

できるようになっている。「いいね！」を押したコンテンツは自分のプロフィールとほ

かの友達のニュースフィードにも表示され共感の輪が広がっていく。友達の写真で「い

いね！」ボタンをクリックすると、「いいね！」と言ったことがその写真の下に表示さ

れ、その写真に「いいね！」ボタンを押したユーザー自身のウォールにも、記事として

掲載される。さらに「いいね！」ボタンをクリックした記事はほかの友達にも表示され

る。このように「いいね！」を通じて、投稿者に共感を示しつつ情報を簡単に共有する

ことが出来るのだ。もちろん、「いいね！」を取り消せばすぐコンテンツは見えなくな

るし、あらかじめプライバシー設定でつながりを共有（シェア）する相手を制限するこ

とも可能である。 

 

3-4 チェックイン・チェックインクーポン 

 

モバイルを使って、自分の居場所を友達に知らせる機能がスポット機能である。GPS

機能つきの携帯電話であればどのモバイルでもチェックインすることができる。次にや

り方なのですが、まず Facebook アプリを立ち上げ、［チェックイン］をタップする。

近隣のスポットが表示されるので、チェックインしたい場所（あなたが今いる場所）を

タップします。検索で探すことも可能である。なお、近隣スポットを表示するには、モ

バイルの GPS 機能をオンにする必要があります。スポットの情報が表示され、今、そ

の場所で何をしているのかを書き込むことができる。また、友達と一緒にいる場合はそ

の友達をタグ付けして、同じ場所にいることを知らせることができる。写真がある場合

は追加し、項目の入力が終わったら、［投稿する］をタップする。 

チェックインした内容は、通常の近況や写真の投稿と同じように、友達のニュースフ

ィードに流れ、あなたのタイムラインにも書き込まれます。チェックインの投稿は、モ

バイルだけでなくパソコンからも可能である。タイムラインの〔スポット〕をクリック

すると近隣の情報が表示されるので、自分のチェックインしたい場所を選び投稿します。

モバイル同様、一緒にいる友人や写真を追加することもできる。 

次にチェックインクーポンは、位置情報を共有できるスポット機能と連動したクーポ

ンです。そのスポットにチェックインすることで、ユーザーは各店舗ごとに提供される

さまざまなクーポンの特典を受けることができますチェックインする要領で、

Facebook アプリを立ち上げ［スポット］をタップし、右上の［チェックイン］をタッ 
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プします。近隣スポットの中で、右側に黄色いアイコンが表示されているスポットが、

チェックインクーポンのあるスポットになります。チェックインクーポンのあるスポッ

トをタップすると、スポットの情報と共にチェックインクーポンの内容を見ることがで

きます。チェックインクーポンを利用するために、まずはそのスポットでチェックイン

します。チェックインを済ませ、［チェックインクーポンを入手］をタップしますチェ

ックインクーポンが手に入りました。 

この場合は、レジで画面をこの見せることで特典を受けられますが、利用条件などは

チェックインクーポンを提供している各店舗ごとに異なるので、詳細は各店舗にお問い

合わせするといいです。この機能は私も一番 Facebook の中で多く利用しています。お

店の情報が簡単に調べられさらにクーポンまである。これはとても良いと思います。さ

らに友人がシェアすることで知りクーポンを手に入れるということでFacebookの共有

する力の強さがあると考えられるだろう。 

 

 

第四章 ポジショニングから考える戦略と戦術 

Facebook のマーケティング的活用法：facebook の利用者数が日本国内でも急速に増

加するにつれて、多くのビジネス誌がその機能の使い方の特集を組んだ。Facebook の

機能解説の関連書籍やブログも多数書かれている。しかし、マーケティング活用事例も

まだ少ない。しかし、facebook をマーケティングに活用することの有効性はとてもあ

るのだ。これから具体的な方法論を説明したいと思います。（1）自社をソーシャル化す

る。（2）facebook ページでソーシャルブランド向上を図る。自社サイトをソーシャル

化するというのはどういうことか。具体的には、ソーシャルプラグラインを利用して、

自社のオフィシャルサイトや EC サイトが「いいね」ボタンを設置したり、facebook

のソーシャルグラフを利用して企業や商品・サービスのおすすめ機能持つことを指すと

いっていいであろう。 

 

第五章 Facebookの注意点 

 この章では、今後利用するにあたって注意してもらい点のまとめである。 

 

その１・Facebook 上で画像を公開する写真を「友達の友達に公開と設定すると」イ

ンターネット上に画像が出回るということ、しかも自分が知らないところで Facebook

の友達 100 人だとすると友達の友達は 100×100 で１００００人です。「友達の友達」に公

開すると、１万人公開と同じ事であり、ネット上全体に公開とあまりかわりありません。

ですので公開する時はその覚悟で載せることになるのである。その２・Google で自分の名

前を検索すると自分の facebook のプロフィール写真が出てしまうということ、自分が公開 
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しなくても、友達に自分の写真が「勝手に公開」される事が良くあるである。友達の友達

は１万人。1 万人はほとんど知らない人ばかり。ネットに画像が流出しても、自分ではわか

りません。Ｇｏｏｇｌｅ検索で、あなたの顔、名前が出てきます。そして、それはインタ

ーネットのサイトに勝手に登録されるなどに使われる可能性がある。その３・ストーカー

殺人事件で利用された。神奈川県逗子市小坪６丁目の自宅で、三好梨絵さん（３３）が元

交際相手の小堤英統（こづつみひでと）容疑者（４０）＝東京都世田谷区＝に刺殺された

事件で、小堤容疑者が交流サイト「フェイスブック」や「ツイッター」などを駆使して三

好さんの動向を探っていたとみられることが、捜査関係者などへの取材でわかったのある。

その４・Facebook で就職ダメに本人は気づかない。イギリスのある調査では、アンケート

に回答した企業経営者の半数が、就職希望者の未熟な面をフェイスブック上で発見した場

合、採用を見合わせると回答した（酒におぼれたエピソードや不法行為の写真、文法の間

違いなど）。 

 

 

第六章 マーケティング事例 

 Facebookを利用してマーケティングを行っている企業の事例グラフ 

 

                                    6万人 

 

5万人 

 

図２   「タマホーム Facebook利用者数グラフ」 

このグラフでは 2012年 12月 19日から、2013年１月 9日までの間の利用者数増加グラ

フ。 

 

6-1 タマホーム 
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ソーシャルメディアで家を売ろうとしているのがタマホームである。実際ソーシャル

メディアをきっかけに、購入検討に向けた話があるというのだ。ここで活動について話

したいと思います。まず載せる情報として、全国に展開している 224 の店舗綱からネ

タを募る。半月に一度の頻度で約 30 店舗を選び、各店舗の責任者にメールで情報を提

供を依頼し、各店舗から寄せられた情報に吟味を加えた上で、順次、Facebook ページ

にのっけていく。載せる内容は、自社の社員やモデルハウス、各地域のイベントが様々

である。また、タマホームが協賛する芸術やスポーツなどのイベントを紹介することで

幅広い活動を将来の顧客に訴えかける。この活動に取り組んで約 1 年、いまでは、専門

の Facebook 課を立ち上げるというほどの力のいれようである。 

まず、情報を届けるファンの基盤をひろげるため、プレゼントキャンペーンを展開し

た。自社のテレビ CM に起用しているタレントの木村拓哉さんが印刷されたクオーカ

ードを抽選でプレゼントするというものだ。同時に Facebook 上の広告サービスを利用

して告知した。約1か月のキャンペーンで約5000人のファンを獲得できたという。5000

人って多いの？とそうでもない？と思う従業員にしてみれば、よくわからない数字かも

しれない。毎日、パソコンの前に座って写真を投稿したり、ファンからのコメントに返

信したりしているだけ。それが会社の有益なことなのか、ほかの従業員にわかりづらい

というのが最初の会社の中だったのである。 

しかし様子は変わった。それは、ある日店舗でお客さまから、タマホームの Facebook

ページ見ているわよと声をかけられ始めた頃からだった。会話のきっかけにもなるし、

少なくともタマホームに感心持ってくれていることが店舗で実感できたからである。

「家を建ててもらうためには顧客との深い関係づくりが必要。その第 1 歩を Facebook

で築くという可能性を従業員も感じはじめたのだ。その結果、社員が Facebook 運営に

積極的に参加するようになった。 

 

6-2 東急ハンズ 

  

17 万人ものファンを抱える東急ハンズのフェイスブック。タイムラインではハンズで販

売する便利な商品を随時紹介していて、ユーザーからの反応も良いのである。扱う商品は

同社の通販サイト「ハンズネットに移動してもらい購入するという形なのだ。タイムライ

ンへの投稿は、通販サイト担当、同社新宿店の担当者・広報担当者の 3 名がおこなってい

て、特徴のある商品を選び投稿しているのだ。同社のネット販売を総括する、長谷川部長

によると、フェイスブック経由での顧客はまだ 0.3％と数字はまだ低い。しかし、長谷川部

長によると、そもそもそこまでの期待はしてないと言うのだ。例えその場で売れなくても、

顧客とのつながりを深める事で、店舗も含めて後日の購入につながってくれればいいと話

す。 
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ようするに現段階ではフェイスブックを通じて愛着をもってもらうというのが狙いだ。た

だ、この先フェイスブックは伸びていくとも感じており、フェイスブック経由の購入者が

1％を超えてきたら、タイムラインへの投稿を工夫するなどを考えているのである。ファン

が多いのに％が上がって来ないとして考えられるのが滞在需要もあるとみられる、通販サ

イトでは 5000 円以上で送料無料となっているが、フェイスブックに投稿している商品は、

雑貨が多いため5000に満たない、そのため今後は紹介した商品は、送料無料も考えている。

送料無料や当日配達など、サービス競争が激化するネット販売の世界。長谷川部長は「利

便性追求は重要だが、もっと利用者に楽しんで商品を選んでもらえるスタイルを追求して

いきたいと」今後の展望を考えているのである。 

 

6-3 ハーバー研究所 

 

ハーバー研究所とは、化粧品を扱う会社である。同社では、フェイスブックによるファ

ンを１万２０００人獲得している。フェイスブック上のプレゼントキャンペーンや広告を

活用して、１か月１０００人ペースで新規ファンを獲得している。 

フェイスブック上ではキャラクターを活用した投稿を行い、まずはブランディングに注

力する。新たな見込み客と地道に交流を重ね、将来的につなげていという考えだ。ハーバ

ー研究所は 2011 年 6 月にフェイスブックを開設した。通販サイト以外のコンタクトポイン

トを取るのが狙いだ。ネットキャラクター「ぷるん」と「とぅるん」を通じて情報を発信。

商品や店舗の情報を告知している。フェイスブックのファンのメーンとなっているが 20～

30 代の女性である、30～40 を中心としていた、通販サイトでは開拓出来なかった若年層の

顧客との接点になっている。 

今後は、1 万人のファンに対するアプローチが課題となっていて、見た目をどのように活

かすかがポイントとなる。「企業やブランドの個性がより鮮明になりそうで、ブランドの歴

史を見せることも有効で、初めてフェイスブックを見た人へのアピール」としているのだ。 

 

6-4 ドクターシーラボ 

 

化粧品通販のドクターシーラボも去 2011 年の６月に Facebook 用のアプリをリリー

スしすでに利用者は１万人を超える程の人気となっている。アプリ名は「読モデビュー

しちゃいました」と少しユニークな名前になっているのである。同アプリは利用者がフ

ェイスブック上に公開している写真やアカウント名、アイコンなどの「材料」を自動的

に使って、「雑誌の表紙」風の画像を作成するもので、利用者は「読者モデル」のよう

に自身が雑誌に掲載されたような体験が得られるのだ。同アプリで作成された雑誌には

ドクターシーラボの通販サイトへのリンクが「雑誌内広告」という形で掲載されている。 
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アプリの利用者本人のほか、それぞれの「雑誌」がフェイスブックのウォールで公開さ

れることで、それを見た友人を通販サイトに誘導して新規顧客の獲得につなげる狙いも

あるのだ。この読モデビューしちゃいましたは、女性の利用者を想定していたが、蓋を

開けてみれば「男女比で見ると７割が男性」という結果になっているのである。 

フェイスブックのユーザー自体がまだ男性の方が多いい事などが理由のようだが、い

ずれにせよ、利用者数と新規顧客獲得数は比例しない少し残念な結果となった。ただ目

的は果たせたと胸をはっている。この目的とはフェイスブック内での認知度アップだ。

そもそも商品の実購買が期待できるドクターシーラボのコア顧客層である 30～40 代の

女性は「そこまでフェイスブックを使っているという人は少なそう」こうしたコア層に

アプローチしたり、情報を伝達するツールとしては自社サイト内のコミュニティサイト

「プレミアムマイページ」に任せ、フェイスブックは、いまだいに同社を知らない消費

者やライトユーザーへの認知向上や接点作りに重さを置き、将来的に顧客になってもら

える「種まき」を行うことが主眼なのだという。 

そのため「読モデビューしやいました」のような SNS 上で話題になりそうな「遊ん

でもらえる面白い仕掛け」を今後もリリースしていく計画で、効果として 2 年後を見込

んでいるそうだ。 

 

6-5 カフェ・バーモンクール 

 

私は今回身近で facebook を利用してマーケティングをしている人が居たので実際話しを

聞き調査してみました。その人はわたくしの地元の先輩で一つ上という若さながら、カフ

ェモンクールというお店を経営しているのである。この人の父が別のお店でケーキを作っ

ており、そのケーキをカフェモンクールにて販売している。昼間は OL の人達がケーキを食

べお茶をしにくるお客さんが多いのである。またこのモンクールではランチ営業だけでは

なく、夜はお酒を飲む場に変わり、バーになるのだ。若者から年のいった方達と幅広い年

代のお客さんが集まりまるのである。メニューもパスタやピザなどといった主食の他おつ

まみもたくさんあるから、他のそこらにあるバーとはまた違った楽しめるお店なのである。 

 

次に、この人が実際どのような事を facebook でマーケティングしているのかというと、

ケーキを携帯で写真を撮り facebook に載せて商品説明をしたり、タイムセールの告知を

facebook 上で行ったりをしているのである。更新は一日 2～3 回のペースととても多く、私

もこのタイムセールを利用した一人なのですが非常に良いと感じた。店主の人も、「お店も

人通りが多いいところではないしねー従業員もいないし外に出て告知することも出来ない

し一番簡単で多くの人に告知出来るから良いね」とおっしゃっていた。またこの写真のコ

メントに美味しかったよとか書かれていると売上にも繋がっているかもねと話していた。 
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その他にもタグ付でお客さんも訪れるのである。店主が画像を載せた時に、もう一工夫で

～さんと一緒ですとタグ付けすると、知り合いがお店に居ると分かる事でのお店に来られ

る人もいるらしいです。一人で来る友人のお客さんとかも多いらしくて、こういった時に

タグ付けして、「一人で寂しくお酒を飲んでいます誰か。」などと書くと誰か来てくれたり

するらしいです。このようにこの店主は多く facebook を利用しているのです。 

逆にデメリットになってしまった事で、「タイムセールを見て期待して行ったら、売り切

れだったという時は、期待して来たお客さんに申し訳なくなる」とおっしゃっていて、今

後の改善点はあるかと聞くと、次は facebook 限定クーポンなどを行っていきたいとおっし

ゃっていた。私もよく行く常連として今後のカフェモンクールの発展がとても楽しみであ

る。 

 

第七章 まとめ 

 

述べてきたように、Facebook では、良い点、悪い点がある。しかし、期待している人

達を考えるとこれからも利用者を増やし社会にますます浸透していき多くの企業が

Facebook を導入していくだろう。そこで、企業のメリットをまとめたいと思う。その

1、安価に開設出来る。初期費用、運営費用はかかるがページを無料でもてるという事

で、他のツールより安いという事。その 2、ファンとのコミュニケーションが簡単に出

来る。掲示板を通じて、グループインタビューやオフ会を通じて行ってきたコミュニケ

ーションが簡単に出来る。「コスト」的にも「準備期間」的にも圧倒的なメリットがあ

る。さらに、「Facebook クエッション」という無料機能を使いアンケートもとれる。そ

の 3、ファンへの告知が簡単に出来る。告知はウォールにポストするだけである。それ

だけで届けたいファンのニュースフィードに企業が届けたい情報が届くのだ。また、量

が少なくても平気。ブログや、メルマガにての配信だと短い文ではものたりなさを感じ

るが、Facebook では短い文の方がファンに好まれるという傾向が見られる。その 4、

拡散性が強い。それは情報を受けとるのと拡散させるのが同じ場所で出来るのである。

拡散というと twitter というイメージが強いが、考え方では Facebook の方が強いかも

知れない、それは、情報が長時間表示されるからである。また、友達数も少ない事から

見て貰える確率が高いのである。その 5、ファン化の障壁が少ない。ファンになっても

らうハードルがとにかく低いということ、メールアドレス等の個人情報を入力して貰う

必要もないという事で、ワンクリックでファンになれるのは大きい。その 6、拡散され

る情報に信頼度が上乗せされる。広告の信頼度としてやはり友人の情報が最も信頼出来

る。その中で、「いいね」、「コメント」、「シェア」といった機能の利便により、「知人か

らの紹介」という形で情報が広がるのである。その 7、荒れにくい。これだけソーシャ

ルメディアががあたり前になっても、足踏みする企業が多いのである。それが「炎上の 
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リスク」である。しかし、Facebook では実名制なので、匿名制の SNS よりは炎上しに

くいのである、しかしその中でも中傷が行われることもあるので投稿監視は毎日行う必

要も考えられる。これらがメリットとなるまとめである。 

 

続きデメリットもまとめてみる。その 1、Facebook の仕様がよく変わるためキャッ

チアップが面倒である。Facebook はとにかくよく機能が変わります。見た目から変わ

る事もあれば、単純に既存機能に付加機能が付くだけの時もあれば、裏側のシステム仕

様が変わることもある。使用が変わることで、常に使い方を覚えなくてはいけないので

ある。大手企業では、Facebook 担当を設ける事が出来るから対応することは難しくな

いが、中小企業のように担当が不在のような企業では対応していく事が難しいと考えら

れる。その 2、ファンとのコミュニケーションに時間を確保する必要がある。ファンの

方々とコミュニケーションに時間を割かなくてはいけないのである。コミュニケーショ

ンだけでなく、どんな投稿をするか、どんな内容にするかを考えるため、時間が必要と

いうことである。 
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