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論文要旨 

 

 本研究は、日本独自の文化としての「アイドル」がイスラームを背景とした社会である

インドネシアでどのように受容され、またどのような「効果」をもたらしたのか、につい

て調査・分析し、考察した結果をとりまとめたものである。 

具体的には日本のアイドルグループである AKB48 の姉妹グループ、JKT48 とそのファ

ンを対象に現地調査（参与観察）およびオンライン調査を行い、収集したデータからプロ

ファイリングと消費動機に関する因子分析を実施した。 

その結果、「アイドル」の効果とは、①インドネシアの中心的な年代である 10 代から 20

代の若者の意欲を情熱的に駆り立て「楽しさ」を提供し、消費行動へと導く、②日本文化

のひとつとして消費者の日本への関心を高める、③「アイドル」を中心にコミュニティが

形成され、消費者同士の繋がりを強め、需要を拡大する、という 3 点に集約することがで

きると結論付けた。なお、JKT48 のインドネシア国内における認知度を高めることでこれ

らの「効果」が十分に果たされると考え、こうした「アイドル」市場の拡大が、インドネ

シア経済の活性化に貢献していく可能性についても言及した。 
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第 1 章 序章 

 

本研究では、日本独自の文化としての「アイドル」がイスラームを背景とした社会であ

るインドネシアでどのように享受され、またどのような効果を持っているのか、検討する。

具体的には AKB48 の姉妹アイドルグループ、JKT48 とそのファンを対象としたプロファ

イリングと消費動機の因子分析から検証を行う。 

日本国外でも人気を博している「アイドル」文化だが、その概念、その定義については

国内でも議論が続いている。JKT48 を含め多くの日本式「アイドル」が活動を行っている

インドネシアでは、その文化現象はどのように捉えられているのか。そして JKT48 はジャ

カルタ特別州政府観光文化局から観光大使に任命されるなど、観光振興の一翼を担う効果

を期待されており、運営チームである電通インドネシアメディアグループからは若者と現

地企業を繋ぐ場を提供する存在としてプロモートされている。JKT48 はインドネシアで実

際どのような存在として認識されているのか、またどのような効果をもたらしたのかにつ

いて参与観察とインターネット調査から得たデータを元に明らかにする。序章として、本

章ではその背景と目的を明示し、本論の構成を記す。 

 

1-1. 本研究の背景 

本研究の対象となっている JKT48 は、日本のアイドルグループ、AKB48 の姉妹グルー

プであり、ステージの内容、衣裳、楽曲、歌詞、イベントの内容といったそのフォーマッ

トは、AKB48 そのままである。AKB48 に特徴的な専用劇場を持つ、握手会を行うなどの

特徴は他のインドネシアのアーティストとの違いを明確にしている。JKT48 デビュー以前

にもモーニング娘。などの日本の「アイドル」に影響を受けて活動を行っていたユニット

が存在し、JKT48 のデビュー以降は、そのフォロワーと言えるようなアーティストがデビ

ューする等インドネシアの「アイドル」シーンが構築されつつある。「アイドル」は主にカ

バー、オリジナルを問わず歌とダンスのパフォーマンスを行い、2 ショット撮影等ファンと

の近しい距離感を重視した活動を行う傾向にある。これらのアーティストは「アイドル」

という日本語が転じてそのまま「Idol」1（アイドル）という言葉で認識されている。つま

り、日本の「アイドル」に影響を受けて、インドネシアで「アイドル」という名前で一つ

の新たな文化が築き上げられているのである。 

人口の 9 割以上をイスラーム信徒（ムスリム、ムスリマ）が占める同国では「アイドル」

も、現地のファンもムスリムの割合が高いと推測される2。イスラーム世界に大きな影響を

                                                   
1 外来語を英語表記そのまま、またはインドネシア語の発音に近い表記で表現することがイ

ンドネシア語では多く、他に Idore や Idole、aidore などの表記で書かれることもある。 
2 JKT48 メンバーの公式プロフィールではその信仰は明らかにされていない。しかし、主

に Twitter での発言からその信仰を推測することができる。またお互いの宗教を問うことが

一般的であるインドネシアでメンバー本人に握手会等で直接信仰する宗教を訊くことは自

然であり、そうした会話を通じて信仰を把握することも可能であると考えられる。 
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与えるイスラーム法（シャリーア）では、歌や音楽のエンターテイメントをはじめ、女性

が公衆の面前で肌を露出すること、家族以外の異性と共に過ごすこと、家族以外の異性に

触れることなど「アイドル」の活動に関わる多くの事柄が避けるべきとされている。しか

し、JKT48 は 2011 年 9 月のデビュー以降、現地でファンを獲得し、複数のテレビ番組や

コマーシャルに出演、問題なくコンサートや握手会などの決して小規模ではない、つまり

誰の目にも触れる形でイベントを開催している。歌詞や衣裳は一部、インドネシアの社会

的、文化的規範に沿うよう宗教的背景に留意して変えているとプロデューサーの秋元康は

明言しているが3、ほとんどの楽曲は日本語からそのまま翻訳して歌っているのが現状であ

る。衣裳も膝丈よりも短いスカートがほとんどで、JKT48 のロゴが入った T シャツにショ

ートパンツというスタイルはステージ上での定番となっている。インドネシアにおける他

のエンターテイメントと同様に、断食月（ラマダン）には公演内容を変更しているが、基

本的には「AKB48」と変わらないスタイルのアーティストであり、日本の「アイドル」と

いう芸能ジャンルがそのまま受け入れられていると考えて支障はない。 

中でも JKT48 は「アイドル」として既にいくつかの効果を期待されている。現在、ジャ

カルタ特別州政府観光文化局の Enjoy Jakarta 観光大使に就任しており4、またメンバーで

キャプテンのメロディ・ヌランダニ・ラクサニは「おかやまフルーツ大使」を務める5等、

日本とインドネシアの文化交流に資する効果を期待されている。実際、日本のアイドルの

公式姉妹グループとしてインドネシアで芸能活動を行っているのは JKT48 のみであり、多

くの「アイドル」の中でもその存在は特異である。また、JKT48 を運営する電通メディア・

グループ・インドネシアは、JKT48 のファンがメンバーと同世代の若者であることから国

内の企業に若者との橋渡しとなるようなプロモーションを提案している。インドネシア国

民の平均年齢は 27.2 歳6と若く、「アイドル」マーケットのターゲット層は文字通り今後 10

年のインドネシアを支えていく年代である。これらの点から「アイドル」ファン層の消費

が経済を活性する可能性を持っていると考えることは自然であり、現地企業との深い繋が

りを持つ JKT48 は経済活性の効果を秘めていると考えられているのである。 

 

1-2. 本研究の目的 

このような文化交流、マーケットの活性化の「効果」をインドネシアで「アイドル」が

実際に果たしうるのか、また他にどのような「効果」を持っていると言うことができるの

か、ということを検討することが本研究の目的である。本研究では、マーケティング分野

                                                   
3 2015 年 3 月 23 日の『電通報』、秋元康、田原総一郎『AKB48 の戦略！秋元康の仕事術』

（2013）他。 
4 ジャカルタ州政府観光文化局より Enjoy Jakarta 大使に任命、2014 年 10 月 7 日ジャカ

ルタの観光文化局にて任命式が行われた 
5 2014 年 7 月 7 日、「おかやまフルーツ大使」に就任。 
6 Sensus Penduduk Indonesia 2010 （インドネシア人口統計調査 2010）

http://sp2010.bps.go.id/index.php（2016 年 1 月 7 日参照） 
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の先行研究から JKT48 のファンを「超高関与消費者」と考え、「アイドル」の「需要の拡

大」の効果について検討する。本調査において先行研究に挙げる和田充夫『宝塚ファンか

ら読み解く超高関与消費者へのマーケティング』（2015）では「製品やサービスと強く結び

ついた超高関与消費者が、需要を創造し拡大へと導くエンジンとなりうる」（1 頁）と考え

ている。JKT48 ファンがまさに「超高関与消費者」として需要を拡大することから、JKT48

および「アイドル」の「効果」が果たされると本研究では仮定する。「アイドル」の「効果」

を検討する上で、その消費者であるファンの動向を鑑みることは必要不可欠であると考え、

インドネシアにおいて新しい文化である「アイドル」の「効果」をファンの実像から明ら

かにすることを試みる。ひいては日本のポピュラー・カルチャーが海外に与える影響を検

討することが可能であると考える。先に挙げたとおり、中でもその中心にある JKT48 は特

に影響力を持った存在としてその活動を期待されている。本研究における調査は JKT48 の

ファンを対象として行い、JKT48 ファンの消費行動とその動機からインドネシアで「アイ

ドル」がどのような存在として求められているのかを明らかにする 1 つのモデルを作り上

げる。 

 

1-3. 論文の構成 

 第 1 章では、本研究の背景と目的を明示し、インドネシアにおける JKT48 とアイドルを

取り巻く現状を解説した。インドネシアを対象にこのような現象を取り上げている先行研

究は日本国内には殆ど存在せず、インドネシア国内でも多くは学士論文に留まっている。

本研究に取り組むにあたり、その関連分野をインドネシアのポピュラー・カルチャー、そ

して日本国内外のアイドル、ファンダムそれぞれの研究に求めた。第 2 章では関連研究と

して、インドネシアのポピュラー・カルチャーおよびファンダム各分野の研究成果に触れ、

本研究に繋がる変遷を整理する。そして第 3 章では、関連研究からアイドルの分野に焦点

を当て、本研究における「アイドル」という言葉の意味を問い直し、ここに確立する。「ア

イドル」という言葉は「歌手」という表現に置き換えることも可能ではあるが、実際には

「アイドル」は「歌手」であるが、「歌手」は「アイドル」ではないということは両者のパ

フォーマンスを目にしたことがある者にとっては明白である。「アイドル」とは一体何か、

という議論は、特にアイドルのジャンルが細分化されている日本では定義付けが容易でな

く、その収束を見ることは難しい。しかし、日本のアイドルがインドネシアで「アイドル」

として受け入れられている以上、日本におけるアイドルの定義を無視することはできない。

端的に言えば、日本で「アイドル」と呼ばれるものがインドネシアで「アイドル」だと考

えられているのである。その定義を日本のアイドル通史から整理し、インドネシアで何が

「アイドル」と呼ばれるようになったのかを明らかにする。 

 本研究の中心となる第 4 章、第 5 章では、これまでの背景を踏まえて、現在進行形で起

こっている事象として JKT48 のファンを対象とした調査とその報告を行う。第 4 章では、

まず対象となっている JKT48そのものについて、その概要としてプロフィールを紹介する。
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また現状として JKT48 が抱える問題を挙げ、その解決策を提言し、JKT48 がインドネシア

でより大きな成功を収めるためのポイントを提案する。JKT48 が本研究で述べている「効

果」を発揮するためには国内での成功が不可欠であることは明らかであり、「効果」を果た

す条件としてその課題を明らかにするものである。続く後半では、参与観察の結果と考察

から JKT48 ファンの実像を整理する。特に日本のアイドルシーンとの大きな違いである宗

教的背景について報告する。第 5 章は、本調査の内容、手法とその結果および考察を述べ

た。データよりファンの実像を浮かび上がらせ、ユーザー度別のプロファイリングを行っ

た。そして消費動機から因子分析を行った。 

第 6 章では、具体的に「アイドル」が持つ「効果」について検討し、本研究での結論と

した。そして本研究における不足を整理し、それらを今後の課題として挙げた。
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第 2 章 関連研究 

  

 JKT48 およびインドネシアの「アイドル」文化についての先行研究は殆ど存在していな

い。そこで本章では研究に先立って関連する分野の先行研究のレビューを行いながら、本

研究との関連、特にこれまで言及されていない部分について明確にする。 

 

2-1. インドネシアのポピュラー・カルチャー研究 

 インドネシアにおけるポピュラー・カルチャーの歴史は 70年代頃から始まるであろうと、

『インドネシアのポピュラー・カルチャー』（1995）の編著者である松野明久は言っている。

1945 年の独立を現在のインドネシアの起源と単純に位置づけることは、極めて乱暴であり、

ある種の混乱を招く。現在インドネシアという「国」に定義される地域は、数百もの島々

から成り立つ多様な文化が絶妙なバランスの下に成り立ち、共存あるいは対立していると

言うことができる。それはインドネシア、と呼ばれる地域のみならず周辺国を含む該当地

域の文化と歴史を振り返る時、より明確に浮かび上がる。そのような背景の中、現在「イ

ンドネシア」という国境で区切られている地域が、ここで言及するインドネシアであり、

その文化を国という単位でまとめあげることはここでは避けるべきであろう。ここで言う、

「インドネシアのポピュラー・カルチャー」とは、インドネシアという国にインドネシア

語が広く認知され、独立以降に生まれた若い世代が国の中心を担う時代、1970 年代にその

端を発しているのだということを念頭に置かなければならない。そういう意味で、ここで

振り返るインドネシアのポピュラー・カルチャーの歴史はまだ浅いのだということをはじ

めに理解しておきたい。 

 『インドネシアのポピュラー・カルチャー』では、1980 年代から 90 年代の「ポピュラ

ー・カルチャー」を取り上げており、各執筆者の報告から「インドネシアのポピュラー・

カルチャーの展開期にあたるこの時期に通底するテーマをあぶり出す」（3 頁）ことに迫っ

ている。ここで主題となっているのは音楽、映画、演劇、テレビ、文学である。各「カル

チャー」に見られる現象の紹介に留まらず、その「場」に集う人々の生活、言説が現在の

インドネシアにまで脈々と続く土台となっていることを明示している。同様に音楽の分野

については 1995 年当時、共同通信社外信部次長であった山田道隆による『いま、インドネ

シアがおもしろい』（1996）の第Ⅱ部「生きた情報源」で 1980 年代のカセットテープ音楽

文化を中心とした音楽文化について言及している。またここでは、インドネシアで使用さ

れている言語を皮切りに庶民の感覚やスポーツ、対外感情についての報告が行われている。

これらの文献は、「インドネシアのポピュラー・カルチャー」の原型を報告する資料であり、

現在のインドネシアを概観するに欠かすことはできないであろう。では、現代のインドネ

シアにおける「ポピュラー・カルチャー」の様相についてはどのような文献が存在してい

るのか。 

 村井吉敬、佐伯奈津子、間瀬朋子編著『現代インドネシアを知るための 60 章』（2013）
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では、第 22 章「ポピュラー・カルチャークール・ジャパン、クール・インドネシア」で武

部洋子が日本の漫画やアニメをインドネシアの「主流」として紹介している。「近ごろでは、

大好きなアニメ・キャラクターのコスチュームでキメるコスプレも、インドネシアのクー

ル・ジャパン好きな若者のあいだでは流行の遊びとなっている」（134 頁）という報告も行

いながら、音楽と映画に関しては「インドネシア勢が良質な作品でがんばっている」（135

頁）として、多様なインドネシア文化の様相に触れている。倉沢愛子編著『消費するイン

ドネシア』（2013）では、現在のインドネシアにおける具体的な「消費」文化を主題に、各

執筆者が各分野での報告と考察を行っている。その時代は 2011～12 年頃を対象としており、

これは 80～90 年代に若者としてポピュラー・カルチャーを消費していた層が親となり、家

庭を築いている年代である。この間にマクドナルド等のファストフードが登場し、それが

「高嶺の花」であった 2000 年代と比較すると手の届きやすいサービスとして提供されるよ

うになり、新たな「中間層」に「新しい消費動向」が見られるようになったという背景が

あることを倉沢は述べている。またこの時期はちょうど JKT48 の黎明期と言える、グルー

プ誕生前後の時期である。同書では、コラムとしてではあるがジャーナリストの猪俣ロミ

が「現代インドネシア人の「音楽」における消費傾向」と題して、ライブ、CD、音楽のダ

ウンロードに言及し、冒頭では JKT48 について触れている（291-293 頁）。2010 年代のイ

ンドネシアの消費をめぐる議論では、JKT48 が一つの例として取り上げられることがある。

『新興大国インドネシアの宗教市場と政治』（2014）で見市建は、「メディアにおけるイス

ラームの「商品化」」について吟味しているが、その中で JKT48 が「断食明けをファンと

共に祝うイベントを」行っていることについても触れている（26 頁）。JKT48 の動向は注

目を集めるが、これまでの研究においてはその存在は一例に過ぎない。 

 インドネシアのポピュラー・カルチャーの源流は JKT48 及び「アイドル」文化まで繋が

っていると考え、その現状を整理し、その存在についてインドネシア社会の中でどのよう

な意味をなしているのかということを検討すること、特にポピュラー・カルチャーの消費

者としてのファンに着目し、その紹介に留まることなくデータから現状をモデル化すると

いう本研究の試みは有意義であると考えるのである。 

 

2-2. ファン研究 

 次にファンに着目すると言う本研究の手法について、ファン研究（＝ファンダム研究）

のレビューを行う7。ファンダム研究の原点はカルチュラル・スタディーズにあると考える。

ここでカルチュラル・スタディーズについて論及を行うことは避けるが、ファンの文化実

践とは極めて日常的な実践であり、社会的時間、空間を背景としながら大衆の中に存在す

るものであると考えられるからである。大衆の中でメディアオーディエンスを対象とした

研究が発展し、ポピュラー・カルチャーとも大きく関連してきた。 

                                                   
7 ここではファンによって形成されるコミュニティ、ファンの集合体、その文化については

「ファンダム」という表現を用いることとする。 
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カレン・ロスとバージニア・ナイチンゲール『メディアオーディエンスとは何か』（2007）

8では、その 6 章で「ファンとしてのオーディエンス――アイデンティティ、消費、相互作用

性」として「ファンという特殊なテクスト消費者」に焦点が向けられている。ここでは、

ソープオペラや「女性の映画」から女性向けのメディアについての考察が行われている。「特

定のテクストに関するファンの知識や興味がどのようにして産業そのものに利用されてい

るかというその方法について検討」（149 頁）しながら、ファン文化についての研究にエス

ノグラフィックな手法を用いることは「説得力」を持っており、「魅力的」であるというこ

とについても述べている（181 頁）。エスノグラフィーにはまた批判もあり、その限界につ

いても指摘されていることを踏まえながら、「メディア消費を個人的、家庭的、そして社会

生活のより広いコンテクストの中に位置づけようとしている」（180 頁）研究であると言う

ことを重要視している。実際に関連研究、また先行研究としてファンを対象としたものの

殆どはエスグラフィカルなアプローチを行っており、本研究もそれに追随するものである。 

このようなファンダム研究について、より本研究との関連が深いと考えられる対象とし

て、宝塚歌劇団のファンを挙げる。宝塚歌劇団のフォーマットは AKB48 の土台として考え

られる程親和性が高く、それについて詳しくは第 5 章で触れるが、宝塚歌劇団の歴史は 100

年を越えることからファンダムが成熟していると考えられ、先に挙げた和田充夫『宝塚フ

ァンから読み解く超高関与消費者へのマーケティング』を含め、これまで多くの研究成果

が残されてきた。中でもファン及びファンダムについてエスグラフィカルなアプローチを

行った研究に宮本直美の『宝塚ファンの社会学 スターは劇場の外で作られる』（2011）が

ある。ここでは、特に宝塚歌劇団のファンに特有の「ファンクラブ」制度に焦点をあて、

ファンによって「スター」が支えられているという構図に迫った。また、他に日本のポピ

ュラー・カルチャーに対する海外のファンダム研究にも関連があることは自明である。「フ

ァン」とは言い切れないが曺李昇美は「ナショナルな「日常」としての韓国、オルタナテ

ィヴな「想像」としての日本――社会的・歴史的脈略からみた韓国の若者の J-pop 消費」9で、

そのコミュニティとそこで起こる「消費」と「物語」について消費者の言説を取り入れた

分析を行っている。『台湾ジャニーズファン研究』（2014）の中で陳怡禎は、台湾のジャニ

ーズファンが日本のジャニーズファンとは違う文化を築いていることを指摘している。台

湾社会内部での「特有な文化的位置」を意識しながら、台湾社会でのジャニーズファンた

ちの「社会的・文化的立ち位置」を明らかにする試みを行っている。 

本研究ではこれらの関連研究と同様にインドネシアの「アイドル」ファンの文化にエス

のグラフィカルな手法で考察を行うが、本研究で対象となる JKT48 は日本にその母体を置

きながら、同時にインドネシアの「アイドル」でもあることから、インドネシア国内での

その経済効果の可能性に言及していくことを取り入れる。例えば、台湾ではジャニーズア

                                                   
8児島和人、高橋利枝、阿部潔訳。Karen Ross and Virginia Nightingale, Media and 

Audience: New Perspectives, Open University Press, McGraw-Hill Educations, England, 

2003 
9 吉見俊哉、土屋礼子責任編集『大衆文化とメディア』（2010）収録、309-350 頁。 
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イドルは外国のタレントであり、「アイドル」に対する直接的な消費は台湾国内での経済活

動が主ではない。「ファンという特殊なテクスト消費者」を持つ「商品」の中で JKT48 は、

日本とインドネシア双方の地域に基盤を持つことで非常に珍しいと考えられる。本研究は

JKT48 を対象とすることでこれまでに言及されなかったファンダムの特徴や社会的な関わ

りについて検討することができると考えるのである。
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第 3 章 日本の「アイドル」とインドネシアの「Idol」 

 

では本研究で扱う「アイドル」とは具体的にどのような文化を指すのか。「アイドル」を

日本特有の芸能文化のいちジャンルと捉え、その通史を概観し、本研究における「アイド

ル」の定義を行う。またインドネシアで受容され、「Idol」と見做された文化とは一体どの

ようなものであるかを整理する。 

 

3-1. 日本の「アイドル」文化概観 

 

 「アイドル」とは一体どのような芸能文化を指すのか。既に日本国内には「アイドル」

という言葉が日常的に存在する。例えば、ここで語ろうとしている芸能文化の一ジャンル

としての「アイドル」そのものだけでなく、「職場のアイドル」、「クラスのアイドル的存在」

と表現される人、また場合によっては動物や物、を語る時、また人や物に対して「アイド

ルみたい」、「アイドルっぽい」という形容詞を使う場面は自然に受け入れられている。そ

こで想定される「アイドル」は、何となくのうちに共通認識がなされている場合が多い。

前者は「アイドル」のような「みんなの人気者」といったニュアンスであろうし、後者は、

「アイドル」に相応しいと考えられる要素を持った人、物を指していると考えられる。そ

の「アイドル」が一体どのような特徴を持っているのか、具体的に何を想定して「アイド

ル」としているのかということは自明でない。これらのぼんやりとした「アイドル」のイ

メージは、多分にメディアの影響が強く、メディアで「アイドル」とされてきたものが「ア

イドル」と考えられる。では、日本国内のメディアで「アイドル」とはどのように扱われ

てきたのか。本章ではその「アイドル」通史を追いながら、その定義を求める。 

 尚、以降は「アイドル」を女性アーティストに限定することとする。関連研究でも触れ

たように現象としては男性アイドルにおいても同様のことが起こっているが、議論を複雑

化しないために、JKT48 と同じ女性アイドルに限定して話を進めたい。 

 

（1）日本「アイドル」史 

 日本に「アイドル」が登場したのは 1970 年代前半であると考えられる。傍流として笹山

敬輔が『幻の近代アイドル史 明治・大正・昭和の大衆芸能盛衰記』（2014）で紹介してい

るように「アイドル」以前に「アイドル」的現象もあったとは考えられるが、現代の「ア

イドル」へと繋がる潮流として挙げられるのは 1971 年 6 月 1 日にデビューした歌手、南沙

織である。笹山もその皮切りとして挙げているが、評論家の中森明夫が『アイドルにっぽ

ん』（2007）の中で「国産アイドル第一号」としているように南沙織は「アイドル」史のい

わば定説として、最初に語られることが多い。その論拠は諸説あるが、南沙織のプロデュ

ーサーである酒井政利は「1970 年頃は、辺見マリさんや奥村チヨさんといった“アダルトな

歌手”が人気を集めていました。そこで私は逆にターゲットを若い中高生に絞って、「アイド
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ル作戦」を展開しようって。その第一号が彼女だったんです。ちなみに当時はアイドルと

いう言葉は一般的ではなく、「青春スター」や「青春歌手」といった言葉が使われていまし

た。だから日本のアイドル第一号は南沙織さんなんです。デビュー曲のタイトルを『17 才』

にしたのは、中高生たちの世代的な共感を狙ったからです。その狙いは的中し、大ヒット

となりました」と語っており10、南沙織は戦略的に「アイドル」として売り出された「第一

号」と言うことができる。同年にデビューした小柳ルミ子、天地真理と併せて「新三人娘」

と呼ばれた。 

またこの 1971 年はオーディション番組『スター誕生！』（日本テレビ）の放送が開始さ

れた年でもある。作詞家の阿久悠が『夢を食った男たち 「スター誕生」と歌謡曲黄金の

70 年代』（2007）の中で語る同番組の意義とは、一つに当時テレビ業界で「絶対的政治力」

を持っていたナベプロこと渡辺プロダクションに対抗するために「今の時代の新鮮なスタ

ーを産み出」すオーディション番組を作ることである。そしてもう一つは、「新鮮なタレン

トを発見」し、「歌の性格を一変させる場」をつくることであった。そのために阿久は「下

手を選びましょう。それと若さを」と審査員たちに言ったという（42 頁）。阿久はこの時代

を「少女の時代」と語っており、『スター誕生！』とは「少女」が「サクセス」していく場

であったことが分かる。 

その後同番組から 1973 年には森昌子、桜田淳子、山口百恵がデビュー、そして 1976 年

にはピンク・レディーがデビューした。一方で 1973 年には東京音楽学院のスクールメイツ

からキャンディーズがデビューしている。南沙織のデビュー、そして『スター誕生！』の

放送開始以降デビューする若い女性アーティストについては、今日まで「アイドル」と呼

ばれ続けるタレントが非常に多い。キャンディーズ、そしてピンク・レディーと入れ替わ

る形で 1980 年に松田聖子がデビューする。1982 年には中森明菜、小泉今日子、堀ちえみ、

石川秀美、早見優、松本伊代が次々とデビューし「花の 82 年組」という言葉が生まれた。

続けて 1984 年に菊池桃子、1985 年に南野陽子、中山美穂、そしておニャン子クラブがデ

ビューする。1983 年に放送を開始した『オールナイトフジ』（フジテレビ）という女子大生

を出演者とした番組を土台として、おニャン子クラブはスタートした。いずれも作詞家の

秋元康によるプロデュースで、秋元は「裏側の本音を、どんどん見せていくテレビ」と語

っている。「少女」の「サクセス」はその裏側を含めたスタイルでメディアを媒介して大衆

に発信されていったのである。 

そして 80 年代後半に CM で注目を集める「アイドル」が続々と登場した。宮沢りえ、牧

瀬里穂、観月ありさは「3M」と呼ばれ、その後歌手デビューを果たしながらもモデルや女

優としてのイメージも色濃く持っていた。1994 年に CM オーディションでグランプリを受

賞し、華々しく CM デビューした広末涼子も同様の「アイドル」である。高知県で陸上に

汗を流していた「少女」が一夜にして「アイドル」となった姿はまさに「サクセス」スト

ーリーである。 

                                                   
10 週刊プレイボーイ「16 ページ特集 80 年代アイドル総選挙」（2014） 



14 

 

その一方で、ステージパフォーマンスの場を中心に活動するアイドルも 90 年代に存在し

ている。1990 年から活動を開始した東京パフォーマンスドール、南青山少女歌劇団、1992

年に活動を開始し、大幅なメンバーチェンジを繰り返しながら今でも同様の活動を続けて

いる制服向上委員会と、ステージで歌い踊ることを核とする「アイドル」もまた一つの潮

流を絶やさずにいた。また当時、音楽番組では Wink をはじめとする「アイドル」歌手が活

躍していた。おニャン子クラブの成功を繰り返すことを夢見て、バラエティ番組発の「ア

イドル」もデビューし続けた。1989 年に乙女塾、91 年に桜っ子クラブ、98 年にチェキっ

娘、それぞれの母体となるバラエティ番組の放送を開始している11。 

1996 年デビューの SPEED も当時の「アイドル」として語られるが、そのブレイクも音

楽番組がきっかけであり、グループ名も安室奈美恵の後輩としてデビューを夢見る彼らを

視聴者が応援する形で決まった12。このようなテレビ番組、音楽、「少女」の「サクセス」

が一体となり 1997 年に誕生したの代表例はモーニング娘。である。モーニング娘。はその

後、多くのアイドルユニットを擁するハロー!プロジェクトを生み出し、今日まで「アイド

ル」シーンの中心的存在となっていく。モーニング娘。をプロデュースしたのは自身もア

ーティストであるつんく（現つんく♂）である。つんくはおニャン子クラブのファンであっ

たことを公言しており、自信が手掛けるハロー!プロジェクトの楽曲にはおニャン子クラブ

に影響を受けたことを仄めかすようなタイトルや歌詞が少なくない。またモーニング娘。

のメンバーの中から新たなユニットをデビューさせると言う展開も、おニャン子クラブで

行われていた手法である。 

そのおニャン子クラブの生みの親である秋元康は 2005 年 AKB48 をスタートさせた。そ

の経歴やコンセプトについては次章で触れるが、2000 年代後半の「アイドル」シーンに大

きな影響を与える存在となる。また 2000 年からステージパフォーマンスを中心に「ローカ

ルアイドル」として活動を続けてきた Perfume が 2007 年にブレイクする。「アイドル戦国

時代」と呼ばれる「アイドル」ブームが訪れる。岡島紳士と岡田康宏による『グループア

イドル進化論 「アイドル戦国時代」がやってきた！』（2011）によれば、2010 年 5 月 30

日放送の音楽番組『MUSIC JAPAN』（NHK）で「アイドル特集」が組まれ、その放送で

「アイドル戦国時代」という言葉が使われたことがきっかけだという。同放送にはAKB48、

モーニング娘。、アイドリング!!!、ももいろクローバー、東京女子流、スマイレージ、バニ

ラビーンズが出演し、MC は Perfume という布陣で「アイドル」一色であったという。同

年 8 月 7 日、8 日には「アイドル」に限定した音楽フェス「TOKYO IDOL FESTIVAL2010」

が東京・品川地域で開催された。同フェスは 2015 年現在まで毎年行われ、その出演者数、

観客数を増やし続けている。 

                                                   
11 その流れは 2006 年放送開始の「アイドリング!!!」まで続いていると『グループアイドル

進化論』では指摘されている（82 頁）。 
12 1996 年 1 月 13 日放送分の『THE 夜もヒッパレ』（日本テレビ系列）で視聴者からの公

募によって「SPEED」と名付けられ、正式結成された。同年 8 月 5 日、1st シングル「Body 

& Soul」でデビュー。 
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（2）「アイドル」の定義とは 

ここまでの「アイドル」史を通じて、時代、時代に注目されるアイドルの特徴は様々で

あり、それを一様に定義づけることは難しいと言うことが分かる。特に現在の「アイドル

戦国時代」のように「アイドル」が次々と誕生する中では、他との差別化を図るために様々

なコンセプトのアイドルが登場し、その定義をさらに曖昧にし続けている。しかし、前節

では、「少女」、「サクセス」、「テレビ」、「音楽」を中心にしながらそれぞれが数珠繋ぎのよ

うに繋がって今日にまで至っていることを概観した。主流ではないとは言え、現在は平均

年齢 63.5 歳の「おばちゃん」アイドル13や、「セクシー女優」によるアイドルユニット14も

デビューしている。「少女」の「サクセス」とは言えないユニット、端的に言えばテレビか

らは縁遠く小さなライブハウスのみで「アイドル」として音楽活動を行う 20 代以上の地下

「アイドル」も大勢いる中で「アイドル」の定義には慎重にならざるを得ない。「音楽」と

いうキーワードについても、音楽活動を行わない「アイドル」も存在することはグラビア

や CM でのモデルや、役者等の活動を行う「アイドル」については自明であるが、他に「『新

しい時代にふさわしいまだ見たことのない女の子』を探す」と言うコンセプトのオーディ

ションプロジェクト「ミス iD」（講談社主催）では、従来の表現活動に捉われず、あらゆる

表現（詩の朗読、衣装の制作、民族舞踊など）を受け入れることが特徴的である（しかし

「ミス iD」出身者全員によるパフォーマンスとしてはオリジナル楽曲が披露されている）。

しかし、これらの「アイドル」は、元々「アイドル」がいたから誕生した、という「アイ

ドル」史を背景に誕生していると言うことは間違いないのである。 

これまで「アイドル」の定義をめぐっては稲増龍夫の『アイドル工学』（1989）をはじめ

として多くの議論がなされてきた。香月孝史の『「アイドル」の読み方 混乱する「語り」

を問う』（2014）では、その一つ一つに言及しながら「アイドル」という言葉の用い方につ

いて極めて慎重な分析を行っている。香月は「アイドルという、一見多くの人々にとって

それなりにイメージしやすい言葉が、実はきわめて語義が錯綜した、捉えがたいものだと

いう問題意識」を出発点に、「アイドルらしさ」また同時に発生する「アイドルらしからぬ」

ものについて論及している。「アイドル」という言葉があり、それに紐付いた「アイドル」

という現象があり、そこから幾つかのヒントを得て次の「アイドル」が誕生していると考

えることができるのである。「アイドル」を土台としているからこそ、その「イメージ」を

打ち破るものとしての「アイドル」もまた「アイドル」となる。 

ここで「アイドル」の定義について「アイドル」全般に当てはまる汎用的なそれを検討

することは本研究での本意ではない。しかし、日本の「アイドル」がインドネシアでの「ア

                                                   
13 2011 年 8 月結成のオバチャーン。同公式サイトでは「大阪のオバチャンパワーで世界を

元気にするユニット」、「絡んでくるアイドル」と紹介している。オバチャーン公式サイト

http://www.obachaaan.com/ 
14 2008 年 4 月結成の恵比寿マスカッツ。AV 女優、グラビアアイドルを中心としたメンバ

ー編成で深夜バラエティ番組『おねがい!マスカット』（テレビ東京）で結成された。 
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イドル」である以上、その潮流がインドネシアにまで至る経緯を確認し、そこから本研究

における「アイドル」の定義を定めることを求めるものである。つまり、日本の「アイド

ル」を知っており、それを土台に「アイドル」と名乗る、もしくは呼ばれることがインド

ネシアにおける「アイドル」であると考えるのである。これは日本国内で求められてきた

「アイドル」の差異化が海外での展開にたどり着いたとも言うことができる。 

日本の「アイドル」がアーティストとして海外にその活躍の場を求めた歴史はあるが、

今はインターネットの影響が大きく、世界中どこにいてもあらゆる国内外のアーティスト

とその作品を目にすることが可能になってきている。そこで「アイドル」として語られて

いるものは、そのまま「アイドル」として受容される。日本の「アイドル」としてモーニ

ング娘。や AKB48、BABYMETAL 等が注目を集めたのはインターネットによってそのパ

フォーマンスが「拡散」されていったからであり、そこには第三者の手が加わることがな

かった。それらの「アイドル」に影響を受けた音楽ジャンルがインドネシアの「アイドル」

であるのである。 

 

3-2. インドネシアの「Idol」文化 

 

 インドネシアで「Idol」と呼ばれるもの、それは前節で紹介したように日本の「アイドル」

に影響を受けたスタイルのアーティストである。JKT48 がインドネシアに誕生する以前に、

既に「アイドル」はインドネシア国内において、特にそのファンの間で認知されていた。

そこで展開されていたインドネシアの「Idol」文化とはどのような背景とアーティストの下

に成り立っていたのか、またその中で JKT48 はどのような存在であると捉えることができ

るのかということをここで確認する。 

 

（1）JKT48 以前の「Idol」：日本への憧憬 

 2007 年にデビューし「OK」という楽曲のヒットで若者からの支持を集めた T2 という女

性 2 人組アーティストのように、ポピュラーな楽曲と愛らしさを魅力に人気を得る「Idol」

的アーティストはインドネシアにもいたと考えられる。その背景に日本の「アイドル」は

マッチしていったとも考えられるが、そもそも日本のポピュラー・カルチャーがインドネ

シアに受け入れられたのはいつ頃であろうか。 

インドネシアにおける日本のポピュラー・カルチャーへの親しみの基礎となったものは

大きく 2 つあると考えられる。1 つは、1980 年代に現地でヒットした五輪真弓「心の友」、

もう 1 つは同時代に放映されたドラマ「おしん」だ15。いずれも国を超えて人気を博し、「心

                                                   
15 倉沢愛子『二十年目のインドネシア 日本とアジアの関係を考える』（1995）によると、

連続テレビドラマ「おしん」（NHK）は国際交流基金の放映権料助成により、インドネシア

国営テレビで 1986 年から 87 年にかけてインドネシア全国で放映された。幼い頃のおしん

の貧しい姿が「経済大国」日本のイメージを変化させた、と倉沢は見解を述べている

（133-134 頁）。 
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の友」を「第二の国歌」と表現することも珍しくない。その後、日本の漫画、アニメの定

着や日本のドラマ視聴文化とインドネシアと日本の関係には多くの語るべき事項があるが、

ポピュラー・カルチャーに関しては、この時代を皮切りに注目を集めるようになったと考

えられる16。しかし、注目を集めながらも、特に音楽の面に関しては日本のアーティストが

来尼することは殆どなかった。 

反面、2000 年代より人気を集めた韓国のアーティストは安定した人気を得た。韓国アー

ティストの来尼は日本のアーティストよりも多く、2014 年の日本貿易振興機構（JETRO）

生活文化・サービス産業による「インドネシアにおける音楽市場調査報告書」では、「本調

査では複数関係者より、日本と韓国の音楽アーティストに関して意見が得られており、両

国のアーティスト共にインドネシア市場で人気を博す可能性があるが、日本のアーティス

トはあまり知られていない一方、韓国系アーティストは既に一定の若年層の間で人気を得

ているとのことである。TSP（テレコミュニケーション・サービス・プロバイダー）のデジ

タル音楽配信サービスで取扱われている日本の楽曲数は少ないが、韓国アーティストの楽

曲は比較的に多く、それは韓国系のコンテンツプロバイダーである Triyakom の存在が大き

いと言われている。Triyakom はインドネシア企業である PT. Trikomsel Multimedia との

合弁企業である。」（22 頁）と報告されている。 

このような韓国のアーティストに影響を受けたアーティストが国内にデビューし、「Idol」

的な注目を集めていく。その筆頭は 2011 年 2 月 27 日に結成された、Cherry Belle である。

その「人気」は JKT48 と並べられることが多く、その意味で実質アイドルグループという

ことができるが、彼らの名乗りは「Girls Band」である。そして Cherry Belle 前後にも 2010

年 10 月結成の 7 ICONS、2011 年 9 月デビューの Princess など韓国ポップスに影響を受け

た楽曲でパフォーマンスを行う若い女性アーティストが登場している。「Idol」との違いは、

楽曲やパフォーマンススタイルが韓国のアーティストを模倣したものであると言う点であ

るが、ビジュアル等からその見分けは付きにくい。韓国ポップスに影響を受けたアーティ

ストは「Idol」ではないが、実質「Idol」のように受け入れられていると言える。 

 その一方で、日本の「アイドル」に影響を受けたアーティストも活動を開始する。2010

年 8月 28日17に最初のパフォーマンスを行ったRen-Ai Project、2011年1月結成のLumina 

Scarlet は現在でも活動を行っている「Idol」である。いずれも日本の「アイドル」楽曲を

中心にコピーパフォーマンスを行っている。しかし、Ren-Ai Project が最初にコピーした楽

                                                   
16 同書では、「ここ数年」、「ドラえもん」や特撮ものの番組が導入され、「現在」は「仮面

ライダー」「ウルトラマン」「聖闘士星矢」「キャンディ・キャンディ」「忍者未影」などが

毎週放映されていると報告している。『現代インドネシアを知るための 60 章』第 22 章「ポ

ピュラー・カルチャー――クール・ジャパン、クール・インドネシア」では、「1991 年に大

手出版社であるグラメディア傘下にある EMK 社から出版された『キャンディ・キャンディ』

『ドラえもん』からはじまり」（133 頁）、多くの日本の漫画本が出版され、また「アニメの

ほうも、圧倒的に日本が優勢だ」と報告している。 
17 Guestar at Japan In Ramadhan II at Bekasi Cyber Park、同公式サイト「Ren-Ai 

Project Official」http://ren-aiproject.blogspot.jp/より（2016 年 1 月 7 日参照） 
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曲は、日本の「アイドル」Buono!の「ロッタラロッタラ」と韓国のガールズユニット少女

時代の「Gee」である。しかし Ren-Ai Project の名乗りはあくまで「Idol」であり、そのユ

ニット名に日本語が入っていることからも日本の文化に影響を受けていることは明らかで

ある18。しかし、彼らも韓国のアーティストのカバーを行っていると言うことからその国内

での人気や影響力は日本の「アイドル」よりも大きく、またそれも「Idol」的な印象を与え

ているということが分かる19。 

他にも 2011 年 4 月結成の Super Girlies は原宿ファッションに影響を受けたというカラ

フルな衣裳で、Berryz 工房の楽曲をリアレンジした曲でデビューしている。彼らの楽曲は

ダンドゥットを取り入れたり、インドネシア国内で人気のバンドサウンドを中心にしたり、

「アイドル」に影響を受けながら、インドネシアの地域色を強く打ち出していると言える。 

インドネシアでは多数の「アイドル」コピーを行う「Idol」が JKT48 誕生以前に既に活

動を行っており、その時期は日本の「アイドル戦国時代」とほぼ同時期にその熱を受けて

スタートしていると言える。韓国ポップスが主流である中で、「Idol」ユニットに関わる人々

は日本の「アイドル」が好きである、という熱情を原動力として活動を続けて行ったので

ある。 

 

（2）JKT48 以降の「Idol」：日本との連携 

 そのような機運の中、2011 年 11 月に JKT48 誕生は誕生する。これまでのアイドルは日

本の「アイドル」に影響を受け、国内で自主的に制作されていったが JKT48 は正式に日本

のスタイルを受け継ぐ、「姉妹グループ」としてデビューした。この点は他の「Idol」と比

べて何よりも大きな違いである。また、これまで日本の「アイドル」楽曲を日本語で歌う

「Idol」は存在したが、インドネシア語に翻訳してパフォーマンスを行ったのは JKT48 が

初めてであると考えられる。JKT48 は、後述する運営母体やメンバーの編成から考えれば

インドネシアの「Idol」とも言えるが、同時に「日本の「アイドル」がインドネシアでデビ

ューした」という表現で語ることができる、日本の「アイドル」でもあるのである。その

後、それに追随するような日本が直接プロデュースに関わる、両国をまたぐ「アイドル」

は誕生していない。しかし、2015 年開催のインドネシアの 「J-POP カルチャーイベント」 

TOKYO HITS による日本アーティストの公式カバー・オーディション合格者によって結成

された Tokyo Hits Joshi20のデビューや、Lumina Scarlet が日本の企業との連携を提携し

                                                   
18 Project という部分についてもハロー!プロジェクトを想起させる。 
19 その後も 2014 年 4 月に初のオリジナル楽曲を披露するまでは 8、9 割を「アイドル」カ

バー、残り 1、2 割を韓国ポップスカバーという割合でステージパフォーマンスを行ってお

り、オリジナル楽曲発売以降も「アイドル」カバーを続けている。 
20 同イベントを主催する株式会社 Thanks Creative は、2015 年 2 月 20 日、「インドネシ

アの J-POP カルチャーイベント TOKYO HITS 史上初！日本アーティストの公式カバ

ー・オーディションを実施」としてプレスリリースを出している。

https://thankscr.com/u/admin/fywunnaprfzb99（2016 年 1 月 7 日参照） 
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たこと等（現在は解消している）、JKT48 の誕生によって日本の「アイドル」シーンにイン

ドネシアと言うマーケットをアピールする機会を得たと言うことができる。 

 また JKT48を軸とした新たな「Idol」も誕生する。2012年 4月結成のMoe Jidai Densetsu 

は JKT48 の楽曲をコピーしており、YouTube でそのパフォーマンスを公開している。そし

て 2014 年 5 月 18 日結成の Sky Girls Project は JKT48 の 3 期生オーディションに不合格

だったメンバーによる「Idol」である。日本の「アイドル」だけでなく、JKT48 に「憧れ」

を抱く「Idol」が出現するようになったのである。 

一方でますます盛り上がりを見せる日本の「アイドル」シーンにインドネシアの「Idol」

シーンも影響を受ける。2012 年 1 月に始まった Super MOE Land の Facebook ページに

は「影響を受けたアーティスト」として「スマイレージ、渡り廊下走り隊、9nine、

SUPER☆GiRLS」という記載があったと言う21。また 2015 年 2 月より情報を発信してい

るサイト「Idol Share」22には日本中心に国内外の「アイドル」情報が随時アップデートさ

れている。日本からの情報はよりリアルタイムで受信され、また日本でもその状況を知る

ことが出来る。相互の繋がりはより強固になり、JKT48 をきっかけに他の「Idol」のファ

ンになったインドネシアの「Idol」ファンがその「Idol」がカバーする日本の「アイドル」

のファンになり、日本へ渡航するというケースや、日本在住の JKT48 ファンが JKT48 を

きっかけに JKT48 以外の「Idol」ファンになるというケースを確認している23。 

JKT48 の誕生は、それを契機にインドネシアの「Idol」シーンが日本と繋がりを持った

と言うことからエポックメイキングな出来事であると言うことができる。JKT48 のフォー

マットが「アイドル／Idol」の一つのモデルとなっていくことも考えられ、日本の「アイド

ル」から受けた影響がよりインドネシアの地域性に寄り添う形で展開していく可能性があ

る。次章では、その JKT48 に焦点をあて、その運営形態、メンバー編成等を具体的に紹介

する。

                                                   

21 MuMuMag「可愛い！インドネシアのアイドルグループまとめ」 

http://mumumag.com/lucu-indonesian-girls-idol-groups/（2016 年 1 月 7 日参照） 

22 http://www.idol-share.com/（2016 年 1 月 7 日参照） 
23 本調査のインフォーマントである JKT48 ファンの事例である。具体的には JKT48 のフ

ァンから Ren-Ai Project のファンになり、Ren-Ai Project がコピーする北海道のアイドル

Jewel Kiss のファンとなり、日本を訪れる等したという話を聞くことができた。また日本

在住の日本人ファンは JKT48 だけでなくインドネシアの「Idol」を目当てにインドネシア

を訪れていると言う。 
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第 4 章 JKT48 のケーススタディ 

 

本章では、JKT48 とは具体的にどのようなグループであるのか、そのプロフィールを紹

介しながら、その変遷と活動内容、また AKB48 とは異なるそのファン層から現状を概観す

る。特に現状から考えられる JKT48 の課題として、JKT48 のマーケットが今後拡大してい

くためにどのような変化が求められるのかを挙げる。JKT48 ファンの実情を明らかにして

いく上で指標の一つとして整理しておくと共に JKT48が持つ効果を発揮するための土台と

して提案する。そして、これまでに実施した参与観察の概要を記録し、観察から得られた

知見として JKT48 ファンの様子とそのファンダムに特徴的な文化を報告する。 

 

4-1. JKT48 とは 

 

 以下は日本貿易振興機構（JETRO）生活文化・サービス産業「インドネシアにおける音

楽市場調査報告書」による JKT48 の概要である。 

 

「AKB48 の姉妹グループである JKT48 は、AKB48 のビジネスコンセプトを用いインドネ

シア人のアイドルで構成されたグループである。地元のファンがアイドルを育てる（成長

過程を楽しむ）というコンセプトはインドネシアでも受け入れられ、熱心なファン層を得

ている。同グループの収益は、劇場でのショーや CD 販売、ファングッズ、握手会など、

様々な基盤に支えられており、2012 年に専用劇場が作られてから毎日開催されるショーで

は（週末は一日当たり 2 回開催）、一回当たり平均 300 人の観客を動員し、安定した人気を

得ている。」24 

 

JKT48 は日本のアイドルグループの姉妹グループでありながら、メンバー、ファン共にイ

ンドネシア出身者を中心として活動していることが特徴的であるといえる。前章で検討し

た「アイドル」の特徴と言える「少女」の「サクセス」を見せる手法が AKB48 を通じてイ

ンドネシアで受け入れられているのである。JKT48 の誕生とその背景について、歴史を紐

解くことから紹介していく。 

 

（1）JKT48 の歴史 

JKT48 は、2011 年 11 月 2 日、第 1 期候補生オーディションの開催日であり、その合格

者 28 人が公式に発表された日に誕生した。2005 年 12 月に活動を開始した日本のアイドル

グループ、AKB48 の初の海外姉妹グループとしてインドネシア・ジャカルタを中心とした

芸能活動を行っており、2016 年 1 月現在、そのメンバーは Trainee（研究生）を含めて 71

                                                   
24日本貿易振興機構生活文化・サービス産業「インドネシアにおける音楽市場調査報告書」

（2014）、13 頁。 
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人である。プロデューサーは AKB48 と同じ秋元康氏で、「会いに行けるアイドル」という

活動コンセプトや、専用劇場でのライブ、CD 購入特典としての握手会の開催などの活動内

容は AKB48 のフォーマットをそのまま受け継いでいる。ここで母体である AKB48 につい

てそのコンセプトを中心に確認する。 

 2005 年 12 月、AKB48 劇場が東京・秋葉原にオープンした。そのコンセプトは「会いに

行けるアイドル」であり、当時、専用劇場である同劇場で毎日「公演」と呼ばれるライブ

が行われることがその最大の特徴であった。当初のターゲットは 30 代～40 代の男性アイド

ルファンで、「オールナイトフジ」やおニャン子クラブに親しんだ彼らにとって信頼性の高

い秋元康プロデュースのアイドルプロジェクトは、楽曲の好みも合致していたと村山涼一

は『AKB48 がヒットした 5 つの秘密――ブレーク現象をマーケティング戦略から探る』の

中で指摘している25。メンバーは芸能活動経験のほとんどない 10 代が中心で、そこには「何

も加工されていない生の人間の、人並みはずれた成長を見せる」（23 頁）というインナーコ

ンセプトが設計されていた。その背景でファンの声を積極的に取り入れる姿勢や仕掛けを、

オープン当初からの劇場内でのヒアリングから、その後行われる選抜総選挙、リクエスト

アワード（楽曲の人気投票）まで大小の形で行い、ファンに一緒にアイドルを作り上げる

喜びを提供した。 

 AKB48 は 2006 年 4 月のメジャーデビューの後、着々とファンを拡大していき、「会いに

行けるアイドル」は、決して身近ではないスター的なメジャーアイドルへと変容していっ

たことは CD の売り上げ26やメディアでの露出度合などから明らかである。プロジェクトは

拡大していき、全国各地に姉妹グループを展開、それぞれの都市で初期の秋葉原と同様に

「会いに行けるアイドル」をつくり上げ、その成長を共に味わうことができるスタイルを

提供したのである。 

 そして、JKT48 は AKB48 を知ったインドネシア企業からの「誘致」によって初の海外

姉妹グループとして誕生する27。オーディションの告知は 2011 年 9 月に始まり、10 月には

AKB48 メンバーの高橋みなみが現地メディアに出演、握手会を行い、JKT48 の誕生をアピ

ールした。オーディションの結果、約 1200 人の応募の中から 28 人が選出された。AKB48

のエッセンスをそのままに、地元インドネシアのメンバー28だけで JKT48 はスタートした

                                                   
25 村山涼一（2011）、71-73 頁。 
26 「人気アイドルグループ・AKB48 の 41 枚目のシングル『ハロウィン・ナイト』（8 月

26 日発売）が初週 127.8 万枚を売り上げ、9/7 付週間シングルランキング 1 位に初登場し

た。シングルのミリオン達成は『桜の木になろう』（2011 年 2 月発売）から 22 作連続通算

23 作目となり、自身の持つ「連続」「通算」ミリオン獲得作品数をそれぞれ更新。」オリコ

ンスタイル、2015 年 9 月 1 日 http://www.oricon.co.jp/news/2058421/full/（2016 年 1 月 7

日参照） 
27 秋元康、田原総一郎『AKB48 の戦略! 秋元康の仕事術』（2013）、205 頁。 
28 1 期生唯一の日本人であるレナ・ノザワ（野澤玲奈）は当時インドネシア在住で、現地

メンバーとして採用されている。 
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のである。翌年 5 月、AKB48 と同様に専用劇場を仮劇場29としてオープン、9 月には現在

の場所に本オープンした。「公演」（Show）と呼ばれる 2 時間のコンサートで演じる演目は、

AKB48 をはじめとする日本国内の 48 グループで演じられている「公演」と同内容で、曲

や演出は同じ、歌詞だけインドネシア語に翻訳し、衣装もオリジナルの雰囲気をそのまま

受け継いだ。秋元は 2015 年 3 月 23 日の『電通報』、「JKT48 の躍進に見るクールジャパン

成功のヒント～秋元康氏特別インタビュー～」では、「JKT の場合も、もちろん宗教や慣習

に気を使い、歌詞や衣装が規律に反しないように配慮しましたが、AKB の形自体はそのま

まいじらずに進めています。」と述べていると同時に、また『AKB48 の戦略！秋元康の仕

事術』（2013）では「歌詞のフレーズと衣装には、細心の注意を払いました。」（205 頁）と

語っている。2012 年 11 月には、AKB48 から日本人のメンバー2 名30が移籍、メンバーの

入れ替わりがあったものの、2015 年 12 月現在も日本からの移籍メンバー2 名31が JKT48

の一員として活動している。また、第 1 回のオーディション以降 3 回オーディションが行

われ、2015 年 5 月には 4 期候補生が加入32、現メンバーの 71 人に卒業生を加えればこれま

で約 100 人が JKT48 のメンバーとして芸能活動を行ってきた。 

これらの活動は電通メディア・グループ・インドネシア（DMGI）内に作られた JKT48

運営チーム（JKT48 Operation Team、以下 JOT）がすべてのディレクションを担当して

いる33。同チームは第 1 回オーディション前に発足し、現在、日本からの移籍メンバーを除

いた全メンバーのプロダクションとしての機能も果たしている。これに広告分野では電通、

EC（電子商取引）分野では楽天と連携関係にあるインドネシア最大のメディア・コングロ

マリット、グローバル・メディアコム傘下 MNC グループ（メディア・ヌサンタラ・チトラ、

以下 MNC）が協力してデビューを果たした。同グループの役員であるレイノ・バラックは、

JKT48 発足日の記者会見で東京・秋葉原の劇場を訪れそのコンセプトに共感したことを明

かし34、また「インドネシアでの新しいビジネスの可能性を感じた」35と語っている。MNC

の持つテレビ局、チャンネル、ラジオ局、ニュースメディア、レコード会社やコンテンツ

事業は JKT48 の活動に大きく関わっており、OJT は、MNC との協力の下、音楽番組への

出演、冠番組の放送など大衆にアピールするようなキャスティングを行って来た。JKT48

                                                   
29 Nyi Ageng Serang, Pasar Festival（南ジャカルタ・クニンガン）で 5 月 17 日に初日公

演を行った。 
30 仲川遥香、高城亜樹の 2 名。 
31 仲川遥香、近野莉菜の 2 名。 
32 2015 年 10 月 31 日に該当メンバー10 人全員が正式に Trainee となると発表された。 
33 歌詞翻訳にも JOT の名がクレジットされている。 
34 BUAISO「魅惑の大国 インドネシア～日本発のアイドルビジネス・スキーム インドネ

シアでの勝算は」2011 年 12 月 14 日 http://www.buaiso.net/intercity/city/13542/（2016

年 1 月 7 日参照） 
35日本経済新聞電子版「AKB 初の海外姉妹グループ、JKT48 の可能性  日経エンタテイン

メント！」 2012 年 2 月 14 日、

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK08010_Y2A200C1000002/（2016 年 1 月 7 日

参照） 
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はデビュー当初よりインドネシア国内で数々のテレビ番組に出演、MNC グループのテレビ

局で複数のレギュラー番組に出演し、またホンダやグリコなど日系企業を中心に複数のコ

マーシャルに出演の経歴を持つ。電通メディア統括部スーパーバイザーの西山彰浩氏は、

2013 年に現地の携帯電話会社インドサット（Indosat）の CM に起用されたことがきっか

けで「人気が加速」したと語っている36。こうした露出は、2015 年まで毎年、数々の音楽

番組や音楽雑誌、年間の音楽大賞、他に「Yahoo OMG Award」や「Nickelodeon Kids' Choice 

Awards」で数々の賞を受賞していることにも通じている。 

そして 2014 年にはジャカルタ州政府観光文化局より Enjoy Jakarta 大使に任命、10 月 7

日ジャカルタの観光文化局にて任命式が行われた。同月 15 日には都内で記者会見に出席し

た。記者会見の模様を報道したメディアによると「観光文化局のプロモーション部長を務

めるチュチュ・マフマド・クルニ氏は、JKT48 を選んだ理由として、日本の国民的アイド

ルグループ『AKB48』にとって初の海外姉妹グループであり、インドネシアだけでなく日

本でも高い人気があることを挙げた。」とし、また「チュチュ部長は、『ジャカルタは観光

地として、若い世代によってプロモーションされなければならないと思う』との考えを示

し、「観光大使として起用した JKT48 は、ジャカルタの観光部門を開発していくうえで、

もっとも効果的な存在になることを期待している」と、期待感を表明した。」と言う37。ま

たメインメンバーのメロディ・ヌランダニ・ラクサニは 2014 年 7 月 7 日、「おかやまフル

ーツ大使」に就任している。記者会見の模様を報道したメディアによると「世界に通用す

る岡山ブランドの確立を目指す同県は、ジャカルタで高品質な果物を中心とした宣伝・販

売を展開中」で、メロディはインドネシア・国立パジャジャラン大学農学部に在籍中であ

ることから、「インドネシアの農林水産省で働くこと」を目指し、同記者会見では「日本の

テクノロジーをインドネシアの農業システムに適用し、母国の農業を「より良いものへと

変えていきたい」という明確な目標」を語っている38。このように公的に日本とインドネシ

アの文化交流に資する効果を期待された存在としても JKT48 は成長していく。 

また 2014 年には日本同様に「総選挙」（Sosenkyo）39が開催され、2015 年にも第 2 回総

選挙が行われた。このように AKB48 のエッセンスは細部にまで活かされている。現在、

JKT48 は 1 週間に平均して 4～5 日、約 6～7 公演のコンサートを専用劇場で行っている。

また、CD のリリースに合わせて握手会（Hand Shake、以下 HS）を年に 3~4 回行ってい

                                                   
36江上剛「江上剛のアジアビジネス最前線②インドネシア編 JKT48 と日産が成功する理

由」『文藝春秋』2013 年 9 月号、360 頁。 
37 エンタメ Next!「JKT48 仲川遥香らがジャカルタ観光の魅力をアピール！ Enjoy 

Jakarta 大使に就任」2014 年 10 月 16 日

http://www.entamenext.com/topics_detail2/id=1069（2016 年 1 月 7 日参照） 
38 オリコンスタイル「JKT 総選挙 1 位メロディー、おかやまフルーツ大使就任」2014 年 7

月 8 日 http://www.oricon.co.jp/news/2039559/full/（2016 年 1 月 7 日参照） 
39 AKB48 の名物企画として 2009 年から行われているファンによるメンバーの人気投票で、

日本ではその途中結果や結果がメディアで大きく取り上げられ、発表イベントはテレビで

生中継されている。 
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る。2013 年 11 月には初の Hand Shake Festival を行い、以降 HS のみならず、ミニコン

サートやメンバーによる出店での販売等のイベントを混合した複合型のイベントとなった。

公演終了後のハイタッチ会、2 ショット撮影会も含め、JKT48 には文字どおり「触れる」

ことができ、まさに「会いに行けるアイドル」としてあり続けている。むしろ、日本では

2007 年以降行われていないファンクラブ会員限定のイベントも毎月開催している。そこで

はファンはメンバーと一緒に食事やゲーム、バーベキューを楽しんでいる。同イベントは

ファンクラブの有料会員ならば参加可能で、他に有料会員は優先的に公演チケットの抽選

に参加することが出来る。尚、無料会員になることで公演チケットの事前抽選に参加する

ことは可能で、熱心なファンにとってファンクラブへの加入は必須である。 

活動は 5 年目に入っているが、身近さと手の届かないスター的メジャーアイドルの両方

の側面を持つことを魅力として現在までファンを集めている。JKT48 はこれらの活動の末

にインドネシアでアイドルとしてその存在をこれまでアピールして来たのである。 

 

2011 年 9 月 JKT48 公式サイトオープン 

10 月 AKB48 高橋みなみ握手会を開催 

11 月 1 期メンバーオーディション最終審査、お披露目記者会見 

12 月 活動開始。「JKT48+POCARI SWEAT」CM 放送開始、初の握手会開催、「笑

っていいとも」、「紅白歌合戦」など日本のテレビ番組に出演。 

2012 年 4 月 Global TV で初の冠番組『JKT48School』放送開始 

5 月 仮劇場オープン 

7 月 オフィシャルファンクラブ結成 

9 月 JKT48 劇場オープン 

11 月 日本人メンバー移籍、2 期生加入。「Yahoo! OMG Awards 2012」でベスト

グループ賞を受賞。 

2013 年 2 月 1stCD アルバム『Heavy Rotation』リリース 

4 月 Indosat のコンテンツに起用 

5 月 1stCD シングル『RIVER』リリース 

11 月 初の Hand Shake Festival 開催 

2014 年 3 月 3 期生加入。第 1 回総選挙開催 

7 月 メロディ・ヌランダニ・ラクサニ、「おかやまフルーツ大使」に任命 

10 月 ジャカルタ州政府観光文化局より Enjoy Jakarta 大使に任命 

2015 年 3 月 「Nickelodeon Kids' Choice Awards2015」で FavoriteAsianAct 賞を受賞 

5 月 4 期生お披露目。 

図 1 JKT48 の歴史 

（JKT48 オフィシャルサイトより筆者作成） 
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（2）JKT48 のターゲット層 

JOT が 想 定 す る

JKT48 のファン層は 10

代から 20 代の若者であ

る。JOT は、JKT48 は

アジアの若者との繋がり

におけるブレイクスルー

を求めるマーケッターに

効果的な基盤を提供する

ことができると明言して

おり（図 2 参照）、これ

は初期の AKB48 がター

ゲットとしたファン層と

は大きく異なっているこ

とがわかる。具体的なフ

ァンの年齢分布について

は本研究の調査結果とし

て 5 章で述べることとするのでここでは割愛するが、実際にファンのほとんどは若者であ

り、AKB48 でターゲットとされた「30 代～40 代の男性アイドルファン」は相対的に見る

と少ない。 

また先に述べたとおり、インドネシアでもインターネットによって、ほとんどリアルタ

イムで AKB48 の最新曲を聴き、そのミュージックビデオやライブ映像を見ることができる。

JKT48 誕生以前から AKB48 や日本のポピュラー・カルチャーに親しみ、そのファンであ

った層がターゲットとして見据えられていたであろう。インドネシアは親日国と言われて

おり、日本語学習者数は中国についで世界第 2 位である。国際交流基金の調査40では、10

年で急増したという 97 万人の学習者の 95%が高校生で、高校における第二外国語学習が必

修化したことに起因する。第二外国語は 5 カ国語から選択することができるが、日本語を

選択する背景にはポピュラー・カルチャーへの関心が影響しているということが同調査で

明らかになっている。 

前出の JETRO「インドネシアにおける音楽市場調査報告書」によれば、「日本人アーテ

ィストによる楽曲は 1990 年代前後からインドネシア市場に流通して」おり、「市場の大半

に浸透している訳ではないが、テレビで放映されている日本のアニメ関連の曲もあり、ま

た、学校や大学などで日本をテーマにしたイベントが開催される事も多く、若年層にとっ

ては親しみのある楽曲も多い。加えて、日本の楽曲を専門にしたメディアの存在も、日本

                                                   
40 古川嘉子、木谷直之、布尾勝一郎「インドネシアの高校・大学日本語教師への質問紙調

査に見る日本語学習の意味づけの変化」国際交流基金日本語教育紀要 (11), 7-19,2015 

図 2（Dentsu Media Group Indonesia のサイトより） 
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人アーティストの知名度を高める後押しをしている。」（12 頁）このように日本のアニメ、

芸能、ゲームなどは注目を集めたが、国際交流基金ジャカルタ日本文化センター所長の小

川忠によれば、日本からのアーティストがインドネシアで興行を行うということはなかっ

たという41。同報告書によれば、2013 年度の主要パフォーマンス公演の上演回数のデータ

においても日本のアーティストの公演は少ない（図 3 参照）。小川はそこに「飢餓感」があ

ったことを指摘する。 

 

図 3       （JETRO 同報告書より） 

  

こうした背景の下、JKT48 誕生前、オーディションのプロモーションとして、2011 年

10 月、AKB48 メンバーの高橋みなみが単独でインドネシアを訪れ、現地の音楽番組に出演、

握手会などファンと触れ合うイベントを行ったのである。この出来事はインドネシアの

AKB48 ファンのみならず、日本のアニメ、文化、伝統、食べ物などに興味を持つ「日本フ

ァン」全体への突破口となったと、インタビューの結果、複数のファンから証言を得られ

た。現在でもインドネシアの日本「ファン」にとって、高橋みなみは特別な存在だと語る

ファンが多かった。 

また、JKT48 ファンの A さん42は、インドネシアの中で日本の音楽、アニメ、ゲーム、

テレビ「ファン」がそれぞれにファンベースを形成していたが、JKT48 の登場により、そ

の全ての「ファン」が一堂に JKT48 を通して日本を楽しむようになったと証言した43。同

2011 年は JKT48 の誕生のみならず、ブロック M 地区リトル・トーキョーでの「縁日祭」

開催初年でもある。2 日間、日本文化を楽しめるこのイベントは若者を中心に例年賑わって

                                                   
41 2015 年 5 月 15 日、国際交流基金ジャカルタ日本文化センターに於いて行ったインタビ

ューより。後述。 
42 2015 年 5 月 18 日、JKT48 劇場前に於いて。A さんの Twitter でのフォロワー数は 5000

人を超え、JKT48 ファンで知らない人はいないと他のファンから言われる「有名ヲタ」の

1 人である。 
43 JKT48 ファンが日本のアーティストの T シャツを身に着けたり、自作のグッズを持って

いたり、またパソコンのスクリーンセーバーに日本のアニメの画像を使用している様子が

観察できた。 
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おり、JKT48 も 2012 年から 2014 年までコンサートを行った。2015 年の「縁日祭」開催

について、コンパス紙では以下のような来場者の様子を掲載した。 

 

「ビヌス大学に通うリズキ（20）は、縁日祭は日本文化に気軽に親しめる機会であると話

す。彼のお目当ては、たこ焼き、お好み焼き、miramin（訳注：おそらくラーメンの意）（翻

訳記事まま）といった日本料理にあるという。また、お気に入りの歌手である飛蘭のコン

サートへの参加も縁日祭を訪れた目的のひとつだ。コンサートが始まる少し前に、リズキ

と 6 人の友人たちは会場をまわり、好物のお好み焼きを購入していた。『日本へ行くにはと

てもお金がかかる。こうした行事を毎年開催してもらいたい』とリズキは語った。」44 

 

インドネシアでは、日本のポピュラー・カルチャーに直接触れる機会が求められていた。

その中、JKT48 はこうした日本ファンの「飢餓感」に応える存在として登場したと考えら

れるのである。つまり JKT48 のターゲットは、日本での AKB48 がスタートした時点での

ターゲットと違い、若者を想定しており、彼等の多くはアイドルファンとしての経験を持

たない。しかし、インターネットを通じてアイドルや日本文化への関心を高めており、既

に潜在的アイドルファンとしてインドネシア国内に存在していたと考えることができるの

である。JKT48のファンの年齢層は10代が中心で、日本語学習者の層と重なる。またJKT48

のファンは、日本に親しみ、アーティストを応援するスタイルも日本のスタイルを模倣し

ており、固有名詞として日本語を多用している45。 

JKT48 のターゲット層はそのデビュー前から「アイドル」を受容する姿勢を持っており、

またそれを求めていたのである。 

  

（3）JKT48 の課題 

 実際にそれを受容したファンによって JKT48 は成果を残して来た。しかし、さらなる飛

躍を視野に入れるとそこにはいくつかの課題があると考えられる。JKT48 が今後インドネ

シアで周知され、国民的なタレントとして認知されることは JOT の目標であると考えられ

る。この目標達成をオーディエンスのレベルで数字によって可視化することは、インドネ

シアでは CD の売上枚数の公表がなく、興行への動員数も仔細ではないことから難しい。

JKT48 劇場の定員は立ち見を含め 300 人超だが、観客は公演を見るためにチケットの抽選

に応募しており、その倍率は 2013 年の段階で 8 倍から 14 倍と明かされている46ことから

動員数以上の潜在的な観客が存在していることになる。しかし、その倍率の詳細は常に公

表されているものではない。現在のところ、数字によるデータで正確な評価をすることが

                                                   
44 「文化：日本文化に熱狂する若者」2015 年 5 月 11 日付けコンパス紙 25 面 翻訳

http://indonesia-zakkicho.ldblog.jp/archives/29991668.html（2016 年 1 月 7 日参照） 
45 応援の掛け声、曲名、「総選挙」などの単語など。 
46 江上（2013）、359 頁。 



28 

 

難しいと考えられるが、例えば、2015 年 6 月の単独コンサートは 4000 人規模のアリーナ

で開催されたが、1 日 4 回の公演のうち、1 公演もチケットが完売することはなかった。同

コンサートでは、完売を目標としてチケットの即売会などを行っていたことからここには

っきりとした結果が出ていると言える。 

JKT48 がより多くの消費者に受け入れられるための課題の 1 つとして、その価格設定の

見直しを挙げる。JKT48 に対してファン活動を行うのに必要な消費額、公演のチケット購

入や握手会に参加するための CD 購入、はインドネシアの中間層の平均的な消費額を上回

る。アジア開発銀行と世界銀行によると中間層の目安は、その半数を占める層で 1 日 2〜4

万ルピア、日本円に換算すると約 200 円から 400 円、の消費だ。公演のチケットは学生・

女性料金でも 1 回 5 万ルピア、一般チケットでは 10 万ルピアであり、一般的に高価である

ことがわかる。初期 AKB48 でターゲッ

トになったようなアイドルファンの中年

男性と JKT48 のターゲットは経済的な

背景が大きく違う。彼らが日本への憧憬

を JKT48 に投影していることは、日本に

直接行くには経済的余裕がないことを示

しているともいえる。 

実際、これらの消費への抵抗が薄いの

は、日本からのファン、またはインドネ

シア在住の日本人であることが観察から

明らかになった。チケット代の一般料金

は 10 万ルピア、日本円で約千円、CD は

4 万ルピア、約 400 円である。熱狂的な

日本人の AKB48 ファンが千円の CD を

数百枚の単位で購入するということは日

本のメディアでも取り上げられているが、

それに相対すればインドネシアで CD を

数百枚購入することや、毎日コンサート

を見ることは日本人のファンにとって難

しいことではない。CD1 枚に対して 4 票または 8 票の投票を行うことができる。総選挙の

得票数（図 4 参照）に対して数百枚から千枚の CD を購入することでその 3 分の 1 から 2

分の 1 に価する投票を行うことが可能であると分かる。それを目的としたこのような大量

購入が実際に行われていることは複数のファンへのインタビューで明らかになった。同様

の動向は、本章で後述するファンベースと呼ばれる私設ファンクラブによっても行われて

いる。 

 つまり、現地のファンよりも日本人のファンによる消費が大きいという可能性があり、

順位 メンバー 得票数 

1 Jessica Veranda 22,404 

2 Nakagawa Haruka 21,882 

3 Melody Nurramdhani Laksani 20,107 

4 Andela Yuwono 17,610 

5 Devi Kinal Putri 16,574 

6 Shania Junianatha 15,984 

7 Ratu Vienny Fitrilya  15,876 

8 Priscillia Sari Dewi 15,188 

9 Cindy Yuvia 14,919 

10 Nabilah Ratna Ayu Azalia 14,853 

11 Riskha Fairunissa 14,846 

12 Beby Chaesara Anadila 13,105 

13 Ghaida Farisya 12,908 

14 Ayana Shahab 12,631 

15 Sendy Ariani 12,585 

16 Gabriela Margareth Warouw 11,690 

17 Elaine Hartanto 10,861 

18 Chikano Rina 10,276 

19 Frieska Anastasia Laksani 10,025 

20 Michelle Christo Kusnadi 8,106 

図 4 第 2 回総選挙「パレオはエメラルド」得票数 
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これは JKT48 が現地でより多くのファンを獲得する、ビジネスとして成り立つ、ためには

その成功に及んでいないことを意味する。パトロン的な効果を期待することはできるが、

彼らに市場が支えられているとすれば、今後価格が下がるということは考えにくく、高価

で手が届きづらい日本文化であり続けることになる。インドネシアの社会的背景に対応す

るマーケティングが見えにくくされていることも課題であると言える。日本人のファンを

当て込んで運営を続ける以上、その成果が上がることは考えにくい。 

しかしその一方で、日本人消費者のようなエキスパート消費者がインドネシアの若者と

SNS などを切っ掛けに交流を持ち、コンサートに誘う、などの可能性は皆無でない。現地

のファンが日本人ファンに「憧れて」、彼に会うことも目的としてコンサートに初めて来た、

という場面に遭遇した。日本人ファンがメンバーの魅力を日本語、英語、インドネシア語

を交えてつづり、それを見てファンになるインドネシア人がいる。顧客の存在が知覚リス

クを下げ、ノービスを「現場」に誘うという例である。JKT48 に関心がある、ということ

は日本に関心があるということであり、日本人ファンもまた日本文化を体現する存在であ

ることから憧れの対象となるのである。 

 日本人など一部の消費者への依存を解消しながら、現地でのユニーク購買者の増加を目

指すには価格設定の見直しが必要である。AKB48 劇場オープン当時の入場料は千円であっ

たが、これは相対的に見れば非常に安価であることが分かる。同じ千円のチケットである

が、日本とインドネシアでは市場価値がまるで違う。AKB48 のフォーマットをそのままに

運営するのであれば、その価格は妥当ではない。また CD の価格については、日本人消費

者のような高額商品の消費を見込める層に向けて、例えば総選挙の際の投票券付 CD につ

いて 50 票などのまとまった数の投票権利を付加した高額の CD（仮称、特別版）を販売し

ながら、それらの付加価値のない CD（仮称、通常版）をより安価に販売することが考えら

れる。このような特別版の販売は、既に中国・上海を拠点とする姉妹グループ、SNH48 で

導入されている。SNH48 の例は経済事情の違いから直接の参考とはなり得ないが、インド

ネシアにおいては通常版を安価に設定する目的のために有効であると考えられる。 

 また、地方での興行にも可能性がある。これまでにも JKT48 はジャカルタ以外の都市、

またジャカルタのあるジャワ島以外の島でのコンサートやイベントを行っている。インド

ネシアは数百の島が集まった島国であり、地域格差は大きい。ジャカルタまでコンサート

を見に来るのは、日本国内で東京・秋葉原まで、または最寄りの劇場がある地方都市（愛

知県名古屋市、大阪府大阪市、福岡県福岡市、新潟県新潟市）までコンサートを見に移動

するのと比べて、費用も労力もかかる。ただ、興行を行う側にも同様の労力がかかり、採

算の見込みが不確かであることを考えると、地方での興行はテレビ出演、CD 売上チャート、

また You Tube での動画再生回数やユニークアクセス、アクセスポイントの解析による地方

からの注目度を指標に定めた目標を達成した後に行うことが有効と考えられる。 

他に JKT48 含む国外の 48 グループ47はオリジナル楽曲を持たない。すべてが日本の楽曲

                                                   
47 他に中国・上海を拠点とする SNH48 もオリジナル曲を持たない。 
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の翻訳である。AKB48 の楽曲は作詞家でもある秋元康氏が詞を手掛けており、メンバーや

ファンの気持ちを代弁する様な内容が特徴と言われているが、日本語ならではの表現や、

日本独特の風景が描かれていることは当然であり、仲間同士の絆を桜の季節に喩えたり、

放課後の校庭で部活動に励む同級生に恋をするといった風景は、外国語では到底伝わりに

くいと推測される。また歌詞が多くの場合、直訳となっていることを指摘するファンも存

在する。音楽番組に出演しても広く大衆に訴えかけるようなメッセージを持たない楽曲は、

その効果を半減させているだろう。現地のコンテクストに合わせた楽曲制作は JOT の急務

の一つであり、そのためには JOT 内での翻訳だけでなく、現地のミュージシャンを加えた

音楽的価値の高い歌詞の制作、またはオリジナル曲の生産が必要になる。AKB48 のフォー

マットを体現するということは秋元氏の歌詞が不可欠であることから実現の可能性は低い

が、ファンの中ではオリジナル楽曲を求めての署名活動が行われている。2015 年 8 月に発

売されたシングル『Halloween Night』にはダンドゥットバージョンが収録されており、テ

レビ番組などのメディアでもそのパフォーマンスが公開されている48。インドネシア版と言

える編曲はオリジナル曲ではないが、地域に限定的に密着した楽曲と言える。 

日本の各劇場には劇場支配人が存在し、常にファンと交流を持ち続け、2005 年当初の秋

元康氏と同じくヒアリングなどを行っている。支配人とファンが意見を交換するイベント

等も開催されている（メンバーの出演はない）49。しかし、JKT48 ではスタッフとファン

の交流の機会が正式に設けられてはいない。OJT の中心人物である稲尾次郎氏（DMGI ビ

ジネスディレクター）がイベントやコンサートでの重大な告知（メンバーの人事異動や大

規模イベントの開催など）の際にファンの前に姿を現すが支配人とは立場が違う。2015 年

6 月、JKT48 では初めての「劇場支配人」としてメンバーのメロディ・ヌランダニ・ラク

サニが JOT から指名を受けた。日本でも福岡県を拠点とする姉妹グループ、HKT48 でメ

ンバーの指原莉乃が劇場支配人となっているが、ここではスタッフとの 2 人体制となって

いる。メロディが支配人としてどのような活動をするのかということは明らかではないが、

指原がファンの意見を取り入れてのコンサートプロデュースなどを行っていることから、

ファンがメロディを通じて運営方針に何らかのコミットメントを行う可能性もないとは言

い切れない。 

インドネシアの消費動向や、人口増加率から今後、現在の JKT48 のファンである若者が

                                                   
48 『現代インドネシアを知るための 60 章』第 22 章「ポピュラー・カルチャー――クール・

ジャパン、クール・インドネシア」では、ダンドゥットについて「アラブ、インド音楽が

インドネシアで独自の発達を遂げてできあがった混血音楽」（136 頁）、「他ジャンルで大ヒ

ットが出ると、たいていすぐにそのダンドゥット・バージョンが制作される」（137 頁）と

している。 
49 握手会では支配人との握手ブースとして「支配人部屋」が存在していた。AKB48 オフィ

シャルブログ「支配人の部屋とは・・・劇場支配人に直接会って、意見・要望を伝えたり、

記念撮影をしたり…。お気軽にお申し付けください。料金は無料となります。お一人様で

もグループでもご参加いただけます。」http://ameblo.jp/akihabara48/（2016 年 1 月 7 日参

照） 
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経済的により大きな貢献をする可能性は高い。しかし、それまで JKT48 を「延命」するた

めには一部の消費者の支えを含めながら、現時点での注目度を上げるような顧客層の拡大

が求められるのである。 

 

4-2. 現地調査：JKT48 ファンの参与観察と報告 

 

 本調査に先立つ予備調査として 2 回ジャカルタ現地に渡航したことを含め、2015 年 3 月

より JKT48 ファンの参与観察を行ってきた。JKT48 のファンとして彼らに接近し、その日

常生活から JKT48 ファンの動向、文化を観察した。参与観察の結果、得られた知見を報告

するとともに第 5 章での本調査における消費動機に関わる設問項目を検討する。 

 

（1）参与観察の概要 

参与観察とは、佐藤郁哉によれば「密着取材型のフィールドワークの特徴を表す言葉」

としてよく使われ、「調査対象となる社会の一員として活動するなかでその文化の意味や人

びとの心情を理解しようとするところに」そのエッセンスがあるという50。本研究では、

JKT48 ファンの 1 人としてファンダムの中でその動向を観察することを試みた。学術的な

目的を明らかにせず51、ファンの 1 人として参加することでより多くのインフォーマントを

得ること、生活に深く関与しながらファンダムにおける暗黙のルールやその空気に触れる

ことを目標とした。また実際にファンとして活動することでファンの動向を追体験するこ

とができた。 

2015 年 3 月 28 日、日本・東京で開催された JKT48 の元メンバー、リカ・レヨナのグリ

ーティングイベント52に参加し、日本の JKT48 ファンに接触することから観察を始めた。

イベントの参加者は 40 人弱（定員制）で女性ファンは 5 人、他日本人、インドネシア人、

イタリア人を含む 20 代から 50 代の男性であった。同イベントおよび終了後のファン有志

による交流会で多数のインフォーマント53を得、インドネシア渡航への準備を進めた。 

第 1 回予備調査では JKT48 握手会（Hand Shake、以下 HS）の開催54にあわせて、2015

年 5 月 13～19 日の 7 日間、ジャカルタに滞在した。握手会会場、および JKT48 劇場（ジ

                                                   
50 佐藤郁哉『フィールドワーク増訂版 書を持って街へ出よう』（2006）、158 頁。 
51 ファンになったきっかけ等を聞かれる場面では研究目的であることを明らかにしたが、

あくまでファンであることを強調した。 
52 日本のファンを中心に現地のファンが協力する形で行われた私設イベントであった。イ

ベント告知ページ

https://plus.google.com/110933194488506603626/posts/1AgUUJDx1yT（2016 年 1 月 7

日参照） 
53 日本人のファンの多くは既に複数回インドネシアで公演や握手会に参加しており、現地

ファンとの強い繋がりを持っていた。 
54 2015 年 5 月 16 日、Hall B JIExpo, Pusat Niaga Building Lt. 1, Arena PRJ Kemayoran

にて Individual Handshake Single CD JKT48 Ke-9 “Pareo Adalah Emerald”開催。 
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ャカルタ・fX モール内シアター）で参与観察を行い、また同調査に伴い、国際交流基金ジ

ャカルタ日本文化センター小川忠所長の協力を得て、小川氏に現代のインドネシアと日本

の文化交流についてインタビュー調査を行った55。また現地ファンとの交流を目的の中心と

しながら、fX モール内および握手会会場で複数回のインタビューを行った。現地ファンと

はその場でSNS上での連絡先を交換し、帰国後もTwitterやLINEを通じて交流を続けた。

インタビューおよび交流に使用した言語は、主に英語、インドネシア語、日本語で、それ

ぞれの言語を他の言語で補完しながらコミュニケーションを図った。日本の JKT48ファン、

として概ね好意的に受け入れられ、スムーズにコミュニケーションを取ることができた。 

その後プレ調査（後述）を経て、次の HS 開催56に伴い、2015 年 8 月 13～25 日の 13 日

間で第 2 回予備調査行った。第 1 回に同じく握手会会場、および JKT48 劇場でファンの中

での参与観察を行い、またジャカルタ市内の CD ショップ、書店、映画館で JKT48 および

日本のアーティスト、アニメ・漫画の取り扱いを調査した。引き続きインフォーマントと

の良好な関係からより複雑なファンの内部事情について聞き出すことができ、また市内を

案内してもらうなど、よりプライベートな関係を持ちながらインドネシア国内における日

本に対する感情などを訊くことができた。 

 

（2）JKT48 ファンの文化 

JKT48 ファンがインドネシア現地でどのようなファン活動を行い、どのようなファンダ

ムを形成しているのか、その文化についてここでまとめておきたい。特に JKT48 ファンに

特有の事項としてメンバーとファンの距離感と「ファンベース」の形成について、日本の

アイドルファン一般に見られる事象と比較しながら言及する。 

ファン層について、インドネシア現地の JKT48 ファンは 10 代を中心に 20 代後半～30

代前半までの青年が大半であった。女性ファンも少なくなく、彼らは空間分離等を行うこ

となく男性ファンと共に応援活動を行っている。同様にメンバーとファンの距離感（男女

の距離感）は日本と変わらない。インドネシア国内一般の平均以上の消費活動、具体的に

は公演・コンサート（公演の一般料金 10 万ルピア）、CD（通常版 4 万ルピア）、総選挙イ

ベント（ファンによる CD の大量購入）などが求められることから、日本人ファンからは

「現地の JKT48 ファンは富裕層が中心ではないか」という指摘があった。このような応援

スタイルは日本と同じで、日本と同じように応援することがスタンダードであるとされて

いる。イベント名や歌詞にも AKB48 と同様の単語がそのまま使用されている（総選挙など）。

また JKT48 メンバーもファンも日本への憧れが強く、日本人のメンバーや日本人のファン

への対応は好待遇であると感じている日本人ファンは多い。「日本から来たと話すと歓迎し

てくれた」、「現地のファンはとても親切に（JKT48 劇場がある）モールの中を案内してく

                                                   
55 2015 年 5 月 15 日、国際交流基金ジャカルタ日本文化センターに於いて。 
56 2015 年 8 月 17 日、Balai Sudirman にて"Refrain Penuh Harapan" HANDSHAKE 

FESTIVAL 開催。 
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れ、トイレまで付いて来てくれた」など好意的に感じられた経験を語る日本人ファンが殆

どで、インドネシアへの印象はとても良い。メンバーも日本的なファッションやスタイル

を好んでおり、ファンも JKT48 を日本のブランドとして捉えているという指摘があった。

JKT48 を追随するスタイルの現地アイドルもデビューしているが、韓国風アーティストを

追随するスタイルのガールズグループとはそのファッションやスタイルにおいて違いがあ

ると日本人、インドネシア人を問わず JKT48 ファンは指摘する。 

日本との大きな違いである宗教については、在日 JKT48 ファンもイスラームへの関心が

高く、メンバーがどのような信仰を持っているかはファンも把握している。日本人メンバ

ーがジルバブ（Jilbab）を着用し、ラマダンに断食をしたことにはインドネシア国内でも好

意的な反応が多かった。イスラームへの信仰を理由に握手会に参加しながら握手をしない

ファンも存在するという。 

JKT48 は特に宗教的な背景において日本とは大きな違いを持つことが分かったが、その

ファン文化は日本のアイドルファン、特に AKB48 をはじめとする 48 グループのファンと

大きく変わらない。具体的には、日本のアイドルファン文化についてはここで紙幅を費や

すことを避けるが、コールや MIX と呼ばれる特殊な掛け声による応援やヲタ T と呼ばれる

グッズの T シャツを着用しての公演鑑賞、イベント参加、またファンレター、プレゼント

を贈ることや、一部に熱心な女性ファンの存在など複数の事象が日本でのシーンと共通し

ていることが明らかになった57。秋元康氏はインターネットの登場により、海外在住のファ

ンの多くがリアルタイムで日本のファンと同じようにコンテンツを楽しんでいるという現

状を語っている58。現地のファンが日本の文化を真似することで JKT48 の応援の在り方を

作り上げているとも言うことができる。 

また JKT48 の活動はその身近さを特徴の一つとしていることは第 4 章で紹介したが、劇

場公演後のハイタッチ、握手会を中心に即売会や入り待ち、出待ち、そして殆ど一方通行

的ではあるがインターネット上でのやり取りを通じてメンバーと直接交流する機会は実に

多い。特に AKB48 と比較すると非常に近い距離感で応援することが可能である。AKB48

では劇場公演を観ることは殆どプレミアが付いている。しかし JKT48 では抽選こそあるが

実際には殆どの入場を希望するファンが公演を観ることができるのが現状であり、まだま

だその人気は伸び代があるというのは既に述べた通りである。また AKB48 では既に禁止さ

れている出待ち行為も黙認されている状況にある。公演やレッスンが終わった後のメンバ

ーをモールの出入り口で待つファンの姿は日常的で、週末ともなると夜通し待つファンも

少なくない。中にはギターを片手に歌を歌いながら盛り上がるファンの集団もあり、楽し

みながらのんびりとメンバーを待っている様子がある。ファンは公演や握手会などのイベ

                                                   
57 これらは YouTube などの動画サイトを経由して輸入された文化と推測され、その意味内

容が伝わっているのかは不明だが、表面的にはきれいにコピーされている。 
58 「掛け声や手拍子など応援の仕方が、日本とまったく同じなんです。彼らはネットで見

て、俺たちもやりたいとずっと思っていたんでしょう。（中略）ジャカルタのファンは本当

に、僕らが驚くぐらいこちらの事情をよくわかっています。」202-203 頁、秋元、2013 
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ント、出待ちの場で親しげにメンバーに声をかける。このような距離感は時にエスカレー

トすることもある。 

日本のアイドルシーンでは「ガチ恋」という表現で語られている、ファンがメンバーを

恋愛対象として見る、実際に片思いの感情を抱くことを指す現象も確認できた。元 JKT48

ファンで元メンバーと公私に渡る関係がある B さん59から、メンバーには「彼女になってほ

しい」「結婚して欲しい」「自分のことをどう思っているか聞かせて欲しい」という旨のメ

ッセージが Twitter のメッセージ機能を通じて連日寄せられるということを聞くことがで

きた。B さんによると「ガチ恋」ファンの多くはメンバーの活動の内容よりも、自分とメン

バーの関係性に強い執着があり、「メンバーのパフォーマンスや今後の活動には関心が薄く、

メンバーの励みにはならない。逆に彼女はこのようなメッセージに神経を削られている」

と語った。目に見える言動のみならず、ファンの心情にも日本と同様の現象が見られるこ

とに注目すると、インドネシアにおける「アイドル」現象は一過性ではなく、日本と同じ

ように定着する可能性があると考えることができる。また B さんのようにファンから卒業

後プライベートな関係を築く例があることにも注目する。メンバーとしてグループ在籍中

にファンと私的な関係を築くことはルール違反とされており、明文化はされていない、日

本での例からも厳しい目が向けられている。しかし、元々メンバーの友人である、親戚で

ある、知人であるというファンに少なからざる人数で遭遇した。それらはファンとしての

妄想のような発言ではなく、それをきっかけに JKT48 のファンになったという人が殆どで

あった。ファンとアイドルの関係性以上の文字通り家族のようなコミュニティ形成は

JKT48 の特徴である。 

 そして、日本にはない特有の文化として「ファンベース」を紹介する。「ファンベース」

についての情報は現地調査の結果、初めて得ることができた。現地のファンが度々「ファ

ンベースの情報によると……」とその存在に言及することから気づきを得たが、ファンと

して深く対象にコミットしなければその存在には気づき得ない。「ファンベース」は私設フ

ァンクラブのような組織で、各メンバー毎に 1 つまたは複数存在する場合もあるようであ

る。ファンベースは主にコミュニケーションアプリ LINE のグループ上での交流や情報交

換を行い、メンバーの誕生日を祝う「生誕祭」（SEITANSAI）60やメンバーの記念公演61な

どファンが主導して企画を作る公演の準備や、オフ会の企画、オリジナルグッズ62製作など

を行っている。また HS や公演のチケットを協力して大量購入することでメンバーを直接的

                                                   
59 2015 年 8 月 20 日、FX MALL5 階フードコートに於いて。 
60 AKB48 では発足当初から「生誕祭」という名で行われている公演で、該当メンバーのフ

ァンが一丸となって祝いの演出、スタンド花やメンバーが着用するための揃いの T シャツ

のデザイン、公演中に使用するサイリウムの準備と運営側との演出内容の交渉等を行う。

48 グループのみならず他のアイドルファンの間でも一般的な文化である。 
61 メンバーにとって 100 回目、200 回目の出演等。 
62 HS でメンバーと握手をしに来たファンに配布するステッカーやカード、ファンベースメ

ンバー向けに販売し、揃いで着用する T シャツ等でメンバーにも贈ることがほとんどであ

る。メンバーもそれらを手にした写真をしばしば Twitter に掲載する。 
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に支援し、またそのチケットを再分配するなどの応援活動を行っている。LINE グループを

利用した組織であることから、既にメンバーとなっているファンと直接連絡を取り、LINE

上で「友達」になり、グループに招待してもらわなければファンベースに参加することは

できない。ファンベースによる Twitter や Facebook のアカウントが窓口の 1 つとなり、そ

こにメッセージを送ることで LINE 上の「友達」にしてもらうことは可能だが、先ずその

存在を知らなければ参加することは殆ど不可能である。このような組織は日本のアイドル

シーンでは見ることがない。生誕祭などのためにファンが結集して企画を練るという習慣

はあるが、その組織が常にその状態を保ったまま、様々な活動を行うという文化はない。

ここではファンベースの存在は JKT48 に特有の現象であると考える。しかし、このファン

ベースの活動に類似した文化が日本の宝塚歌劇団のファンダムにおいて確認できる。それ

は私設ファンクラブの存在である。ファンベースよりも遥かに長い歴史と厳しい統制を持

つ組織ではあるが、あくまで公式ではないが運営母体から黙認されていること、ファンと

して対象に深くコミットすることで初めて知る組織であること、オリジナルグッズの製作

やチケットの再分配を行うなど対象をより直接的に応援すること等共通項は多い63。またフ

ァンベースに参加することは特定のメンバーを応援するという所信表明でもあり、宝塚歌

劇団の私設ファンクラブと同じく 2 つ以上のファンベースに参加することは少ない。

AKB48 グループと宝塚歌劇団の親和性については次章で改めて言及するが、AKB48 では

確認できないファンダム文化が宝塚歌劇団のそれに類似することは単純に興味深い。ファ

ンベースの存在は、JKT48 のファンダムに向き合う上で決して無視できないのである。 

 

（3）得られた知見 

 ここまでの観察から得られた知見として JKT48ファンとイスラームとの関わりを整理す

る。イスラームをはじめとする宗教という背景は日本のアイドルシーンには公に関わるこ

とが殆どなく、インドネシアのアイドルシーンに特有の背景である。 

AKB48 のプロデューサーである秋元康氏は、その宗教的背景には十分留意したと語って

いる64。イスラームは国教ではなく、あくまで他の宗教と平等に扱われているが、インドネ

シアのムスリム数は全人口の 90%を超えており、ムスリム人口の実数では 2 億 717 万 6162

人65と世界一である。近年インドネシア国内でイスラーム的様相の顕著化が進んでいること

はインドネシア研究の分野で広く指摘されている。見市は、ジルバブを身に着ける女性の

姿を街中で見かけることは珍しくなく、モスクの数も増加していることを指摘している66。

JKT48 のファン、スタッフの中でも約半数ほどがジルバブを着用しており、ムスリマのメ

ンバーがジルバブ姿をインターネット上に公開する、メンバーがお祈りの時間についてツ

                                                   
63 宮本（2011） 
64 秋元康、田原総一郎『AKB48 の戦略! 秋元康の仕事術』（2013）、205 頁。 
65 BADAN PUSAT STATISTIK“SENSUS PEDUDUK2010” 
66 見市（2014） 
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イートすることが文字通り JKT48 の「日常」である。このような背景のもとで「AKB48」

が「JKT48」になっているということが明らかになっている。 

「イスラームのポピュラー・カルチャー化」と指摘されるように67ポピュラー・カルチャ

ーとイスラームの融合は音楽、小説、映画等の様々な分野に見られるが JKT48 もまさにそ

の枠組みに入っているのである。FX モールの中に複数のジルバブファッションの洋服店、

ハラル化粧品ブランドの店があるということは象徴的とも言える。また現地メディアによ

ると JKT48 のオリジナル曲には宗教曲を希望する声がメンバー、ファン共に上がっている

という。JKT48 のオリジナル曲発売は全くの未定であり、今後の課題の一つであるとした

がそれが宗教曲になる可能性は殊更に未知である。しかし、そのような意見が上がること

は JKT48 に独特の宗教と密接した関係を持つ背景があるからである。ラマダン中のイベン

トやオークション、ラマダン明けの食事会イベント等はもちろん日本にはない JKT48 特有

の活動だ。これも「ポピュラーイスラーム」の一例として見市に指摘されている。 

しかし、家族でない異性同士が握手をする握手会はこのような背景で受け入れられてい

るのか。インドネシアのムスリムに対する握手への心証調査としては、大形の研究ノート

「インドネシアにおけるイスラム教徒のイスラム教義理解とその実践、及びジェンダー規

範―意識調査の分析（その 2）: ジェンダー関連項目―」（2010）68を先行研究に挙げる。同

研究によれば、ジャカルタの 20 代の回答で「マフラムの関係にない男女が握手をすること

について」、「もちろん構わない」は 66.2％、「しない方がよい」および「いけない」は併せ

て 23％、「わからない」が 10.8％であった。消極的な意見は少数派であるが、留意する必

要が全くないとは言い切れない割合で存在している。イスラームを信仰する前出の A さん

は、 

「触れ合うことは実際には良くない

ので、握手をしないファンもいます。

でも、気にしないファンがほとんどで

すし、握手が目的というよりは直接メ

ンバーと会って話すことが楽しみです

から握手をしないファンも握手会に参

加して話だけします。メンバーもわか

ってくれます」69 

 

                                                   
67 野中葉「イスラーム的価値の大衆化――書籍と映画に見るイスラーム的小説の台頭」倉

沢（2013）に収録、269 頁。 
68大形里美「インドネシアにおけるイスラム教徒のイスラム教義理解とその実践、及びジェ

ンダー規範―意識調査の分析（その 2）: ジェンダー関連項目―」九州国際大学国際関係学

論集（2010）、97-136 頁。 
69左手に触れることはイスラームでは不浄とされるが、左手で触れ合う様子は珍しくなかっ

た。またジルバブ（ヒジャブ）を着けた衣装で握手を行うメンバーもいた。 

図 5（同研究より筆者作成） 
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と語った。観察の中で握手をしないファンを実際に確認することはできなかったが、HS

に集まるファンの多さから JKT48に特徴的なイベントの一つとして認識されていると考え

ることができた。JKT48 の活動は「アイドル」文化としてその形を変えながらインドネシ

アの宗教的背景の下に馴染んでいると考えることができる。 

本研究では当初、イスラームを背景とした「アイドル」市場こそがインドネシアの「ア

イドル」市場の特徴であると考え、「アイドル」がイスラームを背景に成立すること、また

イスラームへの信仰と「アイドル」ファンであることの関係性についてより深い考察を行

うことを計画していた。しかし、実際に得られた知見から「アイドル」のみならず、数々

のポピュラー･カルチャーや現代的な慣習がインドネシアには根付いており、そのような

「日常」の中で「アイドル」文化は適宜スタイルを変え、またそれを受け入れるファンも

それぞれの立場で楽しんでいると言うことが明らかになった。これに加えてインドネシア

のポピュラー・カルチャーとイスラームの関係を本調査の結果から地域に固有なものであ

ると断定することは極めて難しく、周辺地域、また中東地域を含めた同様の現象を含めた

検討を行う必要があると考えられる。この点について、今後の課題としながら、「アイドル」

とイスラームの関係について、現地調査から得られた知見とする。これを踏まえて、次章

以降で報告を行う意識調査では質問事項にイスラームに関する内容を加えることはせず、

調査対象となるファンが信仰する宗教について質問するに留めることとする。 
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第 5 章 JKT48 ファンの意識調査と分析 

 

本章では、本調査の内容とその分析結果を中心に報告を行う。JKT48 ファンの現状につ

いてこれまで観察、概観して来た。ここでその実情を定量的調査で明らかにし、実像を描

き出す。ここまでの観察から得られた結果より設問項目を設定し、オンラインで調査を行

った。結果から JKT48 ファンのプロファイリングを行い、また消費行動を実際に行ってい

るファンについて因子分析を行った。 

 

5-1. 調査概要 

 

2015 年 10 月 18 日～25 日、本研究の本調査として Survey Monkey を利用したオンライ

ン調査を行った。対象者は Twitter を利用している JKT48 ファンを自覚する人々で Twitter

上で拡散する方法で協力を呼び掛け、434 名の回答者を得た。インドネシアは一般的に

Facebook、Twitter を中心としたソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）利用

率が高く、日本貿易振興機構（JETRO）の 2012 年の調査によれば「インドネシアの Twitter

登録者数は 490 万人であり、インドネシアのツイート数は全世界の約 15%を占めるとも言

われている。米国とブラジルに次ぐ Twitter 大国である」70。JKT48 でも運営チーム及び

メンバー全員（研究生を含む）が公式の個人アカウントを持ち、各自メッセージや写真、

動画を発信していることから JKT48 ファン、中でも今回の調査対象となる JKT48 への関

心が高いファン、の Twitter 利用率は非常に高いと推測できる。前出の A さんのようなフ

ォロワーが 5000 人以上存在し、ファンの中でも声の大きいファンを中心としたインフォー

マントとの連携を持って、質問の拡散を行った71。 

まずプレ調査として 2015 年 8 月 7 日、Twitter 上でサンプル数 100 を目安としたオンラ

イン調査を行った。調査票は調査サイト Servey Monkey を使用して作成し、アカウント

ID、jktdasukiclub より発信、約 30 のリツイートでデータを得た。質問項目は年齢、出身

地、宗教、言語の個人特性に関わる項目と JKT48 に関わる項目として推しメン 、イベン

ト参加経験の有無、日本に関する項目として日本のポピュラー・カルチャーへの関心、日

本語学習歴、海外渡航歴の 10 項目をインドネシア語で訊いた。その後、プレ調査の結果と

予備調査における参与観察の結果から本調査の項目を設定し、調査を行った。同項目につ

いては後述する。 

 

                                                   
70 日本貿易振興機構「東南アジアにおけるインターネット普及状況と SNS 調査」（2012）、

82 頁。 
71本調査での協力を呼びかけるツイートは最大で 66 回の拡散（リツイート）を受け、9686

回の閲覧があった。閲覧回数は 2015 年 11 月 7 日現在、同アカウントから確認。  
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5-2. 調査と分析の手法 

 

本調査におけるファンダムの分析手法は和田（2015）が行った宝塚歌劇ファンを対象と

した調査における超高関与消費者のプロファイリングを踏襲する。宝塚歌劇と AKB48 の運

営形態の親和性が高いこと、宝塚歌劇の長い歴史の中からファンダム分析の研究例が数多

く存在することから、AKB48 と運営手法を同じくする JKT48 のファンダムにおいても適

用可能であると考える。和田は、宝塚歌劇の熱狂的ファンを超高関与消費者として、関与

の概念を用いて没入の状態にあることを指摘している。これまでの参与観察、予備調査か

ら JKT48 のファンが同じく没入の状態に当てはまり、同様の消費行動を起こしていると考

えることができる。 

 

（1）チクセントミハイのフロー・モデル 

和田が同研究で言及しているモデルにミハイ・チクセントミハイのフロー・モデルがあ

る。チクセントミハイは『楽しみの社会学』（1975）の中で、「楽しさ」を説明するために

「フロー・モデル」を用いた。チクセントミハイは「世俗的報酬をほとんど生まない活動

に、多くのエネルギーを注ぎこんでいる人々」（35 頁）72を研究対象とし、これらの活動の

「追及」への動機づけとなる「満足」即ち「報酬」が何であるかを理解することを試みた。

この「自己目的的」活動を行う人々は「内発的報酬がその活動を追及する主要な誘因とな

り、外発的報酬を包み込んでしまっている」ようであると述べられている「自己目的的経

験」＝「フロー」の状態にあると指摘される（66 頁）。フローの状態にある人はその行為に

没入しており、「遊び」や「創造」、また「幻想的」「宗教的」な状態においてフロー経験を

得やすいとしている。フローの状態では、外発的報酬、世俗的で物理的な報酬、金銭や物

品、名誉などを得ることを目的とせず、内発的な報酬がその動機づけとなる。 

和田の研究では宝塚歌劇の消費者がフローの状態にあると捉え、その消費動機を外的報

酬と内的報酬とに大別し、チクセントミハイの「楽しい理由」を消費動機の枠組みとして

採用している。「楽しい理由」は内発的な報酬のみならず、外発的な報酬、競争や名誉、ま

で 8 つに分類される。宝塚歌劇の消費者と同様に JKT48 のファンもフローの状態にあると

捉えることから、同研究の手法を踏襲するが、ここで宝塚歌劇と AKB48、即ち解釈を広げ

れば JKT48 との親和性に触れる。本研究では両者の関連から両者が同様に没入の状態へと

導かれるであろうことを想定する。 

 

（2）AKB48 と宝塚歌劇団の親和性 

 AKB48 と宝塚歌劇団の親和性については、多く指摘がなされているところである。専用

                                                   
72 ロック・クライマー、チェス・プレイヤー、職業作曲家、モダン・ダンサー、バスケッ

トボール・プレイヤーが調査の対象となっている。 
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劇場の存在73、チーム制での公演、センターポジション、地域を冠したグループ名、研究生

の存在、熱狂的なファンの存在等、宝塚歌劇団に共通する項目を AKB48 に見出すことは容

易である。また特にそのコンセプトにも親和性がある。 

宝塚歌劇団の総支配人であったに森下信雄による『元・宝塚総支配人が語る「タカラヅ

カ」の経営戦略』（2015）を参照すると、そこに「シロウトの神格化」と呼ぶ共通項がある

と言う（124 頁）。森下は、宝塚歌劇団では入団からトップスターになるまでのプロセスと

それに関わるファン（消費者）のコミュニティの関与を指してそう呼んでいる。宝塚歌劇

団には「声援を送り、神格化のステップをともに共感しながら登っていくファン・コミュ

ニティ一人一人に独自の神格化モデル」があるべきと述べ、それが「多様なコミュニケー

ション」（129 頁）を売るという「強み」に繋がっていくと言う。そうした「シロウト」の

特徴は「未完成」であることであり、AKB48 も同様に「未完成」であるところが魅力の一

つであると同書は述べている。そこで AKB48 において未完成なメンバーが日々変化する様

子に宝塚歌劇団との「コンセプトの近接性」を語っている。 

また本研究ではファンベースと宝塚の私設ファンクラブに類似性を見出した。出待ちの

習慣が一般化していることを含め、AKB48 と宝塚歌劇団ではなく、JKT48 と宝塚歌劇団に

のみ認められる共通項もある。よって本研究では、宝塚歌劇団の消費者と JKT48 のファン

に同様の消費傾向が認められると仮定し、宝塚歌劇団のファンダム研究を先行研究として

取り上げる。 

 

5-3. 調査項目と分析方法 

 

 ここで具体的な調査項目と分析方法を説明する。調査項目は予備調査より作成し、前節

で取り上げた手法を用いて、本調査より得られたデータからプロファイルと因子分析を行

う。 

 

（1）調査項目 

プレ調査の結果と参与観察の結果から本調査の質問項目をインドネシア語で作成した。

調査項目は、性別、年齢、宗教等の個人特性を問う 8 項目、JKT48 ファン歴、JKT48 劇場

への来場回数、1 回の握手会で握手券を購入する平均枚数、ファンになったきっかけ、ファ

ンクラブへの入会の有無など JKT48 に関する 12 項目、日本渡航経験、日本語学習経験を

問う 2 項目で、これに加えて後述する JKT48 ファンとしての消費動機について問う設問

をリッカード 7 点尺度で聞いた。調査項目（日本語訳）は以下の通りである。 

 

＜個人特性に関わる項目（8 項目）＞ 

                                                   
73 宝塚歌劇団は宝塚大劇場、宝塚バウホール、東京宝塚劇場と 3 つの専用劇場を持ち、同

劇団による公演が上演されている。 
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・性別（男、女、どちらでもない） 

・年齢（数値自由記述） 

・宗教（イスラーム、プロテスタント、カトリック、ヒンドゥー、仏教、儒教、その他） 

・出身地（自由記述） 

・職業（学生、社会人、研修生、主婦、無職、その他） 

・最終学歴（SD、SMP、SMA、S1、S2、S3、その他） 

・パートナーの有無（結婚している／恋人がいる、結婚していない／恋人がいない） 

・平均月収（50 万ルピア（約 5000 円）以下、50-100 万ルピア（約 5000-1 万円）、100-300

万ルピア（約 1-3 万円）、300-600 万ルピア（約 3-6 万円）、600-1000 万ルピア（約 6-10

万円）、1000-1500 万ルピア（約 10-15 万円）、1500 万ルピア（15 万円）以上） 

 

＜JKT48 に関する項目（12 項目）＞ 

・今までの推しメンの数（数値自由記述） 

・今の 1 推しメン（自由記述） 

・推しチーム（チーム J 、チーム KIII、チーム T、研究生） 

・今までの劇場来場回数（数値自由記述） 

・1 回の HS で購入する握手券の平均枚数（数値自由記述） 

・以下イベントの参加経験（ある、ない） 

劇場公演鑑賞、握手会（HS）、即売会（DS74）、コンサート、ファンクラブイベント 

・いつからファンになったか（2011 年、2012 年、2013 年、2014 年、2015 年） 

・ファンになったきっかけ（友人・家族に教えられて、TV で見て、インターネットで見て、

AKB48 のファンで、日本のアイドルや音楽が好きで、その他） 

・ファンベースに参加しているか（いる、いない、複数のファンベースに参加している） 

・ファンクラブに入っているか（有料、無料、入っていない） 

・JKT48 がきっかけで出来た友人の数（数値自由記述） 

・JKT48 に対する平均年間支出額（数値自由記述） 

 

＜日本に関する項目（2 項目）＞ 

・日本に行ったことがあるか（行ったことがある、行ったことがない、行ったことがない

が行く予定がある、行ったことがないがいつか行きたい） 

・日本語学習経験があるか（学校で、独学で、留学して、塾で、語学学校で、家族に習っ

た、友人に習った、経験はない、経験はないが今後やる予定がある、経験はないがいつ

かやりたい） 

                                                   
74 Direct Selling の略称で CD やコンサートのチケットをメンバーが手売りする。劇場の他

地方都市等でも開催され、観覧は無料、購入する際にメンバーと直接会話等を楽しむこと

ができる。以下 DS と表記する。 
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設問の基本的な構成は和田を踏襲しており、予備調査およびプレ調査の結果から JKT48

ファンに相応しい内容に置き換えを試みた。設問は全てインドネシア語で、インドネシア

在住またはインドネシア出身のファンを対象とした。 

プレ調査から得られたデータでは、ファンの平均年齢は 22.33 歳、最大値は 35 歳、最小

値は 13 歳、最頻値は 18 歳であった。高校を卒業する年齢である 18 歳を中心に経済力を持

った若者がその市場を支えていると考えられ、自分の意志でイベントへの参加や CD の購

入等を行うことが可能であると推測できる。よって消費傾向についてプレ調査と同様の層

からデータを取得することが可能であると考えた。 

また本調査では特に日本に関わる項目を加えている。プレ調査では、日本のポピュラー・

カルチャー（AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、SNH48、女性アイドル、男性アイドル、

バンド、ゲーム、アニメ、漫画）についての関心、日本語学習経験、さらに海外渡航経験、

使用可能な言語について訊いた。日本と海外への親しみについて問うたこれらの項目につ

いて、インドネシアは日本語学習者が現在世界 2 位であるが、日本語を話せる人はそう多

くないことがわかった。プレ調査では 35 人に学習経験があり、33 人は「学習経験がないが

今後学びたい」と回答していることから、高校卒業後に日本語を学ぶ道を自ら選択する可

能性があると考えられる。参与観察の場では流暢な日本語を話す人にも多く出会うことが

できたが、プレ調査の結果によれば殆どは日本語学習経験がないか、学校教育の場で選択

必修として基本を学んだのみである。また参与観察におけるインタビューでもレベルの高

い日本語話者は必ずしも学校教育で日本語を学んでおらず、大学で日本語学科に進んだ、

または独学で学習した、ことから日本に留学したというケースは少なくなかった。また日

本への渡航歴がある回答者は 2 人にとどまり、37 人は海外渡航経験がなく「費用が高いの

で海外には行けない」と記述している回答者もいた。日本との距離は本調査において注目

すべき点であり、日本に関する項目として渡航経験と学習経験を引き続き問うこととした。 

また本調査の項目からは削除しているが、プレ調査のデータより、「AKB48」を「とても

好き」「好き」と答えた回答者は、同質問に回答した 83 人のうち 90％、全体の 75％であっ

た。この結果は同様に「日本のアニメ」「日本の漫画」に対して「とても好き」「好き」と

答えた割合とほぼ変わらず、アニメ・漫画と並んで AKB48 を受け入れ、好んでいる層であ

ることが明らかになった。しかし、AKB48 以外の姉妹グループや日本の男女アイドルグル

ープについては「よくわからない」という回答が回答者の約 3 割であり、AKB48 が象徴的

に好まれていることが予想される。JKT48 ファンになったきっかけの一つとして同結果を

引き継ぐこととした。 

 

（2）ヘビーユーザー度別プロファイル 

和田はヘビーユーザーの定義として、年間観劇回数を指標にしているが、本研究では

「JKT48 劇場への来場回数」を指標とする。劇場のオープンから 5 年の年月が経っており、
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現在の平均的な来場数とは隔たりがある可能性があるが、JKT48（および AKB48 グループ）

の熱狂的なファンにとって劇場来場回数には大きな意味がある。来場回数 100 回に達した

ファン、MVP には特別のイベントがあり、そのためファンクラブのオンライン画面には来

場回数がはっきりと表示されている。今回、調査対象となる熱狂的なファンはその来場回

数を積極的にカウントしている可能性が高く、また過去の回数も含めて、5 年の間に JKT48

に熱中したことがあるかどうかでその回数は明確であることから、来場回数を軸としてフ

ァンの度合いをグループ分けすることができると考える。2014 年の劇場公演は通常の公演

のみで 232 回の公演を行っており、2015 年 10 月 6 日現在 123 人が 100 回来場（MVP）を

達成、うち 15 人が 200 回、3 人が 300 回を達成している 。これらの数値からユーザーの

来場頻度からグループ分けを行い、それぞれのグループの特性をユーザー度別にプロファ

イルする。 

JKT48 劇場では年間約 230 公演を上演している。各チームの上演の割合はチーム T、チ

ーム K3、チーム J の順に多いが、チーム J でも 1 ヶ月に 4 公演以上は上演がある。そこで

月に 1 回の来場を想定して、断食月を除く年間 11 回以上の来場を 2012 年 5 月の劇場オー

プン時から換算し、約 2 年以上のファン歴がある 21～50 回来場者をミドルファンと設定す

る。また JKT48 では年間約 3 回から 4 回の握手会があり、そのタイミングにあわせて来場

者が増加する、普段定期的に来場しない層が来場するということが参与観察の結果、発見

できたので、握手会にあわせて来場していることを想定した 1～20 回来場者をライトファ

ンと設定する。そして 90 回以上の来場者は、100 回の MVP または 200 回の MVP の獲得

を念頭に来場している MVP ファンと設定し、MVP にはまだ及ばないが月 1 回以上の定期

的な来場を行っている層をヘビーファンと設定する。 

 

（3）因子分析 

その後、それぞれのグループにおける消費動機について因子分析を行い、消費行動の背景

を明らかにする。消費動機に関する設問から共通因子を探索し、ファンの消費動機から

JKT48 に求める効果を明示する。 

動機については、和田に同じくチクセントミハイが提唱した 8 つの区分（①それを経験

することや技能を用いることの楽しさ②活動それ自体：活動の型、その行為、その活動が

生み出す世界③個人的技能の発達④友情、交友⑤競争、他者と自分との比較⑥自己の理想

の追求⑦情緒的開放⑧権威、尊敬、人気）から質問項目を設定する。和田は①②について、

宝塚歌劇の消費行動はチクセントミハイの対象となったチェスやロッククライミングのよ

うに自らのパフォーマンスがその行為の主とならないことから①と②を統合し「それを経

験することや消費自体」と置き換えた。また宝塚歌劇の消費者に特有の「楽しさ」として

「スターに献身的に尽くす人々の姿」を「支援」として設定した。「支援」行為は宝塚歌劇

のみならず、昨今の消費コミュニティに広く該当するとして既存の研究を挙げていること、

また本調査においても JKT48 に該当する行為であると予備調査および前述の AKB48 と宝
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塚歌劇の親和性から判断し、同様に「支援」を項目に加えた。またここで本調査では③に

ついて、「個人的技能」は JKT48 ファンの消費行動に当てはまらないと考え、JKT48 ファ

ンに特有の「楽しさ」、擬似的な恋愛感情を抱く好意として「恋愛・愛着」を想定した。チ

クセントミハイは③について①②の「内発的」理由に次いで高得点を示す項目であり、「明

らかに参加者の能力をある特定の領域で洗練させ、環境内の所与の場面を統御する力を増

大させる」としている。JKT48 ファンがその恋愛感情を成就させることを目標に消費活動

を行う、消費動機を強めるということ場面を予備調査で認めていることや、消費行動の動

機の中でも重視されているという結果を引き出したことから項目として加えることとした。

以上の 8 つの枠組みを仮説として採用し、予備調査と和田による調査から以下の設問を設

定した。 

 

＜消費動機についての 8 つの仮説因子と設問（43 問）＞ 

①消費それ自体の楽しさ 

a. JKT48 の公演やイベントが好き 

b. 音楽やダンスのライブパフォーマンスを見ることが好き 

c. アイドルが好き 

d. JKT48 を見ていると日本を感じる 

e. 可愛い女の子、美しい女の子が好き 

f. JKT48 の衣装が好き 

g. JKT48 の曲が好き 

 

②支援 

a. メンバーの成長を見守るのが楽しい 

b. メンバーを応援するために CD やグッズを買っている 

c. メンバーの握手セッションを完売させたい 

d. メンバーの総選挙の順位を上げたい 

e. メンバーの未熟なところがいい 

f. JKT48 はファンとメンバーで一緒に作り上げている 

 

③友情・交友 

a. ファン同士での交流は大切だと思う 

b. 公演前後の他のファンとの交流が楽しい 

c. SNS での他のファンとの交流が楽しい 

d. ファンベースでの交流が楽しい 

e. メンバーやメンバーの家族との交流が楽しい 
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④恋愛・愛着 

a. メンバーに感謝している 

b. メンバーと友達や恋人になりたい 

c. メンバーに恋している 

d. メンバーに好かれたい 

e. メンバーを喜ばせたい 

 

⑤理想の追求 

a. メンバーを尊敬している 

b. JKT48 は夢のような世界である 

c. メンバーに憧れている（メンバーのような人間になりたい） 

d. JKT48 のメンバーになりたい 

e. メンバーは理想の女の子である 

 

⑥競争 

a. 他の人より良い場所で公演を見たい 

b. 他の人より多く握手券を買いたい 

c. できるだけメンバーにこちらを見て欲しい 

d. メンバーにとって誰よりも良いファンでいたい 

e. 他の人より早く MVP になりたい 

 

⑦情緒的開放 

a. JKT48 を見ることで現実を忘れられる 

b. JKT48 を見ると自分も頑張ろうと思う 

c. セクシーな衣装やダンスを見ることを楽しんでいる 

d. 異性との触れ合いが楽しい 

 

⑧権威･尊敬 

a. JKT48 はインドネシアの誇りである 

b. JKT48 のファンであることは誇りである 

c. JKT48 のファンは特別だ 

d. JKT48 のファンは流行に敏感だ 

e. JKT48 のファンは日本の文化に精通している 

f. JKT48 はパフォーマンスレベルが高い 
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5-4. 分析結果 

 

以上の本調査の結果データと分析から得られた成果を本節で報告する。初めに、JKT48

ファンの実像としてその回答者の傾向を挙げる。回答者全体およびユーザー度別の傾向か

らその属性を中心に回答者のプロフィールをモデル化するものである。そして次に消費動

機を問う項目についての因子分析を行った結果について、本研究における解釈を述べる。 

 

（1）JKT48 ファンの実像：潜在的ファンから MVP ファンまで 

回答者全体の傾向は、以下の通りである。対象者は全体から外国人を除く 428 人で、個

人属性についてその割合を挙げる。 

 

性別 男性 75.5％、女性 24.5％ 

年齢 平均年齢 22.44 歳（14 歳～40 歳）最頻値 21 歳 

宗教 イスラーム 78.0％、プロテスタント 9.4％、カトリック 5.9％、ヒンドゥー2.6％、 

仏教 2.1％、儒教 0.5％、無神論者 1.6％ 

出身地 不明 13.6％ 無回答 1.2％ 

＜ジャワ島＞ 

ジャカルタ特別州 31.3％ 

西ジャワ州 18.0％、東ジャワ州 7.7％、バンテン州 4.4％、ジャワ中部州 4.4％、 

ジョグジャカルタ特別州 4.0％、ジャワ 0.2％ 

＜バリ島＞ 

バリ州 2.6％ 

＜スマトラ島＞ 

スマトラ州（リアウ諸島を含む）6.0％ 

＜カリマンタン島＞ 

カリマンタン州 3.7％ 

＜スラウェシ島＞ 

スラウェシ州 1.7％ 

＜その他＞ 

小スンダ列島（バリ以外）0.6％ 

職業 学生（中学生高校生含む）45.1％、社会人 45.3％、研修中 2.1％、 

主婦 0.2％（1 人）、無職 5.4％、その他 1.9％ 

最終学歴 小学校・中学校 3.5％、高校 36.9％、専門学校 15.1％、大学 35.5％、 

修士課程 4.2％、博士課程 0.5％（2 人）、D4.2％ 

パートナー 相手がいる 22.4％、いない 77.6％ 

平均月収 50 万ルピア（約 5000 円）以下 25.9％ 

50～100 万ルピア（約 5000～1 万円） 13.8％ 

100～300 万ルピア（約 1～3 万円） 28.7％ 

300～600 万ルピア（約 3～6 万円）18.7％ 

600～1000 万ルピア（約 6～10 万円）7.7％ 

1000～1500 万ルピア（約 10～15 万円）1.9％ 

1500 万ルピア（15 万円）以上 3.3％ 

日本語学習 学校で勉強した 23.7％、独学で勉強した 27.6％、経験はないが勉強したい 21.1％ 

まず男女比は、約 7 対 3 の割合で男性の方が多い。これは参与観察でも報告した通りで、

AKB48 デビュー時のターゲットと同じく男性に焦点が当たっていることが分かる。また同

図 6 本調査回答者全体のデータ 
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時に女性もその関心を向けているということが明確である。75年齢では 18 歳から 22 歳まで

の大学生にあたる年齢が多く、94.7％が 30 歳以下という結果を得た。 

次に宗教についてはイスラーム 78.0％、プロテスタント 9.4％、カトリック 5.9％とやや

キリスト教徒が多いことに注目する。インドネシア全体の割合ではイスラームの割合が

85％を超え、キリスト教は 10％以下である。 

出身地については、自由記述式であったことから「インドネシア」という回答が含まれ

13.6％は不明だが、ジャワ島出身者が 69.8%と圧倒的に多かった。首都ジャカルタの人口密

度に加えて、JKT48 の活動拠点がジャカルタであることからジャカルタと隣接する西ジャ

ワ州の出身者がほとんどであった。 

職業は、学生と社会人がほとんど半々の割合で存在する。学歴については、高校在学中

の回答者が最終学歴を高校と回答している、中学校在学中の回答者が中学と回答している

という例が散見されたことから在学中または卒業、修了の教育機関として捉えることがで

きる。パートナーの有無については 2 対 8 の割合で現在、恋人がいないか未婚であるとい

う回答を得た。平均月収は 68.5％の回答者が 300 万ルピア（日本円に換算76して約 3 万円）

以下の月収を得ていることが分かった。 

最後に日本語学習歴については、各教育機関（塾、短期講座などを除く学校）で学習し

たという回答と独学で学習したという回答が殆ど同じ程度の割合であった。また「学習経

験はないが、今後学習したい」という回答が 21.1％で日本語学習への関心は低くないとい

うことが分かる。 

次に JKT48 劇場来場回数を元にしたグル

ープ別にその傾向をプロファイルする。グル

ープ別の割合は以下（図 7）で、ヘビーファ

ン以上はサンプルが少ない。本調査で得られ

た MVP ファンのデータは 18 人と少なく、定

量的にその傾向を出すことは困難であるが、

実際に MVP を達成しているファンは 140 人

であり、それを視野に来場を行っているファ

ンを「MVP ファン」には含んでいるが、母数の約 1 割分のデータとして捉えることができ

ると考え、得られたデータの現状を傾向として報告する。正確な全体像を把握することは

難しいが回答の全景を捉えることによってその傾向を読み取ることとする。 

 

◎潜在的ファン（劇場来場回数 0 回） 

潜在的ファンには女性がやや多く、ジャカルタ以外のジャワ島出身者が多い。他グルー

プに比べて多く、ジャカルタという回答が少ない。これは女性やジャカルタ以外の地域に

                                                   
75 JKT48 は日本国内の 48 グループと同様に女性客限定公演を不定期で行っている。 
76 100 インドネシアルピアを 1 円と換算。 

名称 劇場来場回数 割合 

潜在的ファン 0 回 24.3％ 

ライトファン 1~20 回 42.5％ 

ミドルファン 21～50 回 21.3％ 

ヘビーファン 51～90 回 7.3％ 

MVP ファン 91 回以上 4.6％ 

図 7 ユーザー度別割合 



48 

 

潜在的なファンが存在していることを予想させる。ファンには男性が多いことから女性フ

ァンがコンサートやイベントの現場に足を運ぶことを躊躇するということは想像に難くな

い。また劇場から遠い場所に居住していることが足枷となることは自然である。平均年齢

は 22 歳で、学生と社会人の割合は半々だ。パートナーはおらず、平均月収は 50 万ルピア

以下である。 

公演のみならず殆どの JKT48 に関するイベントへの参加経験が少なく、有料ファンクラ

ブへの加入者は殆どいない。当然、年間の支出も殆どなく全てのグループの中で一番少な

い。DS やコンサートへの参加経験が挙げられていることから、近所で興行を行った時に

JKT48 を楽しんでいると推測する。 

ファンになったのは JKT48 の活動が本格的になった 2012 年で、2014 年というファン歴

の浅いファンもいる。好きなメンバーは総選挙で 1 位になったフェランダやメロディ、チ

ーム J のキャプテンを務めていたキナルとメディアへの露出が多いメンバーで、ファンに

なったきっかけはテレビを見てと答えた人が多い。JKT48 をきっかけとした友人の数は少

なく、ファンベースの存在を知らない場合がある。 

属性（％） 

性別 男性 63.5 女性 36.5 

年齢 平均年齢 21.84 歳 最頻値 18 歳、21 歳 ：14-38 歳 

宗教 イスラーム 85.4 プロテスタント 6.3 ヒンドゥー4.2 

出身地 東ジャワ州 18.8 ジョグジャカルタ特別州 9.4 ジャワ中部州 8.3 ジャカルタ特別州 7.3 

東カリマンタン州 5.2 バリ州 4.2 

職業 学生 43.8 社会人 42.7 無職 9.4 

最終学歴 高校 35.4 専門学校 26.0 大学 25.0 

パートナー いる 14.6 いない 85.4 

平均月収 50 万以下 39.6 100-300 万 29.2 50-100 万 17.7  

JKT48 ファンとしての特性（％） 

推しの数 1 人 45.8 2 人 17.7 3 人 19.8 4 人 7.3 

推しメン フェランダ 14.1 メロディ、キナル 10.9 

推しチーム チーム J 64.6 チーム K3 25.0 チーム T 9.4 

現場経験 HS 8.3 DS 34.4 コンサート 40.6 

平均年間支出 0-50 万 最頻値は 0 

ファン歴 2012 年 36.0 2014 年 20.2 2011/2013 年 18.0 

きっかけ 友達や家族 10.1 TV 43.8 AKB が好きで/インターネット 11.2 日本が好きで 20.2 

ファンベース 入っている 25.8 入ってない 55.1 わからない 9.0 

ファンクラブ 無料 39.3 入っていない 58.4 

友人 0-10 人（最頻値 0 人） 

日本渡航歴 日本に行ってみたい 76.4 
 

図 8 潜在的ファン 

 

◎ライトファン（劇場来場回数 1～20 回） 

ライトファンは全グループの中で一番割合が高い。22 歳頃までの男性が殆どで、ジャカ

ルタかそこに隣接する西ジャワ州の出身者が多い。学生の割合がやや高く、高校生、大学

生がその中心であると推測される。平均月収は 300 万ルピア前後で潜在的ファンよりもや
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や収入がある。 

7 割のライトファンに HS への参加経験があり、半数以上が DS やコンサートにも参加し

ている。但し、有料ファンクラブへの加入者は 1 割強に留まっており、それに伴ってファ

ンクラブイベントへの参加経験はない。しかし無料会員が潜在的ファンに比べて多くなっ

ていることが特徴的である。 

ライトファンは無料会員として年に数回の HS に合わせて劇場公演を楽しんでいる。また

特定のファンベースへの参加者も潜在的ファンに比べて増え、JKT48 をきっかけにできた

友人の数も最頻値で 10 人と多くなっている。年間の平均支出は約 100 万ルピアである。 

 テレビや家族、友人からの誘いをきっかけに 2012 年に JKT48 のファンになり、好きな

メンバーはガイダ、フェランダ、シャニアといった 1 期生のメインメンバーに加えて 2 期

生でチーム K3 に属するフィニも名前が挙がった。 

属性（％） 

性別 男性 81.5 女性 18.5 

年齢 平均年齢 22.33 歳 最頻値 19 歳、21 歳 ：15-40 歳 

宗教 イスラーム 81.5 プロテスタント 7.1 カトリック 5.4 仏教 2.4 

出身地 ジャカルタ特別州 30.4 西ジャワ州 25.6 東ジャワ州 8.3 バンテン州 4.8 

職業 学生 48.8 社会人 42.9 無職 4.2 

学歴 高校 41.9 大学 34.1 

パートナー いる 22.0 いない 78.0 

平均月収 100-300 万円 28.6 50 万以下 24.4 300-600 万 22.0 

JKT48 ファンとしての特性（％） 

推しの数 1 人 40.5 2 人 23.2 3 人 19.6 

推しメン ガイダ 11.4 フェランダ 7.0 シャニア/フィニ 6.3 

推しチーム チーム J 56.0 チーム K3 28.0 チーム T 15.5 

現場経験 HS71.4 DS55.4 コンサート 69.0 FC10.1 

平均年間支出 最頻値は 100 万 

ファン歴 2012 年 42.8 2011 年 23.3 

きっかけ TV27.0 友達や家族 20.1 ネット 18.2 

ファンベース 入ってる 33.3 2 つ以上入ってる 7.5 入ってない 56.6 

ファンクラブ 有料 16.4 無料 67.3 入ってない 16.4 

友人 10-20 人（最頻値は 10 人、次いで 20 人） 

日本渡航歴 日本に行ってみたい 63.5 
 

図 9 ライトファン 

 

◎ミドルファン（劇場来場回数 21～50 回） 

ミドルファンは 20 代前半の男子学生と 20 代後半の社会人男性が中心である。出身地は

ジャカルタか西ジャワ州で、最終学歴は大学と答えた人がやや多い。ムスリムが殆どであ

るが、プロテスタントを中心にキリスト教徒も少なくない。パートナーがいるという人が

他のグループに比べてやや多い。平均月収は 300 万ルピア前後でライトファンと凡そ同じ

である。 

 ミドルファンの 9 割以上のファンがファンクラブに加入しており、有料会員と無料会員

は半々の割合である。大体が HS や DS、コンサートにも参加しており、有料会員はファン
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クラブイベントにも参加している。JKT48 をきっかけにできた友人の数もライトファンよ

り多く、最頻値は 20人であった。年間の支出は約 500万ルピアでライトファンよりも多い。 

 2012 年から 2013 年にかけてテレビをきっかけに、また日本が好きであることから

JKT48 を知りファンになった。好きなメンバーは 1 期生のベビーで、約 2 割が日本への渡

航経験を持っている。 

属性（％） 

性別 男性 77.4 女性 22.6 

年齢 平均年齢 22.96 歳 最頻値 27 歳（次が 21 歳） ：15-35 歳 

宗教 イスラーム 69.0 プロテスタント 15.5 カトリック 9.5 

出身地 ジャカルタ特別州 47.6 西ジャワ州 17.9 

職業 学生 47.6 社会人 47.6 

学歴 高校 32.1 大学 42.9 

パートナー いる 32.1 いない 67.9 

平均月収 100-300 万 33.3 50 万以下 21.4 300-600 万 20.2 

JKT48 ファンとしての特性（％） 

推しの数 1 人 42.9 2 人 22.6 3 人 25.3 

推しメン ベビー13.6 フェ 8.6 フィニ 7.4 

推しチーム J56.0 K31.0 T13.1 

現場経験 HS98.8 DS79.8 コンサート 92.9 FC40.5 

平均年間支出 最頻値は 500 万 

ファン歴 2012 年 34.5 2011 年 26.2 2013 年 23.8 

きっかけ TV25.0 日本が好きで 23.8 AKB が好きで 19.0 友達 17.9 

ファンベース 入っている 34.5 2 つ以上 3.6 入ってない 61.9 

ファンクラブ 有料 47.6 無料 47.6 入ってない 4.8 

友人 10-30 人（最頻値は 20 人） 

日本渡航歴 日本に行ったことがある 21.4 行ってみたい 56.0 
 

図 10 ミドルファン 

 

◎ヘビーファン（劇場来場回数 51～90 回） 

 ヘビーファンは 20 代前半の社会人で、出身地はジャカルタか西ジャワ州である。最終学

歴は大学で、ムスリムが中心だが、プロテスタント、カトリックとキリスト教徒も多く、

ヒンドゥー教を信仰している人もいる。パートナーはいない。平均月収は 300 万ルピア前

後でライトファン、ミドルファンと凡そ同じであるが、600 万から 1 千万ルピアの収入があ

るという回答者も 2 割弱存在する。 

 HS、DS、コンサートと全ての興行への参加経験がほとんど 10 割で、6 割強はファンク

ラブイベントにも参加している。ファンクラブへの加入者もほぼ 10 割で 8 割は有料会員で

ある。年間の支出は約 500 万ルピアでミドルファンと変わらない。約半数はファンベース

にも参加しており、ミドルファンと同様に約 20 人の友人がいる。 

日本の音楽やアイドルが好きであったことがきっかけで 2012 年から 2013 年にかけてフ

ァンになり、ミドルファンと同じく約 2 割が日本への渡航経験を持っている。これまでに

好きになったメンバーは 1 人である。テレビを見て JKT48 のファンになったということは

なく、家族や友人が好きであったことの他に「友人がメンバーになったので」等の回答が
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あった。 

属性（％） 

性別 男性 82.8 女性 17.2 

年齢 平均年齢 22.90 歳 最頻値 23 歳、24 歳 ：15-29 歳 

宗教 イスラーム 65.5 プロテスタント 17.2 カトリック 10.3 ヒンドゥー3.4 

出身地 ジャカルタ特別州 51.7 西ジャワ州 17.2 

職業 学生 27.6 社会人 62.1 

学歴 高校 24.1 大学 44.8 

パートナー いる 24.1 いない 75.9 

平均月収 100-300 万 34.5 600-1000 万 17.2 300-600 万/50 万以下 13.8 

JKT48 ファンとしての特性 

推しの数 1 人 62 

推しメン フィニ 12.5％（3 人）  

推しチーム J44.8 K31.0 T24.1 

現場経験 HS100 DS93.1 コンサート 96.6 FC65.5 

平均年間支出 最頻値は 500 万 

ファン歴 2013 年 41.4 2012 年 37.9 

きっかけ 日本が好きで 27.6 友達、その他 20.7 ネット 13.8 

ファンベース 入っている 51.7 2 つ以上 6.9（2 人） 入ってない 37.9 

ファンクラブ 入っている 79.3 無料 17.2 入ってない 3.4（1 人） 

友人 15-30 人（最頻値は 20 人） 

日本渡航歴 行ったことがある 20.7 行きたい 41.4 
 

図 11 ヘビーファン 

 

◎MVP ファン（劇場来場回数 91 回以上） 

 MVP ファンは 25 歳前後の社会人が中心であり、女性ファンも 2 割存在する。ジャカル

タを中心にジャワ島出身者が殆どであるが、少人数であることからスマトラ島・ランプン

州、カリマンタン島・南カリマンタン州等ジャワ島以外の出身者が目立った。ほとんどは

ムスリム、ムスリマだが、カトリックを中心にキリスト教徒もおり、また無神論者という

回答者もあった。最終学歴は大学または修士課程を修了している。平均月収にはばらつき

があるが、約 4 割が 1 千万ルピア以上の収入を得ている。 

 2012 年から 2013 年に JKT48 のファンになり、チーム K3 のファンである。元々AKB48

のファンで、有料ファンクラブの会員であり、ファンクラブイベントを含めて全ての JKT48

出演興行に参加経験がある。半数以上がファンベースにも参加しており、JKT48 をきっか

けにできた友人の数は 100 人である。約半数に具体的な日本への渡航予定がある。 
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属性（％） 

性別 男 77.8 女 22.2 

年齢 平均年齢 24.28 歳 最頻値 25 歳 17-35 歳 

宗教 イスラーム 72.2 プロテスタント 5.6 カトリック 16.7 無神論者 5.6 

出身地 ジャカルタ特別州 55.6 バンテン州 11.1  

職業 学生 33.3 社会人 55.6 

学歴 高校 33.3 大学 50.0 修士 11.1 

パートナー いる 22.2 いない 77.8 

平均月収 600-1000 万 22.2 50 万 22.2 100-300 万 16.7 300-600 万 16.7 1000-1500 万 5.6 

1500 万以上 16.7 

JKT48 ファンとしての特性（％） 

推しの数 1 人、2 人 

推しメン ベビー、ガイダ、フィニ 12.5（2 人） 

推しチーム J38.9 K44.4 T16.7 

現場経験 HS88.9 DS88.9 コンサート 94.4 FC77.8 

平均年間支出 最頻値は 1000 万 

ファン歴 2012 年 44.4 2013 年 33.3 2011 年 22.2 

きっかけ AKB48 が好きで 27.8 友達が好きで 22.2 日本が好きで、TV16.7（3 人） 

ファンベース 入っている 38.9 2 つ以上入っている 16.7（4 人） 入っていない 44.4 

ファンクラブ 有料 88.9 無料 11.1（2 人） 

友人 最頻値 100 人 ：20 人-100 人 

日本渡航歴 日本に行く予定だ 44.4％ 行きたい 44.4 
 

図 12 MVP ファン 

 

プロファイルの結果から各グループに特徴的な傾向は以下の図のようになった。ユーザ

ー度が上がるとジャカルタ出身者が増え、また社会人の割合が高くなる。劇場への行きや

すさが劇場への来場回数に影響していることが明らかである。他に平均年齢、収入、支出、

友人の数がユーザー度に従って上昇する。距離や経済的な状況が理由となる他に、ファン

の交友関係の拡がりによって、消費に没入する傾向にあると考えられる。ファンクラブへ

の加入はユーザー度に従って無料会員、続いて有料会員と加入者の割合が増加する。ヘビ

ーファン以上は 8 割以上が有料会員としてファンクラブに加入している。 

 

 

図 13 ユーザー度別傾向 
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（2）JKT48 ファンの消費動機 

因子分析（因子抽出法：最尤法、回転法：Kaiser の正規化を伴うプロマックス法）は消

費動機についての設問「消費動機についての 8 つの仮説因子と設問（43 問）」からライトフ

ァン以上の被験者を対象に行った。分析は SPSS Statistics22 を使用した。 

43 項目から因子抽出後の共通性 0.4 以下の 25 項目を削除し、4 因子を抽出した。回転後

の累積因子寄与率は 55.2%で第 1 因子：34.394％、第 2 因子：9.481％、第 3 因子 6.183％、

第 4 因子 5.142％であった。因子数は固有値 1.00 以上とし、因子負荷量が 0.5 以上でその

他の因子負荷量が 0.4 以上にならない項目（灰色の部分以外）を抽出し、解釈を行った（図

14）。 

 

図 14 JKT48 ファンの消費動機に関する質問項目の変数間の構造 

 

抽出された第 1 因子には、好きなメンバー「推しメン」に対する個人的な感情（「推しメ

ンに恋をしている」、「推しメンに好かれたい」、「推しメンにとって最も良いファンになり

たい」）や、他のファンとの競争に関する項目（「他のファンよりも多く推しメンの握手券

を買いたい」、「出来るだけ多く推しメンに自分を見て欲しい」、「他のファンよりも早くMVP

になりたい」）が含まれ、これらの項目を仮説では「恋愛・愛着」と「競争」に分類してい

た。「競争」が恋愛感情と同時に発生することは自然であり、他のファンとの競争心と好き

なメンバーへの恋愛感情から第 1 因子を「恋愛因子」と名付ける。 

次に第 2 因子は、仮説で「理想の追求」に分類していた項目（「JKT48 のメンバーは理想

の女性だ」）と「権威・尊敬・人気」に分類していた項目（「JKT48 はインドネシアの誇り

第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 共通性
4c　メンバーに恋している 0.699 0.075 -0.143 -0.089 0.419
4d　メンバーに好かれたい 0.76 -0.05 -0.202 0.008 0.421
6b　他の人より多く握手券を買いたい 0.599 -0.029 0.218 0.045 0.555
6c　できるだけメンバーにこちらを見て欲しい 0.857 -0.033 0.004 -0.01 0.705
6d　メンバーにとって誰よりも良いファンでいたい 0.619 0.038 0.233 0.019 0.648
6e　他の人より早くMVPになりたい 0.535 0.065 0.204 0.083 0.56
8a　JKT48はインドネシアの誇りである -0.172 0.833 0.011 0.043 0.616
8b　JKT48のファンであることは誇りである -0.192 0.772 0.068 0.067 0.575
8d　JKT48のファンは流行に敏感だ 0.193 0.617 -0.097 -0.062 0.432
8f　JKT48はパフォーマンスレベルが高い 0.13 0.614 -0.078 -0.033 0.403
5b　JKT48は夢のような世界である 0.144 0.483 0.075 0.08 0.443
5e　メンバーは理想の女の子である 0.225 0.598 -0.003 -0.063 0.503
2b　メンバーを応援するためにCDやグッズを買っている-0.021 -0.006 0.727 -0.005 0.505
2c　メンバーの握手セッションを完売させたい 0.078 -0.112 0.743 0.006 0.544
2d　メンバーの総選挙の順位を上げたい -0.19 0.071 0.941 -0.072 0.734
3b　公演前後の他のファンとの交流が楽しい 0.027 -0.007 -0.05 0.866 0.725
3c　SNSでの他のファンとの交流が楽しい -0.073 0.001 -0.076 0.822 0.607
3d　ファンベースでの交流が楽しい 0.033 0.037 0.083 0.663 0.541

因子寄与 4.069 3.917 2.411 2.351 4.159
因子寄与率（％） 34.394 9.481 6.183 5.142 55.2
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である」、「JKT48 のファンであることは誇りである」、「JKT48 のファンは流行に敏感だ」、

「JKT48 はパフォーマンスレベルが高い」）から構成され、誇りや優越感といった外的報酬

を得る動機がある。よって第 2 因子を「誇り因子」とする。 

続いて第 3 因子は、仮説において「支援」に分類していた項目（「推しメンを応援するた

めに CD やグッズを買っている」、「推しメンの握手券を完売させたい」、「推しメンの選抜

入りのために総選挙の CD を買っている」）によって構成されている。ファンがメンバーを

直接的に「応援」するために消費をしているこれらの項目から「応援因子」と名付ける。 

最後に第 4 因子は他のファンとの交流に関する項目で、仮説では「友情・交友」に分類

していた（「公演前後の他のファンとの交流が楽しい」、「インターネット上での他のファン

との交流が楽しい」、「ファンベースでの交流が楽しい」）。よって第 4 因子は「友情因子」

と名付ける。 
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第 6 章 結論と課題 

 

 本研究では、「アイドル」を日本独自の文化と捉え、それが現在インドネシアでどのよう

に受容されているのか、またそこでどのような「効果」を持っているのか、という問題意

識の元に調査・分析を行った。具体的には JKT48 とそのファンを対象に現地調査（参与観

察）とオンライン調査を行い、前章では収集したデータからプロファイリングと消費動機

に関する因子分析を実施した。終章となる本章ではこれまでの議論を振り返りながらイン

ドネシアにおいて「アイドル」の周辺で起こる現象について検討し、そこで発揮される「効

果」を整理し、ここでの結論とする。また本稿では触れることができなかった事項を研究

上の今後の課題として挙げる。 

 

6-1.「効果」の考察 

インドネシアには、ポピュラー・カルチャーとして JKT48 をはじめ多くの「アイドル」

が既に存在していることを確認した。それらは日本の「アイドル」から続く潮流を持って

おり、日本文化の一つとして受容されていることは明らかであったが、それは 2011 年の

JKT48 の誕生をきっかけとして単純に日本の「アイドル」コピーに留まらず、日本と連携

して新たなインドネシアの「Idol」シーンが築き上げられているという現状について整理し

た。そしてこれらの背景を踏まえて、JKT48 のファンを対象に現地調査とオンライン調査

を行った。現地調査では日本のアイドルシーンとの大きな違いである宗教的背景について

は「配慮」があるものの、それが枷とはならず、ファンがそれぞれの立場を守りながら JKT48

に対する消費活動を楽しんでいるということが分かった。そしてオンライン調査で得られ

たデータからは、プロファイルと因子分析の結果を用いて「アイドル」がインドネシアで

持つと考えられる「効果」について考察する。 

 

（1）「アイドル」の可能性 

最初に本調査で対象となったファンに共通する消費動機の背景にある 4 つの因子を手が

かりにしてファンが「アイドル」に求める要素を明らかにし、「アイドル」マーケットの定

着および拡大の可能性を検討する。 

まず、応援する楽しさや友情などの内的報酬と優越感や競争といった外的報酬が JKT48

に対する消費の背景に存在すると言うことが明らかになった。JKT48 ファンは消費活動を

行うことによってフロー経験を得ていると考えられ、その「楽しさ」は行為と意識が一体

となって、冷静にその行為を傍観することなく、持続する経験である。JKT48 ファンとし

て消費活動を行うメリットは「楽しさ」＝フロー経験であり、生産的な行為であるかとい

うことを意識しない。特に青年にとってその「楽しさ」は、仕事でも遊びでもなく、生産

的であるかどうかを問わない超自然的な欲求であるとチクセントミハイは述べている。対

象となったファン層が確かに青年であり、またインドネシアの人口の殆どを青少年が支え
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ていることから、このような消費が一過性でなく、長期的に持続する見込みがあると考え

られる。 

また恋愛のような感情的な消費動機は日本の「アイドル」マーケットでも同様に認めら

れる事例であり、「アイドル」文化がインドネシアにも根付く可能性を示唆している。「ア

イドル」活動を行う若者と彼女達に「恋愛感情」を抱く若者の構造が日本とインドネシア

の両地域で確認され、実際に消費を行っているファン層にとってその消費動機の 1 因子と

して「恋愛」を特定した。両地域に共通の事象から「アイドル」、特にここで AKB48／JKT48

の近接的な距離感が魅力となって有意に働いていると考えることが出来る。 

また「総選挙」などの AKB48 フォーマットに特有の「応援」活動もインドネシアで機能

していることが明らかになった。ファン自身が消費行動を起こすことでメンバーが成長す

る「物語」に関与することができるというシステムは消費動機の 1 因子として浮かび上が

ってきたことから、ファンにとって魅力的であるということが明らかになった。但し、そ

の価格は現時点で多くのファンにとって現実的でなく、動機としては存在するものの、実

際の購買に直結していない可能性があることは留意しなければならない。より現実的な消

費行動に直結することで、AKB48 フォーマットが消費を促進することが可能であると言う

ことを「応援」因子の存在は示唆している。 

そして、消費者間での交友が需要の拡大に寄与する、という和田の提言から JKT48 を皮

切りとした「アイドル」マーケットの拡大を「友情」因子によって説明することができる。

プロファイルからユーザー度に比例して友人の数が増える、というモデルを確立すること

ができた。そして消費動機の背景に「友情」因子を認めることで JKT48 に対する消費を通

じて交友を求めているという構造が明らかになった。交友を求めてマーケットが拡大し、

ヘビーユーザーがマーケット拡大の一因を担うと言う図式から、インドネシアにおける今

後の「アイドル」マーケットの拡充を期待することができると考える。 

 

（2）「アイドル」の「効果」 

では、「アイドル」は実際にどのような効果を果たし得るのか。その「効果」として、第

一に、若者と現地企業を繋ぐマーケットの活性が求められていた。電通・メディア・グル

ープ・インドネシア（DMGI）は現地企業に対して、現地メディアとの連携を取りながら

JKT48 を通じて 10 代から 20 代の若者との繋がりを提供することを提案していた（図 2）。

データからファン層は 10 代から 20 代の若者が中心であり、期待されるファン層と相違は

ないことが判明した。また因子分析と上述した考察より、AKB48 のフォーマットこそが消

費動機の背景にあり、インドネシアにおいて若者をターゲットとした「アイドル」マーケ

ットは長期的に持続し、今後拡大していく可能性があることが明らかになった。特に現在

主に繋がりを持っている積極的に消費を行っているファンから未だ消費を行っていない潜

在的な消費者にマーケットが拡大していく可能性が期待されている（図 15）。 
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第二に、日本とインドネシアの文化交流に

資する「効果」について検討する。JKT48

はジャカルタの観光資源として観光大使を

務めているが、ここでは日本とインドネシア

の文化交流においてその「効果」を果たして

いると考える。本研究では、調査対象となる

ファン層にジャカルタ出身者が多く、現時点

では JKT48 を目当てにジャカルタに足を運

ぶことは困難であると言う結果を得た。しか

し、JKT48 を日本の「アイドル」と捉える

時、日本文化の 1 つとして日本への関心を高

める効果を果たしていると言えるのである。

ターゲットとなった層は日本への憧憬の感

情を抱く若者であった。実際にファン層の殆

どは日本への渡航経験がなく、日本に行って

みたいと言う願望が共通していた。しかし、

JKT48 を好きになるきっかけとして、特に

潜在的ファン、ライトファンにメディアの存在が認められた。ここに AKB48 や日本をきっ

かけとするのではなく、メディアを通じて JKT48 を知ることで日本への関心が高まる、と

いう図式が想定される。そして日本に元々関心があり、日本への渡航経験もあるヘビーユ

ーザーが JKT48についてのみならず訪日についてもエキスパートとしてノービスである彼

らとの交友を通じて、よりその関心を高め、その交友が JKT48 と共に彼らの訪日のきっか

けとなるという可能性があると考えられる。よって JKT48 の存在そのものが日本とインド

ネシアの文化交流に資する「効果」を果たすのではなく、「アイドル」を取り巻くファンダ

ムの構造が、JKT48 を通じて両国の文化交流を促進する役目を果たすのである。 

 以上の考察から「アイドル」の効果とは、 

 

1. インドネシアの中心的な年代である 10 代から 20 代の若者の意欲を情熱的に駆り立て

「楽しさ」を提供し、消費行動へと導く。 

2. 日本文化の 1 つとして消費者の日本への関心を高める。 

3. 「アイドル」を中心にコミュニティが形成され、消費者同士の繋がりを強め、需要を拡

大する。 

 

の 3 点に集約することができると本研究では結論付ける。また、JKT48 のインドネシア国

内における認知度を高めることでこれらの「効果」が十分に果たされると考えることから、

JKT48 の消費が促進されるような対策は不可欠であり、本論では価格の見直しや地方興行

MVP

ヘビー

ミドル
ライト

潜在

JKT48

DMGI

メディア企業

 

 

 

潜在的マーケット 

図 15 マーケットの活性化 
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の注力について提言した。ファン層を広げ、インドネシア国内で注目を集めることで「ア

イドル」が現代インドネシアにおいて、消費層を拡大し、またそのコミュニティからマー

ケットが大きくなっていくと考えるのである。 

 

6-2. 研究上の今後の課題 

 

今後の課題として、第一によりマクロな視点、よりミクロな視点で現象を捉えることが

求められる。まずマクロな視点として、本調査の被験者がある母集団のサンプルとしてど

の程度有意であるのかということを検討し、そのデータの信頼性を高める必要があると考

える。インドネシア国内における被験者の分布から、JKT48 ファンという集団の実像をイ

ンドネシア社会の中でより具体的に把握することが可能になると考える。本研究では、

JKT48 ファンの協力者を募り、データを収集した。その母集団は見えにくく、特定は困難

である。本データよりファンクラブの加入者を母集団とすることは可能であると考えられ

るが、それには運営チームの公的な協力が必要であり、今回コンタクトを取った結果、現

実的ではないという返答を受けたことから実現の可能性はきわめて低い。しかし、今回の

調査対象者がインドネシア国内でどのような位置づけにあるのかということについては、

インドネシア全体の統計調査からある程度特定することが可能であると考える。「アイドル」

マーケットがインドネシア社会の動向を背景として今後どのように拡大していく可能性を

持っているのかを検討することで、同マーケットを成長させる社会背景を追究することが

今後求められると考えている。そしてミクロな視点として、同時に被験者それぞれのライ

フヒストリーに迫ることで、より具体的な背景を構築することが可能であると考える。草

の根レベルでの観察は、ポピュラー・カルチャーを捉える上で極めて重要である。今回の

調査では追究しきれなかった個々のライフスタイルや、意識についてインタビューやより

細かな調査項目を基に迫ることができるであろう。 

そして第二に「アイドル」の効果を活かす具体的な施策、文化政策についても検討を重

ねるべきであると考える。特にジャカルタの観光大使としての JKT48 の効果について考え

る時、ジャカルタ出身、在住でないファン、特に日本在住、海外在住ファンの実像と動向

を視野に入れることは必要不可欠である。今回はインドネシア在住者を対象とした調査を

行ったが、その過程において多くの非インドネシア在住ファンの存在を確認することが出

来た。ジャカルタの観光資源として JKT48 に向き合う時、ジャカルタ外の消費者について

調査を行い、ジャカルタの交通インフラ等の問題を取り入れながら JKT48 劇場へのアクセ

スを検討することは有効であると考える。またジャカルタ外での興行と JKT48 劇場の動員

データから JKT48 がジャカルタの観光資源たり得る成果を得ることができる。 

また AKB48 の本拠地、オリジナルである日本、SNH48 を展開する中国等との比較から

「アイドル」市場一般の特徴、逆にインドネシアに特有の事象を捉えることが可能である

と考えられる。「アイドル」市場について他地域との比較を行うにあたっては、同様のビジ
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ネスモデルをローカライズさせながら展開する AKB48 グループとそのファンを各事例対

象とすることが最も好条件であると考えられる。上に挙げた 2 つの今後の課題について各

地域の状況を照らし合わせながらよりインドネシアに独特な「Idol」文化を浮かび上がらせ

ることが可能であると考えるものである。それと併せてインドネシア国内で他のポピュラ

ー･カルチャーをそのファンダムを認め、同様の調査を行うことでインドネシアにおいて

「アイドル／Idol」の定義をはっきりさせることに繋がるとも考えることができる。他に第

4 章でも触れたとおり、ポピュラー・カルチャーとイスラームの関係をインドネシアのみな

らず周辺の東南アジア地域、そして中東地域を含めた同様の現象を含めた検討を行う必要

があると考えられる。本研究の今後の課題として、比較の視点を加えることは重要であり、

これを第三の課題と考える。 

2015 年 12 月には「JKT48 GOES to SCHOOL」と題してメンバーが国内の小学校を訪

問し、児童に「アイドル」という職業について説明したり、JKT48 のダンスを教えたりし

ながら「子どもたちに、自分の目でアイドルを見て夢を持ってもらいたい」というメンバ

ーの希望に即した「伝道」活動を行った77。この活動から、まだインドネシアで「アイドル」

が一般的ではないという現状、そして「アイドル」が子どもたちに「夢」を与える存在で

あるという「アイドル」当人が感じている「アイドル」の意義、また「アイドル」に触れ

合うことで「アイドル」になりたいという子どもや若者が生まれるという現象への期待を

読み取ることが出来る。「アイドル」がインドネシアでその「効果」を発揮する可能性は未

知数であるが、その期待と現状を把握しながら今後の動向に注目する。 

   

                                                   
77 じゃかるた新聞「JKT48｢児童に夢を｣ 首都圏小学校巡り ｸﾞﾙｰﾌﾟ初の試み 19 日まで

5000 人と触れ合い」（2015 年 12 月 16 日）

https://www.jakartashimbun.com/free/detail/27992.html（2016 年 1 月 7 日参照） 
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付録 

 

＜JKT48 ファンの消費動機に関する質問項目の変数間の構造＞データ 

因子分析（因子抽出法：最尤法、回転法：Kaiser の正規化を伴うプロマックス法）、分析は

SPSS Statistics22 を使用。 

※43 項目から因子抽出後の共通性 0.4 以下の 25 項目を削除 

共通性 

 初期 因子抽出後 

2b .444 .505 

2c .504 .544 

2d .556 .734 

3b .562 .725 

3c .487 .607 

3d .505 .541 

4c .429 .419 

4d .444 .421 

5b .449 .443 

5e .492 .503 

6b .554 .555 

6c .627 .705 

6d .614 .648 

6e .568 .560 

8a .530 .616 

8b .493 .575 

8d .443 .432 

8f .414 .403 

因子抽出法: 最尤法 

 

 

 



66 

 

 

説明された分散の合計 

因子 

初期の固有値 抽出後の負荷量平方和 

回転後の負荷

量平方和 a 

合計 分散の % 累積 % 合計 分散の % 累積 % 合計 

1 6.653 36.959 36.959 6.191 34.394 34.394 4.778 

2 2.137 11.871 48.829 1.707 9.481 43.875 4.772 

3 1.568 8.711 57.540 1.113 6.183 50.059 4.165 

4 1.311 7.284 64.824 .926 5.142 55.200 3.352 

5 .725 4.025 68.849     

6 .711 3.948 72.797     

7 .638 3.545 76.342     

8 .594 3.301 79.644     

9 .536 2.979 82.623     

10 .488 2.711 85.334     

11 .416 2.310 87.644     

12 .405 2.247 89.891     

13 .381 2.114 92.005     

14 .327 1.819 93.824     

15 .311 1.727 95.551     

16 .295 1.641 97.193     

17 .270 1.502 98.694     

18 .235 1.306 100.000     

因子抽出法: 最尤法 

a. 因子が相関する場合は、負荷量平方和を加算しても総分散を得ることはできません。 
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因子行列 a 

 
因子 

1 2 3 4 

2b .555 -.134 -.422 -.039 

2c .568 -.200 -.412 -.111 

2d .606 -.126 -.592 .037 

3b .544 .574 .065 -.309 

3c .419 .596 .046 -.273 

3d .559 .421 -.010 -.224 

4c .464 -.321 .316 -.031 

4d .429 -.303 .357 -.133 

5b .629 .098 .068 .183 

5e .634 .011 .148 .282 

6b .673 -.282 .069 -.134 

6c .675 -.393 .272 -.145 

6d .739 -.294 .074 -.096 

6e .712 -.202 .069 -.091 

8a .582 .314 .044 .420 

8b .576 .311 -.002 .382 

8d .549 .049 .194 .301 

8f .528 .091 .163 .298 

因子抽出法: 最尤法 

a. 4 個の因子が抽出されました。5 回の反復が必要です。 

 

 

適合度検定 

ｶｲ 2 乗 自由度 有意確率 

143.184 87 .000 

 



68 

 

 

 

ﾊﾟﾀｰﾝ行列 a 

 
因子 

1 2 3 4 

2b -.021 -.006 .727 -.005 

2c .078 -.112 .743 .006 

2d -.190 .071 .941 -.072 

3b .027 -.007 -.050 .866 

3c -.073 .001 -.076 .822 

3d .033 .037 .083 .663 

4c .699 .075 -.143 -.089 

4d .760 -.050 -.202 .008 

5b .144 .483 .075 .080 

5e .225 .598 -.003 -.063 

6b .599 -.029 .218 .045 

6c .857 -.033 .004 -.010 

6d .619 .038 .233 .019 

6e .535 .065 .204 .083 

8a -.172 .833 .011 .043 

8b -.192 .772 .068 .067 

8d .193 .617 -.097 -.062 

8f .130 .614 -.078 -.033 

因子抽出法: 最尤法  

 回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法 

a. 5 回の反復で回転が収束しました。 
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構造行列 

 
因子 

1 2 3 4 

2b .384 .350 .711 .274 

2c .438 .311 .732 .265 

2d .355 .411 .842 .281 

3b .264 .450 .305 .850 

3c .140 .368 .210 .770 

3d .306 .456 .384 .727 

4c .630 .325 .253 .112 

4d .623 .255 .203 .137 

5b .468 .641 .434 .416 

5e .522 .682 .403 .329 

6b .721 .425 .558 .302 

6c .839 .419 .466 .241 

6d .776 .496 .608 .325 

6e .711 .499 .572 .366 

8a .290 .771 .356 .445 

8b .278 .741 .380 .452 

8d .447 .637 .301 .293 

8f .402 .625 .295 .308 

因子抽出法: 最尤法  

 回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法 

 

 

因子相関行列 

因子 1 2 3 4 

1 1.000 .531 .562 .311 

2 .531 1.000 .509 .541 

3 .562 .509 1.000 .397 

4 .311 .541 .397 1.000 

因子抽出法: 最尤法   

 回転法: Kaiser の正規化を伴うﾌﾟﾛﾏｯｸｽ法  
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・ジャカルタ・FX MALL 内 4 階、JKT48 劇場の様子（2015 年 5 月 14 日、筆者撮影） 

 

 

オープン直後の様子（上 3 枚） 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

入場前の様子（上下） 
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チケット（女性・学生用チケット）50000 ルピア 

 

・FXMALL 内の様子 

中段が 4 階（JKT48 劇場） 
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3 階、ジルバブファッションの店 

  

5 階、礼拝所 
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・Hand Shake Festival（2015 年 5 月 18 日開催）の様子 

受付（下） 

 

ステージ前（午前中）（下） 
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メンバーの名前が書かれたブース前に並んで HS 開始を待つ様子（下） 

ステージ撮影を楽しむファン（左） 
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会場内に出店している日本のコンビニエンスストア（下） 

 

会場内のパネル前で記念撮影を楽しむファン（下）

 


