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1．はじめに 

 インターネットの発達により、私たちを取り巻く情報環境は⼤きく変化した。スマートフ
ォンが普及し、誰もが SNS を利⽤してコミュニケーションを⾏うようになり、消費者間で
も情報の伝達・共有が容易になった。20代の 87.1％が SNS を利⽤しオンライン上で他者と
のコミュニケーションを⾏う（総務省，2019，340 ⾴）ほか、以前までは製品やサービスの
情報を得るには、メディアを介した企業による広告が中⼼であったが、昨今ではいわゆるク
チコミ1が多くの商品・サービスについて投稿されている。さらには、オンラインでは共通
の興味関⼼を持つ他者と交流しつながることができる。⾝近には共通の興味関⼼を持つよ
うな友⼈・知⼈がいなくても、インターネットを通じてそのような⼈と出会い、情報を共有
することが可能となった。このように、消費者は様々な⽅法で、製品・サービスについての
情報を⼊⼿することが可能になった。すなわち、顧客がより広い場⾯で製品・サービスの価
値付けや評価を⾏いそれを拡散する役割を担う時代へと移り変わったのである。 

SNS の普及と同様に、近年勢いを増すのが、⼤阪のテーマパークであるユニバーサル・
スタジオ・ジャパンである。2001年に開園し、⼀時低迷したものの 2010年からは右肩上が
りの成⻑を⾒せている2。様々な新規プロジェクトを連続してヒットさせ続け、その 2011年
から 2015年にかけての５年間の新規プロジェクトの成功確率は実に 97％を超える(森岡，
2016，3 ⾴）。パーク内にゾンビが現れるハロウィン・ホラー・ナイト、⽇本を代表するキ
ャラクターとコラボし期間限定のアトラクションや装飾が⾏われるクール・ジャパンなど
のイベントが開催された。来場者数は過去最低まで下がった 2009年から毎年増加し、2014
年度には 1270万⼈が来園、開業年度の 1100万⼈の数字を開業以来初めて上回り以降も集
客数を伸ばした(森岡，2016，2 ⾴)。 

この論⽂では、特定の場・SNS に基づく澁⾕(2017)の消費者間コミュニケーションの分
類と、消費者の⾏動と企業の接点を導出するコンタクト・ポイントの輪/カスタマー・ジャ
ーニーの２つの既存研究に基づき、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン訪問に際する消費者
の⾏動を明⽰化していく。 
現代的な消費者の⾏動実態を分析する⽅法として、2019 年と 2020 年の過去２年間にユ

ニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪問した計５名に対してインタビューを⾏う。結果から
先⾏研究の批判を⾏うとともに、明らかとなった⾏動実態に基づき新しい消費者⾏動プロ
セスを作成しその特徴を⾒つける。 

 
 

                                                        
1 クチコミとは、「個⼈が他の個⼈に向けて発する企業情報や製品情報のこと」である(松井・⻄川，
2016)。 
2 「USJ の年度別来場者数」の推移をみると、2009年度から 2015年度にかけて来場者数が右肩上がりで
あることがわかる（森岡，2016，27 ⾴）。 
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2．先⾏研究 

2.1．特定の場や特定の SNS から⾒た分類 
 インターネットが普及した現代、⼈が他者とコミュニケーションや交流を⾏う場やツー
ルは様々である。多様化したコミュニケーションの形態には、どのようなものがあるのだろ
うか。澁⾕(2017)は、その多岐にわたるコミュニケーションの形態を⼤きく４つに分類した。
それが図１である。横軸には「ソーシャルグラフ/インタレストグラフ」のコミュニケーシ
ョンを⾏う個⼈間の関係性が、縦軸には「オンライン/オフライン」のコミュニケーション
を⾏う場が⽰されている。 
 
図１ 個⼈間コミュニケーションの分類 

 

（澁⾕，2017，24 ⾴をもとに筆者作成） 
 

横軸における関係性は、ソーシャルグラフとインタレストグラフに分かれている。ソーシ
ャルグラフとは、個⼈間または個⼈と組織の間における互いを認識した社会的関係のこと
である。⼀⽅、インタレストグラフとは、興味・関⼼、態度、信念、嗜好などが近い消費者
間の⼀⽅向または 双⽅向における社会的関係を持たない者同⼠、すなわち他⼈同⼠の結び
つきである。以下で、澁⾕(2017)に基づき、各領域の特徴を挙げる。 
領域Ⅰは、オフライン×ソーシャルグラフのコミュニケーションである。このコミュニケ

ーションが⾏われる場の例として、職場や学校、家庭、地域コミュニティが挙げられる。知
り合い同⼠が対⾯で⾏うコミュニケーションがこれに当たる。消費者間のコミュニケーシ
ョンの⼤部分は、領域Ⅰにて⾏われているとされており、およそ６割が領域Ⅰに当たる対⾯
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での会話である(総務省，2015，82 ⾴）。 
領域Ⅱは、オフライン×インタレストグラフのコミュニケーションである。このコミュニ

ケーションが⾏われる場の例として、ファンクラブ、同好会、オフ会、ブランドコミュニテ
ィ、集会が挙げられる。また、⼈から流れてくる「噂」がこのコミュニケーションに当たる
場合もある。⾒知らぬ⼈が話している情報を聴き、それを他者に伝えれば、それは共通の興
味・関⼼のみでつながった⾒知らぬ⼈同⼠で情報を交換したオフラインインタラクション
ととらえられる。これらのインタラクションについては、下部でその実態を深堀している。 
 領域Ⅲは、オンライン×ソーシャルグラフのコミュニケーションである。プラットフォー
ムの例として、Instagramや Facebook、LINEが挙げられているように、主に SNS を通じ
たやり取りである。フォローし、承認を受けた相⼿にメッセージを送るという具体的なコミ
ュニケーションの通路がある。オンラインにおける対話とは異なり、この領域においては、
友達承認が⾏われた個⼈間で、⽚⽅の⼈から⼀⽅的にメッセージが送られてくる。SNS の
フィード（投稿欄や受信メッセージのリスト画⾯）で閲覧できるメッセージや投稿はこれに
あたる。すなわち、受信者は⼀般的にメッセージやその投稿に対して受動的であり、受信し
た情報に関しては低関与であるとされている。 
 領域Ⅳは、オンライン×インタレストグラフのコミュニケーションである。プラットフォ
ームの例として、クックパッドや Amazon、⾷べログ、2ch、Pinterest、@cosme が挙げら
れる。この領域におけるやり取りは、領域Ⅲとは異なり、発信者から発信された情報が直接
受信者に届くわけではないので、受信者が⾃ら必要な時に、その興味関⼼に応じて検索し、
閲覧して初めてやり取りが成⽴する。よって、受信者は得られた情報に関しても⽐較的⾼関
与であるとされている。そのためこの領域では、情報収集のみを⽬的として、対象のコミュ
ニケーションや議論には参加しない「潜伏」という参加スタイルが存在する。 
 図１の例で挙げられているように、ソーシャルメディアの発達により、インタレストグラ
フの領域におけるコミュニケーションの場が増加した。ソーシャルメディアでつながった
⾯識のない他⼈同⼠の間で、製品・サービスの情報や経験知識を共有がなされている。実際
に、福井(2018)によれば 83.5％もの若者が趣味や娯楽の情報収集を⽬的として SNS を利⽤
しているほか、松井・⻄川(2016)によれば「レジャー・旅⾏」や「飲⾷店・レストラン」の
決定において半数以上の消費者がクチコミを参考にすることがわかっている。しかし、これ
らはすべて領域Ⅳのオンライン×インタレストグラフにおけるコミュニケーションまたは
「潜伏」⾏為である。 
渋⾕(2017)によれば、領域Ⅱ、すなわちインタレストグラフでつながった他⼈同⼠のオフ

ラインでのコミュニケーションが⾏われる場⾯は、極めて稀である。澁⾕は、領域Ⅱでつな
がる場にいる者の特徴として、あるものに対し強い関⼼をもち、それを共有したいという状
況にあるという点を挙げ、それによって結びつく⼈々の関係は⼀時的であるとした。論⽂中
では「噂」が例として挙げられたが、先⾏研究によって⾚の他⼈にそれらを伝える⼈は 2.2％
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と⾮常に低い割合であった3。 
 
2.2．ユーザーの視点から⾒た実際の使いこなしと使い分け 

消費者のインタラクションは、いつだれとどのように⾏われているのか。購買に際するイ
ンタラクションの実態とその流れを、それぞれ企業視点とユーザー視点でモデル化してい
る「コンタクト・ポイント」と「カスタマー・ジャーニー」の考え⽅を取り⼊れたい。 
 
2.2.1．コンタクト・ポイント 
 コンタクト・ポイントとは、ブランドとステークホルダーが接触する場⾯のことであり、
これには、ブランドが顧客などのステークホルダーと相互作⽤を⾏い、ステークホルダーに
何らかの印象を残すすべてのケースが当てはまる(デイビス＆マイケル，2004，52 ⾴)。企
業視点でステークホルダーとのあらゆる接点を考えるコンタクト・ポイントの考え⽅では、
もちろんステークホルダーとしての顧客・消費者との接点も含まれる。デイビス＆マイケル
(2004)によれば、コンタクト・ポイントは、ブランドと顧客の関係に基づいて、４つに分類
ができる。それを表したものが以下の図３である。 
 
図２ コンタクト・ポイントの輪 

  
（デイビス＆マイケル，2004，54 ⾴をもとに筆者作成） 

 図３のように、購買の流れによって購買前、購買時、購買後に体験を３分し、それを取り
囲む形で影響コンタクト・ポイントが置かれている。コンタクト・ポイント全体が、輪のよ
                                                        
3 表２「ニュースについてコミュニケーションをした相⼿」における「ニュースを家族・友⼈・知⼈以外
に伝えた⽐率」の平均値 2.2％に基づく。（澁⾕，2017，30 ⾴） 
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うに表されるのは、顧客とブランドの関係が継続的であるという視点にたっているからで
ある。以降、デイビス＆マイケル(2004)に基づいて、各カテゴリーについて説明していき
たい。 
購買前コンタクト・ポイントは、購買前体験に際するコンタクト・ポイントである。「⾒
込み客が購買に向けて、そのブランドを最終的に絞られた購買候補に含めるか否かを決定
する際に⼤きな影響⼒を持つ（ように企業が設定する）⼀連のコンタクト・ポイント」で、
例として、広告、クチコミ、DM、インターネットなどが挙げられる。 
購買時コンタクト・ポイントは、購買体験中に際するコンタクト・ポイントである。「顧
客をブランドの考慮から実際の購買に⾄らせるすべてのコンタクト・ポイント」であり、例
として、現場営業部隊、実際の店舗、顧客担当者のコンタクトなどが挙げられる。 
購買後コンタクト・ポイントは、「販売の後で利⽤され、購買決定を補強するすべてのコ

ンタクト・ポイント」で、製品・サービスの利⽤もこれに含まれる。例として、製品の設
置、顧客サービス、製品保証とリベート、顧客満⾜度調査、定期メンテナンス、ブランド関
連製品・サービスの更新通知などが挙げられる。 

影響コンタクト・ポイントは、「顧客その他のステークホルダーに間接的にブランドを印
象付ける働きを持つすべてのコンタクト・ポイント」である。例として、マニュアル・リポ
ート、既存あるいは過去の顧客、採⽤関連資料などが挙げられる。 
上記４つのカテゴリー分けは曖昧になるものが多いが、ブランドの構築・強化に重要と

なるのは、①コンタクト・ポイントあらいだすこと、②洗い出したコンタクト・ポイントを
評価付けを⾏うこと、③その評価に応じて優先順位を定めることの３つを、対象の製品・
サービスについて⾏うことであるとデイビス＆マイケル(2004)はまとめた。 
 
2.2.2．カスタマー・ジャーニー 
⻄川・澁⾕（2019）によれば、カスタマー・ジャーニーとは、消費者が製品やサービスを

知り、情報を集め、購⼊・使⽤し、その体験をシェアするまでのプロセスである。縦軸（顧
客層）と横軸（意思決定プロセス）を置き、その接点を対象となる製品・サービスと消費者
層とのタッチポイントと捉える。各タッチポイントにおいて、どのような情報をどのような
メディアから参照するのか消費者の具体的な⾏動を記載することで、ひとつのカスタマー・
ジャーニーが成⽴する。以下図２が、対象のサービスとしてレストランを⽤いた場合のカス
タマー・ジャーニーである。 
 
図３ カスタマー・ジャーニーとタッチポイントの⼀例 
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（⻄川・澁⾕，2019，27 ⾴をもとに筆者作成） 
 
縦軸の消費者層の各⾏は、製品・サービスの使⽤・利⽤経験に基づいてセグメント化が⾏
われているもので、各セグメントに属する消費者層の態度変容に応じて、最適なメディアと
コミュニケーション・チャネルを⽤いる必要がある。実際に図２をみると、(a)から(d)へと
下のセグメントになるにつれて、対象のレストランへの態度が⾼くなっている。(a)に属す
るレストランを知らない層は、購買意思決定プロセスの⾏動の段階で、(b)のレストランを
知っている層に合流する。すなわち、⾏動から推奨にかけては(a)と(b)のセグメントは同様
のプロセスを⾏いうるとされていることがわかる。このように、各セグメントは別のように
思えても、タッチポイントが⼀致する場合も考えられるのである。 
現代では、ネットとリアルを⾏き来が可能なオムニチャネルの浸透によって消費者の⾏

動範囲が広がったことを受け、オンラインとオフライン両⽅を加味したカスタマー・ジャー
ニーの作成は企業にとって困難になりつつある(⻄川・澁⾕，2019，135-136 ⾴)。 
 
2.3．意義と限界 
2.3.1．消費者間コミュニケーションの４分類 
 先⾏研究によって、⽇常的なあらゆる場⾯のコミュニケーションを４つに分類すること
ができ、かつ各分類の特徴を明⽰化がなされた。オフラインとオンラインというコミュニケ
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ーションが⾏われる「場」の軸と、インタレストグラフとソーシャルグラフという新たに注
⽬されるコミュニケーションの「タイプ」の軸の２軸に分けて⾏われたこの４分類は、スマ
ートフォンや SNS が普及した現代の⽣活様式に沿った分類だといえる。 

しかし、４分類のコミュニケーションそのものの内容や相互関係は検証されていない。こ
れが限界として挙げられる。⼈は、限られた時間軸においても並⾏してあらゆるコミュニケ
ーションを⾏うものである。ある情報をいつどのような形で⼊⼿し、それをどのように利⽤
するのかを分析するとコミュニケーションの４分類に相互関係が⽣じていてもおかしくは
ない。実際のある⼀定の時間軸に置き換え、とられるコミュニケーションとその内容を観察
すると、新たな発⾒があると考えられる。 

また、図１において例として挙げられている各コミュニティ・プラットフォーム(LINEや
Instagram など)が、図１の分類の通りに機能していないことも予想される。図１において
は Twitterが領域Ⅲと領域Ⅳの中間に分類されている。Twitter以外の SNS も利⽤実態を検
証すれば 2017年時点とは異なる領域に分類されるのではないだろうか。 
 
2.3.2．インタレストグラフインタラクションの可能性 
加えて、論⽂中では、インタレストグラフのコミュニケーションの伝播可能性が検討され

ていた。オフライン×インタレストグラフのコミュニケーションとしては、うわさと流⾔が、
オンライン×インタレストグラフのコミュニケーションとしては、潜伏者が例として挙げ
られ、その実態が明らかとなった。結果として、インタレストグラフに基づいたインタラク
ションにおいては、主に情報取得を⽬的としているため相互のコミュニケーションが⾏わ
れることは極めて少ないことがわかった。 
 しかし、コミュニケーションの形は⽇々進化しているとともに、テーマパークのような⾮
⽇常的な場合であれば、他者との新しい関わり⽅が⽣まれていてもおかしくない。うわさや
流⾔、潜伏⾏動だけにとどまらず、インタレストグラフによって結びついた他者との新しい
関わり⽅も存在するのではないか。 
 
2.3.3．時間軸の縛り 
 コンタクト・ポイントの輪によって、企業（ブランド）とステークホルダーとの間のイン
タラクションを⻑期的な視野でまとめることができる。また、カスタマー・ジャーニーを作
成すると、購買意思決定プロセスの時間軸内での消費者の⾏動様式が明⽰化される。いずれ
においても企業と消費者の接点(タッチ・ポイント)を導出することができ、各タッチポイン
トを評価付けし、その優先順位づけを⾏えば、より効率的な資源配分が可能である。 

しかし、前者は企業⽬線のインタラクションをコンタクト・ポイントとして挙げ作成され
るものである。よって、消費者が⼀ステークホルダーとして扱われているため、その細かな
⾏動実態が加味されていない。また、後者は消費者視点でその⾏動を列挙しているものの、
購買意思決定プロセスの時間軸内の⾏動に留まり⻑期的なものではない。加えて、ソーシャ
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ルメディアの発達やオムニチャネル化により、消費者の⾏動の幅がオンラインオフライン
を問わず広がったことを踏まえると、消費者を価値創造者として中⼼としたモデルが必要
である。消費者の新たな消費活動のプロセスを導出することができるのではないか。 
 
2.4．リサーチクエスチョン 
 以上の限界を踏まえ、以下では具体的な分析をおこなう。改めて、リサーチクエスチョン
は⼤きく 3つである。(1)消費者間コミュニケーションの実態はどのようなものか。利⽤さ
れるツールやコミュニケーションの内容は先⾏研究と相違点は何か。(2)⾮⽇常的な空間に
おけるインタレストグラフインタラクションはどのようなものが存在するか。また、⽇常の
ものとの相違点は何か。(3)⼀定の時間軸の中で、消費者が⾏いうる⾏動プロセスはどのよ
うなものか。新しい⾏動様式や他者とのインタラクションが⽣じるのではないか。以上３つ
のリサーチクエスチョンをもとに、実際に⾏った分析とその結果を以下で論じたい。 
 

3．インタビュー分析〜USJ 訪問に際した他者とのインタラクション 

3.1．調査対象と⼿法 
今回インタビューの対象観光地としてユニバーサル・スタジオ・ジャパンを選択した。ユ

ニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2014年から 2016年にかけて、3年連続で過去最⾼の
来場者数を更新した（『⽇本経済新聞』，2017年 3⽉ 17⽇，⼣刊，3 ⾴）。⼀時は低迷した
ものの、ブランドイメージの⼀新、エリア・アトラクションの新設、価格設定の変更などを
通じ、V字回復を達成した（森岡毅，2016）ことから、より時代の流れに沿った視点で分析
が可能だと考えた。加えて、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、今回ヒアリングの拠点
とする東京の遠⽅に位置することから、近郊に位置する東京ディズニーリゾートよりも、準
備期間も踏まえた訪問に際する⼀連の消費者の⾏動が濃いものになると考えられる。情報
収集を⾏ったりソーシャルメディアの活⽤がなされたり、他者とのインタラクションの回
数や種類もより多くなることが期待できると考えた。 
過去２年の間にユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪れた経験のある消費者に対しイン

タビューを⾏う。アポイントの後、対⾯または通話にて 1 時間程度話を伺った。訪問前、訪
問中、訪問後の⾏動を思い返してもらい、必要に応じて SNS の投稿やトーク画⾯なども提
供してもらった。今回は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪問することが決定してか
ら実際に来園するまでの時間を「訪問前」、来園してから最終的に退園するまでの時間を「訪
問中」、退園してから数⽇後までを「訪問後」と定義し、話を聞いた。 

また、V字回復達成の要因として、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに対するイメー
ジの⼀転」が挙げられていたことを踏まえ（森岡，2016）、インタビュー対象者にとっての
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの印象についても質問を⾏った。 
 加えて、訪問に際した場合の⾏動と⽇常⽣活における⾏動とを⽐較するため、インタビュ
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ー対象者に対し付随して、⽇常的な普段の他者とのインタラクションについて簡単にアン
ケート調査も⾏った。 
 
3.2．インタビュー対象者 

インタビューを⾏ったのは、Aさん、Bさん、Cさん、Dさん、E さんの計５名である。
対象者は全員⼤学⽣である。下の図３にて各対象者のプロフィールと特徴を挙げた。 
 
図４ インタビュー対象者のプロフィール 

 性別 年齢 居住地 出⾝県 訪問回数 

A ⼥性 22歳 東京都 栃⽊県 2回 
B ⼥性 22歳 東京都 東京都 3回 
C 男性 22歳 東京都 奈良県 8回 
D 男性 21歳 ⼤阪府 兵庫県 20回 
E 男性 21歳 東京都 ⼭梨県 1回 

 
・Aさん 
東京都在住の⼥⼦⼤学⽣である。⼤学⼊学と同時に上京した。ディズニーや舞台などのエ

ンタメ全般が好きであり、東京ディズニーリゾートには過去に何度も訪問している。ユニバ
ーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションのモチーフとなった映画はほとんどをみたこ
とがあるが、パークについての知識は浅いそうだ。 
 
・Bさん 
東京都在住の⼥⼦⼤学⽣である。22 年間京在住である。⼤学において２つのサークルに
所属おり、旅⾏は⼤⼈数で⾏くことが多い。スヌーピーやミニオンなどのキャラクターが好
きでグッズなども所持しているが、関連する映画⾃体は視聴経験がないという。 

 
・Cさん 
東京都在住の男⼦⼤学⽣である。⾼校時代までは奈良県に在住しており、ユニバーサル・

スタジオ・ジャパンまでは電⾞で１時間弱の距離であったが、⼤学⼊学と同時に上京した。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクションのモチーフとなった映画は、幼少期に
訪問したことをきっかけにそのほとんどの視聴経験があるそうだ。特に、スパイダーマンシ
リーズが好きである。 
 
・Dさん 

⼤阪府在住の男⼦⼤学⽣である。出⾝は兵庫県であるが、⼩学⽣時代を神奈川県、中学⽣
時代を栃⽊県で過ごした。⾼校から現在までは⼤阪府の実家で暮らしており、その間に２回、
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ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの年間パスポートを所持していた経験がある。時期とし
ては、当時⾼校⽣２年⽣であった 2015年と最近の 2020年 9⽉に購⼊したそうだ。特に好
きなアトラクションは、ハリウッド・ザ・ドリーム・ザ・ライドであり、⼀度の訪問で必ず
乗⾞し、多い時には１⽇で８回乗⾞するほどである。 
 
・Eさん 
 東京都在住の男⼦⼤学⽣である。遊園地やテーマパークが好きだが、ユニバーサル・スタ
ジオ・ジャパンには、今年訪問したものが初めてであった。今まで訪問してこなかった理由
としては、居住地から遠いことに加え、その機会に恵まれなかったことを挙げていた。 
 
3.3．結果１：訪問前 
3.3.1．訪問の決定とその動機【領域Ⅰ、Ⅲ】 

いずれも東京都在住の A さん、C さん、E さんの３⼈は、まず同⾏者内で旅の⽬的地が
関⻄（⼤阪や京都）に決まったのち、旅⾏⽇程のうちの１⽇のメインとなる⽬的地としてユ
ニバーサル・スタジオ・ジャパンへの訪問が決定したそうだ。すなわち、「関⻄→USJ」(ユ
ニバーサル・スタジオ・ジャパン)の流れである。反対に、B さんは、ユニバーサル・スタ
ジオ・ジャパンに⾏くことが決定してから⼤阪旅⾏として計画を⽴てだした。すなわち、
「USJ→⼤阪」の流れである。しかし、アトラクションやイベントに興味を持ったわけでは
ないようで、そのきっかけは、サークルの先輩が学年旅⾏としてユニバーサル・スタジオ・
ジャパンを訪れていたことであった。Instagramにて、先輩がアップした投稿でそれを知っ
た同期メンバー内で、「⾃分たち（の代）も同期旅⾏をしよう」と話があがり、先輩をまね
て⽬的地も同じユニバーサル・スタジオ・ジャパンに⾏くことが決定したという。 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの訪問は決まる順番はどちらにせよ、同⾏者の誰かが
発案しないと実現しないものであるため、計画を⽴てる際に、関⻄の⽬的地として知名度が
あるユニバーサル・スタジオ・ジャパンが想起されたと考えられる。少なくともインタビュ
ー対象者達は、「認知」や「検討」の段階で他者からの影響を受けていることがわかる。 

また Cさんは、「帰省がてら」チケット購⼊ページを閲覧した際に、お得なキャンペーン
が開催されていることを知り、キャンペーン限定の「ユニバーサル・スチューデント・パス」
を購⼊するに⾄った。このパスの機能を利⽤して翌年も迷わずパークを訪問したという。購
⼊前にキャンペーンの存在を知らなかったことから、初めはキャンペーン⾃体が訪問動機
にはなっていないが、翌年の訪問時は、キャンペーンが訪問動機として働いているようであ
る。 

そして、年間パスポートを所有する D さんは、⾃分からユニバーサル・スタジオ・ジャ
パンに⾏くことを友⼈に提案するという。Dさんの訪問を決める理由は、「友⼈と遊ぶこと
が決まったから」である。前述した３名と似ているが、異なる点として、USJ が⽬的地とし
て⾝近であった点である。ショッピングと同じような扱いでユニバーサル・スタジオ・ジャ
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パンが案に挙がるそうだ。友⼈への提案は対⾯で⾏うこともあれば、LINEのメッセージを
通して⾏うこともあるという。年間パスポートを所有していると、訪問へのコスト的な障壁
が少ないため、⾃ら発案をしやすいように感じている可能性がある。 
 
3.3.2．他者への伝聞【領域Ⅰ】 
Aさん・Bさん・Dさんの３⼈は、⽇常会話のなかで伝えたことがあるが、世間話の⼀環
で話していたため、詳細を記憶していないという。このことから、他者に対し訪問について
意⾒を貰いたい、または⾃慢やアピールしたいというような伝聞への意思は、弱いことが予
想される。おそらく聞き⼿側によるユニバーサル・スタジオ・ジャパン訪問の話題への関与
も低いと予想され、これは先⾏研究の領域Ⅰにおけるインタラクションの特徴と同様であ
ると⾔えそうである。 
E さんだけは「GOTO トラベルキャンペーンを利⽤して安く⾏けることが決まった」と
⾃慢したそうである。その後 GOTOトラベルキャンペーンが中⽌するかもしれないという
発表がなされた。結局、安いプランのまま訪問できたそうであるが、キャンペーンに振り回
され不安であることを友⼈に話したそうだ。これらはそれぞれ、訪問の決定したことに加え
て「得をしたこと」と「災難に遭ったこと」いう、「プラス」もしくは「マイナス」の特徴
的な付随エピソードができたことで、訪問を他者へ伝聞したいという気持ちが⽣じている
ことが予想される。しかし、C さんのように、同様にお得なキャンペーン4で訪問すること
が決まっていたもののあまり⼝外しなかったという意⾒もある。コロナの影響で外出⾃粛
が広がり始めた時期での訪問だったため、その旨を話さなかったそうだ。このことから、外
的要因によって他者への伝聞は制限されうるということが⾔えそうである。 
 
3.3.3．情報収集 
ハッシュタグ検索【領域Ⅳ】 
Bさんは、グッズに関してなら調べたことがあるという。⼀緒に訪問するメンバーとおそ
ろいのコーディネートをすることが決まり、Instagram においてハッシュタグ検索（＃USJ
コーデ）をしたそうだ。結果、カチューシャの情報を得て参考にしたという。Eさんも同⾏
した友⼈が話し合いの際に、検索を⾏っていたことを覚えていた。検索を⾏った B さんや
Eさんの友⼈はいずれも⼥性である。グッズという、アトラクションやイベントに⽐べ⼊れ
替わりが早いコンテンツが対象であることに加え、⽇常的にハッシュタグ検索を⾏ってい
る⼥性は、この⾏動を取りやすいと考えられる。 

 

                                                        
4 ユニバーサル・スチューデント・パスとは、関⻄２府４県以外に在住または在学の学⽣が対象となり、
2019年の対象期間内に同チケットを購⼊・来園し、パーク内で申し込みを⾏うと、翌年 2020年に再び同
じグループで来園する際、⼊園チケットが無料になるというキャンペーンである。 
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⽇常的なイメージ形成【領域Ⅰ】 
 そのほか興味深かったのは、パーク近郊に在住経験がある C さんである。⾼校⽣時代に
ハリーポッターエリアがオープンした際、情報収集無しにも、訪問した友⼈の報告から、エ
リアの雰囲気やアトラクションのイメージができていたことを覚えているという。友⼈と
の⽇常的なコミュニケーションの中で得られた情報によって、事前期待・イメージを形成し
ていたことが⾒て取れる。現在⼤阪府に住む D さんも同様であった。パーク近郊に住む⼈
は、⾃発的な情報収集無しに、いち早く訪問経験者の情報をもとにイメージ形成を⾏うこと
が考えられる。 

訪問前の詳細な情報収集は、全員が⾏わないと答えた。理由としては、「情報収集を⾏わ
なくても楽しめる場所だから」だという。基本的に情報収集を⼿間だと考えていることに加
え、対象者達がユニバーサル・スタジオ・ジャパンに対し「⾏くだけで確実に楽しめる」と
いう絶対的な信頼を寄せていることが⾔えそうである。このことは、少なくとも、インタビ
ュー対象者にとって、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはテーマパーク・観光地として強
固なブランドイメージを有していることがわかる。対象者のいずれもメディアやユニバー
サル・スタジオ・ジャパン公式情報からの情報によって訪問意欲を⾼めた経験はないようで
あることから、強固なブランドイメージが、「認知」や「検討」の段階を省略するとも考え
られる。 
 
3.3.4．他者からの影響【領域Ⅲ】 
全員が、友⼈の Instagramのストーリーや投稿によって、その友⼈がユニバーサル・スタ

ジオ・ジャパンに⾏っていることを認知することはあっても、⾃分⾃⾝が⾏きたいと思い実
⾏に移すことはなかったという。しかし、認知している、すなわちストーリーの内容を理解
しているということは、少なからず無意識にもその雰囲気や感想は伝わっていると考えら
れる。⽇常的に閲覧する Instagramによって、イメージや事前期待の基礎が⽣成されそうで
ある。 
 
3.4．結果２：訪問中 
3.4.1．情報発信【領域Ⅲ】 
 B さんが Instagram にてストーリーの投稿を１件⾏っていた。ストーリーを投稿した B
さんは、待ち時間に同⾏者８⼈全員で列に並んでいて和気あいあいとした様⼦をアップし
た。「みんなと⼀緒に居ることが嬉しく楽しかったから」投稿したという。このストーリー
に対し、同⾏者全員と同じサークルに所属する後輩からリアクションが来たという。後輩も
同⾏者全員が同じサークルで顔⾒知りのため、「ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪問
していること」というより、「先輩が集まっている」ことに対して反応したと考えられる。
領域Ⅲのオンライン×ソーシャルグラフにおいては、訪問中に他者とコミュニケーション
が⾏われていたとしても、そのコミュニケーション相⼿の他者にとっては訪問意欲が⾼ま
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る要因にはならないようである。 
また、初めての訪問だった Eさんは、訪問中に３件のストーリーを投稿した。それぞれ、

ミニオンのフォトスポットの写真、「お初ユニバ」の⽂字とともに⼊場⼝付近で歩いている
様⼦の動画、「乗り物酔いレべチ」の⽂字とともにパークスイーツの写真を載せた。 

この質問に関しては、SNS の使⽤頻度と利⽤の仕⽅が影響を与えていた。後に⽰すアン
ケート調査の結果からも、Aさんは、当時 Instagramが不慣れだったため投稿していなかっ
たものと考えられる。C さんと D さんは、⽇常的にあまりストーリーをあげることがない
ため、投稿は⾏わなかった。Bさんや Eさんは、⽇常においても Instagramのストーリー投
稿を⾏っているため、パーク内においても⾃然とソーシャルグラフへの発信活動を⾏って
いたものと⾒られる。そして、訪問中に投稿するソーシャルメディアが Instagramに限られ
ていることも⾒て取れた。 
 
3.4.2．会話【領域Ⅲ→領域Ⅰ】 
 SNS の会話ツールで⽇常的にコミュニケーションをとっている⼈に対して、訪問につい
て話題に挙がったかを尋ねたが、訪問中はあまり SNS を開かなかったため⾏っていないと
いう回答が主であった。 
 興味深い解答として、D さんのものが挙げられる。友⼈のストーリーで同⽇ユニバーサ
ル・スタジオ・ジャパンに訪問していることがわかり、その友⼈に対しダイレクトメッセー
ジを送ったことがあるそうだ。その相⼿は⾼校時代の友⼈で、その後もメッセージのやり取
りを⾏い、同⽇実際にパーク内で落ち合ったという。ダイレクトメッセージを送った理由を
尋ねると、「同じ⽇に来園していることにテンションが上がった！久しぶりに顔が⾒たかっ
たから。」だという。パーク内で、オンライン×ソーシャルグラフからオフライン×ソーシ
ャルグラフのインタラクションが実現した例である。 
 
3.4.3．印象に残っている出来事【領域Ⅱ】 
Cさんは、イベントの情報やアトラクションの場所などを、⾒知らぬ他者の会話から知る

ことがあるという。パークの奥に位置するウォーターワールドに⾏こうとしており迷って
いる時に、「ウォーターワールドあっちだよね」という他者の声が⽿に⼊り、その⽅向に向
かうと看板が⾒え、無事に到着したという。これは、噂話を参考にしたというインタレスト
グラフ×オフラインの⼀⽅向のインタラクションであるといえる。 

また、D さんは特殊なエピソードを持っていた。D さんは、友⼈と⼥⼦⾼⽣の制服姿で
パークに訪れたことがあるという。その際に、外国⼈や⼥⼦学⽣など多くの他者に話しかけ
られ、⼀緒に写真を撮ったそうだ。たしかに、京都で着物を着た際に外国⼈観光客から写真
を撮ってほしいといわれたことがあるという話も多⽅⾯から聞く。これらは、テーマパーク
や観光地などの⾮⽇常的な場であるからこそ⽣じる新たな形のオフライン×インタレスト
グラフのインタラクションだといえそうである。 
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3.5．結果３：訪問後 
3.5.1．情報発信【領域Ⅲ】 
投稿を⾏った⼈は５⼈中４⼈であり、それぞれ翌⽇に Twitterや Instagramにユニバーサ

ル・スタジオ・ジャパン訪問したことを写真付きで投稿した。Aさんは、翌⽇３枚の写真を
Twitter(鍵付きアカウント)に投稿し、すべて友⼈と写っている写真であった。Bさんは、数
⽇後、４枚の写真を Instagram(鍵付きアカウント)に投稿し、そのすべてが同伴者全員での
集合写真であった。D さんは、数⽇後、動画１つと写真４枚を Instagram(鍵付きアカウン
ト)に投稿し、すべて同伴者全員が写ったものであった。E さんも数⽇後に投稿した⼤阪旅
⾏の投稿全８枚のうち、２枚がユニバーサル・スタジオ・ジャパンである。このことから、
オンライン×ソーシャルの発信活動が⼀般的であることが⾒て取れる。 
 
3.5.2．同⾏者との振り返り【領域Ⅰ、Ⅲ】 

パーク周辺には、ユニバーサル・シティと呼ばれる商業施設が⽴ち並んでいる。そのため、
訪問者は同⾏者とそのまま同施設で⼣⾷をとることが多いようである。その際に、今⽇あっ
た出来事を振り返ったそうだ。 

また、全員が LINEのアルバム機能を利⽤し、同⾏者と写真を共有していた。主に、帰り
の移動中に随時写真の共有が⾏われ、皆でいる間にアルバムの写真を⼀通りみて談笑し、お
気に⼊りのものを保存する。それを終えると、A さんと C さんの２⼈はアルバムを⾒返し
たことはないというが、その他の３⼈はごく稀にするという。あまり⾒返さなかった２⼈は、
Instagramの投稿を⾏っていないことが共通点として挙げられる。 
 
3.5.3．同⾏者以外の友⼈、知⼈との会話【領域Ⅰ】 
全員が、同⾏者以外の他者に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでの思い出や感想を伝
えたことがあると答えた。しかし、興味深いことにその内容を尋ねると、友⼈間であったハ
プニングや⾯⽩話が主であった。例えば、Aさんは「⼀緒に⾏った友達が乗り物に酔っちゃ
って救護室に２時間も付き添いでいた（滞在した）」と話し、Bさんは「⼀緒に⾏ったこの
中に初めて USJ に来た⼦がいて、その⼦絶叫が苦⼿なんだけど、みんなでこのアトラクシ
ョンは画⾯があってー全然怖くないとか、ありもしないこと⾔ってビビらせてた。案の定
（初めて訪問した友⼈は）めっちゃ怖がってて怒ってた。」と実際のエピソードを懐かしみ
ながら話した。 

アトラクションの感想などは⾃分から共有しないようである。インタビュー中に関して
も、こちらが問いかけるまで、新アトラクションや期間限定イベントなどの話題は話してい
なかった。ソーシャルグラフにおいて話す内容は、情報提供よりもおもしろさが優先されて
いるようである。 
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3.6．ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの印象 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに対するイメージや総括的な感想について話を聞いた。

なぜそのような印象が構築されているのかについて検討していきたい。 
 

3.6.1．他テーマパーク・遊園地との⽐較対象 
興味深かったのは、⽐較対象として、東京ディズニーリゾートや富⼠急といった競合する

遊園地・テーマパークの名前が⾃然と挙がることである。こちらから施設の名前を挙げなく
ても、インタビュー対象者が⾃発的に例えて話していた。 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの印象として、Aさんと Bさんと E さんの３⼈が東
京ディズニーリゾートと富⼠急ハイランドの中間にあたると答えた。彼らの理由としては、
テーマパークとしてキャラクターや建造物などにまとまった世界観のある東京ディズニー
リゾートと、スリルのあるアトラクションが売りの富⼠急ハイランドどちらの要素も、ユニ
バーサル・スタジオ・ジャパンは含んでいる印象だという。⾃然と⽐較しているということ
は、やはり消費者の中で、旅⾏や外出の⽬的地として各施設が同レベルのものとして認識さ
れているということが考えられる。 

その中で C さんは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはディズニーと富⼠急のあくま
で中間（をとった施設）で、どっちの上位互換にもなるわけじゃない」と発⾔し ていた。
すなわち C さんにとっては、世界観で⽐較すれば東京ディズニーリゾートが上であるし、
アトラクションで⽐較すれば富⼠急ハイランドが上だという。このような発⾔は、Eさんに
も⾒られ、初めて訪れた Eさんは「どうしても⽐べちゃった」と話していた。訪問前のパー
ク内のイメージは、ディズニーリゾートと同じように世界観を作りこんでいるものだと考
えていたが、実際訪問すると「⾼速道路がすぐ⾒えたり、世界観がごちゃってなってる(＝
乱雑している)場所があった」という。しかし両者は、旅⾏の⽬的地が関⻄に決定したのち、
観光⽬的地としてユニバーサル・スタジオ・ジャパンの訪問を検討したため、このような東
京ディズニーリゾートとの⽐較で劣る点も考慮しなかったものと考えられる。 
  
3.6.2．アトラクション 

そして、アトラクションについては、各々が⾯⽩い・好きなどプラスの印象だと答えた。
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにある、ジュラシック・パーク・ザ・ライド、ハリウッ
ド・ドリーム・ザ・ライド、ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド〜バック・ドロップ〜など
のジェットコースターアトラクションはもちろん、アメージング・アドベンチャー・オブ・
スパイダーマン・ザ・ライド 4K3D や期間限定の XR ライドなどの映像体験型アトラクシ
ョンが、例として挙げられた。実際に、インタビュー対象者は訪問した際には、これらのア
トラクションには共通して乗⾞していた。 

アトラクションの中には、ハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニー
のように、「酔ってしまう」という意⾒が３名から挙げられるものもあったが、総括しても、
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アトラクションをメインにパーク内を回ることが多く、ディズニーよりも待ち時間が早い
ことも好印象であると答えた。「アトラクションをメインにパークを周遊する」この対象者
に共通したプランによって、対象者達が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアトラクシ
ョンへ絶⼤な信頼を寄せていると⾒て取れる。 
 
3.6.3．⾼価なシステム 

アトラクションでは好印象であったが、パーク内のフードについては⾼額でありあまり
美味しいイメージはないという意⾒も挙げられた。Aさんは、事前に同⾏する関⻄在住の友
⼈から「⾷べ物があまり美味しくないから、パーク外で買ったものを持ち込んで、パーク内
では⾷費を抑えよう」という提案を受け、実際にそのようにしたという。またこの点につい
ては、全員が東京ディズニーリゾートと⽐較して話していた。マイナスイメージをもたらす
経験談が⾷事に際する訪問者の⾏動を変化させていることが⾒て取れる。 
D さんも特にお気に⼊りのフードはないため、再⼊場が可能な年パスならではの特性を

利⽤し、⼀度パークを出てユニバーサルシティウォークやコンビニで⾷事を済ませ再⼊場
するという。これによって、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは「⾷」に関して消費者と
のコンタクト・ポイントを逃しているようである。 

また、ファストパスが⾼額だという意⾒も出た。使⽤することで、通常とは異なる使⽤者
のみの列に並ぶことができる通称「ユニバーサル・エクスプレス・パス」は、１アトラクシ
ョン３０００円程度から購⼊が可能で、使⽤すると並ぶ列が通常とは異なるので待ち時間
が⼤幅に短縮される。実際に利⽤したことがあるかを尋ねると、友⼈との訪問では利⽤した
ことはないが、過去にさかのぼると、Aさん Bさん Cさんの３⼈が家族と訪れた際に購⼊
し利⽤したという。理由としては、親が並ぶことを嫌がり買っていたそうだ。利便性を経験
したにもかかわらず、友⼈との訪問の際に購⼊しなかったのは、出費を抑えたかったことに
加え待ち時間をそこまで苦と思わないからが理由として挙げられた。 
 
3.7．インタビュー結果をもとにした⾏動プロセスと考察 

分析の結果から以下のような消費者の⾏動・インタラクションが挙げられた。これは、今
回 SNS 分析とインタビュー分析を⾏った消費者の⾏動をすべてまとめたものである。した
がって、個⼈がこれらの⾏動をこの通りにすべて⾏うものではない。 
 
図５ テーマパーク訪問に際した消費者の⾏動⼀覧 

 オンライン 
インタラクション 

オフライン 
インタラクション 

⾦銭的消費活動 

訪問前 発案で訪問が決定【同】 
ハッシュタグ検索を利⽤
した情報収集【イ】 

発案で訪問が決定【同】 
計画をたてる【同】 

チケットの購⼊、場所
の予約・⽀払い、持ち物
の準備、移動、おそろコ



20 
 

計画をたてる【同】 ーデの購⼊・準備、周辺
観光、宿泊 

訪問中 関連ストーリー投稿【ソ】
【イ】 
関連ストーリーにリアク
ション【ソ】 
メッセージやり取り【ソ】 

おそろいのコーディネー
トで⼊園【同】 
友⼈に同⾏し救護室へ
【同】 
待ち時間の会話【同】 
待ち時間の情報検索【イ】 
他ゲストの観察【イ】 
他ゲストとの交流【イ】 
噂話の伝聞【イ】 
パーク内で友⼈ と遭遇
【ソ】 

グッズ購⼊、パーク内
での⾷事（昼、間⾷）、
パ ー ク 外 で の ⾷ 事
（昼）、アトラクション
に乗⾞、クルーとのコ
ミュニケーション、フ
ァストパスチケットの
購⼊ 

訪問後 写真の共有【同】 
写真の投稿【ソ】【イ】 

帰宅中に写真の振り返り
【同】 
思い出・感想を報告【ソ】 

近隣施設での⼣⾷、移
動、宿泊、周辺観光 

【同】：対同⾏者のみの⾏為、【ソ】：対ソーシャルグラフの⾏為、【イ】：対インタレストグラフの⾏為 

  
 図５では、各インタラクション⾏動の対象を、「同伴者」、「ソーシャル」、「インタレスト」
の３つに区分した。これらは、「同伴者→ソーシャル→インタレスト」の順で、交友関係を
超え、より不特定多数の他者を対象とする⾏動となる5。⽐例して、個⼈が他者に影響を与
える範囲が広くなっていると⾔える。今回、同伴者を対象としたインタラクション⾏為は９
つ、ソーシャルグラフを対象とした⾏為は６つ、インタレストグラフを対象とした⾏為は７
つ確認された。 

また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン訪問に際する図５の⾏動を、⽇常的なものと⽐
較するため、付随してインタビュー対象者に対し簡単なアンケートも⾏った。あらゆるイン
タラクション6について、その対象をソーシャルグラフとする場合とインタレストグラフと
する場合に分け、「ほぼ毎⽇⾏う」「まあ⾏う」「あまり⾏わない」「⾏わない」の選択肢をお
いた。汎⽤性のある⽇常的な⾏動のみを記載するために、５⼈のうち全員が前者２項⽬のど
ちらかを選択したインタラクション⽅法のみをまとめたものが以下の図４である。 

                                                        
5 「同伴者」は社会的関係がある者同⼠でありソーシャルグラフに含まれるが、訪問に同⾏している点か
ら、ソーシャルグラフの中でもより交友関係が深い対象として捉えるものとする。 
6 今回質問を⾏ったインタラクションは、「Instagramの閲覧・投稿・DM(ダイレクトメッセージ)」、
「Twitterの閲覧・投稿・DM」、「LINEの閲覧・メッセージ」、「Zoomによる会話」、「製品・サービスの
購買に際するクチコミの利⽤」とした。いずれの項⽬についても、インタラクションの対象がソーシャル
グラフの場合とインタレストグラフの場合を置き、「ほぼ毎⽇（毎回）⾏う」「まあ⾏う」「あまり⾏わな
い」「⾏わない」の選択肢から⼀つを選択してもらい、回答を得た。 
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図６ ⽇常的な他者とのインタラクション 
オンライン 
インタラクション 

オフライン 
インタラクション 

Instagramの閲覧【ソ】 
Twitterの閲覧【ソ】【イ】 
LINE【ソ】 
クチコミの閲覧【イ】 

会話【ソ】 

【同】：対同⾏者のみの⾏為、【ソ】：対ソーシャルグラフの⾏為、【イ】：対インタレストグラフの⾏為 

 
以上の消費者の⾏動を加味し、訪問に際する⾏動の⼀連の流れと⽇常的に⾏う⾏動を並
列してまとめたものが図５である。 
 
図７ ユニバーサル・スタジオ・ジャパン訪問時と⽇常時の消費者プロセスモデル 

 
 
下線を引いた⾏動は、⾦銭的交換が⾏われない消費者と消費者の間で⾏われるインタラ

クションである。図５においてはソーシャルグラフとインタレストグラフの区別は省略し
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た。今回のインタビュー調査とアンケート調査を通じて以下３点の考察ができた。 
 
(1)⾮⽇常的な場でのインタレストグラフの⾏動 

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの訪問に際するものと⽇常のものとでは、⾏いうる他
者とのインタラクションの範囲に違いがみられる。理由としては、パーク内で⾮⽇常的だと
感じる空間に⾝を置いていることによって、テンションが上がり、普段は⾏わないような⾏
動もとることができるからだと考えられる。インタビューにて、Dさんが「パーク内でコス
プレをした」、その他４⼈が「カチューシャを⾝に着けていた」とはなしていたことからも、
気分が上がり⽇常では⾏わないことを⾏っていることがわかる。これが、他者とのインタラ
クションの仕⽅にも当てはまると考えたとき、インタビューをもとにすると、イベント時に
のみ⾏われうるインタラクションとして以下のものが挙げられた。 
 
図８ イベント時にのみ⾏われうる特徴的な他者とのインタラクション 

インタラクション インタビューで得られた具体例 
ハッシュタグ検索【イ】 パークで⾝に着けるカチューシャの情報収集（Bさんと E さんの友⼈） 

他ゲストとの交流【イ】 アトラクション乗⾞時に他のゲストと⼿を振りあう（Aさん）、特徴的な服装

で来園した際、⾼校⽣や外国⼈から⼀緒に写真撮影を頼まれた（Dさん） 
噂話の伝聞【イ】 アトラクションの場所や待ち時間の情報を噂から⼊⼿（Cさん） 

写真の共有【同】 LINEのアルバムの利⽤し、振り返る（５⼈全員） 

写真の投稿【ソ】【イ】 普段はあまり投稿しないが、訪問後に Instagram または Twitter にて写真の

投稿を⾏った（Aさん、Bさん、Dさん、E さん） 

【同】：対同⾏者のみの⾏為、【ソ】：対ソーシャルグラフの⾏為、【イ】：対インタレストグラフの⾏為 

 
特別感を得られるコーディネートの計画を練るための「ハッシュタグ検索【イ】」、⾮⽇常
的な空間にいるからこそ⾏うことができるような「他者との交流【イ】」がなされるほか、
噂話によって有益な情報を⼊⼿する場⾯も⾒られる。写真の撮影が多く⾏われそれを振り
返りや他者への発信に利⽤していることがわかる。共有される写真に関しては、同伴者が写
っている⼈物画が多い。このように、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン訪問に際する消費
者の⾏動には、オンライン/オフライン問わず、先⾏研究では稀とされた領域Ⅱに当たるイ
ンタレストグラフでつながった他⼈同⼠のオフラインでのインタラクション⾏動が多くみ
られた。図５からも⾒て取れるように、同伴者やソーシャルグラフを対象とする⾏為と⼤差
ない数の⾏為が⾏われていることが分かった。テーマパークの特性である⾮⽇常的空間に
いる状況であると、⾯識のない他者との壁が薄れることが原因ではないだろうか。 
 
(2)インタラクションに利⽤されるツールとその利⽤⽅法 

消費者のプロセスモデルから、コミュニケーションに利⽤するソーシャルメディアの種
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類や利⽤⽅法が明らかになった。ソーシャルグラフとのコミュニケーションとしては、LINE
が⽤いられていた。主に、オンラインでの会話は LINEで⾏うという。また、インタビュー
とアンケートのどちらでも利⽤場⾯が多く⾒受けられた Instagramは、ソーシャルグラフへ
の発信活動のみならず、ハッシュタグ検索を利⽤した情報収集にも⽤いられていることが
分かった。ハッシュタグ検索は主に、⾒知らぬ他者の投稿から、訪問する際のコーディネー
トや販売されているグッズを参考にするために利⽤されている。この利⽤⽅法⾃体は、領域
Ⅳのオンライン×インタレストグラフのコミュニケーションがなされるプラットフォーム
に共通するものである。すなわち、Instagramは、図１における Twitter同様、領域Ⅲと領
域Ⅳに位置するインタラクション対象者の幅が広いソーシャルメディアだと⾔えそうであ
る。 
 
(3)⽇常的なインタラクション⾏動によるイメージ形成 
⽇常的に⾏われている、Instagramの閲覧などの他者とのインタラクション⾏動により製
品やサービス、ブランドに対するイメージ形成がなされていることが考えられる。今回イン
タビューを⾏った対象者達は、全員が⽇常的に製品・サービスの購買に際しクチコミを参考
にすると回答していた7。このことから、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに対しては、
訪問したことがないまたは、あまりよく知らないと⾃覚している消費者でも、訪問前の情報
収集を⾏わないという結果が⾒受けられる。このことから、訪問が決まる訪問前の段階以前
の段階でイメージが構築され完成していることが考えられる。Lemon＆Verhoef(2016)は、
訪問に際するサイクルが連続しており、過去の経験や現在の経験も、フィードバックがなさ
れ、のちの消費者⾃⾝の⾏動に影響を与えると述べている。以下の図９が Lemon＆
Verhoef(2016)による顧客視点の購買プロセスと顧客経験を加味したプロセスモデルであ
る。 
 
図９ カスタマー・ジャーニーと顧客経験のプロセスモデル 

                                                        
7 注 4 におけるインタビュー対象者へのアンケートにおいて、全員が「クチコミの利⽤」について「ほぼ
毎⽇（毎回）⾏う」を選択していた。 
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（Lemon＆Verhoef，2016，p.77 をもとに筆者作成） 

  
あらゆるインタラクションを通して１⼈の消費者による経験が他者へ共有されているこ

とを踏まえると、⾃⾝の購買経験同様、他者の購買経験も購買に影響を及ぼすと考えられる。
図９と今回の結果を紐づけ、情報の共有の観点から、他者の影響を加味したプロセスモデル
を作成し、以下の図１０のプロセスモデルが得られた。 

 
図１０ 他者とのインタラクションを加味した消費者学習プロセスモデル 
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図１０に基づいて、「訪問」という時間軸中における消費者インタラクションの分析結果
を総括する。まず「①訪問経験者による発信活動」が⾏われ、「②ソーシャルメディアへの
情報蓄積かつ/または他者への直接的な情報報告」がなされる。これらは、「③⽇常的な他者
とのインタラクションに基づけ無意識的な影響」を訪問者に与える。それとともに訪問者は、
「③⾃⾝の過去の訪問経験に基づく影響」も受ける。この「③⾃⾝の過去の訪問経験に基づ
く影響」は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンだけでなく、類似するテーマパーク・遊園
地の訪問経験も含むことができる。この２つの③の影響については、主に、事前期待とイメ
ージの形成に影響を与えているものと考えられる。最後に、現在の訪問経験を終えた訪問者
は、「④他者への発信活動」を⾏う。これには訪問後に⾏う同伴者以外とのインタラクショ
ンも含めることができる。同時に、「④⾃⾝の訪問経験も蓄積」し、次回の訪問を待つ。 

そして、個別に、訪問前の情報収集に関しては、主にオフラインやソーシャルグラフでは
⾏われず、Instagramを利⽤したハッシュタグ検索やリアルタイムの待ち時間検索などオン
ライン上のメディアを利⽤したものに限られていることがインタビュー結果から⾒て取れ
た。また、訪問中にはパーク内で同じ空間にいる他者から⼜聞し、待ち時間やアトラクショ
ン場所などの情報を得ることもある。 
ソーシャルメディアやインターネット上に発信・蓄積された情報であれば、受け⼿が必要

になったタイミングで⼊⼿が可能であるが、コミュニケーションを⽬的とするインタラク
ションにおける情報は、インタラクションがなされるその時の受け⼿の関与の尺度によっ
て実⽤性が⼤きく変わってくる。インタビューにおいても対象者達は⽇常的な会話に挙が
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った情報の内容のほとんど記憶していないという結果が出ていた。そのため、消費者にとっ
て過去の情報もさかのぼることが可能なソーシャルメディアが、より利便性のある情報収
集の⽅法として広く⽤いられていると考えられる。 

今回の分析結果に基づくと、他者とのインタラクションは、直接的に訪問意欲を⾼める効
果があるとは⾔えないが、訪問に際する情報の基礎の形成や、新たな情報の⼊⼿には⼤きく
貢献していることがわかった。 
 

4．まとめ 

4.1．結論 
 ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを訪問する消費者は、どのようなインタラクションを
⾏い、その際どのような影響を他者に与えているのか、インタビュー分析をもとに明らかに
し、その⾏動スタイルを図表化できた。結果、先⾏研究ではほぼ⾏われないコミュニケーシ
ョンであるとされた、領域Ⅲのオフライン×インタレストグラフに属するインタラクショ
ンが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン訪問した消費者に対して複数パターン確認された。
また、消費者のインタラクションをインタビューにて深堀したことにより、Instagramの利
⽤幅がソーシャルグラフのみならずインタレストグラフにまで広がっていることが分かっ
た。そして、本⼈の過去の体験や経験だけでなく、⽇常的な他者とのインタラクションが事
前期待やイメージ形成に影響を与えている可能性を発⾒し、その過程を図式化することが
できた。 
 
4.2．今後の展望 
 今回インタビューを⾏った対象者は、全員⼤学⽣であるとともに、５名と⼈数が限られて
いた。よって、今回導いた⾏動プロセスが、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの訪問に際
する消費者の⾏動を総括するものであるとは⾔えない。よって、より多様かつ詳細なセグメ
ントを対象としたカスタマー・ジャーニーの作成が望まれる。 
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