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第1章 はじめに 
 キャラクターは、誰もが物心付いた時から触れている。一時的に流行するものもあれば、

長年に渡り愛されるものもある。またキャラクターを付けただけで売れる商品もある。今

やキャラクターはテレビや漫画から生まれたものだけではなく、企業で開発されたもの、

地方自治体で作られたものも存在する。 
 

図表１ キャラクターの歴史 

 
http://www.chara-labo.com/talk02.html「キャラ研」HPより抜粋 

 
 キャラクターのヒットは 1970年代のサンリオから始まり、ディズニーランドの開園やフ
ァミコンの発売を経て、1990年代には、たまごっちやポケモンの大ヒットがあった。その
ため 90 年代からキャラクター市場は、右肩上がりで成長してきた。しかし、2000 年に長
引く消費低迷で今まで人気があったキャラクターも下降している。キャラクター商品の小

売市場は、1999年の 2兆 700億円のピークから翌年には 1兆 6800億円まで落ち込んでし
まった。しかしキャンペーンや広告媒体での利用は、拡大していく一方である。また新し

いヒットキャラクターは生まれず、30 年前に人気を博した仮面ライダーやガンダムなど過
去のキャラクターに市場を支えられている状態である。 
 企業や自治体が競い合うようにキャラクターを利用する理由を探り、そもそもキャラク

ターとは何かを学ぶ。またキャラクターに執着するのは大多数が子どもである。この狭い

範囲で競争するキャラクタービジネスの戦略について研究する。 
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図表２ キャラクター商品購入実績 
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「E+B エンターテイメントビジネス」no.18 2007.autumn より 

 
第2章 キャラクターとは 
 グッズや広告媒体など、キャラクターを目にしない日はない。キャラクターと、その背

景について以下にまとめる。 
（１） 定義 
 キャラクターの定義は人によって違う。ここでは「しっかりとした世界観を持ち、年齢

を重ねないもの」と定義する。 
世界観とは、性格や生い立ちなどである。背景がしっかり設定されていると、見る側は

感情移入がしやすくなるのである。そのほかに、キャラクターの外見とのギャップに魅力

を感じたり、親近感が沸いたりする。例えばドラえもんは、未来からやって来た猫型ロボ

ットであり、未来の世界や現代での設定が細かくされている。さらにテレビアニメでは 1979
年から現在まで放映され、今も人気アニメの代表の一つである。 
年齢は元々、設定されていないものもあるが、ドラえもんも含めキティちゃんやポケモ

ンなど人気キャラクターは、すべて年齢を重ねていない。 
 
（２） 受け入れられるキャラクター 
  受け入れられるキャラクターとして、「親しみやすさ」「癒し」の二点をポイントとす

る。 
① 親しみやすさ 
認知度を高めるために、既存のものやオリジナルのキャラクターを付ける企業、団体

がある。キャラクターを使用する目的には、受け手に「親しみを感じてもらう」ことに

ある。その理由は、文字よりもイラストの方が受け手に伝わりやすいからである。キャ

ラクターは文字と比べ、一瞬で色・形を記憶しやすい。また、文字の堅くなりがちな印
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象を和らげることができ、キャラクターそのものを好きになってもらうことで、企業や

団体の存在をアピールしやすくなる。 
② 癒し 
キャラクターを身に着けたいと思う要素は「癒し」である。しかし「癒し」は様々な捉

え方がされる。例えば 1990年代後半に大ヒットした「たれぱんだ」は、20代半ば～30代
後半に人気があった。この年代は時間に追われる社会で働いている層であり、そんな人達

が安らぐキャラクターとして認知されたからである。その他「ガンダム」などのキャラク

ターで癒される人達もいる。これは幼い頃に楽しんだ記憶がよみがえり、嫌なことを忘れ

られるからという理由が挙げられる。 
キャラクターを通じて現実から距離を置くことで、ストレスから開放され癒されるので

ある。人間関係や生活環境で不満を感じやすい現代人が多い中、これからのキャラクター

には「癒し」は無くてはならない要素である。 
 
前述の文字よりイラストの方が伝わりやすいという、消費者への「受け入れられやすさ」

は近年、問題とされている活字離れに通じるものがある。日本で漫画は雑誌や新聞等と同

じ位置づけにあり、先進国では珍しい。大人になっても漫画を読んでいる人は大勢おり、

読んでいても不自然と思われない。日本人は漫画に触れている期間が長く、キャラクター

を自然と受け入れやすいのである。 
またキャラクターを最も好む幼児から小学生を持つ現代の親は、自分自身が幼少期にキ

ャラクターグッズで遊んでいた。そのため子どもがキャラクターグッズを好むのにも寛容

でもある。さらに今はテレビ、パソコン、ゲームが普及済みなため、現代の子どもは生ま

れた時から周囲にキャラクターが溢れている。このような背景により、キャラクターが受

け入れられやすい環境が整っているのである。 
 
第3章 キャラクタービジネス 
 この章ではキャラクタービジネスの概念やマーケティングについて述べる。 
（１） 概念 
 キャラクタービジネスとは、キャラクターを使用した商品化や広告販促などのライセン

スによる売上で収益を得るビジネスである。ライセンスビジネスとは、知的財産権などの

権利を許可したり、されたりすることで成立するビジネスである。キャラクタービジネス

において、キャラクターの選定は非常に重要である。その際に行うのがキャラクターマー

ケティングである。 
 
（２） キャラクターマーケティング 
 キャラクターマーケティングは、以下の三つに分けられる。 
① 権利保有者側 
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 従来、行われているキャラクターマーチャンダイジング。新しいキャラクターの開発

や、メディア、商品としてキャラクターを売り、ロイヤリティで利益を得る。 
② 権利活用者側 
 既存のキャラクターを自社ブランドや企業のマーケティングに活用する。他社が権利

を所有しているキャラクターをコミュニケーションやプロモーションに利用する。 
③ ①と②の中間 
 キャラクターの開発から活用までの一貫型マーケティングといえる。自社の商品、ブ

ランド等のために自らオリジナルキャラクターを開発する。商品と共にキャラクターを

売り、権利も保有できる。開発も販売も成功すれば、ロイヤリティの支払いが不要なた

め、より大きな収益となるのである。さらに、権利保有者としての利益も見込める。 
 
マーケティングの基本は「売れるものをつくり、販売する」ことである。しかしキャラ

クターマーケティングでは、忘れられてしまうことが多い。「キャラクターを付ければ売れ

る」という考えが先行し、目的を考えず人気キャラクターを付け失敗してしまうのである。

キャラクターマーケティングであっても、いつ、誰に、どのようにして売るのか、目的を

十分に明確にする事が重要である。例えば「スヌーピー」の人気は 20代半ば～30代が 50％
以上を占めている。そのため、このキャラクターを使って 40～50代向けの製品を売り出し
ても効果は出にくいのである。 
数多くのキャラクターが氾濫している現在、通常のマーケティング同様「消費者志向に

立つ」ことが重要である。キャラクターを開発する際、忘れてはならないのがキャラクタ

ーのライフサイクルである誕生・育成、成長、転機、衰退、再生である。 
第一段階の誕生・育成では時代や消費の背景など、社会全体と流行の見極めが必要であ

る。開発するキャラクターの世界観や商品がターゲットに合致しているか、また自社、団

体と類似した目的、業種が無いか調査し、分析する事が大切である。 
第二段階の成長では、キャラクターの現状をしっかり掴み、少しずつ商品アイテムやタ

ーゲットを広げる必要がある。その際にターゲット、競合キャラクター、拡大先の市場の

分析も怠ってはならない。そこで収集した情報を基に、差別化を図っていくのである。 
第三段階の転機では、新しい市場に進む。今まで生産していた製品とは異なる分野に進

み、キャラクターに対して新しいファン層を増やす。キャラクターはさらに広く認知され、

ヒットへと繋がるのである。 
第四段階の衰退では、キャラクターの人気が落ちる時期である。キャラクターが誕生し

た漫画の連載やテレビ放映の終了などにより、起こることもある。この時期は人気が低迷

しているため、新しい商品を販売しても成功しにくいのである。 
最後の第五段階の再生は、一度、衰退したキャラクターに新しいイメージを付ける等し

て復活させる段階である。ここでは時期を見極め、過去の成功にこだわらないことが大切

になる。これらのサイクルを踏まえ、キャラクターマーケティングを進めていく事が重要
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になるのである。 
 

図表３ キャラクターライフサイクル 
１）誕生・育成 時代や消費の背景把握。競合の調査・分析 
２）成   長 少しずつ商品やターゲットの幅を広げる。差別化の実施。 
３）転   機 新しい市場に進む。新しいファン層の獲得。 
４）衰   退 この時期の消費継続は、復活に影響を及ぼす。 
５）再   生 新しいイメージをつけて、生まれ変わらせる。 

 
（３） ライセンスビジネス 
 キャラクターをビジネスの対象として利用するためには「商品化権」が必要である。こ

れはキャラクターを商品化や広告展開等に利用できる権利である。しかしキャラクタービ

ジネスは比較的新しいビジネスのため、商品化権は法律で制定されていない。著作権法、

商法、民法など様々な法律により権利内容が決定されているのである。 
キャラクターを商品化するには、企画から商品生産まで約半年を要する。その後の販売

に辿り着くまでには契約と承認が必要である。 
まず契約は、権利保有者と権利活用者の間で結ばれる商品化契約である。これはキャラ

クターの使用許諾契約であり、権利の活用者は複製権や商標保護標章など、様々な権利を

得ることができる。権利の保有者はキャラクターを保証し、発生するロイヤリティ、アド

バンス、ミニマムギャランティが利益になるのである。 

一つ目のロイヤリティとはキャラクターの使用料であり、一般的に商品価格の一定率で

設定されている。キャラクターの質や市場性を総合的に判断し、権利保有者と活用者が互

いに無理のない利率にしなければ、権利保有者は費用の増大により商品開発に支障が出る

ため、交渉が滞ってしまう。 
二つ目のアドバンスは前払い金のことである。知的財産権を独占、または非独占的に一

定期間使用する権利に対して支払われる使用料となる。一般的にはロイヤリティに含まれ

ていることが多い。 
三つ目のミニマムギャランティは最低使用保証料のことで、契約金の代わりである。キ

ャラクタービジネスでは契約金が支払われないことが多く、このミニマムギャランティが、

権利活用者が保有者に支払う最低の保証料となる。これもアドバンス同様、ロイヤリティ

に含まれていることが多い。 
 次の承認は、権利保有者にキャラクター使用許可を得ることである。権利活用者は、こ

の承認を受けキャラクターを商品化することができる。もちろん承認を取らずに商品化す

れば契約違反行為となる。 
 また、キャラクターを広告販促で使用する場合は商品化とは異なる。年間契約金が発生

し、利用条件は全て契約時に決められる。そして広告販促で重要になるのが、キャラクタ
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ーの許容範囲である。キャラクターをいつ、どこの範囲まで使用できるかを設定し、キャ

ラクターの濫用を防いでいるのである。範囲設定の理由として、プレミアムロイヤリティ

の有無が挙げられる。プレミアムロイヤリティは、販促グッズとしてキャラクターを使用

する際に発生する使用料である。許容範囲を曖昧にしてしまうと、販促グッズを制作され

た際、得られるはずのプレミアムロイヤリティが得られず損をしてしまう。そのため、非

常に厳しく条件を設定する権利保有者が多い。 
 
第4章 戦略 
戦略にキャラクターを使用する企業、団体が増加している。企業がキャラクターそのも

のを開発したり、既存のキャラクターを利用したりする。またキャラクター同士をコラボ

レーションさせることもあり、キャラクターの使用方法は実に様々である。ここでは、キ

ャラクターの戦略事例を取りあげていく。 
 

図表４ キャラクター戦略事例 
分類 キャラクター 企業・団体 概要 

ウォレスとグルミット グローバル・ライツ 第 4章 ① 参照。 

どこでもいっしょ ソニー・コンピュータ

エンタテイメント 

第 4章 ② 参照。 

権
利
保
有
者
側 

デジモンアドベンチャー バンダイ ポケモンとよく似た設定でありながら、ポケモン

とは徹底的に差別化を図った。ポケモンを卒業し

た小学校 3年生～5年生にターゲットを絞り、ポ

ケモンのヒット要素を取り入れながら、それを発

展させた。バンダイはアニメ番組のメインスポン

サーとアニメの企画を行っており、多くの商品化

権を獲得した。 

複数 日本マクドナルド 

（ハッピーセット） 

第４章 ③ 参照。 
権
利
活
用
者
側 

ポケットモンスター ＡＮＡ 

（全日本空株式会社） 

第４章 ④ 参照。 
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トロ 

（どこでもいっしょ） 

カルピス 2000 年に製品のリニューアルを実施。消費者に

新鮮な印象を与えるため、初めてタレント以外の

キャラクターをＣＭにメイン起用した。キャラク

ターの知名度による伝達スピードを重視し、既存

のキャラクターを使用し、売上は前年比 4割増と

なった。ゲームキャラクターを利用したことで

様々なメディアを通じ、消費者とのコミュニケー

ションもとれた。 

The World of GOLDEN  

EGGS 

日産自動車（ノート） 第４章 ⑤ 参照。 

のり平、ゲゲゲの鬼太郎 桃屋 第５章 ① 参照。 

カクタス X サントリー 栄養炭酸飲料のため、メインターゲットは 20～

30 代の男性。ターゲットが日常的に接するイン

ターネットで話題になっていた Web フラッシュ

アニメ「秘密結社 鷹の爪」を起用。フラッシュ

アニメはブログやメールで紹介しやすく、コンテ

ンツの面白さで訴求力がある。制作企業自らが動

画サイトにアップし、さらなる口コミ効果を狙っ

た。 

 

バザールでござーる NEC 期間限定キャンペーンの販売促進用として誕生。

当初はタレントを使用していたが浸透せず、親し

みを抱かせるキャラクターとして開発。キャラク

ターの一般認知度が 8割を超え、他社を圧倒。キ

ャラクターのプレミアムプレゼント欲しさに商

品を購入する人が出てくるほどの人気であった。 

Harbot ソニーコミュニケーシ

ョンネットワーク 

（現・ソネットエンタテ

イメント株式会社） 

第 4章 ⑥ 参照。 

ペプシマン サントリー 第５章 ② 参照。 

リーフ君 ライオン 第５章 ③ 参照。 

キレイキレイ家の

人々 

ライオン 第５章 ④ 参照。 

モモ So-net 第５章 ⑤ 参照。 

権
利
保
有
・
活
用
、
双
方
を
持
つ 

365日のバースデイテ

ディ 

明治製菓 366種類の全てがオリジナルデザインで、それぞ

れ個別に誕生日と名前が付いたテディベアであ



幡鎌ゼミ 卒業論文 
文教大学情報学部経営情報学科 

2009.1.12提出                         A5P21073 菅原由以 

 10

る。テディベア１体とチョコレートを組み合わせ

て販売した。年間 20億円でヒットといわれる菓

子業界で、９ヵ月で 30億円を売り上げた。玩具

菓子ヒットの要素をすべて充たし、子どもから大

人まで人気のあるテディベアは幅広い層を獲得

した。 

タッチおじさん 富士通 店頭販促用キャラクターとして開発。「来て見て

さわって、富士通のお店」のキャッチフレーズと、

それをうまくキャラクター化したタッチおじさ

んが店頭へ消費者を導いた。パソコンを使用して

いなかった中高年層との距離を縮め、オリジナル

キャラクターでありながら浸透率が良く、非常に

有名になった。 

しげお エイチアイ・バンダ

イネットワークス 

メールメッセンジャーソフト。スパイ活動を通じ

て新しいコミュニケーションが取れる。そのルッ

クスから、キモくてカワイイと注目を集める。タ

レントとの共演をきっかけに話題を呼び、次々に

商品化が決まっていった。 

たまごっち バンダイ 玩具業界は 60万個売れればヒットといわれる。 

たまごっちが大ブームになったのが 1996年。約

2年間で国内 2000万個を販売。しかし大量の模

造品が出回ってしまった。整っていなかった生産

体制が、万全になったのはブームが終わる頃であ

った。 

99％の知名度を武器に、たまごっちプラスとして

2004年復活機を販売。前回の失敗を教訓に戦略、

対策を練った結果、国内 100万個を売り上げた。 

ひこにゃん 滋賀県彦根城 第４章 ⑦ 参照。 

 

夕張夫妻 ビーコンコミュニケ

ーションズ 

企業がプロジェクトを企画し、夕張市にプレゼン

テーションした。負債と夫妻をかけた自虐キャラ

クターで、ご当地キャラである。地域再生のため

に制作され、夫婦に関するプロモーションやCD、

ビール、キャラクターグッズを販売。その他、対

象店で特別なサービスを提供するなど、夕張市の

PRキャラクターである。 
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上記の図表４から、いくつか事例を取り上げる。 
① ウォレスとグルミット グローバル・ライツ（権利保有者） 

 

 
図表３ ウォレスとグルミット 

（公式 HPより http://www.sonymusic.co.jp/MoreInfo/Chekila/wandg/） 

 
 ウォレスとグルミットは、お人好しの発明家のウォレスと愛犬グルミットが主人公のユ

ーモラスなコメディである。このキャラクターは粘土で作られている。それを少しずつ動

かしながら製作する「クレイアニメーション」という手法をとっている。クレイアニメー

ションをベースにしたことにより、手作り感のあるキャラクター性が生まれた。デジタル

化した社会で新鮮に映り、浸透したことが成功要因の一つだといえる。 
 ウォレスとグルミットのライセンス展開は 1996年、権利保有者のグローバル・ライツが
イギリスのアニメーション会社と契約したのが始まりである。日本では知名度を上げるた

めに、二作品をビデオソフトとして同時に発売、同年にピクチャーBOOK が発売された。
1998年からはグリコ乳業「プッチンプリン」の CM放映が始まった。これをきっかけに認
知度が約 80％になり、キャラクター商品の購買層も大学生や OL の 20～30 代の女性やフ
ァミリー層にまで広がったのである。 
 また新作アニメが登場しない間、展開方針として「ライブ感と鮮度を保つ」ことを掲げ

た。イベント、パブリシティ、CMの三種類で展開を実施したのである。これらは認知度の
低いキャラクターを少ない予算で効果的に認知度を高め集客ができる方法である。イベン

トは、商品化も始まった 1997 年に東京と大阪で開催。4万 7000 人を動員し、CM 放映以
前から多くのファンが居たことが分かった。その他、誕生 10周年イベントも行い、これら
をきっかけに多くのパブリシティを展開することができたのである。さらに公式サイトで

はキャラクターグッズを販売し、最新情報を発信することでキャラクターの鮮度を保った。

その後、2001 年に以前からキャラクターを使用して企業 PR を行っていた住友生命の 75
周年記念のイメージキャラクターに採用された。その理由として商品開発力を打ち出す住

友生命と、発明家ウォレスのイメージが重なったからである。さらにウォレスとグルミッ

トのユニークさと作品の高質さと、ファン層が 20～30代女性という点が企業イメージの向
上になると評価されたからである。 
 1997年に 9社だった権利活用者は前述の CMをきっかけに 27社にまで増加した。商品
化は支持者の 97％が 30代ということを受け、雑貨中心の構成である。商品販売は好調で、
市場規模も大きく成長していった。低予算の中で、キャラクターイメージの向上を貫き、
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少しずつ認知を高めていった。 
 
② どこでもいっしょ ソニー・コンピュータエンタテイメント（権利保有者） 
「どこでもいっしょ」は 1997 年に発売されて以来、2001 年現在でシリーズ累計は 150
万枚以上にのぼりヒットとなったゲームソフトである。一般的にゲームの女性ユーザーは

50％程度の中、「どこでもいっしょ」は約 80％を占め、年齢層は 20代中心である。複数登
場するキャラクターの中で一番の人気はネコの「トロ」である。シンプルで可愛いデザイ

ンが人気を集めている。ゲームを通じて会話を楽しむことで、癒される存在として認知さ

れているのである。「どこでもいっしょ」に登場するキャラクターは高度なコミュニケーシ

ョン性を持っている。そのためトロに対して親しみや共感を覚えるのと同時に、プレイヤ

ーは一対一で会話できるため「自分だけのトロ」という、かけがえのない存在として受け

入れられている。 
「どこでもいっしょ」のように、キャラクターの魅力でゲームを PRする際、次回作の発
売まで、キャラクターの人気と鮮度をどのように維持させるかが重要である。商品化を含

め、キャラクターそのものを様々な展開でプロモーションしていく必要があるのである。 
商品化でのマーチャンダイジングでは、当初からゲームと同じ大人の女性をターゲット

に設定した。商品展開は権利保有者であるソニー・エンタテイメントが主導権を握り開始

された。雑貨アイテムを中心に商品化され、コーナー展開がしやすい雑貨専門店中心の販

売であった。それは集客層が低年齢化しやすい量販店に展開すると、ターゲット層と合致

しないからである。しかし女性向けに商品を開発していたため、販売店が限られてしまっ

たのである。これにより生じた地域の販売格差は全国の主要都市で物販イベントを行い補

っている。さらに、キャラクターのイメージと商品の品質をコントロールするため、商品

の供給量は一定にとどめている。2000年に東京で行ったソフト販売一周年イベントでは、
トログッズが瞬く間に売れた。あえてターゲットを拡大しないことが、トロの人気を継続

させることになったのである。同年、カルピスウォーターの 10周年キャンペーンに起用さ
れ、CMを通じてトロの人気を広がることになった。カルピスウォーターの販売本数が前年
の 2.5倍になり、翌年もキャンペーンキャラクターに採用された。これによりゲームソフト
自体も新しいユーザーを獲得することができ、双方に有益となった展開であった。 
その後、NTT ドコモと提携し、携帯端末でゲームが楽しめる「ｉモードもいっしょ」を
開発。さらにマクドナルドのハッピーセットの景品やバリューセットのスクラッチカード

に採用された。戦略的に権利を提供し、相手に利益をもたらすのと同時に「どこでもいっ

しょ」の認知向上とファン層の拡大が図られている。 
 
③ ハッピーセット 日本マクドナルド（権利活用者） 
 ハッピーセットとは、ハンバーガー・ポテト・飲み物におまけとして付いているキャラ

クターグッズのセットである。これは、すべての来店者に対し「Fun Place to Go（マクド
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ナルドに行けば、いつも楽しいことがある）」という企業スローガンを顧客サービスに反映

するために始められたものである。子ども達へ向けたプレミアムキャンペーンとして開始

され、1987 年 10 月に始まった「ダイヤブロック付きお子様ランチセット」がきっかけに
なっている。当初は不定期であったが、今は年 13回実施されるようになった。 
 この展開は、幼児期からのファン作りが狙いである。「子ども達へのアプローチを明確化

すること」「子ども達を飽きさせない」を目的に、グッズに採用されるキャラクターは、毎

回違うものを使用する。マクドナルド自身も「ドナルド」という人型のキャラクターを持

っている。しかし、ハッピーセットに利用されることは無い。なぜならドナルドはブラン

ドを象徴するキャラクターだからである。ドナルドがマクドナルドの Funを演出し、他の
キャラクターが Funの象徴として存在している。店頭ではドナルドがハッピーセットを持
つように展開されているが、これはドナルドからのプレゼントという意味である。そのた

めマクドナルドは、ドナルドを商売に使用しないという方針を掲げている。 
 ハッピーセットのターゲットは３～９歳の子どもである。マクドナルドの客層の４割を

占める、家族連れを確実に取り込むための戦略として、ハッピーセットを開始した。グッ

ズにキャラクターを利用する理由は、常に子どもの注目を浴び続けるためである。ハッピ

ーセットのキャラクターは、世界 25カ国共通に子供向けマーケティングを実施し、決定さ
れる。起用されるキャラクターは、どれも強力であるがマクドナルド自体のブランドイメ

ージに影響を与えることは無い。そのため他国で知名度の低いキャラクターは使えず、慎

重にキャラクターが選定される。そこで重宝されるのがディズニーである。知名度が安定

しているため、非常に利用しやすいキャラクターである。さらに全世界のマクドナルドは、

ディズニーと独占的に契約を結んでいる。それにより新作アニメの公開に合わせて、効果

的なキャンペーン展開も可能である。2000年の春に公開された「トイ・ストーリー２」は、
ディズニー自体が過去最大規模の宣伝活動を行った。これが追い風となり、同アニメキャ

ラクターのグッズをつけたハッピーセットは通常の 2倍も売り上げたのである。 
 また同じ年の 6月下旬から 1ヶ月間、サンリオのハローキティのぬいぐるみを販売した。
しかしこれはハッピーセットのおまけとしてではなく、マクドナルド製品を買うと限定仕

様のぬいぐるみが 1 個 380 円で購入できるというものであった。それにもかかわらず、香
港を始めとしたアジア各国で大人気となった。もともと自国のキャラクターであるハロー

キティのぬいぐるみ販売を、日本もブームの逆輸入をする形で取り入れた。その結果、期

間中に 900万個を販売する大ヒットとなり、日本を含めた 4カ国では、1900万個を売り上
げたのである。 
 
④ ポケットモンスター ＡＮＡ（権利活用者） 

ANA（全日本空輸株式会社）が 1998 年 6 月に実施した、ポケットモンスターの人気
キャラクターをペイントした「ANA ポケモンジェット」の運航が大きな話題となった。
当時、人気の絶頂にあったポケットモンスターは、1996年 2月に発売された携帯型ゲー
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ム機から火がついた。モンスターや道具を駆使し、収集、交換、育成、バトルといった

要素が盛り込まれたソフトの売上は、1000万本を超える大ヒットとなった。その人気キ
ャラクターをジェット機に描き、就航させるというのは、画期的なビジネスだった。 
この企画の背景には、ポケモンの映画製作者側と全日空の双方のメリットがあったの

である。映画製作者側は、機内の映画鑑賞モニターで公開中の映画を上映した。通常で

は考えにくいが、あえてプロモーションの一環で実施したのである。ポケモンに対する

関心を高めてもらうこと、映画館で、この映画を見たいという動機付けが目的であった。

そして全日空は子どもに人気のあるポケモンを利用することで、ファン層を広げ、搭乗

率を向上させるという点にある。結果的に、搭乗客の家族層の割合は他の路線より高く

なったのである。1998年 6月～1999年 3月までの搭乗者は 128万人に上り、増収効果
は約 20億円であった。 

 
⑤ The World of GOLDEN EGGS ノート（日産自動車）（権利活用者） 
 日産自動車の「ノート」は、下降している自動車販売数を上昇させるべく、一部のファ

ンに人気だったアニメ「The World of GOLDEN EGGS」を CMに起用した。 
 2007年の国内新車販売台数は、軽自動車も含めて前年比 6.7%減少し、３年連続で下降し
ている。その理由としてガソリンの値上げの影響のほかに、若者の車離れも要因の一つで

あるといわれている。その中で、ノートは従来モデルをマイナーチェンジしたものを 2008
年 1月 16日に発売した。2008年 6月までの販売台数の累計は、昨年同時期を約 13%上回
っていた。これに貢献したのが、アニメキャラクターを起用した CMである。 
 従来の自動車ＣＭは、都会や自然の中を自動車が走りぬける映像で構成するのが主流で

あった。しかし今日では、この表現方法で消費者を販売店へ運ばせることは困難になって

いる。そこでノートの CM は、前半部分でアニメのキャラクター達のコミカルな会話が描

かれ、後半でノートの実写映像を流す構成になっている。この型破りともいえる CM は、

多くの消費者に支持されたのである。 
2008年 2月度の銘柄別 CM好感度ランキングでは、1位のソフトバンクに次いで第２位
である。20～30 代の男女の CM好感度が比較的高いという結果も出ており、ノートのメイ
ンターゲットである若いファミリー層と重なる。さらに販売店で試乗すると、同じアニメ

の限定 DVDをプレゼントするキャンペーンを行った。この展開により、試乗客は例年の約
3倍に増加した。CMにアニメキャラクターを採用したことにより、しっかりとターゲット
を掴んだ広告展開ができたのである。 
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図表５ 

参照）http://www.cmdb.jp/ 

 
⑥ Harbot（ハーボット） ソニーコミュニケーションネットワーク（現・ソネットエンタ
テイメント株式会社）（権利保有･活用者） 

 ハーボットは、複雑になってしまうホームページ作成の手助けツールとして開発された。

個人のホームページに貼り付け、Javaアプレットでできた小窓の中で生活するホームペー
ジの住人となり、訪問者をもてなすツールとなっている。基本機能はカウンター、ゲスト

ブック、リンク集の３つである。そのほかユーザーとゲームをしたり訪問者にホームペー

ジの評価を求めたり、様々なコミュニケーションが取られる。ハーボットは、管理人が指

定された HTMLのタグを決められた場所に挿入するだけで使用できる。非常に手軽に受け
られるサービスのため、多くのユーザーに利用されている。 
 かつてキャラクターコンテンツは、完成品を売り込んでユーザーに提供していた。しか

しハーボットは、キャラクターを育てながら提供するという新しいキャラクターの作成方

法をとっている。そのため改良が簡単にできるよう、ソフトの環境をしっかり組み上げて

いる。ハーボットは Java アプレットでできているので、CD-ROM などで提供されるコン
テンツとは違い、常にWeb上で最新サービスがユーザーに提供することができる。ハーボ
ットのメンテナンス後は、新しいサービスを求めて、アクセスが急増するほどである。 
 2001年 10月 10日に開始されたサービスだが、ほとんど告知活動をしていない。しかし
口コミでユーザー層が広がり、同年 11月末で 3万人に利用されている。デジタルツールが
持つキャラクターは使えそうで使えないことが多い。そこを逆手にとって、「役に立たない

点」をハーボットの魅力として売り込むことにしたのである。ハーボットのモチーフは“鬼”

であるが、「たまたま自分の家の軒先に居ついてしまった猫」をイメージに、性格は無愛想

で気まぐれ。どこかやる気のない突き放したイメージをキャラクター化しているのである。

2008 年 7 月 31 日をもってサービスを終了しているが、仕草や表情から「ほっとする、癒
される」というユーザーが後を絶たず、人気になっていった。 
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図表７ Harbot 
日経デザイン 2002年 1月号より抜粋 

 
⑦ ひこにゃん 滋賀県彦根城（ゆるキャラ）（権利保有･活用者） 
 2007年、滋賀県で行われた「国宝・彦根城築城 400年祭」の PRのために、実行委員会
はオリジナルキャラクターを開発した。彦根藩二代目藩主、井伊直弼とかかわりのあるキ

ャラクターデザインをデザイン会社などから募集し、採用されたキャラクターの愛称も全

国に公募した。決定した「ひこにゃん」とは、彦根のにゃんこ（ネコ）という意味である。 
当初ひこにゃんは、使用中止などを求めた民事調停を申し立てられていた。その理由は、

原作者が想定していなかった性格設定や、原画と異なるグッズの販売などがあったからで

あった。しかしその後、原画と異なる形でのキャラクター使用を利用者側に許可しないこ

とを条件に、原作者と市の間で和解が成立した。 
このような問題を経て、ひこにゃんは、通帳ケースや絵本、ぬいぐるみ等、様々な商品

化がされるようになった。2007 年 5 月には、ひこにゃんをパッケージにした「キリン 生
茶」が滋賀県内限定で販売され、企業にとってキャラクターを活用する幅を広げることが

できた。これは、ひこにゃんは彦根市に申請し承認されれば、無料で使用することができ

るからである。使用料を徴収しない理由として、実行委員会は「民間の活力により、ひこ

にゃんのさまざまな種類のグッズが企画・制作された方が、彦根城 400 年祭の周知が広が
る」としている。グッズの他に、着ぐるみのひこにゃんがイベントなどに参加している。

その模様を公式ブログで公開したり、動画サイトに投稿されたりすることにより、地元を

越えて広く知れわたるようになったのである。 
  
第5章 キャラクターとブランド戦略 
 キャラクターがブランドとして戦略に利用されることがある。それは従来から行ってき

た文字でのアプローチでは、効果が薄れてきていることが理由として挙げられる。そのた

めブランドそのものの意味を直接的に消費者に伝えるために、ブランドがキャラクターを

起用するのである。さらに使用されるキャラクターは、ブランド要素として製品を識別し

差別化する手段として利用できることが条件となる。この条件を充たしていないキャラク

ターは、ブランド要素を持っているとはいえず、ブランド価値も無いといえるのである。
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キャラクターの最大の特長である「受け手へ伝わりやすい」という点から、広告展開が効

果的である。またキャラクターは、ほかの展開にも広げやすく、多様化するメディアに対

応しやすいメリットがある。 
 第 4 章の図 4 のキャラクター戦略事例から、ブランド戦略で用いられた事例を下記に挙
げる。まず一つ目は、既存のキャラクターを利用し、ブランド力を高めた「ANA」。二つ目
に製品そのものをキャラクター化した「ペプシコーラ」。三つ目は製品の機能的価値を基に、

そこから価値や意味を抽出。効果的に表現できるようキャラクター化した「植物物語」。四

つ目は、製品の価値や意味から開発され、そのブランドに新しい意味を付け足すために開

発された「キレイキレイ」。五つ目は、オリジナルキャラクターでブランド力を向上させた

「so-net」を取り上げる。 
 
① のり平・ゲゲゲの鬼太郎 桃屋（権利活用者） 
 大きな眼鏡をかけたキャラクターで有名な「ごはんですよ！」のキャラクター「のり平」。

これは昭和初期の俳優、コメディアンだった三木のり平をキャラクター化したものである。

ほとんどの商品のテレビ CMに使用されている「のり平」は、2007年 7月に「ゲゲゲの鬼
太郎」のキャラクターとコラボレーションをしている。 

 

 
図表６ ごはんですよ！キャラクター「のり平」と「鬼太郎」のコラボレーション CM 

「桃屋」HP より抜粋 http://www.momoya.co.jp/museum/ad/ 

 

 その目的として、「食育活動の促進」と「新鮮さを取り戻す」という二つの理由があった。

まず食育は、2005年から桃屋が取り組んでいる活動であり、若年層を中心に「きちんと食
事をしよう」というメッセージを投げかけている。子どもの朝食離れを懸念した桃屋が、

朝食によく利用される商品の「ごはんですよ！」に鬼太郎を採用した。1958年から CMキ
ャラクターに利用されている「のり平」そのものに新鮮さを与えるためであった。一目見

ただけで桃屋の CM と分かるキャラクターは、ブランドを象徴するものといえる。広告賞

を 30回以上も受賞しており、企業資産としての価値と、キャラクターの魅力を維持するた
めにも、コラボレーションを決定したのである。 
 コラボレーション･キャラクターとして鬼太郎を起用した理由は、40年以上の歴史を持つ
キャラクターであるため、のり平と合わせても違和感無く新鮮さを出せることにあった。

業界初のキャラクター同士のコラボレーション CM は話題となり、様々なメディアで取り
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上げられた。これにより「ごはんですよ！」は、PR効果も得ることができたのである。 
またキャラクターをコラボレーションさせる際は、お互いを打ち消しあうことの無いよ

うにしなければならない。相乗効果を最大限出せるようにする必要があるのである。コラ

ボレーションはマンネリ化した市場で新鮮さを持たせ、キャラクター性を維持し、さらな

る発展を遂げるには効果的な方法である。 
 
② ペプシマン ペプシコーラ（サントリー）（権利保有・活用者） 
サントリーのブランド、ペプシコーラのロゴ・マークであるグローブの色を協調して

作られたペプシマン。これは、コカ・コーラに対する差別化と競争基盤の徹底強化を目

的としている。「コーラ＝赤い缶」というイメージを覆すべく、缶自体からキャラクター

を開発したのである。1996年 3月に放映された「登場編」を初め、コミカルでユーモラ
スに描かれ、ＣＧで作成されたテレビ広告はＣＭ好感度でも上位にランクインされた。

これにより、1996年度のペプシコーラの売上は 14%増加したのである。 
ペプシマンは企業が開発から販売までを担った。また販促グッズとしても利用され、

オリジナルキャラクターの様々な展開の活用を示しているといえる。キャラクター設定

やテレビ広告のシリーズ化をしたことで、消費者の心を掴む価値や意味の付与が成功し

たのである。 
 
③ リーフ君 植物物語（ライオン）（権利保有･活用者） 

1992 年 4 月、ライオンは植物原料 100%をブランド特性とした植物物語を作った。当
初、自然志向や環境志向といった社会動向と合致したブランドとして、消費者に受け入

れられ、売上とシェアを伸ばしていた。石鹸は毎日使用されるが認識が低く、「沈黙の市

場」と呼ばれていた。しかし植物物語の登場により、石鹸市場が活性化したとも言われ

ている。 
5年後の 1997年に行われた製品の全面リニューアルで生まれたのが「リーフ君」であ
り、製品そのものから意味や価値を引き出し、顧客に伝える役割を担っている。このキ

ャラクター開発は、店頭での視認率の向上と親しみやすさを目的としている。なぜなら、

リニューアル前は「身近に感じない」「目立たない」といった意見があったからである。

パッケージにはキャラクターと一緒にキャッチコピーを載せることで、本来の特徴を再

アピールしている。結果としては、改定後のイメージ調査で「親しみやすい」という回

答の割合が増加した。また「製品特徴が分かりやすい」「安心できる」「品質がよさそう」

など、ブランドの特長や品質イメージが高まった回答が得られたため、再認率や再生率

が向上し、「植物物語」のイメージに期待通りの変化が生まれたといえる。 
オリジナルキャラクターの開発・利用は、適当であればターゲットである消費者の目

を引き付けることや、親しみやすさ以外に製品本来の特長を認知してもらえるという効

果も期待できる。それはブランド特性や価値、意味をそのまま受け手に伝えることがで
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きるからである。文字では記憶されにくいことも、意味を持っているキャラクターを使

用することでメッセージが視覚的に認知される。それは受け手側にとって分かりやすく、

記憶に残りやすい。キャラクターは、まず「知ってもらう」という企業側の第一段階を

スムーズにクリアできるものである。 
 
④ キレイ家の人々 キレイキレイ（ライオン）（権利保有･活用者） 
植物物語のリーフ君に対し、製品やブランドに意味を付与したのが同じライオン製品

の「キレイ家の人々（キレイキレイ）」である。薬用石鹸、ハンドソープ市場では「薬用

ミューズ（P&G）」が圧倒的にシェアを占めていた。そこで、植物原料 100％ブランドの
植物物語とは別に、「キレイキレイ」ブランドを立ち上げたのである。これは殺菌成分を

配合された新薬用洗浄剤で、植物物語では囲えなかった市場部分を捉えようとした。 
キレイキレイのターゲットは、子どもの清潔を考える母親層で、「殺菌＋消毒」をコン

セプトとした。キャラクターにはターゲット層の母親と子ども達をキャラクター化した

「キレイ家の人々」をパッケージに付けた。ブランドの急速な浸透を図るために、「汚れ

を落としてキレイ、バイ菌を落としてキレイ、ママと一緒にキレイキレイしよう！」と

いうキャッチフレーズコミュニケーションを展開したのである。 
その結果、急速に認知度が高まり、好意的イメージの獲得に成功したのである。97 年
の時点で認知率は 76％だったのに対し、1 年後の 98 年には 88％まで上昇している。さ
らに、ブランドイメージ調査では「親しみを感じる」「清潔感のある」や「家族みんなで

使う製品」等の項目で高評価を得ている。これにより、確実にブランド･コンセプトが理

解されていることが証明されたのである。 
 
⑤ ポストペット・モモ so-net（権利保有･活用者） 
 ポストペットとは、電子メールを運んでくれるキャラクターソフトである。店頭もし

くはインターネットのポストペットのホームページで、専用ソフトが購入できる。その

ソフトをパソコンにダウンロードすれば、キャラクターが伝書鳩の役割をするのである。

なぜ、このようなソフトが登場したのか。それは 2000年当時、まだ消費者にパソコンや
電子メールに苦手意識があり、取っ付きにくいと思われていた。そこで、「やさしくて、

親しみやすい」とイメージを与えるべく開発されたのが「モモ」であった。 
モモは、よくありそうなテディベアだったが、派手なピンク色をしていた。これが斬

新で、人気の要因の一つとなったのである。このソフトは、ただメールを運ぶだけでな

く、育成ができる。ペットとコミュニケーションを取れば取るほど、レベルが上がって

いく。利用者は 20~25歳の女性や 25~30歳の男性で、男女比は 5：5である。この世代
は「たまごっち」など、バーチャルペットゲームを体験した世代であり、パソコンの需

要を持つインターネット初心者層であった。このようなターゲットの絞り込みも成功要

因といえる。そしてモモの評判は口コミが瞬時に広がるインターネットによって、瞬く
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間に認知されていったのである。 
so-net がポストペットを開発した理由は、イメージを変えることだけではない。プロ
バイダというのは、他社と差をつけるのは難しい。価格競争をしても、どこも同じよう

な値段になってしまうからである。そんな中、利用者がプロバイダを選ぶ基準になるの

が、「どんなサービスが受けられるか」になる。そこに目をつけた so-netは、他社との差
別化を図るためにモモを開発したのである。さらに、インターネットでよく使用する「メ

ールソフト」がポイントとなる。モモを育てるためには、メールソフトを立ち上げなけ

ればならない。その際にかかる接続料が、プロバイダの利益になるのである。 
このポストペット「モモ」により、接続プロバイダ「so-net」自体の知名度を上げるこ
とができたのである。本来、1万本売り上げれば大ヒットといわれるパソコンソフトだが、
これは 75万 1000本の売上げとなった。モモはメールソフトだけに留まらず、パソコン
グッズやぬいぐるみ等、350 アイテムの商品が発売された。当時、年商 150 億円の「ピ
ングー」や 100 億円の「きかんしゃトーマス」に次ぎ、第 3 位のヒットキャラクター商
品となったのである。 

 
 
第6章 まとめ 
多くの企業・団体がキャラクターを起用する理由は、文字よりイラストの方が一瞬で識

別できるからである。また文字とイラストでは、親しみやすさは格段に違ってくる。さら

にキャラクターを見たと同時にメッセージまで伝えることができるのである。 
 
人気が出るキャラクターは「親しみやすさ」と「癒し」がなくてはならない。長年、人

気を維持し続けているハローキティやディズニーは、可愛い容姿から多くの人に親しまれ

ている。可愛さ以外にも、ガンダムやキン肉マンなどのキャラクターに癒される人も数多

くいる。このようなキャラクターは、子どもの頃に好きだったという理由がみられる。幼

い頃の欲求を充たすため、大人になってからグッズを収集する人も多い。当時を思い出し、

懐かしさから癒しを感じるのである。 
 
 子供向けだと思っていたキャラクターだが、大人向けの製品や戦略にも利用されている。

前述のように大人だからこそグッズを手に入れる人もいる。また製品のターゲットによっ

て大人に人気のあるキャラクターを使用して展開することもある。権利活用者は、効率的

にターゲットを誘引できるキャラクターを起用することが重要なのである。そのため人気

キャラクターをつけても、ターゲットの興味を惹くキャラクターでなければ意味がないの

である。 
 
 上記から以下を示す。 
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・ キャラクターを使用する最大のメリットは「伝達速度」と「親近感」である。 
 
・ 「人気キャラクターを付ければ売れる」は間違いである。 
 
 
既存キャラクターだけでなく、オリジナルキャラクターを開発する企業・団体が増加し

ている。しかしオリジナルキャラクターは認知されにくく、ロングヒットの可能性が低い。

既存キャラクターでも、ヒットサイクルは２～３年と短いのである。 
 
認知されるためには、どのように関心を惹くか。親しみやすさと癒しのほかに、誰もが

関心を示す「面白い」という要素を加える。これは「どのように面白いと思ってもらうか」

がポイントである。キャラクターの外見と性格にギャップを持たせたり、容姿を可愛いと

は程遠いデザインにしたりするなどインパクトも大切である。以前ヒットしたゲームソフ

ト「シーマン」は後者の代表である。 
 
 
権利保有者は、保有しているキャラクターを常に活性化させることが重要である。その

ための手段としてテレビや雑誌の他に、テーマパークやキャラクターショップがある。こ

れらはキャラクターの世界観に入り込むことができる空間である。直接的にキャラクター

の世界を感じ取れるため、そのキャラクターをより一層好きになってもらうことができる。 
キャラクターショップは、特に映画やテーマパークに比べ費用が抑えられ、どの商品が

売れるのか、アンテナショップの役割も果たすことができる。製造直売のため、利益も最

大限得られるのである。またキャラクターの好感度を上げ、リピーターを一人でも多く増

やせば、キャラクターの人気保持に繋がっていくのである。 
 
・ キャラクターを「ますます好きになってもらう」ことが大切である。 
 
 権利保有者はこれがポイントである。 
 
 
 企業開発のオリジナルキャラクターは「親しみ」はあるが「癒し」は足りない。そのた

め身につける人が少ないのではないか。第 4章 ⑦ で取り上げた「ひこにゃん」の事例は、
親しみも癒しも兼ね備え、ゆるキャラの中でも大きな成功を収めたものである。他のゆる

キャラでひこにゃんほど人気のあるキャラクターはいない。各県にイメージキャラクター

はいるが、ほとんど認知されていないのではないか。一時、注目を集めた奈良県の「せん
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とくん」「なーむくん」「まんとくん」は平城遷都 1300年祭のマスコットキャラクターとし
て製作された。しかし、キャラクターそのものが人気になったわけではなく、デザインな

どの問題が取り上げられたからである。2010年に開催されるイベントではマスコットが三
体いることになる。三体いることで幅広い層から支持されるかもしれないが、混乱を招く

かもしれない。 
認知度が 0 から始まるオリジナルキャラクターは浸透しにくく、ターゲットとキャラク
ターがしっかり合致していなければ受けて側を捉えにくい。オリジナルキャラクターを確

立し、成功へ導くことは非常に困難である。 
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