


ソーシャルメディア時代のWeb制作

to-R 西畑 一馬



自己紹介
西畑 一馬
to-R代表　Webクリエイター
http://www.to-r.net

ブログ
http://blog.webcreativepark.net

Twitter
http://www.twitter.com/KazumaNishihata



Facebookページ

http://www.facebook.com/blog.tor

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


本日の内容

・ソーシャルメディア対策の変化
・Twitter
　　投稿の補助
　　タイムラインの見える化
・Facebook
　　ソーシャルプラグイン
　　iframeとXFBML
　　OGP
・まとめ



ソーシャルメディア対策の変化



これまでのソーシャルメディア対策

サイトやblog



これからのソーシャルメディア対策

サイトやblog



なにが変わったのか?

ソーシャルメディア自体に
クチコミを拡散する仕組みが組み込まれている



なにが変わったのか?



なにが変わったのか?



ソーシャルメディア時代のWeb制作

クチコミの起点となる
サイト作成が求められている！





投稿の補助

・投稿ツールを使っているのは一部
・ブックマークレットを使っているのも一部



投稿の補助

ユーザーの

ツイートしたい気持ち
をうながす仕組み

よいコンテンツ(サイト)は
勝手にツイートしてくれるというのは誤解



投稿の補助

1. オフィシャルツイートボタン
2. リンクによるツイート
3. Web Intents
4. @Anywhere
5. OAuth認証



オフィシャルツイートボタン

1



http://www.e-levi.jp/shop/mens/item/view/shop_product_id/4434

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/




http://www.muji.net/store/cmdty/detail/4548718729777

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/






オフィシャルツイートボタン

http://twitter.com/goodies/tweetbutton

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


投稿後にフォローをうながしてくれる

おすすめユーザーを設定



URLをt.coドメインで短縮してくれる

t.coドメインはTwitter上では展開して表示される



オフィシャルツイートボタン

メリット
ユーザーが一目で機能を理解できる

設置が簡単 

デメリット
サイトのテイストと合わない
ツイート数の数字がいい加減



リンクによるツイート
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http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/computera/tablet/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2011/04/22/10085

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/




<a href="http://twitter.com/?status=◯◯◯◯"> 
ツイートする

</a>

リンクによるツイート

投稿内容はURLエンコードしなくてはいけない

http://twitter.com/?status=
http://twitter.com/?status=


<script>
document.write('<a href="http://twitter.com/'+

'?status='+encodeURIComponent('◯ ◯ ◯')+'">'+
'ツイートする'+
'</a>');

</script>

JavaScriptによるURLエンコード1

encodeURIComponentを利用してURLエンコード

http://twitter.com
http://twitter.com


<a href="http://twitter.com/?status=" id="tweet">
ツイートする
</a>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/
                                                         jquery.min.js"></script>
<script>
$("#tweet").attr("href","http://twitter.com/?"+

"status="+encodeURIComponent('◯ ◯ ◯'));
</script>

JavaScriptによるURLエンコード2

jQueryでもOK

http://twitter.com
http://twitter.com
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://twitter.com
http://twitter.com


リンクによるツイート

メリット
自由なデザインのTweetボタンが設置できる 

デメリット
URLエンコードがめんどくさい
URLを含めると文字数が多い



Web Intents
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Web Intents

http://dev.twitter.com/pages/intents

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


http://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4048684116/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


http://www.motorola.com/Consumers/JP-JA/Consumer-Products-and-Services/Tablets/MOTOROLA-XOOM-JP-JA

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/




Web Intents
メリット

・自由なツイートボタンのデザイン
・t.coドメインでのURL短縮
・おすすめユーザーの表示

オフィシャルツイートボタンと
リンクによる投稿の良い所どり



<script src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<a href="http://twitter.com/intent/tweet?url=◯◯◯&text=◯◯◯">

ツイートする
</a>

Web Intents

指定されたスクリプトファイルを読み込み
a要素のhref属性にパラメータで設定を記述

http://twitter.com/intent/tweet?http://platform.twitter.com/widgets.js
http://twitter.com/intent/tweet?http://platform.twitter.com/widgets.js
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.webcreativepark.net%2F2011%2F04%2F20-051058.html&url=http%3A%2F%2Fblog.webcreativepark.net%2F2011%2F04%2F20-051058.html&text=%E3%80%8CWeb%20Intents%E3%80%8D%E3%81%A7Twitter%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AB%E5%9F%8B%E3%82%81%E8%BE%BC%E3%82%80
http://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fblog.webcreativepark.net%2F2011%2F04%2F20-051058.html&url=http%3A%2F%2Fblog.webcreativepark.net%2F2011%2F04%2F20-051058.html&text=%E3%80%8CWeb%20Intents%E3%80%8D%E3%81%A7Twitter%E3%81%AE%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%81%AB%E5%9F%8B%E3%82%81%E8%BE%BC%E3%82%80


利用できるパラメータ
url ・・・・  t.coで短縮するURL

via ・・・・ ツイッターアカウント

text ・・・・  本文 (ページタイトルなど)

hashtags ・・・・ ハッシュタグ(カンマ区切り)

related ・・・・ おすすめユーザー

in_reply_to ・・・・ 元ツイートのID



元ツイート?

どのツイートに対しての返信か設定できる



Web Intents で公式リツイート

http://twitter.com/intent/retweet

tweet_id ・・・・ ツイートのID

related ・・・・ おすすめユーザー

http://twitter.com/intent/retweet
http://twitter.com/intent/retweet


Web Intents でお気に入り

http://twitter.com/intent/favorite

tweet_id ・・・・ ツイートのID

related ・・・・ おすすめユーザー

http://twitter.com/intent/retweet
http://twitter.com/intent/retweet


@Anywhere
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http://dev.twitter.com/anywhere

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


http://この発言は個人の見解であり.所属する組織の公式見解ではありません.tsuyabu.in/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


@Anywhere



@Anywhere

一度アプリ認証をしてしまえばTwitterの画面に移動せず投稿が可能



<script src="http://platform.twitter.com/anywhere.js?id=APIキー
&v=1"></script>
<div id="tbox"></div>
<script type="text/javascript">
  twttr.anywhere(function (T) {
    T("#tbox").tweetBox({
      height: 100,
      width: 400,
   label:"つぶやく"
    });
  });
</script>

@Anywhere

指定されたスクリプトファイルを読み込み
script要素に設定を記述

http://platform.twitter.com/anywhere.js?id=YOUR_API_KEY&v=1
http://platform.twitter.com/anywhere.js?id=YOUR_API_KEY&v=1
http://platform.twitter.com/anywhere.js?id=YOUR_API_KEY&v=1
http://platform.twitter.com/anywhere.js?id=YOUR_API_KEY&v=1


@Anywhere

メリット
ツイート投稿機能をWebサイトに埋め込める

デメリット
設置にデベロッパー登録が必要

投稿にアプリケーション認証が必要



OAuth認証
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http://trustinjapan.info/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


http://www.namba-tsunaguka.com/renewal/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/






OAuth認証

メリット
正確なツイート数や投稿者が測定できる

投稿に限らず様々なWebサービスが作成できる

デメリット
プログラムの知識は必須



タイムラインの見える化



タイムラインの見える化

・いろんな人がつぶやいている(賑やか感の演出)
・ユーザ同士のコミュニケーションの促進
・生の「お客様の声」コンテンツ

・公式のTwitter検索では過去のツイートが消える
   (ハッシュタグを用意するだけではダメ！)



タイムラインの見える化

1.ブログパーツ
2.Togetter
3.検索API



ブログパーツ
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http://www.jalan.net/jalan/doc/nyalan/summer2007/index.html

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


http://twitter.com/about/resources/widgets/widget_search

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


ブログパーツ

メリット
設置が簡単

デメリット
数日前の情報しか表示できない



Togetter
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http://togetter.com/li/108314

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


Togetter

メリット
UIが使いやすい

ブログパーツもある

デメリット
ツイートの収集が手間



検索API
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http://www.asahibeer.co.jp/superdry/extracold_tweet/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


http://edu-labo.jp/archives/1/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


検索API

・Search API
      http://dev.twitter.com/doc/get/search

      扱えるフォーマットはjsonとAtom

・User TimeLine
     http://dev.twitter.com/doc/get/statuses/friends_timeline

     扱えるフォーマットはjsonとxml、Atom

http://dev.twitter.com/pages/using_search
http://dev.twitter.com/pages/using_search
http://dev.twitter.com/pages/using_search
http://dev.twitter.com/pages/using_search


Search API
<ul id="tweet"></ul>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/
                                                               jquery.min.js"></script>
<script>
$.getJSON("http://search.twitter.com/search.json?
                                                         q=cssnite&callback=?",
 function(entry){
  for(var i in entry.results){
   $("#tweet").append("<li>"+entry.results[i].text+"</li>");
  }
 }
);
</script>

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://search.twitter.com/search.json?q=cssnite&callback=?
http://search.twitter.com/search.json?q=cssnite&callback=?
http://search.twitter.com/search.json?q=cssnite&callback=?
http://search.twitter.com/search.json?q=cssnite&callback=?


Search API



User TimeLine
<ul id="tweet"></ul>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/
                                                              jquery.min.js"></script>
<script>
$.getJSON("http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.json?
           screen_name=KazumaNishihata&callback=?",
 function(entry){
  for(var i in entry){
   $("#tweet").append("<li>"+entry[i].text+"</li>");
  }
 }
);
</script>

http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.5.2/jquery.min.js
http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.json?screen_name=KazumaNishihata&callback=?
http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.json?screen_name=KazumaNishihata&callback=?
http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.json?screen_name=KazumaNishihata&callback=?
http://api.twitter.com/1/statuses/user_timeline.json?screen_name=KazumaNishihata&callback=?


User TimeLine



検索API

メリット
取得できるタイムラインの数が多い

データとして取得できるのでDB に格納できる

デメリット
プログラムの知識は必須



API制限



検索API
APIの取得はIPアドレスごと

検索APIは150/h

サーバーからデータを取得する場合は注意が必要

他のAPIサービスを利用するのもあり
Topsy : http://topsy.com/

http://topsy.com
http://topsy.com


検索API

#cssnite0001
#cssnite0002

・
・

#cssnite1499
#cssnite1500

少ない検索数で
たくさんの情報を取得できる工夫が必要



Twitter

ちょっとしたリンクから
大規模なサービスまで

出来ることは非常にたくさん

日頃から他のサイトが
どのようにTwitterを活用しているか

注目しておくとよい





ソーシャルプラグイン

http://developers.facebook.com/docs/plugins/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/

いいね！

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


いいね！

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


Facebookページ

http://corp.livedoor.com/company/profile.html

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


コメント

http://m2.cap-ut.co.jp/un/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


おすすめ

http://brigit.jp/snap/1916/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


シェア

http://www.7netshopping.jp/books/detail/-/accd/1102996682/subno/1

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


シェア



シェア
オフィシャルのプラグインは廃止

<a name="fb_share"></a>
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"></script>

<a name="fb_share" type="icon_link">Facebookに投稿</a>
<script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share"></script>

<a name="http://www.facebook.com/sharer.php?u=○○○&t=○○○">
Facebookに投稿
</a>

a要素に直接指定

http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share
http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share
http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share
http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share
http://www.facebook.com/sharer.php?u=%3C
http://www.facebook.com/sharer.php?u=%3C


iframeとXFBML



iframeとXFBML



XFBML
eXtended Facebook Markup Language

<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script>
                                                                    ↓
<script src="http://connect.facebook.net/ja_JP/all.js#xfbml=1"></script>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
          xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">

<fb:like></fb:like>

http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1
http://www.w3.org/1999/xhtml
http://www.w3.org/1999/xhtml
http://www.facebook.com/2008/fbml
http://www.facebook.com/2008/fbml


iframeとXFBML
iframe

読み込みが早い
ブラウザの言語設定で言語が変わる
高さ・幅を事前に設定しておく
URLを指定しておく必要がある

XFBML
読み込みが遅い

読み込むスクリプトファイルで言語が変わる
高さ・幅が自動で算出される
URLが自動で算出される



日本語環境

日本語環境は高さがいい加減



Facebookページプラグイン

1行目の名前がはいるぐらいの高さが
ちょうどいい?



OGP



OGP
Open Graph protocol

http://ogp.me/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


いいね!された時の違い

OGP対応済み

OGP未対応



OGP

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 
          xmlns:og="http://ogp.me/ns#"
          xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml">

<meta property="og:title" content="タイトル"/>
<meta property="og:type" content="movie"/>
<meta property="og:url" content="ページのURL"/>
<meta property="og:image" content="画像のURL"/>
<meta property="og:site_name" content="サイト名"/>
<meta property="fb:admins" content="管理者のアカウント"/>
<meta property="og:description" content="ページの説明"/>

http://www.w3.org/1999/xhtml
http://www.w3.org/1999/xhtml
http://ogp.me/ns#
http://ogp.me/ns#
http://www.facebook.com/2008/fbml
http://www.facebook.com/2008/fbml


URLリンター

http://developers.facebook.com/tools/lint/

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


og:type
Activities
activity sport

Businesses
bar company cafe hotel restaurant

Groups
cause sports_league sports_team

Organizations
band government non_profit school

People
actor athlete author director
 musician politician public_figure

Places
city country landmark state_province

Products and Entertainment
album book drink food game
product song movie tv_show

Websites
blog website article



og:type  book

http://books.shoeisha.co.jp/book/b82234.html

http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/
http://www.lawson.co.jp/campaign/static/cocacola/


og:type  book
一部の og:type はプロフィールとリンクしている



fb:admins



fb:admins
管理者専用のFacebookページ



まとめ

ソーシャルメディア対応は
Webサイトでもやることがいっぱい

適切な対策を行うことで
サイトの露出を最大限に
高めることができる



END

Thank You!!


