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はじめに①

JNTOは、「日本各地への旅行需要
を喚起する」ことを目的に
Facebookアカウントを運用し、訪
日旅行に関するさまざまな情報を発
信しています。

海外でも認知度の高い観光スポット
はもちろん、潜在的ニーズのある観
光資源、訪日が決定した旅行者に
役立つ実用情報等、ユーザーのトラ
ベルライフサイクルに応じた適切な情
報を届けるチャネルを目指しています。

●本書制作の目的

本書は、訪日プロモーションを主目的としたFacebookの運用に携わる自治体・DMO等の関係者（発注者）や制作
会社の方々を対象としています。日本政府観光局（JNTO）のFacebook事業を通じて培ったノウハウや知見等をま
とめ、展開していくことにより、Facebookを用いた外国人向けデジタルプロモーションをより効果的に推進する一助になれ
ばと思います。

●Facebookを通じた日本政府観光局（JNTO）の情報発信について
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はじめに②

「デジタルマーケティング」と類似する言葉でWebマーケティングとい
う言葉がありますが、右の概念図のように、デジタルマーケティングの
ほうが上位概念とされています。その理由は、包括する範囲が異な
るからです。

Webマーケティングは、まず「予約」や「購入」といったWebサイトの
ゴール（目標）を設定し、ゴールの達成に向けて、アクセス分析・
サイト改善・SEO（Search Engine Optimization＝検索エン
ジン最適化）やオンライン広告による集客等の手法を用いながら
ゴールに至るまでの導線を最適化していきます。

一方、デジタルマーケティングにおいては、Webサイトに限らずユー
ザーと接点をもつ全てのデータ（連携サイトやサービス、SNS、アプ
リで得られた情報など）を包括的に活用しながらゴール達成を目
指していきます。

本書で解説する「Facebook」は、SNSを用いたデジタルマーケティ
ングにおいて重要な役割を担っています。

マーケティング

デジタル
マーケティング

Web
マーケティング

●デジタルマーケティングとFacebookの関係性
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Facebookの特徴

Facebookは、圧倒的なユーザー占有率を誇る、世界最大規模の
投稿型SNSです。

米国のWe Are Social社が発表したレポートによると、Facebookの
月間アクティブユーザー数は24.5億人超（2020年1月時点）に達
しました。

企業・団体等が運営するFacebookページに「いいね！」や「フォ
ロー」をしたユーザーに対しては、ニュースフィード画面を通じて
Facebookページの更新情報が表示され、継続的に情報を届けるこ
とが可能です。

また、ユーザー同士で情報をシェアできる機能が特徴で、
・自分が興味をもったページや投稿が「友達」に伝わる
・コメントした投稿が「友達」に伝わる
といった仕様によって、ユーザーの興味・共感度合いの高い投稿はたち
まち拡散する環境が整っています。
Facebookは、海外市場へマーケティング・ブランディングを行う企業・
組織にとって、欠かせない情報発信チャネルといえます。

出典:We Are Social社
https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020-3-8-billion-people-
use-social-media

1.Facebookの基本
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Facebookページの基本的な機能

1.Facebookの基本

ページのTOP部分に表示されている画像がメインビジュアルです。発信
する情報を象徴する画像・動画を掲載することで、Facebookページの
ブランディング・イメージ訴求を行います。
右下の青いボタンでは、Webサイトやアプリへの誘導等、様々なアクショ
ンをユーザーに促すことができます。
左下の「いいね！」ボタンを押したユーザーをファンと呼び、「フォローする」
ボタンを押したユーザーをフォロワーと呼びます。

Facebookでは、投稿に対しファンが反応する機能が3つあります。
「いいね！」…基本的にユーザーが好感を抱いた際に押下されますが、
非常にポジティブ⇔ネガティブまでの気持ちを6段階で表現できます。
「コメント」…投稿に対しユーザーが意見を述べられる機能です。
「シェア」…ユーザーが他のユーザーに対して投稿を拡散できる機能です。

ページ左側の一覧は、このFacebookページの基本情報を集約してい
る場所です。Facebookページを訪問したユーザーが過去の投稿などを
閲覧する際に参照します。

タイムラインとも呼ばれ、これまでに投稿した情報が時系列ですべて表示
されます。

レビュー点数、ファン数、フォロワー数、チェックイン数など、ページの数字
に関わる情報が見られます。
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基本的なFacebook投稿例

1.Facebookの基本

Facebookページには投稿機能のほか、ページのユーザー層や各投稿への反応を詳細に分析できる機能
（インサイト→P36参照）や、より多くのユーザーに「いいね！」を求める広告機能も備わっています。

Facebookページの投稿フォーマットのうち、ここでは代表的なものを解説します。

①画像投稿

画像＋テキストの投稿が、最も一般
的な投稿形式です。テキストが長い
場合は、自動で投稿が折りたたまれ、
「See More（もっと見る）」が表示
されます。

リーチとは、この投稿が何人に見られ
たかを表すもので、リーチの数値が高
いほど、多くのユーザーに見られたこと
を意味します。

②URLの投稿URLを投稿内容に入れると、自
動でURLの遷移先ページ内の
画像が投稿に反映されます
（右の例）。
自動で反映された画像は、手
動で任意のものに変えることもで
きます（左の例）※。

※サムネイル画像を変更するため
には、アカウントのドメイン認証
が必須です。詳細はFacebook公式
のヘルプをご参照ください。

https://www.facebook.com/busines

s/help/286768115176155

https://www.facebook.com/business/help/286768115176155


2.JNTO本部アカウントの運用事例
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トラベルライフサイクルとオウンドメディアの考え方

JNTO本部では、有効なデジタルマーケティング施策を実現するために、①外国人が日本に興味を持ち、②実際に日本への旅行を検討
し、③旅行を予約・決定し、④来日し、⑤来日した経験を誰かに共有する、といったトラベルライフサイクルに適した情報提供を各オウンド
メディアを通じて行っています。Facebookは新規ユーザー開拓ならびにクチコミによる情報共有が可能な媒体特性を持つため、デジタル
マーケティング室が運用を行うFacebookアカウント「@visitjapaninternational」は特に①④⑤において有用であると考えています。

- 旅マエ 旅ナカ 旅アト

トラベル

ライフサイクル
認知・関心向上 比較・検討 予約・購入 体験・消費 帰国・再来日

情報提供目的 認知拡大・興味喚起 成約への後押し 訪日基本情報の提供
訪日快適度・満足度の向上

感動・体験のシェア

周囲へのシェア誘発

継続的関係性構築

訴求・発信内容 Japanブランディング
他国より優れる

多様な日本の魅力

観光、天気、通貨等の

一般的情報

・観光、乗換、飲食案内など

・受入情報（Wifi、案内所）
シェアしやすいネタ

活用メディア

・Youtube

・Facebook

・Instagram

・グローバルサイト

・Monthly Web マガジン
・グローバルサイト

・スマホアプリ

・Facebook

・Instagram

・Monthly Web マガジン

・Facebook

・Instagram

①

認知・関心向上

②

比較・検討

③

予約・購入

④

体験・消費

⑤

帰国・再来日

旅行先として認知する 旅先の候補地検討 旅先を計画し行動する 実際にその地を訪れる 旅行後、誰かに共有する

2.JNTO本部アカウントの運用事例
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投稿案の作成

2.JNTO本部アカウントの運用事例

Facebook上の大量の情報のなかから日本を認知してもらい、興味関心を獲得するためには、タイムラインに流れてきた瞬間に
「日本」と分かることが大切です。私たちは、単なる風景の紹介ではなく、自然・文化芸術・食などにおいて他国にないユニークさ
が伝わりやすい情報発信を心掛けています。

また、日々の投稿においては「テーマ」と「目的」を可視化して戦略的な情報発信を行っています。テーマはJNTOが展開するグ
ローバルキャンペーンEnjoy my Japanを通じて訴求している「7つのパッション(※1)」、目的は「認知向上」「比較・検討」といっ
たトラベルライフサイクルのステータス(※2)に基づいて設定するとともに、トラベルライフサイクルの各ステータスにどのような情報を
発信するのが効果的なのか仮説・検証を繰り返しながら、情報発信の精度を改善するべく取り組んでいます。

左記のような管理リストを作成し、定期的
にアップデートを行っています。

※1：Cuisine、Nature、Relaxation、
Tradition、City、Art、Outdoorの全7テーマ
（該当しない場合はOthersと分類）

※2：「認知向上」「比較・検討」「予約・購
入」「体験・消費」「帰国・再来日」の全5項目
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アクションにつなげる視点

2.JNTO本部アカウントの運用事例

単に「いいね！」の獲得を求めるだけでなく、トラベルライフサイクルの「予約・購入」「体験・消費」「帰国・再来日」といったア
クションを目的とした投稿をバランスよく行っていくことも大切です。JNTOは、ユーザーに気づき・学びを提供できる「エデュテ
インメント」なコンテンツを定期的に発信しています。

「予約・購入」を目的とした投稿例

秋の訪日予約を促進する狙いで、春に行った
投稿の一例。幻想的な紅葉の写真を用いて、
秋の日本の魅力を端的に紹介しました。

「体験・消費」を目的とした投稿例

富士山の開山時期を告知し、日本なら
ではの登山体験をおすすめ。詳細は
JNTOウェブサイトに誘導しています。

Edutainment
エデュテインメントとは

エデュケーション（教育）とエンターテインメント（娯楽）をかけ合わせた造
語。実際に「触れて」「見て」「遊んで」「体験して」学ぶことを指す。

「帰国・再来日」を目的とした投稿例

訪日経験者に対し「好きなお花見スポッ
トをシェアして」と呼びかけたうえで桜特集
ページを紹介し、再来日を促しました。
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ネイティブライターの起用

2.JNTO本部アカウントの運用事例

ユーザーとの関係性を構築するうえで、日本語の直訳による不自然な言葉遣いやスペルミスはイメージダウンにつながります。
外国人旅行者がストレスなく読み進められる自然な文章やフレンドリーな文体・魅力的なコピーを実現するためには、ネイ
ティブライターとともに運用を行うことが重要です。JNTOでは、海外のマーケットや国民性に精通するとともに日本を熟知し
た外国人スタッフを起用し、ユーザーの気持ちに寄り添うことのできる運用体制を整えています。

●外国人視点での投稿
「外国人が何を魅力に感じて
観光地を訪れているか」を当事
者目線で考えたうえでトピック
や画像を選定し、投稿文を書
き下ろしています。

●コメント欄を活用したユーザーコ
ミュニケーション

投稿内容に関する問い合わせやコメ
ントにはネイティブライターが積極的に
返信し、コミュニケーションの活性化を
図っています。

右記は、JNTOの投稿に対し、とある
ユーザーが「日本の人はとても親切
だった」と自身の訪日体験を語ってく
れた事例です。

アカウントとして「We」を主語に感謝
を述べると、異なるユーザーが「自分
も同じ経験をした」と発言。このように、
ネイティブ同士ではアカウントとファンと
の交流が自然に生まれます。
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JNTOが実際に行った投稿改善例

2.JNTO本部アカウントの運用事例

パッと見で何を示す
写真なのかわかりづら
く、外国人にとって色
味も奇妙なものとして
伝わります

投稿テキストが
非常に長いため、
最後まで読んでもらえ
る可能性が低いです

craftという単語が
英語ネイティブには
「味噌づくり」として
伝わりません

短い文章でありながら、
ユーザーが知りたい
情報は担保しています

Call to actionが
明確で、リンクから
ウェブサイトへ
アクセスする可能性が
高まります

質が高く、何を示す
写真なのかがひと目
でわかりやすい。
また、複数の写真で
ストーリーが
構成されています

2018年度に行った実際の投稿のうち、うまくいった事例とそうでなかった事例をご紹介します。
投稿テキストや写真の品質改善、補完情報の提供（JNTOウェブサイトへの誘導リンク）等を行い、アカウント全体のエン
ゲージメント（※いいね！、コメント、シェアなど、ユーザーが投稿に対して取るアクション）を向上させました。

ユーザーの興味関心
を獲得できず、平均
的なエンゲージメント
を下回る結果に。

写真とテキストを工
夫したことにより、エ
ンゲージメントが大
幅に改善。



3.Facebook投稿のガイドライン
投稿テキストのポイント
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投稿テキストのポイント①

●テキストの長さに注意
ソーシャル分析ツールを提供する英BuzzSumo社が約7億7700万の投稿をも
とに分析した2018年の調査によると、50文字までの投稿のエンゲージメントが
一番高いという結果になりました。
長いテキストの場合、続きを読むために「See More」をタップする必要があり、ま
た文中にリンクを置いてもファーストビューでわからないため効果も見込めません。
できる限り1.5~2行にまとめ、詳細情報はウェブサイトへのリンクで誘導しましょう。

3.Facebook投稿のガイドライン

出典：BuzzSumo https://buzzsumo.com/blog/facebook-engagement-guide/

https://buzzsumo.com/blog/facebook-engagement-guide/
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投稿テキストのポイント②

●アイキャッチとなるコピーをコミュニケーションの起点に
タイムライン上の投稿を流し読みしているユーザーにとって、書き出しの一言が重要です。共感やリアクションを促す端的な
メッセージや簡単な質問を投げかけることで、ユーザーとの双方向コミュニケーションへと発展させましょう。

3.Facebook投稿のガイドライン
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投稿テキストのポイント③

●文章のトーンを調整
Facebook投稿では、フレンドリーかつ丁寧なトーンが適切です。教科書的な堅い説明口調や、あまりに馴れ馴れし過ぎ
る表現はマイナスの印象を与えることがあるので、バランスを意識しましょう。ただし、時には投稿内で軽いジョーク、ユーモア
やダジャレを交えるなど「アカウント」としてのパーソナリティを打ち出し、ユーザーとのコミュニケーションを図るのも良いでしょう。

3.Facebook投稿のガイドライン

論文や小説のような文章は、カジュアルに接する傾向にある海外
のFacebookユーザーにとっては不自然に感じられます。

ユーザーが最も知りたい「What」「Where」を端的かつカ
ジュアルに伝えています。

「こんなにかわいい朝食は見たことない！」と
ユーモラスに奈良の魅力を伝えています。



3.Facebook投稿のガイドライン
投稿画像のポイント
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投稿画像のポイント①

●高画質・高精細画像は必須
デバイスの進化により誰もが気軽に撮影できるようになった結果、写真の品
質に対するユーザーの評価も厳しくなっており、平面的な写真ではユーザー
の興味関心を惹きつけることは難しくなっています。また、いかにも「ストック
フォト」とわかる写真もユーザーに伝わってしまいます。さらに、明らかに画像
編集ソフトで加工された写真はリアリティに欠け、ユーザーのエンゲージメント
を得られにくい傾向があります。

3.Facebook投稿のガイドライン

スカイツリーと桜を組み合わせた日本らしい
写真ですが、空や花の色がやや暗め。コン
トラストや明るさが出れば、さらによくなる例
です。

画像としては非常に美しく素敵ですが、他
方、「旅行者が実際に体験できるリアリ
ティ」の視点とは異なり、場合によってはク
レームにもつながるため、加工が多い画像
の使用は控えています。

解像度が高く、花とスカイツリーのバラ
ンスが取れている。また、コントラスト
が明瞭で、スケール感が伝わりやすい
写真といえます。



21

投稿画像のポイント②

●モバイルでの表示を前提に
We Are Social社のレポート(※)によると、Facebookユ―ザーの96％がスマートフォンやタブレットなどのモバイル端末で
SNSを閲覧しています。そのため、望ましい画像の形は、縦長の長方形や正方形といわれています。特に、 4枚の写真を組
み合わせた「カルテット」とよばれる投稿フォーマットや縦長の写真1枚が効果的です。

3.Facebook投稿のガイドライン

横長の写真の場合、モバイルで全体像をつか
みづらく、魅力が伝わりづらくなってしまいます。

縦長（バーティカル）の場合、
スマホの画面全体を覆うことが
でき、訴求力が増します。

4枚の画像をバランスよくセレクト＆
配置するカルテットは、エンゲージメ
ントが高くなりやすい投稿タイプです。

横位置画像のままではなく、ひ
と手間加えて正方形（スクエ
ア）にトリミングするだけで効果
に影響します。

※出典：We Are Social社（P96）

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
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投稿画像のポイント③

●「日本らしさ」を前面に
ユーザーがSNSの投稿に反応する時間は3秒程度と言われており、パッと見で「日本らしい」投稿は特別感や他国との差
別化につながります。例えば鳥居、桜、茅葺き屋根、田んぼ、漢字が入っているサインなど、小さな事象でも日本らしさが
表面に出ている画像を選びましょう。

3.Facebook投稿のガイドライン

日本であることが
パッと見で分かり
づらい画像です。

田んぼを入れるこ
とによって日本で
あることが明確に
なります。

桜によって日本らしさが
訴求できます。

たい焼きを入れると
さらに日本らしさが
増します。
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投稿画像のポイント④

●認知度が高くないエリアを大切に
海外での知名度が充分とはいえない観光スポットの認知を獲得する手段としても、SNSは有効です。できる限りクオリティの
高い画像を投稿に用いることによって、写真をきっかけにユーザーの興味関心を誘引できる可能性があります。

3.Facebook投稿のガイドライン

投稿をワントーンでまと
めると印象に残りにくく、
読み飛ばされがちです。
海外で知名度の高く
ないエリアを取り上げる
際は、特に選定画像
への配慮が必要だとい
えます。

2色以上を配色
するとインパクトが
増すため、マイ
ナーなトピックやエ
リアであってもユー
ザーの目に留まり
やすくなります。



3.Facebook投稿のガイドライン
動画投稿のポイント

24
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動画投稿のポイント①

●元動画の直接アップロードもしくはシェア投稿がおすすめ
動画の元データをFacebook上に直接アップすることにより、ユーザーのニュースフィー
ド上で自動再生されます。また、元動画をアップしている投稿のシェアも有効です。
一方、YouTubeのリンクのみを貼る投稿は再生回数が伸びづらく、シェアもされにく
いため、可能な限り避けましょう。

3.Facebook投稿のガイドライン

Facebook投稿において、より多くのエンゲージメ
ントを獲得するために、動画の活用は有効です。
英国のBuzzSumo社が実施した調査（右
記）でも、Facebookの投稿タイプのなかで最も
エンゲージメントが高いものは「動画」という結果
が出ています。

※出典: BuzzSumo社

https://buzzsumo.com/blog/facebook-engagement-guide/

https://buzzsumo.com/blog/facebook-engagement-guide/
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動画投稿のポイント②

●わかりやすく、明るい動画を選ぶ
Facebookユーザーは様々な投稿を流し読みしているため、パッと見で強い印象を与えなければ、すぐに離脱してしまいま
す。そのため、冒頭にピークのある動画がFacebook向きとされています。最初の印象が良ければ、長く見なくても「いい
ね！」をしてくれる可能性が高く、ファン獲得にもつながります。
また、SNS以外のメディア向けに制作された映像を活用する場合でも、SNS用に加工編集を加えるとなお良いでしょう。

3.Facebook投稿のガイドライン

専有面積の大きい縦長動画は、
高いエンゲージメントを狙えます。

「日本らしさ」とスケール感のある構図、鮮や
かな原色を用いてSNS映えする仕上がりに。

星空のタイムラプス映像から始まる動画。画
面が暗く、SNSでは離脱が起きやすい。
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動画投稿のポイント③

●モバイル表示を前提に
P21で触れた通り、Facebookユーザーの96％がスマートフォンやタブレット端末で投稿をチェックしています。そのため、画
面を覆いつくす縦長の長方形、あるいは正方形の動画が最適です。
また、ドローン映像や音楽映像などもエンゲージメントが高まりやすいコンテンツといえます。

3.Facebook投稿のガイドライン

■ユーザーの途中離脱を防ぐためには、タイトルや映像の冒頭で「何を伝えようとしている動画であるか」を明示することが重要
■「日本文化×音楽」等、導入がキャッチーで、動画の展開に対する興味を喚起するノンバーバル動画は効果的
■通勤中やランチ中など、行動の合間や少しの休み時間に閲覧されることを想定した動画もユーザーフレンドリーで有効



3.Facebook投稿のガイドライン
投稿頻度とタイミングについて
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投稿頻度について

3.Facebook投稿のガイドライン

●適切な投稿頻度の考え方
米Buffer社と英BuzzSumo社の共同調査によれば、 1投稿あたりのエンゲージメントが最も高く出る投稿回数は1日1
回未満（赤枠）とされ、投稿頻度が上がるほど1投稿あたりの平均エンゲージメント数が下がる傾向が見られました。1日
1投稿未満の頻度とは、例えば、1週間あたり平日のみ5回投稿を行う、といったケースです。
一方で、1投稿あたりのエンゲージメントは下がっても、1日に複数回投稿した場合、各投稿のエンゲージメントの「総数」は
多く獲得でき、エンゲージメントの総数が最も多く獲得できる投稿頻度は1日あたり5回以上（黄枠）であるとも述べてい
ます。
中長期的にみて、一定のクオリティが担保できる投稿を何回行えるのか、コンテンツを作成できる予算や人的リソースも考
慮しながら検討し、適切な投稿頻度を定めましょう。

※出典：Buffer社
https://buffer.com/resources/facebook-

marketing-strategy

https://buffer.com/resources/facebook-marketing-strategy
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投稿のタイミングについて

3.Facebook投稿のガイドライン

●実際にユーザーの反応が高い時間帯に投稿
Facebookのインサイト機能（P36参照）を活用し、ユーザーがアクティブな時間帯を定期的に確認しましょう。ファン数の
増減に伴って居住地の分布が変化することで、適切な配信時間も変化する場合があるため注意が必要です。

●投稿回数を限定する
適切な投稿頻度をふまえ、ユーザーの活動時間帯のなかで、できる限り時間を空けた投稿を行いましょう。

この場合

22時頃がピーク

※参考：「Visit Japan International」のインサイトより

●マーケットの傾向を理解
新たにFacebookアカウントを開設する場合、ターゲットとなる市場において、通勤時間にスマホの閲覧ができる環境か？
会社でSNSを開ける文化か？夜は何時ごろに帰宅する習慣か？など、その国のSNS利用傾向を調査し、その結果をふ
まえて実施計画を検討しましょう。



3.Facebook投稿のガイドライン
コメント対応について
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ユーザーへのコメント対応

3.Facebook投稿のガイドライン

JNTO本部では、2018年度のFacebook運用において、コメント対応の基本方針を策定しました。その一部を以下にご紹介
しますので、ご参考になれば幸いです。対応方針は一度立てればよいということはなく、ソーシャルトレンドやユーザー動向の変化
に合わせて随時更新が必要です。

【参考】 2018年度版 JNTOコメント対応方針（一部抜粋）

Stay positive and friendly! ポジティブかつフレンドリーな書き方に

Like any positive comment. ポジティブなコメントに「いいね！」する

Love any comment about actually going to a place. 「ここは行きました・行く予定です」の訪日確定コメントにはハートマークのいいね！を

Respond to any comments that allow a meaningful opening. コミュニケーションのきっかけになりそうなコメントにはできるだけ対応する

Recommend additional JNTO pages whenever an opening 
exists--think about what the reader would enjoy!

返信の際、参考になりそうなJNTOのウェブページをおすすめする。読者に喜んでいた
だくことを第一に！

If many comments on a piece are sketchy or confrontational, 
don't like any (more) comments to avoid the appearance of 
picking sides.

ユーザーの意見が分かれ議論になり始めたら、「いいね！」や「コメント」をせず、
中立的な立場を維持する

Respond to questions with links to JNTO pages or helpful 
governmental sites.

質問が届いた場合は、適切なリンクでユーザーの質問にできる限り答える。
リンク先はJNTO、政府、自治体のサイトにて対応

Use emoticons when appropriate. 必要に応じて顔文字を使う
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コメント対応の事例【ポジティブな場合】

3.Facebook投稿のガイドライン

Facebook社が2018年に行ったアルゴリズムの変更によって、ユーザー間の双方向コミュニケーションが重視されるようになり、よ
り多くのエンゲージメントを獲得した投稿がニュースフィードで優遇されるようになりました。コメント欄を積極的に活用して有意義
な交流を生み出すことは、投稿のリーチを伸ばすうえでも有効です。

ケース ユーザーコメント例 返事の姿勢 ネイティブによる回答例

ポジティブ

Japan has the most spectacular fireworks for 

sure! 

「日本の花火は最高！」

ユーザーがポジティブ
な意見を投げかけてく
れたため、興味のある
ことに対しさらに補足

If you want to be really amazed, check out the Nagaoka 

Fireworks Festival! It‘s the biggest in the country! 
https://www.japan.travel/en/spot/256/

「ありがとう！もし花火好きでしたら、ぜひ長岡の花火大会
を見に来てください。日本で有名な花火大会のひとつです：
https://www.japan.travel/en/spot/256/」

ポジティブ＋
情報提供できる場合

Although I don't plan to visit Hokkaido when 

I visit Japan, it's very beautiful. 

「訪日の際に北海道に行く予定はありませ
んが、この花畑は素敵」

投稿した場所に対して
関心を示したユーザー
に、類似するスポット
を提案

There are plenty of flower fields all around Japan, for example 

this one is an easy day trip from Tokyo: 
https://www.japan.travel/en/spot/1463/

「北海道まで行かなくても、日本に花畑はたくさんあります。
例えばこちらは、東京から行けるスポットです：
https://www.japan.travel/en/spot/1463/」

来日ユーザーへの
アップセル

I can’t remember if already posted but I am 

now going to Japan on Tokaido trail guided 

trip in November. 1st ever trip on my own 

for my 50th birthday which is in August. 

Excited if not also a bit nervous. 

「以前投稿したかもしれないけど、11月に
東海道のツアーに参加します。50歳の誕生
日記念で、初めての一人旅。とてもワクワ
クしていますが、ちょっと緊張」

ユーザーが訪日前かど
うかに関わらず、でき
る限り興味を持っても
らえそうな情報を提供
する

That is awesome, we hope you have a great time! By the way, 

have you heard of the Nakasendo Trail? It was another 

important route: https://www.jnto.org.au/nakasendo-trail-

villages-of-old-japan/

「いいですね、ぜひ楽しんでください！ちなみに、『中山
道』はご存知ですか？こちらも古くから日本の主要な街道で
した：https://www.jnto.org.au/nakasendo-trail-villages-of-old-

japan/」

https://www.japan.travel/en/spot/256/
https://www.japan.travel/en/spot/256/
https://www.japan.travel/en/spot/1463/
https://www.japan.travel/en/spot/1463/
https://www.jnto.org.au/nakasendo-trail-villages-of-old-japan/
https://www.jnto.org.au/nakasendo-trail-villages-of-old-japan/
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3.Facebook投稿のガイドライン

ネガティブコメントについては、事前にシミュレーションを行い、対応姿勢を組織内で定めておくことが大切です。
次ページでは、具体的な対応フローを紹介します。

ケース ユーザーコメント例 返事の姿勢 ネイティブによる回答例

やや
ネガティブ

Unless there are fireworks shows in 

the winter, I avoid summer in 

Japan😓😅

「もし冬に花火大会があればいい
けれど、夏に日本には絶対行きた
くないわ」

少々ネガティブなコメント
に対しポジティブな返事を
する、またユーザーに正し
い情報を提供できる

There are actually incredible fireworks displays throughout the year, 

like the Night Festival in Chichibu. The best part? It‘s really close to 
Tokyo! https://www.japan.travel/en/spot/330/

「実は一年中花火大会があります。例えば秩父の夜祭り。東京に
近いので、簡単に行けますよ！
https://www.japan.travel/en/spot/330/」

勘違い・
判断しにくい

Salmon cannot he used for Edomae

Sushi. Out of question

Dishes and chopsticks on tatami 

mat???

「江戸前寿司にサーモン？！ない
でしょう。それより、なんで皿と
箸は畳の上にあるの？！」

ユーザーが個人的に気に入
らない、あるいは勘違いし
たこと、また、投稿内容に
対しての指摘。円満で終わ
る対応が見込めない場合は、
無理に対応しない

*No response, no like*

返事なし、「いいね！」なし

ネガティブ

That's stupid. I would never go 

there. 

「バカだね、そこは絶対行かな
い」

事務的に対応

*No response, no like*

返事なし、「いいね！」なし。
差別的あるいは軽蔑するような表現の場合は
コメントを非表示にする

コメント対応の事例【ネガティブな場合】
コメント欄にネガティブな書き込みがあった場合、対応の遅れや判断ミスが「炎上」を招くこともあります。投稿内容や投稿者に
対する批判を回避するためには、公開前に複数人で投稿内容をチェックするのが基本です。
また、投稿後はコメント欄を定期的にモニタリングし、ネガティブなコメントが見られた場合は丁寧かつ速やかに対応しましょう。
実際にどのように対応するのが適切か、JNTOの実例を紹介します。

https://www.japan.travel/en/spot/330/
https://www.japan.travel/en/spot/330/
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ネガティブコメントへの対応方針

• 投稿内容や投稿者に対するネガティブな書き込み、アカウントの炎上、荒らし行為等が発生した場合は以下の対応フ
ローが考えられます。

• 投稿内容の削除を基本対応とした場合、かえって事態が悪化する恐れもあるため、該当コメントに対する他のユーザー
からの反応を確認しながら、「静観」あるいは必要に応じて「対象投稿のタイムライン非表示」「発言者を通報する」と
いった措置も検討する必要があります。できるだけ通常通り投稿運用を続け、タイムラインを流していきましょう。

①炎上している事実ならびにその原因を把握
（投稿者の書き込み内容に原因があるか、日本の外交や政治に関連しての炎上か）

②元の投稿内容に起因する場合
②国際情勢に起因した

WEB上での嫌がらせの場合

③お詫び文の原稿確認をしたのち、
問題がなければコメント欄に投稿

③コメント欄に再度投稿すると火に油を
注ぐことにもつながるため、状況に応じて「静観」
「投稿非表示」「通報」いずれかの対応をとる

④通常投稿を続けながらユーザーの反応を確認する

通常運用へ

3.Facebook投稿のガイドライン



4.投稿結果の確認方法
（インサイト）
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活用すべきFacebookのインサイト機能

4.投稿結果の確認方法

●インサイトの確認を習慣に
Facebookページのヘッダ部分には、左から「ページ」「メッセージ」…というメニューが並びますが、日々の運用において常に
活用すべき機能が「インサイト」です。
インサイトには、Facebookページへの「いいね！」数やページ閲覧数などの基本情報のほか、下記の赤枠で示すように、
様々な指標でユーザーからのアクセスデータを確認・分析することができるのが特徴です。

Facebook「インサイト」をクリックすると、まずこのページが表示されます。
左のメニューバーから、さらに詳しく調べたい対象を選択します。

例えば、ファン数の推移を確認したい場合は「いいね！！」メニューをク
リックすれば一定期間の推移が表示されます。

「利用者」を選択すると、ファンの年代・性別などの属性が見られます。
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投稿結果の確認方法①

4.投稿結果の確認方法

●投稿に対する反応を振り返り、投稿改善につなげる
設定した仮説に対し、ユーザーの反応がどうだったかを確認・検証するためには、日々の投稿の成果を丁寧に見ていくことが
大切です。投稿の目的やテーマ、画像やテキスト表現はユーザーにマッチしたのかどうかを繰り返し確認することがいわゆる
PDCAサイクルであり、この精度を高めていくことによって、多くの外国人ユーザーの興味関心を獲得し、訪日への機会創出
につなげています。

「投稿」をクリックすると、これ
まで投稿した全クリエイティブ
に対するサマリーが時系列表
示され、どの投稿への反応が
よかったのか比較しやすくなっ
ています。
この例の場合、青い枠で
囲った投稿が各種数値・グ
ラフともに最良です。

最も反応がよかった投稿の
データをもっと詳しく見るには、
各投稿のキャプション（青い
文字）部分をクリックすると、
新しいウィンドウが開いて詳
細な数値が表示されます。
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投稿結果の確認方法②

4.投稿結果の確認方法

●注目すべき数値
右の画像が投稿の詳細なインサイト画面です。投稿内容がユー
ザーの認知や興味を喚起するものであったか否かは、赤枠で示した

・リーチ数（投稿を閲覧したユーザーの数）
・エンゲージメント数（「いいね！」などのリアクション、コメント、シェ
ア、投稿クリック数の総計）

の2つの指標で測ることができるといわれていますので、まずはこれら
の数値を伸ばすことを意識しましょう。

投稿の方法や発信内容によって、リーチだけが伸びてエンゲージメントが
伸びない場合や、その逆の場合もあります。PDCAを回し、より訴求力の
高い投稿を行うことでリーチ・エンゲージメント両方の数値がバランスよく
伸張していきます。

エンゲージメントを図る指標のうち、青枠で示した「コメント数」「シェア数」
は注目すべき数値です。この数値が大きい場合、わざわざアクションを起
こすほど、ユーザーの興味をひく投稿であったと見ることができます。
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継続した運用のために

4.投稿結果の確認方法

●やりたいこと、わからないことがあった場合はまず検索
Facebookは、Facebook社の事業方針や考え方に
よって不定期にアップデートされます。そのため、
Facebookページの運用担当者は、プラットフォーム側の
アップデート・仕様変更に応じて、情報発信戦略の見直
しを迫られる場合があります。

こうした変化にいち早く適応するには、基本的ですが「検
索で調べる」という手法が有効です。Facebook社の公
式発表やマーケティングメディアの記事、類似する課題に
直面したユーザーによる書き込みなどを通じて最新情報
を把握し、必要な対策を講じましょう。

●SNS運用は継続することが大切
Facebookをはじめとする各種SNSは、定期的に情報発信し続けることが大切です。アクティブで役に立つアカウントである
ことを常にファン・非ファンの双方に認識してもらい、ユーザーとの関係性を持続させましょう。

Facebook社のニュースルームでは、仕様変更や機能追加などの最新情報を
見られます。https://ja.newsroom.fb.com/

継続するコツは、基本的なことですが「ユーザーとのコ
ミュニケーションを発信者側が楽しむこと」です。

https://ja.newsroom.fb.com/


5.リスクマネジメント
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著作権・肖像権について

5.リスクマネジメント

●著作権を確認し必ず利用許諾を得る
著作権者の許可なく著作物（画像・動画や文章等）を転載することは著作権の侵
害にあたります。ユーザーによる寄稿画像や他の企業・団体サイト等の画像等を投稿
に使用する場合、

①メールやSNSのダイレクトメッセージ等、文責が残る形で著作権者の許可を取る
②投稿にクレジットを入れる

など、著作権者の二次利用条件等に準拠した対応をしましょう。

オンラインライブラリー等で購入した場合は、ライブラリーとの契約に準拠します。また、
新規で撮影した場合は、撮影者との契約締結時に著作権の帰属を明らかにしておき
ましょう。

●肖像権にも注意を
モデルや一般の方等、人物が映り込んでいる画像の場合、肖像権への対応も必要です。著作権者や撮影者に権利状
況を確認しましょう。一般的にオンラインライブラリーにおいては「モデルリリース取得済み」の記載があれば肖像権者の許可
を得られていますが、念のため確認を行うことをおすすめします。

【参考】著作権に関する詳細は下記サイトをご参照ください。
●文化庁
著作権制度に関する情報 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/index.html

● Facebook
著作権に関する規定 https://www.facebook.com/help/1020633957973118/

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/index.html
https://www.facebook.com/help/1020633957973118/
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掲載物件に対する利用許諾

5.リスクマネジメント

テーマパークや神社仏閣、美術館・博物館をはじめ施設管理者がいる場所では、コンテンツの撮影にあたり管理者の定め
たルールに従う必要があります。私有財産を主な被写体とした画像・映像を掲載する場合は、所有者や管理者に対して
許諾申請を行いましょう。

＜許諾申請の基本フロー＞
（１）財産所有者またはその代理人を調べる
使用したい写真に写っている施設の名称を元に確認

先を調べます。
（例）隅田川 花火大会の写真を利用したい場

合、 「隅田川 花火」などで検索する

広報ご担当者様

このたびの突然のご連絡、大変失礼いたします、株式会社● ● ●の● ●と申します。

不躾ながらメールにて失礼いたします。

私ども株式会社● ● ●は、この度 日本政府観光局（JNTO）のSNSの運用に関する事業において原稿の制作を担当して
おります。

つきましては原稿制作にあたり、御局で管理されております●●●花火大会に関する写真の利用許可をいただきたくご
連絡差し上げました。

以下の写真を購入し、下記SNSおよび、JNTOが管理する各種オウンドメディアにて投稿させていただければと思います。

https://aaaaa.jp/photo/XXXXXX

１、JNTO公式Facebook “Visit Japan International”

https://www.facebook.com/visitjapaninternational/

ファン数: 621,503  *2019/06/21時点

To: 確認先のメールアドレスを入れる

タイトル: ● ● ●の写真利用許可願い｜株式会社● ● ● ● ● ●

（２）担当窓口に問い合わせる
問い合わせ先のメールアドレスやオンラインフォームを通じ
てコンタクトを取り、事業者名や使用内容、使用目的を
明示します。返信がない場合は、営業時間内に電話で
問い合わせます。

（３）許諾内容を記録する
許諾確認が取れた後は、得られた事実をもとに、詳細を
記録し保存します。

▲問い合わせメールの文例

●利用許諾が必要な場所の例
– 神社仏閣、史跡名勝
– 美術館・博物館・スタジアム・コンサート施設・アミューズメントパーク等の撮影ポリシーがあるもの
– 建築物・建築物の館内にある造作等
– クルマ・飛行機・船舶等
– 競走馬・特定の動物園の動物・ペット等
– 公共の場であっても、アート等、著作権が伴う被写体が映っているもの

https://aaaaa.jp/photo/XXXXXX
https://www.facebook.com/visitjapaninternational/
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アカウント乗っ取り対策

5.リスクマネジメント

アカウントの乗っ取りは推測されやすいパスワードやパスワードの漏洩等によって発生するため、次のような対策を推奨します。

同じパスワードを使い回さない。流出防止のため、担当者が変わった場合は必ずパスワード変更を行う

大小英字、数字や記号を混在させるなど、複雑で長いパスワードを用いてセキュリティ強度を高める

 Facebookの二段階認証を利用し、パスワードと管理用端末の2つが揃わないとログインできないようにする

①Facebookページ右上の▼から「設定」
を選択します。

②左のメニューから「セキュリティとログイン」を選び、表示さ
れた画面を下へスクロールすると「二段階認証を使用」と
いう項目があるので、「編集する」をクリック。

③表示された画面の指示に従い、認証方法を
選択してオンにしたら、「オンにする」ボタンをクリッ
クします。

二段階認証の詳細はFacebook公式のヘル
プをご参照ください。
https://www.facebook.com/help/148
233965247823

二段階認証の設定方法

【参考】パスワードの設定・管理等、情報セキュリティに関する詳細は下記をご参照ください。
●内閣サイバーセキュリティセンター
インターネットの安全・安心ハンドブック https://www.nisc.go.jp/security-site/files/handbook1-0131.pdf

https://www.facebook.com/help/148233965247823
https://www.nisc.go.jp/security-site/files/handbook1-0131.pdf
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炎上・荒らし行為対策

5.リスクマネジメント

Facebook投稿による炎上は、不適切な投稿内容や従業員の不適切な行動等によって引き起こされるほか、日本の外
交政策等の外的要因に起因して発生する場合もあります。JNTOでは必要に応じて次のような対策を講じています。

 SNSの運用ポリシーを組織として設けたうえで、運用スタッフに対して周知徹底し、公正で適切な運用管理を行う

投稿内容に不適切な言葉・表現などが含まれていないか、投稿前に第三者がチェックする

投稿に対するコメントは、投稿後2日間（営業日）は24時間毎に最低1回は監視し、不適切な書き込みは検討のうえ、コメント対応方

針（P35参照）に沿った対応を取る

不適切なコメントがページに表示されないよう、不適切な言葉のフィルターや禁止語句の設定を行う

Facebookページのモデレーションの詳細は
Facebook社の公式サイトをご参照ください。
https://www.facebook.com/business/a/pag

e-moderation-tips

①Facebookページ右上の「設定」を選択。

②「一般」メニューの「ページのモデレーション」から「編集す
る」をクリックします。

③ブロックしたい語句を追加し、「変更を
保存」ボタンをクリックします。

禁止語句の設定方法

https://www.facebook.com/business/a/page-moderation-tips
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© 2020 日本政府観光局（JNTO） All Rights Reserved.
※本ガイドラインの無断転載・無断使用を禁じます。

『外国人旅行者を魅了するウェブサイトの作り方』

▼ダウンロードはこちらから

https://www.jnto.go.jp/eng/download/index.html

JNTOが運営する地域インバウンド促進サイト（https://action.jnto.go.jp/）では、

地域のインバウンドの取り組みやプロモーションの促進に役立つ様々なデータやノウハ
ウを掲載しています。訪日ウェブサイト制作に携わる地域のご担当者様に向けたガイ
ドラインも公開中ですので、ぜひご一読ください。

＜JNTO地域インバウンド促進サイトのご案内＞

・当ガイドラインに掲載したデータは、2020年3月1日現在のものです。Facebookのアップデート等により、掲載内容は変更になる場合があります。デジタルマーケティングを
とりまく環境は日々刻々と変化していますので、SNSの機能やアップデートに関しては直接関係機関のウェブサイト等でご確認ください。

・投稿事例として取り上げている投稿例につきましては、その表現手法や画像の使い方等に具体性を持たせるために引用しているものであり、取り上げている地域やアカウント
自体に対して評価を行っているものではございません。

・当ガイドラインに掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、日本政府観光局（JNTO）は利用者が当ガイドラインの情報を用いて行う一切の行為
について、何らの責任を負うものではありません。ガイドラインの内容に起因する損害等は、当機構では補償いたしかねますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

おわりに

https://www.jnto.go.jp/eng/download/index.html
https://action.jnto.go.jp/

