
 

 

第 10 回 

地域 SNS 全国フォーラム in 姫路 

 

分科会１Ａ 

 

『グローバルソーシャルメディアと 

地域ＳＮＳの連携・役割分担』 

 

 

 

 

 

 

 

平成２４年６月１日（金） 

１４：４５～１６：４５ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（空白） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



プロフィール 

 

庄司 昌彦（しょうじ まさひこ） 

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター（GLOCOM）講師／主任研

究員。2006 年から地域 SNS 研究会を主宰し、全国的な動向の把握や先進事例の

研究などをしている。内閣官房 IT 戦略本部 電子行政タスクフォース構成員、

一般社団法人インターネットユーザー協会（MIAU）理事、NPO法人政策過程研究

機構理事なども務めている。主な著書（共著）は『地域 SNS 最前線 Web2.0 時

代のまちおこし実践ガイド』（2007 年、アスキー）。その他の著書（共著）とし

て『未来を創る情報通信政策』（2010年、NTT出版）、『クリエイティブ・シティ 

新コンテンツ産業の創出』（2007 年、NTT 出版）など。『行政＆情報システム』

誌にて「行政情報化新時代」を連載中。 

TwitterID @mshouji。 

 

 

黒田 正信（くろだ まさのぶ） 

有限会社 第四企画 取締役 社長。都内ネットベンチャーにてプログラマー、編集プロダ

クションで Web ディレクターを経て、下北沢にて Web 制作会社「有限会社第四企画」を設

立。Web 制作を行いつつ、「ブログランキング・ドット・ネット」「ツイサーチ」等の自社

サービスを立ち上げる。2008 年に下北沢の地域 SNS「下北沢ブロイラーSNS」を立ち上げ、

下北沢の情報を発信する日々。趣味はモータースポーツ、F1 は全セッションチェックを怠

らない。球磨焼酎（米焼酎）をこよなく愛し、球磨焼酎案内人の資格を持つ。 

 

 

庄司 望（しょうじ のぞむ） 

エデルマン ジャパン デジタルリード。株式会社リクルート、米系 SNS マイスペース・

ジャパンにてモバイルメディアの企画・マーケティング担当、米 PR コンサルティング

Fleishman-Hillard を経て、現在世界最大の独立系 PR ファーム Edelman に所属、ソーシ

ャルメディアを中心としたマーケティング、PR 全般に関わる。仕事では世界にアンテナを

張る一方で、プライベートでは地元である北海道に何か還元できないか、いつも思索して

いる。 
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第10回地域SNS全国フォーラム in 姫路

「グローバルソーシャルメディアと
地域ＳＮＳの連携・役割分担」

2012.6.1
『第10回地域SNS全国フォーラム in 姫路』

有限会社 第四企画
Director 黒田正信

(kuro@d4k.net)



有限会社第四企画とは

創業：平成11年1月19日(1999年)
資本金： 3,000,000円
従業員： 5名
本店：東京都世田谷区北沢２丁目12番16号
事業内容：
・ WEB site プランニング、制作、運営、ディレクション
・ Internet関連システム構築
・ 各種企画の立案・運営
・ ブログランキングサイト『ブログランキング・ドット・ネット』の運営
・ ツイッターアカウント検索サービス『ツイサーチ』の運営
・ 下北沢地域SNS『下北沢ブロイラーSNS』の運営
・ ファンクラブ運営プラットフォーム『fan-g』の運営



自己紹介

・黒田 正信（くろだ まさのぶ）
・1975年（昭和50年）2月7日生まれ 37歳
・愛知県豊川市出身、東京都世田谷区在住
・立命館大学理工学部情報工学科
・株式会社メンバーズ（Webインテグレータ） プログラマー
・有限会社スタート（編集プロダクション） Webディレクター・Web
エンジニア
・有限会社第四企画 取締役 社長
・モー タースポーツ（F3,FCJ,FN,SGT,F1）、球磨焼酎（繊月）、三
国志（孫策）、下北沢、豊川、アザラシ、みんなの経済新聞マ
ニア、そして音楽。所有資格は三国志検定赤壁、球磨焼酎
案内人、秘書 検定2級、甲種防火管理者など



下北沢とは？

東京都世田谷区の北東に位置する、小田急
線及び京王・井の頭線の下北沢駅周辺の、北
沢・代沢・代田を中心とした地域のこと。

伝説的なライブハウス及び小劇場、おしゃれな
カフェや様々なジャンルの雑貨屋などが立ち並
ぶ、サブカルチャー的な特徴を持つ。近年は
数々の映画・TVドラマの舞台となり、また、再開
発問題や落書き問題（落書き消し隊）などで全
国区的に取り上げられることも多い街です。



下北沢の場所



下北沢は井の頭線と小田急線が交差する駅

下北沢の風景

下北沢南口商店街
下北沢の街並み

ザ・スズナリ Club Que



下北沢ブロイラーSNSとは？

下北沢ブロイラーSNS（しもブロ）は、2008年8月
20日にオープンした、東京都世田谷区の下北
沢エリアを対象とした地域SNSです。

2012年6月1日から招待制に移行します。



下北沢ブロイラーSNSとは？

インフォメーション
スペース

公式
サポーター

プロフィール

マイフレンド
リスト

メニュー

広告エリア

カレンダー

マイフレンド
更新情報等



SNSエンジン【OpenPNE】

下北沢ブロイラーSNSのSNSエンジンは、
OpenPNE2.14を使用しています。プログラム的な
カスタマイズはほとんど行わず、管理画面での
カスタマイズのみとなっております。

[OpenPNE概要]
SNSエンジン『OpenPNE』は、株式会社手嶋屋が中心となって、オープンソース方式で開発を
行ってきたSNSエンジンです。PCとモバイルのハイブリッドなプラットフォームに、豊富なSNS機能
を搭載し、多様なサーバー環境で、無償で利用いただけます。(*1) 社内やサークルのコミュ
ニケーションツールとして、『OpenPNE』の使い途は無限に拡がります。 (*1) ご利用にあたって
は、PHPライセンスを順守いただく必要があります。
http://www.openpne.jp/



各種情報 2009.7.13現在

総メンバー数 578名
総コミュニティ数 94コミュニティ
平均フレンド数 3.19人
今日の日記数 7件
世代別メンバー数 平均年齢 30.3歳
0～9  8人
10～19 22人
20～29 243人
30～39 218人
40～49 70人
50～59 10人
60～69 5人
70～ 2人



各種情報 2012.5.9現在

総メンバー数 953名(+375人)
総コミュニティ数 134コミュニティ（+40）
平均フレンド数 3.59人（+0.4）
今日の日記数 6件（-1）
世代別メンバー数 平均年齢 33.4歳（+3.1）
0～9  15人（+7 ）
10～19 8人（-14 ）
20～29 342人（+99 ）
30～39 390人（+172 ）
40～49 156人（＋86 ）
50～59 35人（+25 ）
60～69 6人（+1 ）
70～ 1人（-1 ）



開設コミュニティ

公式
•しもブロ公式(11)+8
•店舗公式(20) +11
•アーティスト公式(1)

部活
•部活一般(14)+2

一般
•総合情報(7)+4 
•お店(30) +6
•演劇(11) 
•音楽(7)+4
•アート(4) +2
•生活(12) +2
•人(2) 
•その他(12)+1



fan-g (ファンジー)

【fan-g】 （ファンジー）は、パソコンやスマート
フォンなどを利用して運営することができる、Web
ベースのファンクラブ運営プラットフォームです。

これまでのファンクラブの運営は、会員管理や
課金管理（会費徴収）、会員向け情報誌の発
行など多くの手間がかかる作業を伴い、ある程
度の規模までは運営にかかるコストを会費のみ
でまかなうことは難しい状況となっております。



fan-g (ファンジー)

【fan-g】 は、 それらファンクラブで必要となる
機能の多くをWebベースで実現し、一番のネック
となる会員管理や課金管理をパソコンやス
マートフォンで行うことができます。
また、現在は郵送などで発行している会報紙
などを、ファンクラブ限定メルマガ・ブログ等を
利用することで、多くの事務作業を軽減すること
ができる仕組みを提供します。



fan-g の利用対象

１．芸能人・アーティストなど、これまでもファンクラ
ブ運営を行っていた方
２．ファンクラブ運営が困難（手間、少会員）
３．これはこれまでファンクラブを運営することを考
えていなかったヒトやモノが対象となります。企業
のブランドや商品、観光地などの資源や観光地
そして地域そのもの、学校等。また、小規模な
ファンクラブとして自分ファンクラブ、同窓会や後
援会などのファンクラブとは異なった側面の組織



fan-g の機能

・ファンクラブ管理機能
・課金管理機能（カード決済など）
・会員登録機能
・コミュニティ機能（掲示板）
・フォトアルバム機能
・ソーシャルメディア連携機能（通知機能）
・会員限定ブログ機能
・会員限定メールマガジン配信機能
・ファンクラブ（アーティスト）グッズ作成・販売
・支援機能（クラウドファンディング）



Facebook連携アプリ

・下北沢ブロイラーSNS
の日記投稿を、下北
沢ブロイラーSNS 
Facebook Page 及び、
自分自身のウォール
に投稿可能
・FBアプリ及びOpenPNE
からFBアプリに連携す
るプログラムにより実装



Twitter連携

・下北沢ブロイラーSNS
内にTwitterの公式ウィ
ジェットと設置。ツイート
内に#shimobroが記載
されているものを表示
・Twitterから手軽に情
報をSNS内に通知
・開発作業無し、数分
で適用可能



グローバルSNSと地域SNS

・下北沢ブロイラーSNSについて、Facebookへの移
行を検討
・登録ユーザへのヒアリングを行うと、Facebookを
利用しているユーザで賛否が分かれる。Facebook
を使ったことのないユーザはもちろん反対
・便利になるという意見と、実名とリンクしたくない
というプライバシー保護の観点
・結果的にOpenPNEで継続
・Twitterはハッシュタグを使用した補助的なツール
に留まっている



マイクロSNSの今後

・Facebookは確かに便利だが、情報が集まりすぎ
ることが弱点になるのでは
・Facebookでは本音が書きづらくなる、たてまえの
自分
・「すべてのタテマエにSNSを供給すること」 by  
OpenPNE
・OpenPNEに限らずマイクロSNSの存在は、Facebook
やTwitterの普及によって、より注目されることにな
るのでは
・使いやすさの追求が必須


