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3. 共分散構造分析 
 信頼性分析の結果を踏まえ、それぞれのコンテンツごとにモデル図を作成し、検証を行った。 
 
  
 

 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
  

4．結果 
仮説1,12,14,17,24が支持され、そのほかの仮説は棄却された。 
 
「ホラーイベント」において、採択されたのは仮説24の承認因子であった。支持された「承認因子」は「ホラーゲーム」
と同様「SNSに挙げたい」「自慢したい」という項目であるが、イベントは「話題性」があり、SNSへの投稿を行いやすい

ということ、さらに「期間・時期限定」であるために、体験できる期間が限られていることから、他人へのアピールに
有用であることが考えられる。 

 

現状分析 
1,ホラービジネスについて 
近年では、タクシー会社の三和交通株式会社が2015年に企画した「三和交通・タクシーで行く心霊スポット巡
礼ツアー あなたの知らないタクシーの世界」や、株式会社はとバスが企画した「講談師と行く怪談ツアー」など

のタクシーやバスといった交通機関を用いたビジネスも行われ、タクシーツアーは好評につき第二弾の開催が
決定した。さらに、銚子電気鉄道株式会社では2015年より「お化け屋敷電車」という企画を行っている。 

2,ホラーについての研究 
恐怖は娯楽化されるという研究や、ホラーが楽しまれる理由についての研究は存在したが、ホラーに対し消費
行動を行う消費者の心理についての研究はまだされていない。 

3 ,SNSの普及 
総務省の『平成29年版情報通信白書』によると、代表的なSNSであるLINE、Facebook、Twitter等の 6つのサービ
スいずれかを利用している割合は、徐々に上昇している。 
また、総務省の『平成23年版情報通信白書』によると、SNSの利用目的の上位3項目は、「自分の興味・関心の
ある情報を伝えたいから」「自分の近況を伝えたいから」となっており、SNS上では自己表現が一つの大きな利
用目的になっている。 
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結論 
学術的意義 
今までホラーに関する既存研究は心理学の側面からのものがほとんどだった。そこに消費者行動という観点を加え、
「消費者はなぜホラーコンテンツに消費をするのか」という視点から研究することで、今までになかった「ホラー消費
を行う消費者の本質的欲求」を解明した。 
  

実務的意義 
ホラー消費を行う消費者が持つ本質的欲求がどのホラーコンテンツに影響しているのかを解明した。 
→ホラーコンテンツを企画する際に消費者のどの欲求を刺激すればいいかが明らかになった。 

はじめに 
2016年、池袋サンシャイン水族館が「ホラー水族館」なるイベントを実施した。普段は癒しの空間となる水族館

を丸ごとお化け屋敷にしてしまうという思い切ったイベントであったにもかかわらず、約二万人もの来場者数を
記録し、大盛況となった。 

ホラーというジャンルは昔から親しまれており、お化け屋敷やホラー映画、ホラーゲームに代表するようにビジ
ネスも多く存在する。それらがなくなることなく存在し続けているのは人々の間に一定の需要があるからであろ
う。人へ恐怖を与えるジャンルであるはずのホラーがビジネスの対象となり、成功するのは、恐怖というネガ
ティブな感情以外に消費者がホラーに求める本質的欲求があるからではないだろうかと我々は考えた。 

そこで本研究ではお化け屋敷、ホラーゲーム、ホラー映画、ホラーイベントといったホラーコンテンツに消費を
行う消費者の本質的欲求を解明することを目的とする。 

仮説検証 
1. 本調査概要 

 
 
 
 
 
2. 信頼性分析 
一般的にモデル適合度が良いとされるのは、GFI、AGFIが0.9以上だが、仮定していたモデルの適合度は基準

を下回った。そのため、モデルを見直し、各因子の中で共通性の低い「口コミで興味を持ったから」「ストレスを
解消したいから」「気分が高揚していたから」「知人がやっていたから」の4項目を除いたモデルを作成した。 

既存研究 
◇シトフスキー［1979］ 
◇山根［2006］［2013］ 
人は生存に必要な欲求が満たされているとき「退屈」を覚え、「刺激」を求める。この「刺激」は「新奇さ」という
周囲の環境の変化を指し、本来は恐ろしいものである。 
しかし、以下の条件のどちらかを満たしているときのみ「新奇さ」は「快感」となる。 
a.本来ならば死に至る状況を安全化で体験 
b.恐怖対象が偽物、かつ偽物であると理解している 
また、この条件を見たしている状況では恐怖対象への「関心」も高まる。 
【例】 
・富士サファリパークのジャングルバス 
・お化け屋敷 

 
◇Buffardi and Campbell［2008］ 
◇Mehdizadeh［2010］ 
Facebookを利用していない人より利用している人の方が、自己愛傾向が強いと述べている。 

仮説提唱 
～プレ調査概要～ 
  
 
 
 
既存研究とプレ調査の回答を基に提唱した仮説が以下の通りである 
プレ調査から抽出した5因子が各コンテンツに正の影響を与えるという仮説を立てた 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

仮設1 「覚醒因子」は「ホラーコンテンツへの態度」に正の影響を与えている

仮設2 「関心因子」は「ホラーコンテンツへの態度」に正の影響を与えている

仮設3 「影響因子」は「ホラーコンテンツへの態度」に正の影響を与えている

仮設4 「承認因子」は「ホラーコンテンツへの態度」に正の影響を与えている

仮設5 「親和因子」は「ホラーコンテンツへの態度」に正の影響を与えている

仮設6 「覚醒因子」は「お化け屋敷への態度」に正の影響を与えている

仮設7 「関心因子」は「お化け屋敷への態度」に正の影響を与えている

仮設8 「影響因子」は「お化け屋敷への態度」に正の影響を与えている

仮設9 「承認因子」は「お化け屋敷への態度」に正の影響を与えている

仮設10 「親和因子」は「お化け屋敷への態度」に正の影響を与えている

仮設11 「覚醒因子」は「ホラーゲームへの態度」に正の影響を与えている

仮設12 「関心因子」は「ホラーゲームへの態度」に正の影響を与えている

仮設13 「影響因子」は「ホラーゲームへの態度」に正の影響を与えている

仮設14 「承認因子」は「ホラーゲームへの態度」に正の影響を与えている

仮設15 「親和因子」は「ホラーゲームへの態度」に正の影響を与えている

仮設16 「覚醒因子」は「ホラー映画への態度」に正の影響を与えている

仮設17 「関心因子」は「ホラー映画への態度」に正の影響を与えている

仮設18 「影響因子」は「ホラー映画への態度」に正の影響を与えている

仮設19 「承認因子」は「ホラー映画への態度」に正の影響を与えている

仮設20 「親和因子」は「ホラー映画への態度」に正の影響を与えている

仮設21 「覚醒因子」は「ホラーイベントへの態度」に正の影響を与えている

仮設22 「関心因子」は「ホラーイベントへの態度」に正の影響を与えている

仮設23 「影響因子」は「ホラーイベントへの態度」に正の影響を与えている

仮設24 「承認因子」は「ホラーイベントへの態度」に正の影響を与えている

仮設25 「親和因子」は「ホラーイベントへの態度」に正の影響を与えている

新規提案 
検証結果より、ホラーイベントに着目し、承認因子を刺激するイベントを提案する。 
 

提案内容： カリギュラ効果*を活用し、「イベント内容や、どういった演出なのかを記載すること」は「禁止」する           
        というルールを規定したイベントを行う。 
*カリギュラ効果：禁止されると、かえってその行為への欲求や関心が高まる現象のことを指す心理学用語 

狙いと効果：イベント内容を投稿すると呪われるというストーリー設定や、誓約書を書かせて強制感を強めること 
         で、思わずSNSに投稿させる狙いがある。その結果、低コストでの広告効果が期待される。 
         また、他イベントとの差別化となると考えられる。 
 

プロモーション対象の例： 箱根小涌園ユネッサン 

▽イベント内容 
ユネッサンの限定風呂としてホラー仕様（血の池、真っ黒）にし、 
時間で幽霊が現れる風呂の底に、人骨や宝石などのストーリーに 
絡めたアイテムを沈めておく。 

▽ルール 
沈んでいるアイテムを撮影すること、人に伝えることを禁止する。       図：イベントで使う注意書きのイメージ 


