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はじめに 

愛知県は、健康や環境に配慮した食生活を送ることができる風土や伝統を 
持ち合わせている地域。 

温暖な気候による 
日本有数の 
農業地帯 

伝統的な醸造技術を活かした 
味噌・しょうゆ・みりん・酢 

などの発酵製品の 
生産が盛ん 

新鮮な愛知県産の旬野菜 伝統的な発酵調味料 

・生産時のエネルギー負荷が低い 
・輸送によるエネルギー負荷が低い 
・旬野菜は栄養価が高いものが多い 

・食文化の見直し 
・健康 
・輸送によるエネルギー負荷が低い 

× 

この食生活を広げていくために・・・ 
消費者・流通販売者・生産者の距離を縮める、ゆるやかなコミュニティをつくり、「愛知県産
の食材」をテーマに相互に対話をしながら知識を深めることで、結果的に愛知県産の食材を選
ぶ消費者を増やしていくことができないか。 2 
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１．連携プロジェクトの概要 
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①facebookを活用した消費者・流通販売者・生産者等が集うコミュニティ 

facebookページデモ画面（イメージ） 5 



facebookは実名制であるため、匿名が可能
であるブログやmixiなど他のSNS（ソー
シャルネットワークサービス）と比較する
と、つながる人との関係性における信頼度
が高く、有意義な対話が生まれる可能性が
高い。また、投稿が荒れにくい（炎上しに
くい）。 

  facebookページ   公開グループ（登録制） 

コミュニティへの参加者を
ゆるやかに巻き込み、この
取り組みの情報を広く発信
するためのホームページ的
役割として、facebook
ページを立ち上げる。 
(事務局が実施） 

消費者・流通販売者・生産者等
が自由により密に対話ができる
場として、公開グループを作成
する。 
グループへの参加は登録制。事
務局から“お題”を出すなど、
愛知県産の食材や料理レシピな
どについてメンバーが積極的に
対話をするコミュニティ的役割。 
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愛知県産の食材について対話するコミュニティ
への参加メンバーを、facebookページを使っ
て事務局が募集する  
【facebookページ内】 

グループメンバー募集中！ 

事務局 

愛知県産の食材について生産者や流通販売者と対
話したり、愛知県産の食材を使ったレシピコンテ
ストに参加を希望するfacebookユーザーを募集
する。 

消費者 流通販売者 

作り手 
グループに登録されたメンバーが自由に愛知県
産の旬野菜や調味料の活用法などについて投稿
やコメントする。 
【グループ内】 

今の時期、食べごろの野菜を教え
てくださーぃ！ 

グループ内では、3者が投稿やコメント「いい
ね！」を押すなど自由に対話を行い、愛知県産の
食材についての知識を高める。 

事務局から話題提供を行う 
【グループ内】【facebookページ内】 

カボチャ丸ごと1個って皆さんどう
やって使っていますか？ 事務局から“話題”となる質問を提供し、 

より対話を進める。グループ内で盛り上がった内
容をfacebookページを使って事務局が外部へも
発信する。 

生産者 

②コミュニティの進め方 
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3者により、カボチャの使い方について 
投稿やコメントをする。 
【グループ内】 

随時、専門家により、消費者の興味を引くような
美容や健康などの豆知識を投稿してもらい、より
愛知県産の食材への理解を深めてもらう。 

専門家 

今が旬のオクラと八丁味噌を使ったレ
シピを募集します！ 

事務局から愛知県産の食材を使った料理レシピ
を募集し、コンテストを行う。 
【グループ内】 

愛知県産食材の利用を進めるために、料理レシピ
コンテストを実施する。 
愛知県産の旬野菜と八丁味噌など愛知県の伝統調
味料を使うことをお題とし、実施する。 

消費者が、流通販売者や生産者に質問をしなが
ら愛知県産の食材を活用した料理レシピを開発
する。【グループ内】 

レシピコンテスト開催中！ 

消費者により開発された料理レシピを
facebookグループを活用して広く発信しコン
テストを行う。【facebookページ内】 

消費者は、お題となった愛知県産の旬野菜や調味
料に関する知識を、売り手や作り手、専門家から
学び、料理レシピの作成に活かす。また、行政な
どからはイベントや講座の案内なども投稿して頂
き、実際に体験できる情報も提供する。 

レシピコンテストにはアワードを用意する。 

カボチャにはカロテンが多く、免疫力を高め、
老化を防止してくれますよ。 

行政 

大高にある生産者さんの畑でブロッコリーの 
収穫体験がありますよ。 
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２．進め方の詳細＆ポイント 
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facebookページデモ画面（イメージ） 

コミュニティへの参加者をゆるやかに巻
き込み、プロジェクトの情報を広く伝え
るためのウェルカムページとして
facebook（fb)ページを作成する。 
（右図） 
 

（ｂ）主に事務局の発信 （ｃ）fbユーザーの投稿 

（a）「いいね！」 

①情報発信＆対話の場（facebookページの活用） 
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▼fbページはアカウントを持っていない人も閲覧のみ可能である。 
   ⇒ホームページ的役割 
 
▼「いいね！」を押す人を増やすとより情報が多くの人へ伝わる。 
   ⇒fbページに投稿された情報は、fbページに対し、「いいね！」を押した 
     人（前ページ（a）)へ伝わる。 
 
▼fbページでは、事務局からの最新情報やグループ（次頁参照）で話題と
なっていることなどを発信する（前ページ（b））。コメントや投稿はfbア
カウントを持っていれば可能である（前ページ（ｃ））。 
 
▼fbページ上で、消費者・流通販売者・生産者がより密な対話を進める“公
開グループ”への参加者を募集する。 

≪fbページのポイント≫ 
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②消費者・流通販売者・生産者等により密に対話ができるコミュニティ 
（公開グループの活用） 

            グループデモ画面（イメージ） 
ｆacebook公式ナビゲーションサイト「facebook navi」から抜粋 

http://f-navigation.jp/manual/function/group.html 

消費者・流通販売者・生産者等が自由に、 
より密に対話ができるコミュニティ的役割として
公開グループを作成する。 
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▼公開グループのメンバーは登録制であり、登録されたメンバー（消
費者・流通販売者・生産者・行政・専門家など）は愛知県産の食材に
ついて自由に対話することができ、消費者はレシピコンテストなどfb
上でのイベントに参加することができる。 
 
▼事務局や生産者・流通販売者・行政・専門家などから会話が広がる
ような話題を提供する。 
 
▼公開グループへの参加希望者をfbページ上で募り、事務局が追加す
る。メンバーはグループ内で自由に投稿・コメント・「いいね！」を
押すことができる。 
 
▼公開グループは、メンバーでなくとも、fbアカウントを持っている
人は閲覧のみ可能である。 

≪公開グループのポイント≫ 

13 



消費者 流通 生産 専門家 行政 キャラクター 
（事務局） 

参加条件 ・facebookユーザー 
 

・facebookアカウ

ントを取得して、
積極的にfbでの

コミュニケーショ
ンをしていただけ
る企業・団体 

・facebookを使ってい
る生産者 

・facebookアカ

ウントを取得し
て積極的にコ
ミュニケーショ
ンをしていただ
ける行政機関 

目標人数・
団体数 

30名 
 

・2～3名 ・2～3名 ・2～3名 

参加にあ
たって求め
るアクション 

・レシピの開発、投稿 

・流通、生産者、専門
家等への質問などの
コミュニケーション 

・消費者間のコミュニ
ケーション（「いい
ね！」など） 

・仕入れの状況 
・販売状況 など 
・食べ方 
・豆知識的な話 

・グループ内外
の消費者からの
質問に答える、コ
メントする 

・収穫の情報 
・畑の様子 など 
・食べ方 
・豆知識的な話 

・グループ内外の消費
者からの質問に答え
る、コメントする 

・旬野菜の栄養 

・旬野菜と健康に
まつわる話題 
・料理のコツなど 

・グループ内外の
消費者からの質
問に答える、コメ
ントする 

・イベントの案
内 

・その他情報提
供 

・グループ内外
の消費者から
の質問に答え
る、コメントする 

・fbページ上

で情報発信、
コメント 

・グループ
内で情報発
信、コメント 

≪グループ内メンバー参加者（案）≫ 
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愛知県で８月に旬を迎える「カボチャ」。 
丸ごと１個のカボチャ、どうやって食べますか？ 

おやさい課長 

愛知好子 ※消費者 

私はすべてゆでてマッシュにして冷凍しちゃいます。 
小分けにして冷凍した方が使い勝手がよいですよ。 

いいね！  コメントする 

Ａさん、Ｂさん、Ｃさん他２０人が「いいね！」と言っています。 

いいね！  コメントする 

スーパーあいち ※流通販売者 

今の時期、愛知では稲沢市あたりからくる●●という品種のものが 
多く出回っています。半カットで売ることもありますが、切ってしまうと 
すぐに痛むので、丸ごと販売したいなと思っていたところです。 
マッシュして冷凍は良い案ですね。売り場で提案してみようかな。 

いいね！  コメントする 

 a) 旬の野菜についての話題提供  （主に公開グループ内で実施） 
【投稿例】 

旬旬農園 ※生産者 

カボチャは冬まで貯蔵ができますので、冷暗所でじっくり保存するのもお
すすめです。冬至で食べるカボチャはそのように保存されたものなんです
よ。 

いいね！  コメントする 

「いいね！」を押
した20人へ情報
が伝わる。 

③会話を広げるための話題提供 
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b) 流通販売者や生産者から消費者へ情報を提供したり質問を投げかける。 
  （主に公開グループ内で実施） 

スーパーあいち 
【流通販売者 投稿例】 

【生産者 投稿例】 

旬旬農園 

・今が旬のオクラ。みなさん、保存方法はどのようにしていますか？ 
・葉付きと葉無しの大根。みなさんならどちらを買いますか？それはなぜ？ 
・今年は天候が不順だったため、形が不ぞろいの野菜が多く入荷しています。 
 ただ、味は抜群です！ぜひ試食してみてください。 

・みなさん、オクラが畑で育っている姿をみたことがありますか？ 
 オクラはこんな風になっているんですよ～。知っていましたか？ 
・オクラといえばネバネバ。このネバネバの主成分のペクチンが 
 夏バテ防止・食欲増進にもひと役買いますよ。 
・今、畑ではトウモロコシが収穫期を迎えています。トウモロコシは、収穫した瞬間から 
 どんどん味が落ちてしまいます。収穫したてのものを食べるのがおすすめですよ。 
 すぐに食べられない場合は、ゆでて冷凍すると良いです。 
 畑ではとれたてを生のまま味わうことができます。それはそれはとっても甘いんです！ 
 農家のだいご味ですね。 
・生で食べたい野菜を３つ教えてください。 

【行政 投稿例】 
行政 

・月末に、●●さんの畑でサツマイモの収穫体験があります！詳細はこちら。 
・農家さんとスーパーが集う祭典が今年も開催されます。場所は▲▲。 
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c) 愛知県産の旬野菜と食材を使った料理レシピコンテストの開催 
 （公開グループ内で実施） 
 
▼実施方法 
・8月半ば～12月半ばまでに2回、旬野菜と愛知県産の食材（【候補】いいとも
あいち運動ネットワーク会員様生産の発酵調味料）を使った料理コンテストを開
催する。 
 
・第1回、  8月末～   9月末、対象野菜：トマト、カボチャ、オクラ など 
   第2回、10月末～11月末、対象野菜：大根、ほうれん草、ブロッコリーなど 
＋愛知県産の食材 
 
・愛知県産の食材（発酵調味料）は、いいともあいち運動ネットワーク会員様は
じめ、生産者から商品を提供もしくは買い取らせて頂き、グループに参加する消
費者へ配布する。 
 
・消費者は、コンテスト実施期間中に、生産者や流通販売者から情報を得たり、
質問をするなど、愛知県産食材について理解を深め、レシピを開発する。 

 
・料理レシピのテーマは「beauty/healthy/ecology」とする。 
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▼アワード（案） 
 
 ①facebook部門 －「いいね！」獲得数、コメント・投稿数をポイン
ト化して総合ポイントで評価。  
 
例） レシピの投稿 5pt、コメントの投稿 3pt、 「いいね！」の獲得
数 3pt  など  
 
②生産者、流通販売者部門 － 生産者・流通販売者に選んでいただく。 
 
③専門家部門 － 専門家に選んでいただく。 
 
④いいともあいち部門 ― いいともあいちネットワーク会員様に選ん
でいただく。 
 
※選ばれたレシピはどこかで発表する場を作る。 
 （ウェブサイト他、中日新聞等マスメディアの活用、レストランでの
レシピ化など検討） 
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愛知県の伝統野菜である、旬の「八事五寸にんじん」と、愛知が
誇る伝統調味料「八丁味噌」を使った、健康・美容・環境に良い
レシピを募集します！お店や農家さんからレシピづくりに役立つ
様々な情報が投稿されますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、・・・続く。 

おやさい課長 

愛知好子 

【レシピ／にんじんのマヨ味噌サラダ】 
にんじんは千切りにして、電子レンジで30秒加熱。シーチキンと
玉ねぎのスライスを加えます。八丁味噌にマヨネーズを加えよく
混ぜ、お野菜と混ぜたらできあがり♪ 
 
 
 
 
        

いいね！  コメントする 

Ａさん、Ｂさん、Ｃさん他２０人が「いいね！」と言っています。 

いいね！  コメントする 

おやさい博士 

にんじんには、カロテンとビタミンＣが非常に多く含まれていま
すよ。特に油で調理するとカロテンの吸収率がＵＰ。カロテンは
お肌の健康を健やかに保つ作用があるといわれています。とても
優秀なお野菜です。 

いいね！  コメントする 

【投稿例】 

旬旬農園 

八事五寸にんじんの特徴は、色が濃く、肉質が良く、甘みが強く、
味付きが良いことです。煮ても生でも美味です！ 

いいね！  コメントする グループ内外のユーザー
にも投票してもらえるよ
う、グループではレシピ
の開発～投稿までを対話
をしながら行い、コンテ
ストはfbページへ移し行
う。 

▼ポイント： にんじんの鮮やかなオレンジ
を活かしたサラダを作ってみました。有機に
んじんを購入したの で、まるごと千切りにし
ましたよ。にんじんの甘みとお味噌とマヨ
ネーズのコクが良く合います！ 
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■消費者： 
 ○他の消費者がどのような料理を作っているか、どのように野菜や調味料を活用しているの 
  かを 知ることができる。 
   ○流通販売者や生産者へ直接質問をすることができる。 
 ○旬の野菜や地元の食材に関する情報を入手できる。 
 
 
■流通販売者： 
  ○消費者へ質問を投げかけることができ、また直接その反応をみることができる。 
  ○消費者の声を販売促進に活用することができる。 
 
■生産者： 
  ○消費者へ質問を投げかけることができ、また直接その反応をみることができる。 
  ○消費者へ自分たちが生産した旬の野菜や地元食材の魅力を直接伝えることができる。 
   また、農業の厳しさや楽しさなどの現実をリアルタイムに伝えることができる。 
    

３．コミュニティへの参加の動機付け 

現在、企業などが商品やサービスの販促をする場合、facebook等のSNS
（ソーシャルネットワークサービス）を活用し、消費者へのアプローチする
ことは必要不可欠である。 
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４．流通販売者、生産者との連携について 

■流通販売者： 
 ○来店するお客様へ、プロジェクトの発信を行っていただく。 
 ○料理レシピコンテストの対象となった野菜や食材へ、ロゴやＰＯＰなどを表示 
  していただく。 
 ○レシピコンテストでアワードを得たレシピを店内で活用していただく。 
 ○その他、販売活動に本プロジェクトを活用していただく。 
 
 
■生産者： 
 ○お客様へ商品を発送する際、商品とともにレシピコンテストでアワードを得た 
  レシピをつけて発送していただく。 
 ○その他、販売活動に本プロジェクトを活用していただく。 
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５．連携プロジェクトの実施スケジュール 

●～7月末  facebookの立ち上げ 

 

    ●8月中  プロジェクトの広報、参画メンバーの募集 

   

   ●8月末～ プロジェクトスタート 

         

      ●8月末～9月末  【夏・秋野菜＋調味料】料理レシピコンテスト開催 

 

       ●10月初旬 コンテストアワード発表 

        

         ●10月下旬～11月下旬 【秋・冬野菜＋調味料】料理レシピコンテスト開催 

 

           ●12月上旬 コンテストアワード発表 

 

             ●～12月末 プロジェクト終了 

 

              ●～3月末 プロジェクト効果分析 
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６．研究的要素 
 
 愛知県産の食材を選択するという“イノベーション”の普及プロセスや、消費
者・流通販売者・生産者などこれまで分断されがちであった3者が集うコミュニ
ティがどのように発展していくかのプロセスを観測することで、愛知県産の食材
を選択する人を増やすための方策や課題を検証する。 
 
 本プロジェクトにより得られた知見を、他の取り組み（たとえば家庭での太陽
光発電の普及、省エネ生活の普及など）を普及させるための方策として展開する 
ことが可能であると考えられる。 
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① カナダ・バンクーバーで話題となった“100マイルダイエット” 
  
2005年カナダ・バンクーバー在住のジャーナリスト、 ジェームズ・B・マッ
キンノン氏とアリサ・スミス氏が行った、 自宅から半径100マイル
（160km）以内で生産されたもののみを食べて暮らすという試み。輸送に伴
うエネルギーを 減らすことでCO2排出量を減らし、地球温暖化を食い止めよ
うというねらい。 
 
実際、取り組むと“体重減”という副作用があり話題になった。 
（dietには“減量”および“食事法”両方の意味がある。） 
  
※参考： http://www.nikkeibp.co.jp/ecomom/report/report_138.html 
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facebookページ グループ 
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③ facebookページおよびグループにおける各参加者のアクセスについて 
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 ④ facebookページとグループの違い  
 
（フェイスブックヘルプセンターから抜粋  http://www.facebook.com/help/?faq=155275634539412） 
 
Facebookページでは、実在の団体、会社、有名人、ブランドが、「いいね！」と言ってくれた人たちと幅広くコミュニ
ケーションをとることができます。Facebookページを作成および管理できるのは、公式の代理人のみです。  
 
グループは、少数の人たちが共通の興味・関心について話し合う非公開の場を提供します。グループは誰でも作成できます。  
 
その他の違いとしては、以下の点が挙げられます。 
 
Facebookページプライバシー:Facebookページの情報と投稿は、公開されており、通常、Facebookのすべてのユーザー
が参照できます。 
対象ユーザー: 誰でも、Facebookページについて「いいね！」と言い、つながりを持って、ニュースフィードのアップデー
トを受け取ることができます。Facebookページについて「いいね！」と言うことができる人数に制限はありません。 
コミュニケーション: Facebookページの管理人は、Facebookページの名前で投稿をシェアできます。Facebookページの
投稿は、Facebookページにつ いて「いいね！」と言っている人たちのニュースフィードに表示されます。Facebookペー
ジの管理人は、自分のFacebookページ向けにカスタマイズしたアプリを作成し、Facebookページのインサイトをチェッ
クしてFacebookページの成長やアクティビティを追跡することもできます。 
 
グループプライバシー: 公開設定に加えて、グループ向けのその他のプライバシー設定も利用できます。秘密グループと非公
開グループの場合、投稿はグループメンバーしか見ることができません。 
対象ユーザー: グループメンバーは、他のメンバーが承認または追加する必要があります。グループが一定の規模に達すると、
一部の機能が制限されます。通常、最も有用なグループは、自分が知っている小数の人たちと作成したグループです。 
コミュニケーション: グループでは、メンバーがグループに投稿すると、デフォルトでメンバーにお知らせが届きます。グ
ループメンバーは、チャットに参加したり、シェアしたアルバムに写真をアップロードしたり、グループのドキュメントに
ついて共同作業を行ったり、友達であるメンバーをグループのイベントに招待したりできます。 
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http://gaiax-socialmedialab.jp/facebook/081 

ファンになった後に「興味・親近感を持った」等、好意的な回答が60.0％ ファンになった後に商品を購入した人が7.2％ 

ファンになる人の58.4％が元々ロイヤリティが低いユーザー 

※元々ロイヤルティが低い⇒認知していない、好きでない 
キャンペーンを実施しているとファンになって貰いやすい 

⑤ facebookが購買に与える影響 
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⑥ 企業等のfacebook活用例 （2012年7月現在） 

■ JAによる「みんなの良い食プロジェクト」 
 ★9,600「いいね！」 
 
「みんなのよい食プロジェクト」とは、これからの日本人にとって 
「よい食」とは何かを、日本の農家とJAグループ、消費者、協力会社、 
団体のみんなで一緒になって考え、行動していく運動。 
 
キャラクター「笑味（えみ）ちゃん」をナビゲーターとし、日本各地の 
農産物の生産者からのメッセージを「お便り」という形で紹介したり、 
食にまつわる情報などを定期的に投稿している。 
 
合わせて農産物や季節を感じる写真を多数掲載し「いいね！」を 
1投稿に対し200～300程度獲得している。 

■ 大地を守る会 （有機野菜・果物等の宅配・卸など） 
 ★約2,300「いいね！」 

http://www.facebook.com/DWMK1975 

http://www.facebook.com/yoishoku.jp 

大地を守る会の公式ｆacebookは、“顔の見える関係”を 
基本とし、産地と消費地をつなぐ、ひろばとして活用している。 
 
生産者の顔や生産のプロセスなどを写真を交えて掲載している。 
常時100程の「いいね！」を獲得している。 
宅配ユーザーとのコミュニケーションの場となっている。 
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■サークルKサンクス 
 ★55,000「いいね！」 

http://www.facebook.com/circleksunkus 

■伊賀の里モクモク手づくりファーム 
 ★1,150「いいね！」 

http://www.facebook.com/mokumoku.farm 

サークルKサンクスの商品やサービスの情報を、ナビゲーターの 
“はるちゃん”が定期的に投稿している。 
随時、プレゼント応募のキャンペーンを開催し、「いいね！」数を 
増やし、ファンを増やす仕掛けを導入している。 
 
ユーザーから投稿されたコメントに対し、はるちゃんから適宜、コメント
も投稿される。 

モクモクファームで扱っている商品や、サービスの紹介、 
イベント情報、所有している畑の様子などが投稿されている。 
 
特にファームへの来場者とのコミュニケーションの場となっている。 
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⑦“イノベーション”（愛知県産の食材を選択する） の普及  
 
人々がイノベーションを採用するか否かを決定する際は、すでにイノベーションを採用して
いて、しかも自分自身とよく似た人たちとのコミュニケーション経験に依存することが多い。 
 
⇒ 「愛知県産の食材」というテーマで集まったコミュニティーを形成し、すでに愛知県産
の食材を積極的に購入している人（オピニオンリーダー）に数名参加してもらい、どのよう
な会話や情報から愛知県産の食材を選択するようになるか（選択されないか）について、観
察する。 
 

Ⅰ・・
知識 

Ⅱ・・
説得 

Ⅲ・・
決定 

Ⅳ・・
導入 

Ⅴ・・
確認 

コミュニケーション・チャンネル 

採
用 

拒
絶 

採用の継続 

拒絶の継続 

後の採用 

中断 

 イノベーション決定過程における5段階モデル  
（「イノベーションの普及」 エベレット・ロジャース著 より） 

気づきの知識 
ハウツー知識 
原理的な知識 

イノベーションに
対する全般的な知
覚が広がっていく 

マスコミュニケーション 
チャンネル 

対人コミュニケーション 
チャンネル 
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