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本代表を応援するために集まって来るのか」と懐

Ⅰ．はじめに

疑的だった。

サッカーの国際大会 2002 FIFA ワールドカッ

しかし、それらの疑問や不安は杞憂に終わった。

１）

プ日韓共催

の時に、日本戦のチケットを入手で

全ての日本戦開催日には、蒼いユニフォームを纏

きなかった多くのサッカーファンの「サポーター

った約 5 万人のサポーターが集結、４試合で計 20

が集まって日本代表を応援できる場所はないのか」 万人以上の熱きエールが、本戦会場の日本代表へ
「日本の勝利の瞬間、叫び、歓喜し、泣き、抱き

送られた。この、試合会場でない場所に集まった

合い、喜びを分かち合える場所はないのか」とい

大観衆が１つの大型ビジョンを見つめ、熱狂的に
の大型ビジョンを見つめ、熱狂的に

う熱い声に応える形で、公式な商業イベント
う熱い声に応える形で、公式な商業イベント(有

応援するシーンが広く世界中のメディアに採り上

料)として、
として、日本で初めてサッカーの聖地・国立競

げられ、一種の社会現象になった。

技場２）で「パブリックビューイング」が実施され

実際の試合の観戦ではなく、映像を通して一つ

た。

になるパブリックビューイングという言葉も手法
も、このイベントから日本中に広まり、その後、
野球の国際大会「WBC ワールド・ベースボール・
クラシック」３）などでも展開されている。現在で
は、ビッグイベントが開催される際にはパブリッ
クビューイングも併せて実施されると認識される
ほどの「ブーム」として定着してきた。
2010 FIFA ワールドカップ 南アフリカ大会で
もまた、サポーターの切なる熱い思いによって、
また、サポーターの切なる熱い思いによって、
再びサッカーの聖地・国立競技場での開催が実現
した４）。

図 1 FIFA ワールドカップ パブリックビューイング・イン・
東京 2002(国立競技場)

試合のキックオフ時間が、イベントを行うには
好時間である夜8時30分の日本対オランダ戦のパ
分の日本対オランダ戦のパ

企画・計画当初は、パブリックビューイングと

ブリックビューイング開催は、東京圏の大会場と

いう興行形態そのものが未知数であり、関った関

しては、

係者の多くが「無料でテレビ観戦できるのに、わ

○国立競技場(19,000 人)
) 主催:パブリックビュ

ざわざ有料の会場に本当にやって来るのか」
「国や

ーイング実行委員会

国家という概念に無関心・無執心の若者達が、日

○東京ドーム(25,221 人) 主催:東京ドーム
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○埼玉スタジアム 2002(5,000 人) 主催:埼玉ス

ムと彼ら自身との関係を強めようとしたのである。

タジアム

一方、CORFing(cutting off reflected failure)

○さいたまスーパーアリーナ(10,000 人) 主催:

とは、失敗している他者から離れようとする傾向

スカパーJSAT、アディダス ジャパン、日本コ

を示す。大学のチームが負けた翌日には、大学の

カ・コーラ、ソニーマーケティング、ビザ・ワ

アパレルの着用を避け、試合結果については「彼

ールドワイド

らは負けた(They lost)」と表現する。このような

○その他 SAMURAI BLUE PARK 主催:日本サッカ

人間の習性はスポーツファンによく表れる。チー

ー協会 等

ムが好調であれば、今までそのチームのファンで

で行われている。

なかった多くの人が自分はファンだと言い出し、

大会場以外でも、スポーツ・バー、カフェ、大

逆に不調であれば、ファンであることを隠す。
」と

手ファーストフードチェーンのマクドナルド店舗

指摘している。

等、主に飲食店で行われており、日本全国での正

この指摘がまさに的中する事態が、2010 ワー

確な開催データは FIFA でもまとめられていない

ルドカップ日本代表チームに対して起こる。本戦

が、その規模は日本全国で数十万人の集客であっ

前の強化試合の国際Ａマッチにおいて４連敗 5)

たと思われる。

の時の、日本代表岡田武史監督およびチームに対

岡星は、2002 年の初開催時から 2010 年まで、

する日本中のファンからのバッシングは異常なも

実行委員会メンバーとして企画や準備に携わり、

のがあった。監督の更迭論は当然として、個々の

イベント本番時にはチーフディレクターとして、

選手へ対する誹謗中傷や、日本サッカー協会上層

ステージ進行や会場演出を行った。サッカー・ワ

部・執行部へ対する批判はすさまじく、マスコミ

ールドカップイベント
「パブリックビューイング」

もそれを大きく報道した。逆に、日本代表チーム

を、8 年間で 9 回実施する中で感じた、
「ファン」

が弱いから、期待できない、興味が持てないと無

と「ブーム」について考察してみる。

視する者も多くいた。
しかし、ワールドカップ本戦初戦、対カメルー

Ⅱ．研究の背景

ン戦で、
ワンチャンスを活かした MF 本田圭佑選手

サッカー・ワールドカップ人気を支えるのは、

のゴールで勝利すると、日本中の街に日本代表を

熱く強い支持ファン(サポーター)であるのは間違

支持するかのように蒼いコスチュームを着た若者

い無いが、2010 年のワールドカップでは、ややそ

たちが繰り出し、その数は日を追って爆発的に増

の構造の脆弱さを露呈してしまった感があること

えていった感がある。

に、まず触れておきたい。

視聴率も戦前の予想に反し高騰、初戦カメルー

原田宗彦(2008)は、
「スポーツファンのユニー

ン戦は 44.95%(前半戦・後半戦平均 関東地区。

クな行動としては、BIRGing と CORFing がある。

以下同)、
次の第 2 戦オランダ戦では最高 55.4%(平

BIRGing(basking in reflected glory)とは、

均 43.0%)、いよいよグループリーグ突破がかかっ

成功している他者との関係を強める傾向である。

た第３戦デンマーク戦に至っては、深夜 3 時 30

チャルディニ(Cialdini,R.B.)らは大学生を対象

分のキックオフにも関わらず、驚異的な 30.5%を

に行った調査結果から、大学のアメリカンフット

記録、決勝トーナメント進出後、初のベスト 8 進

ボールチームが勝った翌日には、大学名やロゴが

出がかかったパラグアイ戦では、
57.3%を叩き出し

入ったシャツやトレーナなどを着る傾向、さらに

ている。

は「彼らは勝った(They won)」とは言わずに、
「わ

以上のように、一見熱く強い支持集団だと思わ

れわれは勝った(We won)」と表現する傾向を明ら

れる「ファン」であるが、日本代表チームが勝っ

かにした。つまり、学生たちは勝った大学のチー

ている時には意を得て共鳴し、負けている時には
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否定する、もしくは無視するという、意外と脆弱

で自分自身の人生の一大事のごとく、一試合・一

なものであるということが判明した。

試合に命を懸ける(ように思えるほど
ように思えるほど)熱狂する。
たかがサッカーの試合であれ、されどワールドカ

Ⅲ．研究の目的

ップ。日本代表チームは、単なるサッカーという

１．
「ファン」とは何か

スポーツの 1 チームなのではなく、<自分自身>も
チームなのではなく、

まず、
「ファン」とは何であろうか。

しくは<自分達民族自身の代表
自分達民族自身の代表>として｢絶対に負

松田恵示(2001)は、
は、
「オックスフォード英語大

けられない闘い｣に挑む代理者のような感覚であ

辞典によると、
もともとこの
「fan」
」
という言葉は、

る。

19 世紀の初め頃から「fanatic」の略語として使
」の略語として使
用され始めたようだ。この「fanatic
fanatic」という言葉
は、ラテン語の「fanaticus」
」
、つまり神殿におけ
る敬虔な態度、<神>に正対する一種の宗教的な態
に正対する一種の宗教的な態
度を表す言葉を語源としている。((中略)本来「フ
ァン」の対象は<神>という「他者」
という「他者」
、つまり擬神化
された人に向かうものであると考えてよいかもし
れない。この意味で、スポーツファンの体験も、
「スポーツをプレイする人(選手)」に向かっての
」に向かっての
体験であるとここでは考えたい。
」と述べている。
サッカー・ワールドカップで言えば、日本代表
チーム(監督や選手達)を<神>のように崇める態度
のように崇める態度

図 2 ワールドカップ パブリックビューイング 2010 での観
客(ファン) (国立競技場))

代表チームが試合に勝つと「われわれの国
代表チームが試合に勝つと「われわれの国(民

をとる人々が「ファン」と言えよう。

族)は勝った」
は勝った」と感じ、負けると「われわれの国
「われわれの国(民

スポーツファンの体験について、作田啓一

族)は負けた」
けた」
と感じるほどの真剣さを纏うことは、

(1993)は、
は、
次のような特異な感情を指摘している。

仕方がないことかもしれない。

「拡大体験とは、自我の境界が拡大していく体験

ただ、前述したように、ワールドカップで勝て

をいう。例えば、人は、自己の範囲を家族、地域、

ば国(民族)の勝利と便乗し、負ければただサッカ
の勝利と便乗し、負ければただサッカ

国、民族というふうに広げていく。一体感とは、

ーの試合が負けただけと評価するきらいも現実に

こうして広がった自己の範囲を確認する重要な共

はある。

同体験である。フジヤマのトビウオに熱狂したフ

「CORFing(cutting
CORFing(cutting off reflected failure)
failure)と

ァン体験とは、このような自己の範囲を日本とい
とは、このような自己の範囲を日本とい

は、失敗している他者から離れようとする傾向を

う国家まで拡大させた体験なのだ。
」

示す。(中略)チームが好調であれば、今までその
チームが好調であれば、今までその

スポーツには、自己の範囲を日本という国まで

チームのファンでなかった多くの人が自分はファ

拡大させる体験が可能である。大学や地元のチー

ンだと言い出し、逆に不調であれば、ファンであ

ムの応援であれば、まだ直接的な関係性や帰属す

ることを隠す。スポーツファンの中にはこのよう
ることを隠す。スポーツファンの中にはこのよ

るコミュニティ意識を薄くも濃くも調節できるが、 に し て チ ー ム を 利 用 し て セ ル フ ・ イ メ ー ジ
こと、自国の国(民族)の代表チームを応援すると
の代表チームを応援すると

(self-image)をコントロールする者も多く存在す
をコントロールする者も多く存在す

なると、本質的な”自分ごと”として関わってし

る。
」(原田宗彦 2008)のである。
のである。

まう。

スポーツファンという準拠集団（
スポーツファンという準拠集団（reference
group）６）に、ご都合主義=
=オポチュニズム７）の影

サッカー・ワールドカップで言えば、日本代表
チームは<神>であると同時に<自分自身
自分自身>でもあ

は常に付き纏うものかもしれない。

る。チームと一体となった「ファン」達は、まる

２．
「ブーム」とは何か
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「ファン」の思いの熱さ・強さから、
「ブーム」

けに限らず、エンタティメントをはじめ、販売促

が起こることがある。

進やプロモーション、観光や施設開発等、生活者

大流行を表す言葉「ブーム（Boom）
」の語源は、

を相手とする全てのジャンルに関わることである。

蜂などの昆虫がたてるブンブンという羽音である

ジャンルは異なれど、どのようなビジネスでも

８）

一貫して取り組んでいることは、
「ファンをつくり

ている。

たい」
、
「ブームを起こしたい」であることを考え

。まさに街中が湧き返り、人々が騒ぐ様を表し
ブームと聞いて近年思い浮かぶものは、韓流ブ

ると、今後重要な研究テーマだと考えられる。

ーム、お笑いブーム、アイドルグループのブーム

Ⅳ．研究の方法

等である。これら全てが、対象者を<神>のように
崇めると同時に<自分自身>の憧れの投影者として

１．スモールワールド・ネットワーク

感じられる点で、スポーツ界でのスーパースター

サッカー・ワールドカップイベント パブリッ

選手へ対するフィーバー現象にも通じる。

クビューイング参加者(サッカーファン)について

「ブーム」と近い概念の言葉に、「ヒット」が

考察する。

あるので整理しておく。
「ヒット」とは、野球にお

サッカーファンは、ダンカン・ワッツとスティ

ける安打のこと。そこから、商品やサービス等に

ーヴン・ストロガッツ(1998)が提唱した「スモー

おいて、人気が出て「大当たり」することや「売

ルワールド・ネットワーク」10）になっている。

れる」ことを指す。ただ、この説明だけでは、
「ブ

スモールワールドでは、ニュース、噂話、流行、

ーム」も「ヒット」も同じような意味に捉えられ

ゴシップは、スモールワールドになっていない場

るため、注意が必要となる。

合に比べると、はるかに速やかに、しかも簡単に

「ヒット」の基本的な意味は、
”便利”(新しい

広がっていく。ワールドカップ本番開催が近づい

機能、技術、価値観)にある。携帯電話は「ヒット」

てくると、サッカーという共通の興味を有すファ

であって、
「ブーム」では無い。持ち歩くことがで

ン仲間との状況は、まさにスモールワールド状態

きる小型の電話としての”便利さ”が、売れてい

と言え、どんな些細な情報さえ、熱意と関心を持

る理由である。
「ヒット」と「ブーム」の違いは、

って瞬時に伝達される。

「ヒット」は”便利さ”が当たった状態、
「ブーム」

マーク・グラノベッター(1973)は、個人の情報

は多分に心理的な”ムード”が蔓延し、予想を超

収集とネットワーク構成における「つながり」を、

える程の社会現象になった状態と言えよう。

「tie(紐帯)」とした。

映画や流行歌、広告制作の現場からは、
「ヒッ

親しい友人同士が「強い紐帯(strong ties)」

トならば計算して生み出すことは可能だが、ブー

で結ばれたクラスター、パブリックビューイング

ムを意図的に創るのは難しい」
、つまり、
「ブーム

の場合で言えば、
サッカー愛好仲間・グループは、

は予想外に起こる」とも言われる。それほど、
「ブ

他のクラスター間を「弱い紐帯(weak ties)」で繋

ーム」については、なぜ起こるのか、いつ起こる

いでいるが、グラノベッターの論文タイトル「弱

のか、どこで起こるのか等のメカニズムが分から

い紐帯の強さ"The strength of weak ties"」と絶

ない=解明されていないということであろう。

妙に表現されているように、弱い紐帯の方が社会

９）

「ヒット学」 という言葉もマーケティング的

のネットワークを広く縫い合わせるうえで不可欠

なアプローチも少しずつ出てきているが、
「ブーム

な紐帯の役割を果たしている。

学(流行学)」についてはまだまだ研究は少ない。

松岡宏高(2008)は、「国の代表チームの試合観

2002 FIFA ワールドカップ パブリックビュー

戦においては自国に対する誇り(National pride)

イングの実施以降、
「ファン」と「ブーム」につい

が観戦理由になることもある。
」と述べているが、

て考察を続けてきたが、このテーマはイベントだ

本来弱い紐帯のつながりであっても、National
42

pride という共通意思を持つことで、限定的だが

1 週間に 1 度、チケットの管理・販売を統括し

極めて強い紐帯=
“絆”
を生み出したのではないか。

たチケットぴあからのレポートを見ても、一向に

普段は、仕事上の関わりも遠く、人間関係も薄い

販売数は伸びなかった。日本代表初戦ベルギー戦

人とも、
「日本代表を応援する」という一点で強い

の 1 週間前で、約 8,000 席の販売数である。国立

“絆”を感じたという人も多いであろう。

競技場のキャパシティ(約 50,000 席)を考えれば、

つまり、強い紐帯同士を繋いでいた弱い紐帯が、 1/6 の売れ行きである。関係者の間に、期待外れ
特殊な状況下で強い紐帯に変化し、強固なネット

な落胆感が漂ったのも事実である。

ワーク集団「ワールドカップ本戦時での熱狂的で

ただ、これも初開催であるが故の試練であった

会場が一体となったパブリックビューイング参加

かもしれない。サッカーファンは、パブリックビ

者」に変質したと考えられる。

ューイングについて、一度も体験したことが無い
わけであり、
何が面白いのか、
何に感動するのか、

２.ロジャーズモデルとキャズム

なぜお金を出して(無料でも観られる)テレビ放送

2002 FIFA ワールドカップ 日韓共催の際に、

を観るのか、なぜ一か所に集まらなければならな

日本初開催となるパブリックビューイング開催の

いのか、その当時は全く想像できなかったのでは

一般への告知は、2002 年 4 月 25 日、港区・虎ノ

ないだろうか。

門パストラルホテルでのプレス発表会を通してで

一度体験してみればすぐ分かることも、未体験

ある。実に、日本代表の本戦初戦となる 6 月 4 日

であると全く想像できない、ということはよくあ

のベルギー戦まで、正味 1 カ月しかないタイミン

る。パブリックビューイングという初めてのイベ

グであった。

ント体験に対して、手探りの状態であったと言え

もっと早い時期に発表できれば良かったのだ

るだろう。
「行くか、行かないか」ファンの間で熱

ろうが、FIFA や関係各所との契約問題、イベント

く討論されていたであろうことは想像に難くない

への出演者のブッキング、警察・消防等との交渉

が、いわゆる「ブーム」になる前の、超えなけれ

等など、多くのクリアすべき問題が山積で、興行

ばならない
“深い溝”
があったということである。

的にはリミットでの発表となった。

「ブーム」を考える際に大変参考になる理論と

プレス発表会には、当時の人気女性タレントや

して、ロジャーズモデルを取り上げてみたい。

サッカー解説者を登場させて、華やかに元気に開

普及学の基礎理論=エベレット・M・ロジャーズ

催した。来場マスコミの数も、テレビ局、ラジオ

モデル(1982)では、顧客は「イノベーター」
「アー

局、一般・スポーツ新聞社、一般・スポーツ雑誌

リーアダプター」
「アーリーマジョリティ」
「レイ

社、web 等、総勢 100 名以上、ホテルの会場が溢

トマジョリティ」
「ラガード」の 5 つの採用者タイ

れるほどの人の熱気でいっぱいだったことを思い

プに区分される。11）新しいものを率先して採り入

出す。

れるイノベーターとアーリーアダプターを合わせ

発表の当日夜、または、翌日にかけて、日本初

た層

12）

に普及した段階（普及率 16％超）で、新

開催となるパブリックビューイングのニュースは、 技術や新流行は急激に拡がっていく。そこで、イ
多くのメディアに登場した。ただ、この時のサッ

ノベーターとアーリーアダプターにアピールする

カーファンの反応は不思議な感触であった。

ことが、新製品普及のポイントであるとされてき

圧倒的な密度の「スモールワールド・ネットワ

た。

ーク」状態にあるサッカーファンの間では、猛烈

これに対して、マーケティング・コンサルタン

な勢いで情報の伝達・拡散が行われたと思うが、

ト ジェフリー・ムーア(2002)は、利用者の行動

それらが、チケットの販売数に反映しなかったの

様式に変化を強いるハイテク製品においては、5

である。

つの区分の間にクラック（断絶）があると主張。
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その中でも特にアーリーアダプターとアーリーマ

技場で日本初のパブリックビューイング開催」と

ジョリティの間には
“深く大きな溝”
があるとし、

いうニュースに鋭く反応し、
「行きたい」と思った

これをキャズムと呼んだ。

はずである。
だが、
アーリーマジョリティ以後は、

「キャズム(chasm)」とは”深い溝”という意
」とは”深い溝”という意

サッカー・ワールドカップに興味はあっても、
「家

味で、ハイテク業界において新製品・新技術を市

でテレビ観戦すればいい」と思っていた層なので

場に浸透させていく際に見られる、初期市場から

はないだろうか。

メインストリーム市場への移行を阻害するものと

そのボリュームゾーンに「是非行きたい」と思

される。

わせるためには、まだ何かが足りなかったのであ

すなわち、キャズム理論ではアーリーアダプタ

る。

ーとアーリーマジョリティでは要求が異なってお
り、キャズムを超えてメインストリーム市場に移

３. ティッピング・ポイント

行するためには自社製品の普及段階に応じて、マ

マルコム・グラッドウェル(2000）によると、
マルコム・グラッドウェル

ーケティングアプローチを変えていくことが必要
えていくことが必要

アーリーアダプターからアーリーマジ
アーリーアダプターからアーリーマジョリティへ

だと説いている。

移 行 す る 時 点 で 、“ ブ レ ー ク ス ル ー
（Breakthrough：不連続な拡大時期）
”
が発生する。
これをティッピング・ポイント（
これをティッピング・ポイント（Tipping Point：
小さな変化が大きな変化を生み出す点）
とも言う。
「ティッピング・ポイント」とは、あるアイデ
アや流行、もしくは社会的行動が、敷居を越えて
一気に流れ出し、野火のように広がる劇的瞬間の
こと。先のキャズム理論で言えば、
”深い溝”を超

図 3 アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間
アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間の“深
い溝”
（出所：「キャズム―ハイテクをブレイクさせる「超」マ
ハイテクをブレイクさせる「超」マ
ーケティング理論」）

えて、一気に「ブーム」を引き起こすキッカケの
ことである。

キャズム理論はハイテク市場のマーケティン
グ理論ではあるが、新しいものごと
グ理論ではあるが、新しいものごと(技術、製品、
サービス等)を普及させる際の参考になる。
を普及させる際の参考になる。
新形態のイベントであるパブリックビューイ
ングにあてはめてみた場合、イノベーター
イノベーター=「新し
いことだから、行きたい」
、アーリーアダプター
、アーリーアダプター=
「面白そうだから、行ってもいい」
、ここまでが、
図 4 ティッピング・ポイント
(出所:マルコム・グラッドウェル「急に売れ始めるには
マルコム・グラッドウェル「急に売れ始めるには
ワケがある ネットワーク理論が明らかにする口コミ
の法則」)

パブリックビューイングに「行ってもいい」とい
うファンであろう。前述のチケット販売数で言え
ば、約 8,000 席の人にあたる。国立競技場のキャ
パシティ約 50,000 席のちょうど 16%
16%であり、ロジ

グラッドウェル(2000)は、ティッピング・ポイ
は、ティッピング・ポイ

ャーズが唱えるイノベーターとアーリーアダプタ

ントには、以下の 3 つの要素が存在するとした。

ーを合わせた層への普及率=16％という数字に符
％という数字に符

① 少数者の法則(少数の感染集団（
少数の感染集団（150 人）の

合することに大変興味が持てる。

存在)

イノベーターとアーリーアダプターは、応援に
ダプターは、応援に

② 粘りの要素(感染的な記憶に残るメッセー
感染的な記憶に残るメッセー

熱心で行動的なサッカーファン層であり、
「国立競

ジの存在)
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③ 背景の力(感染が起きる“時”と“場所”

ットワークとは、多くの人が互いに均等に結び付

と“状態”に敏感に反応する環境条件の存在)

きあっている「蜘蛛の巣」状ではなく、インフル

少数者については、数は極めて少ないが、影響

エンサーと呼ばれる人を中心とした「スポーク」

力を持つ人物ということであり、現代的に言えば

状なのである。

13）

インフルエンサー

のことである。

ティッピング・ポイントとなる人物の特性は、

大量の同一の
メッセージ
送り手

① コネクター（媒介者）

記

人脈が広く、
お互いが望むような、
人と人、
解

人と物の出会いを演出できる人。
解

② メイブン（通人）

号

化

＜大衆の受け手＞
＜多くの単独の受け手＞
それぞれ解読し、
解釈し、記号化している

釈

読
＜集団をなしている受け手＞
それぞれが集団とかかわってい
てその中でメッセージが再解読さ
れ、またしばしば行動が起こる

情報通。膨大な情報力と、その選択肢の中
から何を選べば良いか判断（目利き）できる

推論的な
フィードバック

人。

ニュース・ソースや芸術ソース
からのインプット

③ セールスマン
図 5 マクウェールとウインダールのコミュニケーション過
程のモデル(出所:D.マクウェール、S.ウインダール
「コミュニケーション・モデルズ」1986 を参考）
（参考文献：小坂善治郎「地域計画と情報戦略」中
央学院大学情報研究所 1997）

人やモノの魅力を伝えるのがうまく、難し
いことでも分かりやすく説明できる人。
であると言う。
これは、キャズムを超えて大きく流行させるた
めには、アーリーアダプターとアーリーマジョリ

パブリックビューイングの事例で言えば、キャ

ティの間に媒介者が必要であり、そのためには人

ズムを超えて大きく流行させるためには、アーリ

脈のある人、目利きができる人、敏腕セールスマ

ーアダプターとアーリーマジョリティの間に、媒

ン等の特性を持った人物が、
「火付け役」として必

介者であるインフルエンサーが「火付け役」とし

要であるということである。

て必要であった。
現代的なインフルエンサーとして考えられる

Ⅴ．研究の結果

職種については、

D.マクウェールと S.ウインダール(1986)のコ

① タレント/ロールモデル(有名人) ※憧れ

ミュニケーション過程のモデルによると、大量の

② オーソリティ（専門家）※信頼

同一のメッセージを受け取る大衆の中でも、多く

③ アルファブロガー（Web ライター）※信用

の単独の受け手は、それぞれが解読し、解釈し、

等が挙げられるが、パブリックビューイングの

記号化している。集団をなしている受け手は、そ

場合でも、2002 FIFA ワールドカップ 日韓大会

れぞれが集団と関わっていて、その中でメッセー

が開幕した 5 月 31 日から、
猛烈な勢いでサッカー

ジが再解読され、またしばしば行動が起こるとい

を愛する有名タレント、プロのサッカー評論家、

う。

サッカー好きなアルファブロガー達が、
”
特別な感

集団をなしている受け手=ここでは、インフル

動体験共有の場”としてパブリックビューイング

エンサーを中心とするネットワークとすると、影

を語り出し、
「日本代表戦は、(家でテレビ観戦な

響力のあるインフルエンサーからのメッセージは、 どしていないで)国立へ行って応援しよう」
とのム
多分に受け手の解読、解釈、行動に影響を与える

ードが一気に爆発した。初戦ベルギー戦まで、そ

ことが予想できる。

の間わずか 4 日である。

ティッピング・ポイントは「変化の点」である

ティッピング・ポイントの 3 つの要素で言え

と同時に、その発生も「点」から起こる。人のネ

ば、
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① 少数者の法則(少数の感染集団（150 人）の

Ⅵ．研究の考察

存在)
=サッカー好きな強力なインフルエンサー達

池内一(1968)は、流行の始まりから終わりまで

の存在。

を次の 5 段階に分けている。

② 粘りの要素(感染的な記憶に残るメッセー

① 潜在期:

ジの存在)

新しいものが生み出され、限られた少数の

=「国立で闘う」と言うコピーを掲げ、
「観戦」

人々によって試される。

に行くのではなく、
日本代表と共に闘う
「共

② 初発期:

戦」
をコンセプトにし、
”
自分ごと”
にした。

多くの人に知られ、次第に取り入れる人が現

③ 背景の力(感染が起きる“時”と“場所”

れる。普及の伸びは比較的鈍い。

と“状態”に敏感に反応する環境条件の存在)

③ 急騰期:

=まさに、ワールドカップが開幕した臨戦状

新しいものへの抵抗や警戒の弱まりと、取り

態の高揚気分と、サッカーの聖地 国立競

入れる人の増加とが相互に影響しあいながら、

技場に日本代表と同じ蒼いユニフォームを

急激にひろがっていく。

着て、同じ思いの熱いファンが 5 万人も集

④ 停滞期:

うというスペクタクル性。

伸びが鈍くなる。

ということであろう。

⑤ 衰退期:

日本代表初戦の日(6 月 4 日)、国立競技場の開

取り入れる人よりもやめる人の方が上回る。

場時間 16:00 のはるか以前、前日の夜からの徹夜

ハイテク製品のヒットの成長曲線=キャズム理

組も含め、数千人のファンが当日券を求めて行列

論。流行(ブーム)の成長曲線=5 段階理論。
「ヒッ

をつくった。結果、パブリックビューイング初戦

ト」と「ブーム」は違うと前述したが、実は、2

ベルギー戦の入場者数は、ほぼ超満員の 48,000

つの線形には大いなる類似性があるということが

人となった。

分かる。

試合会場でない場所に集まった大観衆が１つ

南博(1957)は、流行には①物の流行、②行為の

の大型ビジョンを見つめ、熱狂的に応援し、一喜

流行、③思想の流行の 3 種類があるという。
「ヒッ

一憂するシーンは、日本全国のみならず世界中か

ト」は”便利さ”が当たった状態、
「ブーム」は多

ら取材に集まった約 120 社・300 人のメディアに

分に心理的な”ムード”が流行っている状態とし

よって、広く世界中に配信され、一種の社会現象

た場合に、物の機能が大衆に受け入れられた状態

になった

14）

。

を「ヒット」
、物でも機能上の便利さ等は無くて大

初戦のニュースを観た、聞いた、読んだ人達が

衆に受け入れ、社会現象にまでなった状態を「ブ

パブリックビューイングの面白さに気付き、続く

ーム」(例:少し古い事例だが、1990 年代初頭、日

ロシア戦、チュニジア戦までのチケットは、文字

本の女子高生の間で大ブームとなったルーズソッ

通りあっと言う間に完売した。

クスは、機能性や便利さで流行った訳では無い)

日本代表も自国開催ということで奮闘し、予選

と言えるのではないか。行為や思想の流行につい

リーグを勝ち上がったため、決勝トーナメント初

ても、全くナンセンスなこと(例:流行語やフリ)

戦トルコ戦のパブリックビューイング開催を決定

でさえ、大ブームになることがある。

したが、もちろん、このチケットも即座に完売し

そう考えると、「ヒット」と「ブーム」は異な

た。まさに、パブリックビューイングがキャズム

る概念ではあっても、その成長の線形には、極め

を超え、
「ブーム」となったことを実感した。

て類似性があると言えよう。
キャズム理論と流行(ブーム)の 5 段階理論を併
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せると、いわゆる「ブームの一生」が見えてくる。

■「ブームの一生」イメージ

「ブームの一生」は、

素地・背景・要因 (土壌)

① 潜在期:

＋

初めは小さな点として、身内や仲間内での

小さな兆し (芽)

得意や自慢として芽生える。(イノベーター)

※”深い溝”「キャズム」

② 初初期:

キッカケ「ティッピング・ポイント」

続いて、点と点がくっついて、小さな塊が

×

でき、連携してゆく。(アーリーアダプター)

時代のムード (風)

そこへ、何かひとつのキッカケが起こる。

↓

イベントやテレビ等のマスコミ、web でのニ

ブーム (増殖)

ュースを見た影響力のある人物が発言し始め、
クチコミしたくなるネタとなる。
(インフルエ

広く行き渡ると、廃る
このイメージを基に、「ブーム」を起こすため

ンサーによるティッピング・ポイント)

に必要なことを考えてみる。

③ 急騰期:

まず、世の中の素地・背景・要因(土壌)に注目

「何々が、流行っているらしい」自分の周

したテーマの設定。

りでそう言われることが続くと、余計に目に

小さな兆し(芽)を見逃さない実施タイミング。

付き、流行っているように思えてくる。(アー

“深い溝”「キャズム」を超えるため、キッカ

リーマジョリティ)

ケ「ティッピング・ポイント」の仕掛け。それは、

④ 停滞期:

話題のイベントや興味を引く出来事で、大きくマ

流行ってはいるが、一時期の勢いが無く、

スコミに取り上げられることで、インフルエンサ

伸び率が鈍ってくる。(レイトマジョリティ)

ーが動き出す。

⑤ 衰退期:

そして、時代のムード(風)に乗ると、ブームに

流行っている様子を冷静に見ていた人も、

なる。(増殖)

やっと重い腰を上げて参加する。(ラガード)

そして、ブームはいつか終わる。

この頃には、すでに、ブームの衰退は決定的

パブリックビューイングの場合も、初開催の

となっていることが多い。

2002 年は、商業ベースの開催は国立競技場でだけ

「ヒットならば計算して生み出すことは可能

であったが、2010 年は、東京ドームをはじめ、大

だが、ブームを意図的に創るのは難しい」
。
「ブー

手企業・大会場による新規参入が相次ぎ、いわゆ

ム」については、なぜ起こるのか、いつ起こるの

る興行的なライバルが一気に増えた。そうすると

か、どこで起こるのか等のメカニズムが分からな

特別なイベントでは無くなる。そうするとファン

い=解明されていない、と先に述べた。もちろん、

に飽きられる、というブーム終焉の前兆が見られ

まだまだ解明されているとは言えないが、
「ブーム」 たのではないだろうか。
の骨格らしきものは見えてきた感じである。
2010 年の国立競技場の動員は 19,000 人であり、
自分の関わるビジネスで「ブーム」を起こした

関東圏でいくつも数万人規模大会場で開催され分

い。イベントに限らず、エンタティメントや製品・

散したからという理由もあろうが、パブリックビ

サービスに関わる人にとって、最大の目標の一つ

ューイングという興行形態自体のもの珍しさが薄

であると思われる。一見不思議な現象「ブーム」

れてきているのも確かであろう。

も、設計して仕掛けることで生み出せるような時

ブームはいつか終わる。しかし、そこから日常

代がやってくるかもしれない。

に定着する”幸せなブーム”というものも存在す
る。元カメラジャーナル誌編集長
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中川右介

(2004)によると、

われることの無い参加性・同時性を高めることが

「爆発的なブームを経て、そこから完全に日常

可能となる。リアルメディアの王者=イベントも、
可能となる。リアルメディアの王者

に定着させることができれば、それにこしたこと

ソーシャルメディアをフルに使いこなすことで、

はない。商品の場合なら『定番もの』となること

空間を超え、
参加者=体験者の数を比例級数的に増
体験者の数を比例級数的に増

だ。
」と述べ、事例としてカラオケを挙げている。

やすことができると思われる。

「カラオケは『いつかは終わる』という『ブーム
の壁』を乗り越え、日常に定着したもの。ブーム
の理想的な発展的解消の仕方」と述べている。
このように、パブリックビューイングも、ビッ
パブリックビューイングも、ビッ
グイベントに付きものの「定番もの」として今後
も繁栄してもらいたいイベント形態である。
Ⅶ．今後の課題
該当ジャンルに「ファン」が全く存在しないこ

図 6 パブリックビューイングでの Twitter つぶやき上映イメージ

とには始まらないが、
「ファン」
がいるだけでは
「ブ

Twitter、Facebook、Mixi
Mixi 等のソーシャルメデ

ーム」は起こらない。
「ファン」に強い影響を与え

ィアが全盛、生活者とのコミュニケーション、広

る「火付け役」が必要であることは述べた。

告の有り方が大きく変わって来たことを受け、

ブームを生み出す重要なティッピング・ポイン

2011 年 1 月 31 日、サトナオ・オープン・ラボ 16)

トであるインフルエンサーとは、クチコミ発信人

から、新消費行動モデル概念「
新消費行動モデル概念「SHIPS」が発表され

間のことである。同じことを発言しても、一般人

た。

と比べ、伝わり方が格段に違う。

「SIPS」とは、これからのソーシャルメディア
」とは、これからのソーシャルメディア

従来クチコミは、家族・友人・同僚など、知
従来クチコミは、家族・友人・同僚など、知人

に対応した生活者消費行動を捉える概念として、

枠内でのリアルなコミュニケーションである。一

「 共 感 す る （ Sympathize ）」 → 「 確 認 す る

人の人が連絡を取るこができるのは平均 200〜

（Identify）
）
」→「参加する（
」→「参加する（Participate）
」 →

300 人、多い人でも 1,000 人と言われていたが、

「共有・拡散する（Share
Share & Spread）
Spread 」と整理され

ソーシャルメディアの登場で、10〜
〜1000 倍以上に

たもの。

なった。
2010 年のパブリックビューイングで初めての
試みとして、世界的に普及が進んでいるソーシャ
ルメディア Twitter15）での応援メッセージを受け
付けた。
本戦時には、遠く南アフリカの日本代表戦会場
に参加したサポーターから、またパブリックビュ
ーイングに参加したサポーターからの”
ーイングに参加したサポーターからの”Tweet=つ
ぶやき”をリアルタイムに受け付け、国立競技場
受け付け、国立競技場
の大型映像に、折を見て上映した。
ィアの進歩に対応したイベントのあり方を考察し

図 7 来るべきソーシャルメディア時代の新しい生活者消
費行動モデル概念「SIPS
SIPS」
(出所:電通ホームページ
電通ホームページ)

てゆくことで、爆発的なブームの仕掛けや、空間

「SIPS」では、
」では、
「共感（
「共感（Sympathize）
」が全ての

の限界性(会場のキャパシティに制限される
会場のキャパシティに制限される)に捉

入口となる。このモデルでは、購買を伴わない行

これからの時代は、このようなソーシャルメデ

48

動も「参加（Participate）
」と呼び、友人・知人

なるため、周辺に多くの住宅地を抱える国立競

に対する「共有（Share）
」行動が様々なつながり

技場での開催が許可されず、埼玉スタジアム

に「拡散（Spread）
」して、さらに共感を生み出し

2002 で開催。日本代表の予選リーグ 3 試合のパ

ていくとする。

ブリックビューイングを実施した。

「SIPS」モデルは、まだ発表されたばかりで、

５）2010 年 4 月 7 日 日本 0-3 セルビア、5 月 24

有用性について今後、実際のビジネスで実践検証

日 日本 0-2 韓国、5 月 30 日 日本 1-2 イング

していきたいが、
“共感社会”という、近い未来が

ランド、6 月 4 日 日本 0-2 コートジボワール

イメージできる。

と、日本代表は国際 A マッチ 4 連敗

イベントの対象者とのコミュニケーションも、

６）準拠集団（英語:reference group）とは、社

「共感」からスタート、ファンになってもらい「参

会学、社会心理学の用語。人の価値観、信念、

加」
、
最終的にはファンが勝手に盛り上がる(自走)

態度、行動などに強い影響を与える集団の事。

ことで「共有・拡散」しブームになる。このよう

家族、地域、学校、職場など。構成員に対して、

なシナリオが必要な時代が来るのではないだろう

「かくあるべき」との規範を科すのが特徴。

か。

７）オポチュニズム（英語:opportunism）とは、

イベントが生起する「ファン」と「ブーム」に

言動や主張に一貫性がなく、その時々の当人の”

ついて、今後ますます実践研究・検証を行ってい

ご都合”(=その場の状況や雰囲気)に流されて

きたい。

行動する様のこと。それを蔑みつつ指している
語。類義語に日和見主義がある。

注

８）ブーム（英語:Boom）とは、虫の羽の音を表現

１）2002 FIFA ワールドカップ 日韓大会は、2002

するオランダ語「Bommen（ボメン）
」が、14 世

年 5 月 31 日から 6 月 30 日にかけて、日本と韓

紀頃になって英語圏でも使われるようになり、

国で共同開催された。

17 世紀になると船の帆が開いて唸り声をあげ

２）日本の国立競技場（ナショナルスタジアム）
。

ながら進む様子を意味するようになった。19 世

正式名称は、国立霞ヶ丘競技場。1964 年の東京

紀頃、景気や商売などが発達することを意味す

オリンピックの開会式の会場。陸上競技、ラグ

る名詞になった。

ビー、サッカーで、これまでに名勝負が繰り返

９）ヒット学とは、デジタルハリウッド大学大学

されてきた。日本サッカー界にとっては、天皇

院客員教授 吉田就彦が提唱する学問領域。商

杯決勝や高校サッカー選手権大会決勝をはじ

品やサービスに欠かせないヒット作りにあた

め、(旧)トヨタカップ等、主要な国際大会や代

って、ヒットは「時代のニーズ」など 5 つのヒ

表戦等が試合を行う「聖地」と位置付けられて

ット要因とそれを構成する 20 のキーワードで

いる。

表すことができる。また、それらの要因を有効

３）ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)

に生かす 6 つの法則（セオリー）等を研究して

は、国際野球連盟(IBAF)によって認可された、

いる。

メジャーリーグベースボール(MLB)機構と MLB

10）スモールワールド・ネットワークとは、1967

選手会が主催する、野球の世界一決定戦。第 1

年、社会心理学者ミルグラムによって、「ファ

回は 2006 年、第 2 回は 2009 年にアメリカで開

ーストネームで呼び合う知人を介して手紙を

催され、両大会とも日本が優勝している。

ターゲットに届ける」という実験が行われたこ

４）2006 FIFA ワールドカップ ドイツ大会の際

とに端を発する。実験結果は平均して６ステッ

は、開催国がヨーロッパ・ドイツのため時差が

プでターゲットに到達、通常、友人同士は狭い

あり、日本での本戦実施時間が深夜〜明け方と

コミュニティを形成するため小さなクラスタ
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ーを形成するが、これらの制約を超えてお互い

ーティブ・ディレクター佐藤尚之（通称：さと

に少ない数で繋がることができる。この結果か

なお）をリーダーとして、生活者視点の次世代

ら、「世界は小さい（It's a small world．）=

型ソリューションを考察するユニット。

スモールワールド」と名付けられた。

http://www.dentsu.co.jp/sips/

現在注目を浴びているのは、コーネル大学の
2 人の数学者、ダンカン・ワッツとスティーヴ
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