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流行マーケティング
＝３つの視点から流行を探る＝



流 行

【１】言葉から流行を探る

⚫ 流行を表現する様々な言葉を見ていくこ

とにより、流行という言葉に含まれる、

様々な意味を探る。 ［P.１］

【３】現象から流行を探る

⚫ 実際に起こっている現象を

見ていくことにより、流行の

発生要因や今後の流行現

象について考察する。

［P.７］

【２】理論から流行を探る

⚫ 流行現象を一種の普及過

程として捉え、普及過程の

代表であるＥ.Ｍ.ロジャーズ

の「普及過程モデル」を用い

ながら流行を考える 。

［P.４］

研究の全体構造



流行とは、ある現象が一時的に世の中に広く行き渡ること。

①流れ行くこと。

②急に或る現象が世間一般に行き渡ること。特に、衣服・化粧・思想などの様式が一時的にひろく行わ

れること。はやり。

③ （芭蕉の俳諧用語）「不易流行」：不易とは誌的生命の基本的永遠性を有する体。流行は詩における

流転の相で、その時々の新風の体。この二体は共に風雅の域から出るものであるから、根元におい

ては一に帰すべきものであるという。

広辞苑によると・・・

本来の漢語では、物事が川の流れのように分かれて世間に広まるの意で、徳が広まることや、疫病が

広がることをいったが、いわゆる「はやり廃り」のニュアンスはなかった。日本では、動詞「はやる」としだ

いに混同されていったが、特に近世以降、俳諧の世界で人々の好みに合わせて句体が変化していくよう

になり、移り変わるものというニュアンスが添えられて、「不易」の対義語のように用いられた。そこからさ

らに進んで、ある現象が一時的に人々にもてはやされ、短期間で入れ替わることを言うようになり、現在

に至っている。

語源辞典によると・・・

【１】言葉から流行を探る

（１）流行とは
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流行とは・・・

ある現象が、急に

世間一般に行き渡ること

一方で、

カタカナ英語の意味を探ると・・・

流行は、「ファッション」「スタイ

ル」「トレンド」「モード」「ブーム」

といったカタカナ英語で表現さ

れる。

さらに、「○○系」や「うけてい

る」という言葉で、流行を表現

することもある。

Ｔｒｅｎｄ：
向き，流行，傾向（がある）， 向かう。

Ｓｔｙｌｅ：
文体，話しぶり，スタイル，流儀，様式，型，種類，流
行，上品，品位，独特の味，芸風，称号，肩書，尖筆。

Ｆａｓｓｈｉｏｎ
流行，ファッション，世間の風潮，（普通the ～）上流
社会（の風習・人々)，方法，型，種類，売れっ子

Ｍｏｄｅ：
様式，やり方，形態，風(ふう)，（普通the ～）流行，
（音楽）旋法，音階。

Ｂｏｏｍ：
（鐘・砲・波・遠雷などの）ゴーン，ドドーンという音，と
どろき，にわか景気，人気，急騰，急発展，ブーム．

（２）流行を現す様々な言葉
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流 行

型がある

・ファッション
・スタイル
・モード

あるボリュームになる

・○○系

急激に起こる

・ブーム

ある方向にむかっている

・トレンド

（３）言葉から見た流行

‐３‐



［ロジャースの普及過程モデル］

●イノベーター（革新的採用者）

ひとことで言えばオタク。この人たちは直接マー

ケットの成り行きについての大勢を決めない。

●オピニオン・リーダー（初期少数採用者）

早い段階で採用する人たちであるが、イノベー

ターとは異なり、社会システムの中で影響力を持

つ。彼らの評価が普及していくベースをつくる。

●アーリー・マジョリティ（初期多数採用者）

流行の先端は怖いが、逆に遅れていると思われ

るのも怖い人たち。

●レイト・マジョリティ（後期多数採用者）

ある現象が「当たり前」の段階に来てから始める

人たち。

●ラガート（伝統主義者）

伝統的な価値判断に基づいて行動する人たち。

‐４‐

【２】理論から流行を探る

（１）ロジャースの普及過程モデル



Ｅ.Ｍ.ロジャースによると、普及率が16％を超えた段階で急激に普及拡大していく（「普及率

16％の論理」）という。この16％とは、オピニオン・リーダーとアーリー・マジョリティ境目に当た

る。つまり、ある現象が多数の人々に普及していく際には、オピニオン・リーダーとアーリー・マ

ジョリティの間にある壁をいかに越えていくのかということが鍵となる。

イノベーター

新しいことであれ

ば、自分の方か

らそれを探して採

用していく。

（普及率：3.5％）

オピニオン・
リーダー

ここでの評価いか

んで、その後の

普及状況が変

わってくる。

（普及率：16％）

アーリー・
マジョリティ

マス媒体が多く

取り上げ始めると、

敏感に反応する。

（普及率：50％）

レイト・
マジョリティ

新しさに伴う不確

定な要素が解決

され、さらに必要

に迫られてから

採用する。

（普及率：84％）

ラガート

新しい現象の普

及の終わり。

（普及率：100％）

近年は、この16％の壁を越えられずに
消滅してしまうケースケースが多く見
られる。

（２）普及過程と流行
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インターネットの普及などにより、誰もが容易に情報を入手できるようになり、情

報の格差が縮小している。かつては、イノベーター→オピニオン･リーダー→

アーリー・マジョリティ→レイト・マジョリティ→ラガートという順に情報が浸透して

いたのだが、最近ではオピニオン・リーダーからレイト・マジョリティやラガートに

情報が届くケースが出ている。

１．情報格差の縮小

様々な消費体験を経た生活者は、自分なりの経験値を持ち、その経験値を

ベースに物事を評価・判断するようになっている。したがって、オピニオン・リー

ダーの意見を聞いても、その一方で自分なりの判断軸を持つようになっている。

２．全く新しい体験の減少
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◆購買チャネル
⚫個人商店

⚫スーパー

⚫百貨店

⚫通信販売

⚫訪問販売

◆情報媒体
⚫テレビ

⚫ラジオ

⚫新聞

⚫雑誌

⚫無線

⚫口コミ

◆通信手段
⚫電話

⚫手紙，電報

◆歌
⚫演歌

⚫歌謡曲

⚫ポップス

⚫ＧＳ

⚫ロック

◆スポーツ
⚫プロ野球

⚫大相撲

⚫プロレス

⚫バレーボール

⚫陸上

etc.

◆購買チャネル
⚫個人商店

⚫スーパー

⚫百貨店

⚫通信販売（＋ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）

⚫訪問販売

⚫コンビニエンスストア

◆情報媒体
⚫テレビ

⚫ラジオ

⚫新聞

⚫雑誌

⚫口コミ

⚫インターネット

◆通信手段
⚫電話（＋携帯電話）

⚫手紙

⚫FAX

⚫ｅメール

◆歌
⚫演歌

⚫歌謡曲

⚫ポップス

⚫ロック

⚫ラップ

⚫Ｒ＆Ｂ

◆スポーツ
⚫ﾌﾟﾛ野球（+ﾒｼﾞｬｰﾘｰｸﾞ）

⚫大相撲

⚫プロレス

⚫陸上

⚫サッカー

⚫バスケットボール（ＮＢＡ）

⚫Ｋ－１

etc.

昔（から）あったもの 今（も）あるもの

日常生活におけるどのシーンにおいても、従来よりも選択肢が豊富に

なっており、そのことが消費者の価値観の分散（多様化）を招いている。

【３】現象から流行を探る

（１）ロジャースの普及過程モデル

‐７‐

消費者の価値観の多様化が、同質化の流れを阻害。



ﾓｰﾚﾂ社員

みゆき族 学生運動

Ａ～Ｃは、厳密にはそれぞれ違うものの、共通

点は多く、それぞれが比較的似た集団である。

そのため、集団内で流行の流れに引っかかる

割合も大きかった。

集団Ａ‘～Ｃ’は、共通点の全くない、異なった

別々の集団。そのため、流行の流れにかかる面

積は小さく、”流行が起こった”と見なされる規模

まで膨れ上がらない。

ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ
志向組

フリーターニート

マスメディアによる
情報発信

昔 今

生活者の価値観が多様化したことで、マス・マーケティングの効用が以

前よりも薄れている。一方向への集中的な情報発信＋広角的な情報

発信の二段構えで対応しないと、中々受け手に情報が引っかからない。

マスメディアによる
情報発信

‐８‐

価値観の多様化により、集団ごとによる嗜好の格差が拡大。



→インターネットの普及などにより、生活者が簡単に情報を
入手できるようになったことで、情報が「イノベーター」か
ら「レイト・マジョリティー」に一気に届くケースも出てきた。
そのため、従来の普及モデルのような層の囲い方ができ
なくなりつつある。

要因２

情報経路の変化

→異業種からの参入や、外資系企業の進出など、１つの市

場において競合相手が増加した。次々に商品が導入さ

れることで、以前よりも淘汰されるスピードが速くなってい

る。

要因３

競合相手の増加に伴う、ＰＬＣの短縮化

消費者から「選好」される確率が低下し

ているだけではなく、次々と新しい商品

が出てくることで、購入者（支持者）を増

やす前に、消費者の嗜好が新商品に移

行してしまう傾向が出てきた。

商品のコアな部分である、品質の格差が

なくなってきたことで、価格，デザイン，

使いやすさなど、様々な嗜好を基準に

選ばれるケースが増えてきた。

「商品」の単位では、流行とみなさ

れるような規模になっていかない。

→技術の向上により、メーカー毎の商品の性能差がなく

なってきた。そのため、商品選択理由の基準もあいまい

となり、継続購買する確率が低下してきている。

要因１

メーカー毎による性能差の縮小
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→既成概念（商品）をくつがえす形で認識されていくパ

ターン。連続性が絶たれることにより、解釈や価値観にお

けるズレは起こりにくい。

ｅｘ．茶パツ，スローフード etc.

２．既成概念との対立

→ある時点では受け入れられなかった概念（商品）が、時
間の経過に伴って認知されるパターン。または、元々少
数には認知されていたが、クリティカル・マスを超え、大
衆に認知されるまでに時間を要するパターン。

ｅｘ．演歌，ハイテク商品，オンライン書籍 etc.

３．時間的経過による価値転換

新しい概念は、「新鮮さ」と「驚き」を消費

者に持たれたときに、流行の発生点に立

つことができる。

「新鮮さ」「驚き」を与えるためには、古い

もの，陳腐化したものとの“差別性”の認

識が重要になってくる。その点で、比較

対象物の存在は、消費者の頭の中に

“差別性”を残しやすい。

既存の概念（商品）と比較して発

信されることにより、消費者の共

通認識が生まれやすい。したがっ

て、同質化も起こりやすい。

→技術革新などにより、既に浸透している概念（商品）の改

良，改訂版となるもの。肯定的な作用が起きた場合には、

既成概念に近いものであるため、受け入れられやすい。

ｅｘ．ファミリーコンピュータ→プレイステーション etc.

１．既存の流行や慣習の延長

（２）流行が生まれるための要素
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１商品（１社）ごとの差，持続性，浸

透度など、あらゆる面において、従

来よりも規模が「縮小」している。

従来のような比較概念の見せ方で

は、消費者に対して“新しさ”，“驚

き”を与えられなくなっている。

比較の概念を、従来とは違っ

た形で消費者に見せられる

（伝えられる）かが鍵となる。

既存の流行や
慣習の延長

既成概念との対立

時間的経過による
価値転換

メーカー毎による
性能差の縮小

情報経路の変化

競争相手の
増加に伴う、
ＰＬＣの短縮化

流行のパターン 流行阻害要因

（３）今後、流行を生むに当たって
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１．「既存の流行や慣習の延長」型

コラボレーションのように、既存のものを異分野のものと組み合わせ、従来のものと

比較したときに、“新しさ”“違った感”を見せるやり方。

２．「別世界創出」型

例えば、「非日常感」の演出など、生活者が現実として置かれている連続性とは離

れたシーンを提示することによって、“新しさ”“驚き”を与えるやり方。

３．「客観性提示（表出）」型

顧客に対するＰＲ活動を、送り手は直接行わずに、実際にその商品を経験した顧
客からポジティブな情報を発信させることで行うもの。商品と競争相手の争点を明
示し、その商品のポジショニングを消費者の頭に刷り込ませやすくするやり方。

（４）今後予想される流行（比較提示）のパターン
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新しく市場に登場しても、目立った差別化ができず、短期間でシュリン

クしてしまうことを防ぐために、他所との連携によってパイを拡大させ、

クリティカル・マス到達のための推進力をつける。

16

％

の
溝

（壁
）

商品ａ

商品ｂ

商品ｃ

ジャンルA

⚫商品規格を統一し、商品の互換性を上げる
ことで、市場におけるパイの拡大も図る。

■規格統一
［ロジャースの普及曲線］

普及率

時間

■コラボレーション

新要素Ｘ

商品ａ

商品ｂ

商品ｃ

ジャンルA

⚫異業種企業とのコラボレーションで、（数量
限定の）新商品を開発し、ロイヤリティを失い
つつあった顧客を呼び戻す。

①「既存の流行や慣習の延長」型
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非日常，ヴァーチャル，伝統文化など、日常生活では遭遇できないよう

な空間，シチュエーションを提示することによって、多くの人間に新鮮さ

や驚きを与え、興味・関心を集める。

〈ＯＮ〉 〈ＯＦＦ〉

＊日常生活の繰り返しの

中では、特に大きな変
化はない。

＊決まりきった日常生活

とは違った空間（シチュ
エーション）で、生活の
中に目新しさを与える。

②「別世界創出」型
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Ａ Ｉ Ｄ Ｃ Ａ

○○はオススメ！
□□に感激しました。
△△を買ってよかった。

これ、
「○○」って言

うんだ

これは面白
そうだ。
でも・・・

おっ！

これはいいん
じゃないの

すみません。

「○○」下さ
い。

ホントなの？
いまいち信用
できないなぁ

□□円か。

給料入ったら
買おう。

【第三者の意見】

マス媒体を使って“口コミ”情報を発信させることで、商品を買うか迷っ

ている多数の生活者の背中を押し、商品の大規模（流行になり得る規

模）でのヒットを狙う。

③「客観性創造」型
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MAPS仮説設計：流行マーケティング仮説を観る


