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１ 研究の目的とレポートの要旨 

今回の研究テーマは、「イースターは新たな商戦市場となり得るか？」である。 

このテーマを設定した切っかけは、『ハロウィンの次に育つ記念日は？春のイースターが

本命』（日経 MJ2014年 11 月 21 日）の記事である。日本では、クリスマスやバレンタ

イン・デーなどのシーズンイベントが盛んであり、ハロウィンはここ数年の間で、私たち

にとってなじみのある大きなイベントとなっている。この記事によると、2014 年催事別

の関連食品の市場規模は、クリスマスが 915 億円、バレンタインが 603 億円、ハロウィ

ンが 102 億円と続き、イースターは市場規模こそ 6 億円であるが前年比で 160％伸長し

ており、注目すべき市場であるという内容であった。（数字は富士経済調べ） 

 

2015 年 4 月、イースターというテーマに注目して街中を歩いていると、お菓子のパッ

ケージやコンビニエンスストアの POP、そしてファッション雑誌の広告の中にイースター

の象徴である「卵」をモチーフとしたものが多く出現していることに気付き、イースター

が、すでに私たちの生活に馴染み始めていることを実感できる。ハロウィンの仮装のよう

な大規模イベントは、まだ目には見えていないが、様々な業種の企業がイースターをテー

マとしたマーケティング活動に力を入れ始めていると感じた。 

 

本研究の目的は、クリスマスやバレンタインデーのように、日本に海外の文化習慣が浸

透し新しいマーケットを形成した先行事例について調べる一方で、イースターが持ってい

る文化や価値観との差異を検証することで、今後、イースターがハロウィンのように、私

たちの生活に馴染んでくのかを予測するとともに、イースターが新たな商戦市場として成

長していくために必要な要素とは、成功の鍵は、何なのかを考察することである。 

 

私たちは、シーズンモチベーション市場の成長の歴史において、その背景には企業の努

力があることに注目した。今日のハロウィンの市場浸透を主導したのは、1997 年に開始

した東京ディズニーランドのイベントであることは有名である。同様に、2010 年からイ

ースターイベントを積極的に展開し 5 年目を迎える東京ディズニーリゾートを訪問し、イ

ースターの浸透程度をハロウィンの成長過程と比較検証するフィールド調査を行った。ま

た、イースターマーケットについて詳しい専門家にヒアリングを行ない、イースターの今

後の成長を読み解いた。そして、レポートのまとめとして、日本人にとってイースターが、

クリスマスやハロウィンのような消費行動を伴うイベントとして定着するために必要な要

件を洗い出し、その浸透を促進するアイディアを導出し提言する。 
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2  事例研究 

2.1 先行事例 クリスマス、バレンタインデーの研究 

 シーズンモチベーション市場は、企業のマーケティング活動により、どのように創られ

成長してきたのか、その歴史を検証するためにクリスマスとバレンタインデー、2つの先行

事例を取り上げる。 

 

先行事例１ クリスマスの市場浸透 

 

クリスマスが一般家庭に定着するようになった歴史的過程を“食”カテゴリーの３社、

コカ・コーラ、不二家、ケンタッキーフライドチキンの活動から捉える。 

 

表 2-1 日本におけるクリスマス浸透の歴史 
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（１）コカ・コーラによる普及活動 

同社は“コカ・コーラ”という名前からカフェインが含まれているというネガティブな

イメージが連想されることを払拭し、製品が健康で安全な飲み物であるとアピールするこ

とを狙い、クリスマスに登場するサンタクロースのイメージをコカ・コーラの「赤」に世

界的に統一させ、製品のイメージアップに成功した。同社が創造したサンタクロースのイ

メージは、赤い服に白いあごひげをたくわえ、見るからに陽気で楽しいサンタロースであ

り。1931 年、米国の雑誌「サタデー・イブニング・ポスト」の広告にコカ・コーラの象

徴としてお披露目。その人間味あふれる表情やしぐさは、たちまち人びとの心をとらえた。 

（日本コカ・コーラ（株）公式HP より抜粋） 

 

コカ・コーラは現在でもサンタクロースをクリスマスの商戦期

のマーケティング活動に登場させてポジティブなブランドイメ

ージの維持を継続している。 

 

 

 

 

 

 

図 2-1 1931 年のポスター 

 

（２）不二家による普及活動 

クリスマスと言えば、代表的な食品はクリスマスケーキである。現在ではクリスマスイ

ブのケーキ支出金額は年間 1 日平均支出金額の 25 倍の規模になるほど生活に定着してい

る（平成 24 年、総務省統計局調査）。日本で初めてクリスマスケーキを取り入れたのは不

二家とされており、同社は、海外から取り入れたクリスマスケーキを日本人向けにデコレ

ーションケーキという様式を開発することで定着させた。 

不二家がクリスマス・デコレーションケーキの原型を発売したのは 1910 年、現在の一

般的なクリスマスケーキであるショートケーキが販売されるようになったのは、1922 年

である。スポンジを用いたケーキは不二家が日本人向けに開発したもので、1952 年から

はクリスマスセールも催されている。1987 年放映開始された TVCM 放映には家族が一同

に集まり楽しくクリスマスケーキを食べる子供の姿が大きく描かれている。 

http://i0.wp.com/newclassic.jp/wp-content/uploads/2013/12/1931.jpg
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図２-2 不二家 クリスマスケーキの CM 

1987 年         1989年          2013 年 

 

継続的な CM 放映によって、クリスマスを家族で楽しく過ごしたいというニーズに対応

するだけでなく、クリスマスケーキを購入するとペコちゃんのチャイムがおまけでついて

くるというプロモーションを実施することで、ペコちゃんチャイムの音が家族の記憶とし

て残り、また次の年も不二家のクリスマスケーキを食べたいというリピート欲求へとつな

げること成功した。2013 年に放映された CM でもペコちゃんがチャイムに乗っている絵

が描かれており、幼少期のクリスマスの楽しい思い出の経験を持つ両親および祖父母世代

が、子供たちに楽しい思い出を創ってあげたいという思いを込めてケーキを購入してもら

うことを狙いとしている。不二家は CM 放映とプロモーションの連動によって、クリスマ

スケーキを家庭に習慣化させたと言える。 

 

（３）ケンタッキーフライドチキンによる普及活動 

クリスマスにおけるフライドチキン市場は、近年、コンビニエンスストアの参入もあり

拡大している。ケンタッキーフライドチキン（以下 KFC と略す）は、2014 年に 12 月

23日～25日のクリスマス3日間で52億6千万円(前年比105.4％)の売上げを達成し、

現在も売上高を成長し続けているが、KFC が「クリスマスにはケンタッキー」という文化

を定着させた原点は 1974 年にさかのぼる。ある在日外国人がKFC 青山店で「日本では

ターキーが手に入らないので、KFC チキンでクリスマスを祝いたい。」と来店されたこと

に始まる。これにヒントを得た営業担当者が『クリスマスにはケンタッキー』を広くアピ

ールすることを考え、１９７４年１２月に初のクリスマスキャンペーンを開始、以降、毎

年全店でクリスマスキャンペーンを実施している。期間限定で販売する「クリスマスバー

レル」は、上段にオリジナルチキン、中段にサラダ、下段にアイスケーキが入っており、1

つのセットでパーティーが出来ることが受けて 1985 年の発売以来、ヒットを続けている。

商品がヒットした要因は 2 つ考えられる。1 つ目は子ども達を中心に家族が集まって欧米

風の食卓や飾り付けを楽しむというクリスマスの過ごし方が徐々に定着していく過程にあ

ったこと。2つ目は 2000 年以降の CM戦略の成功で、クリスマスシーズンに多くの人々

の耳に残っているのは、「♪クリスマスが今年もやってくる♪」の曲とフレーズである。 
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CMソング「すてきなホリデイ」は竹内まりやが 2001 年に発表して以来、現在の CM

にも使用されており代表的なクリスマスソングの１つと

して多くの人々から親しまれている。KFC はファミリー

パーティを提案するバーレルの商品開発と記憶に残る印

象的な CM 戦略によって、『クリスマスにはケンタッキー

のフライドチキン』という習慣を市場に浸透させることが

できたと言える。 

 

 

 

 

先行事例２ バレンタインデーの市場浸透 

 

二つ目の事例としてバレンタインデーを取り上げる。欧州では「St. Valentine＇s Day」

に身近なもの同士で贈り物をする習慣がある。しかし、日本では、贈り物の習慣が形を変

えて伝承されて、女性から男性への愛の告白としてチョコレートを贈るという日本独特の

風物詩が定着している。「女性がチョコレートを贈り、男性がホワイトデーにお返しをす

る」のは日本独自の習慣である。これは日本のチョコレート業界が意図的に仕掛けた結果

なのだろうか。「日本型のバレンタインデー」の習慣が、日本人に定着た過程について調

べてみた。 

 

（１）バレンタインの由来 

ローマ帝国時代初期の頃。ローマ軍兵士サビノとキリスト教

徒の娘セラピアは恋に落ちる。しかし、当時のローマでは強兵

策のため兵士の結婚は許されませんでした。二人の愛は深く、

サビノは掟を破り聖バレンチノ教会で司教の洗礼を受けてセラ

ピアと結ばれます。 

 ところが、直後にセラピアが不治の病に冒され、希望を失っ

たサビノは「どうか、一緒に神に召されますようにと」と司教

に願いを請います。その願いは司教の祈りで叶えられ、共に天

国へと旅立ったと伝えられています。聖バレンチノ司教は、 

ローマ帝国の迫害を受けながら、その後も恋人たちを次々と 

結婚させ、ついに 2月 14 日、反逆罪で処刑されてしまいました。テルニの人々は、この

愛の聖人の命日を『愛の日』として定め、花やチョコレートを贈り合うことで、司教への

感謝の念を表わしました。バレンタインデーはこうして誕生します。 

図 2-3 2014 年のパーティーバーレル バラエティ 

図 2-4 教会に描かれる 

『サビノとセラビアの物語』 

 2014 年のパーティーバー

レル バラエティ 
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出所；モロゾフ株式会社ＨＰ『テルニ聖バレンチノ司教の物語』より引用、写真出所：モ

ロゾフ株式会社ＨＰ（http://www.morozoff.co.jp/quality/valentine/） 

 

（２）バレンタインデー普及までの企業の動向 

「日本型バレンタインデー」の起源について、チョコレートメーカーと贈答市場の代表

例を選び、それらについて調べた詳細を一覧表にまとめた。 

表 2−2 日本におけるバレンタインデー浸透の歴史 

 

 

 

http://www.morozoff.co.jp/quality/valentine/
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１．黎明期（1930 年代～1950 年代）の企業活動 

モロゾフ株式会社の活動  

神戸トア・ロードで菓子店を営んでいた白系ロシア人フョー

ドル・ドミトリーヴィチ・モロゾフが、事業拡大を狙って共

同経営者を求めていたところに、葛野友槌が出資し 1931

年に神戸モロゾフ製菓菓子会社が設立する。1936 年に神

戸モロゾフ製菓は、東京で発行されていた英字新聞『The 

Japan Advertiser』1936 年 2月 12 日付けに日本初の

バレンタイン広告を掲載している。（右写真） 

「あなたのバレンタイン（愛しい方）にモロゾフのチョコレ

ートを贈りましょう。あなたの誠実さを何よりも上品にお伝

えします。百貨店や、有名キャンディストアで販売中。郵便

でのご注文にも迅速に対応いたします。」 

 

出所：http://matome.naver.jp/odai/2135991038521543001/2135991630821904303 

創業翌年の２月には、ハート型のチョコレート容器にファンシーチョコレートを入れた

「スイートハート」やバスケットに花束のようにチョコレートを詰めた「ブーケダムール」

など、日本で初めてバレンタインチョコレートを発売した。しかし、この広告は在留外国

人向けのものであり、日本人を対象に意図して広めようとした広告ではなかった。 

不二家の活動 

 1956 年、社内報 『不二家マンスリー』に小売店へバレンタインデーの販売促進を指示

する記録が残っている。掲載された宣伝文は次のとおりである。「今年からバレンタイン

デー（愛の日）を行います。貴方の愛するあの方へ。あなたの好きなお友達へ。母にも、

祖母にも、お姉さんにも。慕う貴方の先生へ。ハートの形をしたお菓子をお送りください」。

この時点で送り主は女性に限定されていなかった。 

1. 浸透期（1960年代～1970 年代）の企業活動 

メリーチョコレートカンパニーの活動 

 同社の社長は、メリーチョコレートカンパニーが日本のバレンタインデーの生みの親だ

と名乗っている。1989年の 2月７日『読売新聞』によると、パリに住む友人から聞いた

「St. Valentine＇s Day」の内容がビジネスのヒントになり、1958 年 2月、伊勢丹新宿

本店で「バレンタインセール」キャンペーンを行ったのが、日本で最初に「女性が男性に

図 2-5 日本初のバレンタイン広告 

http://matome.naver.jp/odai/2135991038521543001/2135991630821904303
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チョコレートを贈る日」として宣伝したのがバレンタインデーの発祥であると紹介されて

いる。 

 

森永製菓の活動 

メリーチョコレートカンパニーの活動に続き、日本における認知率がまだ 10％未満であっ

たバレンタインを商業ベースに乗せた市場拡大プロモーションを行ったのが森永製菓であ

る。1961年 1月 13 日の読売新聞によると、1960 年に『女性自身』に広告を掲載、同

社のバレンタイン商品を買って応募すると、香水や口紅など女性向けの賞品が当たるバレ

ンタインデープロモーションを実施。女性にターゲットを絞った販売活動が本格化してい

ったことがわかる。さらに伊勢丹は 1965 年にバレンタインデーフェアを開催し、その後

のバレンタインデー普及の大きな契機となったとされる。しかし、売り上げの成果が上が

らずに一時断念している。 

2. 定着期（1980年代～）の企業活動 

江崎グリコ・明治製菓・ロッテなど大手の市場参入 

チョコレート会社大手企業が、バレンタインデー市場に参入しはじめた 1970 年代後半

には、女性が購買者対象となる日本独自の習慣が定着し始めていた。 

不二家の活動 

1985 年に発刊された不二家の社内報によると、前述した 1950年代の宣伝フレーズに

記述されていたチョコレートの贈り主の表現を「貴方」から「貴女」に置き換えられて

おり、今日あるようなバレンタインデーの習慣が定着し始めていたことが想像できる。 

 

1985 年の宣伝フレーズ 

「バレンタインデー（愛の日）。貴女の愛するあの方へ。あなたの好きなお友達へ。母

にも、祖母にも、お姉さんにも。慕う貴方の先生へ。ハートの形をしたお菓子をお送り

ください」。 
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本章のまとめ 

日本におけるクリスマスおよびバレンタインデーの浸透過程に関して企業活動を軸に検

証したが、加えて、企業を取り囲むマクロ環境の変化を参照し社会環境の変化がいかに海

外の文化習慣が日本人の生活に定着させることに影響を与えたのか、四つの側面から考察

する。 

 

Politics （政治面） 

女性の社会的立場が強まっていくにつれて、バレンタインデーは「唯一、女性から愛を

告白しても許される日」として消費のモチベーションを高めることができた。 

 

Economy（経済面） 

高度経済成長期 1959～1980 年には、GDP が大きく成長し消費性向の非常に大きい

経済環境にあったこと。消費の対象が、三種の神器などの生活必需品から、より情緒的な

感性商品へと移行していったこと。 

 

Society（社会・ライフスタイル面） 

戦後、欧米に追いつき追い越したいという気概をもって、欧州の先進文化を積極的に生

活に取り入れていったこと。そして、日本は古来から多神教国家であり多様な祭りの習俗

を受け入れてくることができたこと。日本人は普段は慎ましく生活しているが、祭りごと

になると何でも寛容される「ハレ」と「ケ」の文化があり、日本風にアレンジされたバレ

ンタインの習慣は「ハレ」の感性に適合したこと。 

 

Technology（技術面） 

経済成長を背景とする技術革新と盛んな設備投資の影響。meiji はこの頃にかけて、新商

品を続々と発売している。森永製菓は、日本初のバンドオーブン搭載し、高品質のビスケ

ット製造を可能にするなど、同質的であったチョコレートの形状や風味に革新が生まれ、

例えば、「甘い恋の味」「媚薬的な怪しい風味」「ほろ苦さ」といった付加価値が商品に加わ

りバレンタインデーの情緒的なストーリー性を高めることに貢献した。 
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結論 

日本におけるクリスマス、バレンタインデーは、海外オリジナルの姿が伝えられたわけ

ではなかった。当初は在留外国人を対象に海外文化習慣が輸入されたが、日本の経済成長、

生活価値観の変化など生活者ニーズの変化に対して、食品業界が中心となり実施したマス

メディアを使用したマーケティング活動および、商品開発技術の向上という企業努力によ

り、「家族や友人が集まって楽しむパーティー」「女性から大切な人への贈り物をする日」

など新しい生活の価値観と情緒的な消費モチベーションを創造し、時間を掛けて一般層に

醸成し定着させていったことがわかった。 

 

２.２ ベンチマーク事例 ハロウィンの研究 

イースターの市場成長程度を測るベンチマーク事例としてハロウィン市場の成長過程に

ついて比較考察する。ハロウィン市場の成長を先導してきたオリエンタルランド（以下OLC

と略する）および、その活動に追従した他企業の活動についても参照する。 

 

（１）市場規模（経済効果）の比較 出所：日本記念日協会調べ 2014年 

  

 1. クリスマス市場  1 兆 700億円 

 2. ハロウィン市場  1,100 億円 

 3. バレンタイン市場 1,080 億円 

      

 2014 年にハロウィン市場がバレンタイン市場を追い抜いた。クリスマスは圧倒的１位

で、ハロウィンの約 10倍の市場規模である。この市場規模の格差は、若者が中心となりイ

ベントを盛り上げているハロウィンに対してクリスマスは年齢を問わない一般的なイベン

トとして定着していることによると考えられる。 

 

（２）イベント実施率の比較 

 

 1. クリスマス 73.7％ 

 2. 節分    62.4％ 

 3. ハロウィン 17.3％ 

 

クリスマスには 7 割強の人々が、何かしらのイベントを実施しているのに比較して、ハ

ロウィンにイベントを楽しんでいる層は 2 割弱の 17.3％。イノベーション普及理論に則っ

ると、現状のイベント採用者層はアーリーアダプター層であり、一般層のマジョリティ層
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にブレイクする直前の普及段階と言える。今後ハロウィン市場がさらに拡大していくため

には、残り約 80％の受動的な層にハロウィンの意味や価値を認識させ、イベント実施率を

40%以上のレベルに増大させることが必要である。 

 親子層に限ってみると、約 7 割（72％）の親子がハロウィンイベントに参加しており、

親世代が子供だった頃の約 3％の普及率に比べて格段に伸長、親子層のセグメンテーション

に限っては既にブレイクを超えて定着している。幼稚園など、子供のために親も一緒に参

加するイベントとすることは、シーズンモチベーション市場をブレイクさせるために欠か

せない「成功の鍵」と考えられる。 

さらに、最近ではオフィスでハロウィンには仮装をする企業も増えている。ドン・キホー

テの売り上げはハロウィンの時期は 10 倍となっていることからも、仮装というアクティビ

ティが購買モチベーションとなる消費活動がハロウィン市場を成長させているとみられる。 

 

（３）OLC の活動と他社の追従 考察 

  

 OLC のディズニーリゾートにおけるハロウィンイベントと、他社の活動を時系列に比較

する。ディズニーランドでハロウィンのイベント活動が本

格化した 2000 年を始点とすると、約 2 年間で、2 割程

度のアーリーアダプター層が何かしらのアクションを起

こし、さらに 5～10 年間で様々な業界が市場に参入を始

め徐々にマジョリティ層へと浸透し、OLC が仕掛けて開

催した「表参道ハロウィン仮装パレード」イベントが市場

ブレイクのきっかけとなって一般層へと拡張していく様

子が見て取れた。その後、PLAZA の関連売上、東京ディズ 

ニーリゾートのハロウィンイベントの入園者数が急激に増加、その様子を TV メディアが

取材することで全国への情報伝播を加速したことが思い当たる。 

 

OLC の活動 

1997 年 10 月 31日に 1 日のみ「ディズニー・ハッピー・ハロウィーン」開催 

      ゲストとキャストパレードがストリートを歩くスタイルだった。 

2000 年 10 月中開催。クリスマスのような期間イベントとなる。 

2002 年 パーク内で仮装がOK の日が始まる。 

2003 年 開催期間が 9月の半ばからと拡張されビックイベント化。 

2008 年 ディズニー・シーでもイベントが始まる。 

 

図２-６ 仮装パレードの模様 
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他社の活動 

1977 年 ミスタードーナッツがハロウィンキャンペーンを実施。ポイントをためてハロ

ウィングッズがもらえた。（右写真） 

1983 年 原宿キディランドが仮装パレードを開始。 

2015 年で 33 回目を迎える。 

1992 年 二子玉川の遊園地ナムコワンダーエッグでイ

ベント開催。2000 年に閉園するまでの間、

ビックイベントとして行われた。 

1997 年 川崎市で本格的なパレード。（右写真） 

ラチッタデッラで仮装コンテスト開催。 

2002 年 USJ でも「ハリウッドハロウィン」 

イベント始まる。（右写真） 

     ハロウィンにアクションを起こす人は 2 割に 

     増大 

2006 年 グリコからハロウィン限定パッケージが 

  登場 

2007 年 ロッテが関連商品を発売 

2008 年 森永製菓が関連商品を発売 

2014 年 東急東横線で貸し切り車両を作り 

「オトナハロウィン」仮装コンテスト 

    コカ・コーラ社のファンタで仮装コンテスト 

 

  

図２-７  

TDL ディズニー・ハッピー・ハロウィーン 

ポスター（2010 年）  
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結論 

 

以上の日本におけるハロウィンの浸透過程の研究より、ハロウィンの市場の市場成長を後

押したドライバー要因として、下記の日本人の文化背景と浸透要件が挙げられる。 

 

1. 日本人の価値観とのマッチング 

 

１）クリスマス・バレンタインデーのように外国の風習を積極的に取り込む姿勢があった。 

２）ハロウィンは子供から大人までが楽しめる「多世代性」があった。 

３）仮装とパレードのアクティブティが、非日常の祭りを皆で協調し弾けるという日本人

の「ハレ」の価値観に適合した。 

４）10 月下旬は大きな催事がない季節であり、何か楽しめるイベントが欲しいという潜在

ニーズが存在していた。 

 

2. 市場浸透を助けた要件 

 

１）TDR やUSJ などのテーマパークでのイベント展開とマスメディアによる周知活動 

２）幼児向けの英語学習に取り入れられたことや、幼稚園でのハロウィンパーティー、仮

装イベントが定着し、幼児と親がアーリーアダプター層となり普及を促進したこと。 

３）イベントのシンボルとなる「魔女」や「かぼちゃ」のグラフィックモチーフ、「黒×オ

レンジ」のイメージカラーが明確であり視覚的アイコニックを発揮し記憶性が高いこと。 
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２.３ シーズンモチベーション市場成長「成功の鍵」 

クリスマスやハロウィンのイベントは舶来ものであり、本来宗教的な意味も持っている

が、多宗教を容認する日本人の生活の中でこれらのイベントは定番化している。本章では、

テーマパークのイベント企画や催事記マーケティングに詳しい専門家にヒアリングを行い、

シーズンモチベーション市場成長の成功要因は何なのか？その「成功の鍵」を探っていく。 

 

日本においてシーズンモチベーションイベントを定番化するためには、「４つのメカニズ

ム」と、「定着の３段階」をマネジメントすることが「成功の鍵」となっていることが専門

家へのヒアリングからわかった。 

 

成功の公式：「４つの鍵（メカニズム）」×「定着までの３段階」⇒「イベントの定番化」 

 

（１）４つの鍵（メカニズム） 

 まず、４つの鍵（メカニズム）とは、1)『ハレ』の日づくり 2)「カタチから入る」 3) 

商業主義の展開 4)可変性と伝播性である。 

 

成功の鍵 その 1『ハレ』の日づくり 

日本には、「ハレ」と「ケ」という言葉がある。「ハレ」は「晴れ」という文字から来て

いて、「ハレの日」とは特別な日という意味である。また、「ケ」とは、物忌みする、自分

を抑えるという意味である。日本人は普段は慎むが、特別な日には、自分を解放するので

ある。「ハレの日」という、非日常の世界を受け入れて楽しむという国民性が存在する。古

来から、祭りが盛んなのもその一環であるが、近年のクリスマスやハロウィンに見られる

特定の日に皆で騒ぐという価値観に繋がっている。 

 

成功の鍵 その 2 カタチから入る 

舶来文化を固有のものへと変化させる柔軟な国民性を持つ日本人が、特定の歳時記イベ

ントの宗教的な意味合いを理解し、そのまま受け入れるのではなく、模倣しやすいカタチ

から入って、日本固有の文化へと発展できたものが定着してゆく傾向である。 

クリスマスは本来、キリスト教においてイエス・キリストの誕生を祝う祭りであるが、

日本ではクリスマスツリーを飾り、チキンを食べ、イルミネーションを見に行き、プレゼ

ントを交換するという歳時記イベントに意味が展開されている。近年、定着化してきたハ

ロウィンも、海外では秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す意味合いのある行事であるが、

日本では仮装をして皆で騒ぎ弾けるという意味に展開されイベントとして定着しつつある。 

 

成功の鍵 その 3 商業主義の展開 

日本では企業によるバックアップが必ずついてくる。企業がビジネスの中でイベントに
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取り組んでいくと一気に浸透を早めていく傾向にある。2月の節分の時に食べる恵方巻は、

昔からある習慣ではなく、あるコンビニエンスストアが地方で恵方巻を食べる習慣がある

ので、その習慣をイベント商品として販売することを考案し販売を開始した。その後、全

国で恵方巻を取り入れるスーパーマーケットやコンビニエンスストア、デパートが一気に

追従し増えていった。現在では社会一般的な風習となってきている。 

 

成功の鍵 その 4 可変性と伝播性 

可変性とは変化への柔軟な対応力、伝播性とは伝わりやすさである。その時々のニーズ

や空気感に応じてカタチや解釈を変えていける柔軟性が必要である。例えば、バレンタイ

ンは、チョコレートを買う、チョコレートをあげるということがベースであるが、現在で

は自分にチョコ、友チョコ、逆チョコ等と多様になっている。根本として気持ちを伝える

ためにチョコレートを贈るという意味は変わっていないが、チョコレートの渡し方やあげ

る対象が時代によって変わってきている。昔は、一世一代の告白というような価値観があ

ったが、現在は、コミュニケーションのツールのひとつとして使われる。 

 

（２）イベント定着までの３段階 

次に、歳時記イベント定着のための３段階について説明する。第 2 章では、クリスマス、

バレンタインデーの浸透段階を、1.黎明期、２.浸透期、3.定着期の 3 段階に分けて論じた

が、本章ではさらに浸透の各段階に必要な要件を加えて「イベント定着までの３段階」を

定義する。 

 

1. 黎明期：認知の醸成期 意識レベル「イベントを知る」 

ごくわずかな生活者がイベントの存在を知り名称を耳にする段階であり、英会話学校

や海外生活経験者などの限られたコミュニティでのみ知られる場合が多い。 

 

2. 浸透期：行動の拡散期 態度レベル「参加する」 

何かの活動に参加してみる参加者が増えていく、やがて何かを切っ掛けとして参加者が

飛躍的に増加すると一般化する。バラエティショップ等でそのイベントに関連するグッ

ズが販売され、テレビ番組やニュース等で特集が組まれたり、報道で取り上げられる機

会が多くなる。 

 

3. 定着期：イベントの自分化期 行動レベル「自己流の楽しみ方を見つける」 

参加経験者が大多数になり、参加者独自の楽しみ方を見つけ始める。季節のイベントと

して社会的に定着し、店舗ではシーズンの限定・定番商品として定着する。 

 

以上の３段階の発展プロセスのうち、1.黎明期から 2.浸透期までは通常約 8～１０年を要
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する。そして、２.浸透期に何かしら浸透をブレイクするイベントを切っかけとして参加行

動が拡散することで加速的に浸透を速めて定着していく。 

 

現状のハロウィンを、この３段階にあてはめてみると、黎明期（認知醸成期）では「ハ

ロウィンといえばかぼちゃ、仮装をする。」というイメージの記憶が先行し、浸透期（行動

の拡散期）では「表参道ハロウィンパレード」がブレイクの切っかけとなりハロウィンの

知名度とイベント参加意向が一気に向上する。そして近年、定着期（イベントの自分化期）

ではテーマパークや商業施設におけるイベントが定着化。参加者は自分の好きな仮装をし

て街を歩き弾けるという自己流の楽しみ方を発見し「イベントを自分化」している。 

 

ここまでの研究結果から、シーズンモチベーションが浸透し定着するまでのプロセスを

下記の図にまとめる。  

図２-7 シーズンモチベーション定着のメカニズム 
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３ イースターの市場性 

本章では、イースターの発祥、習慣に関して確認するとともに、世界の主要なイースター

祭について調べる。その内容を日本におけるイースターの現状を比較し、イースターがク

リスマス、バレンタインデー、そしてハロウィンと同様に日本における市場成長の成功要

因を有しているか否かについて考察する。 

 

３.１ イースターの発祥と世界の習慣 

（１）イースターの起源 

春分の日以降の最初の満月、その次の日曜日をイースターの日とし、復活祭とも呼ばれ

る。復活祭は十字架にかけられて処刑されたイエス・キリストが、三日後に復活したこと

を記・記憶するキリスト教において最も重要な祭であるが、イースター祭の由来には諸説

があるが、本来はキリスト教と関係のない異教徒の春のお祭りが、キリスト教の布教の際

に意味を変えて普及したと言われている。イースター祭りの季節に、寒さ厳しい暗い冬か

ら、草木が芽吹き動物たちが繁殖する春へと移り変わる様が、イエス・キリストの復活イ

メージと重なり統合されていったと考えられている。生命や復活の象徴として、卵(イース

ターエッグ)や、子だくさんのウサギ(イースターバニー)がモチーフとなっている。 

イースターの名前の由来は、北方神話の春の女神「Eostre」に由来するとされ、古典英

語では「Pasch」「Pascha」とも表し、ユダヤ教の「過ぎ越しの祭（Passover）」と「復

活祭（Easter）」の二つの意味に重なる。 

 ちなみに、日本には盆暮れ正月には会社が休業し実家に帰るという習慣があるが、キリ

スト教圏では、「クリスマス休暇」と「イースター休暇」がこれに当たる。日本の春休みに

あたる学校のイースターホリデイと重なることが多いのために、イースター休暇に家族や

友人と連れ立って旅行に行く人達が多いのもイースターの特徴である。 

（２）イースターの風習 

イースターの風習は「春の訪れ」を感じながら「生命」「再生」「繁殖」への願いを親し

い人とともに楽しむ意識により構成される。 

１）プレゼントの交換 

家族でゆで卵を食べたり、親しい人とタマゴやウサギの形のチョコレートや、プレゼン

トを中に入れた卵形のチョコレートを交換し合う風習がある。子供たちは卵にペイントを

してオリジナルのイースターエッグをつくってプレゼントしあう。 

２）イベント 

カラフルに彩った卵を家に飾り子どものいる家庭では庭に卵を隠してみんなで探し出す

「エッグハント」や、丘の上から卵を転がす「エッグロール」という遊びをして盛り上が

る。また、卵をスプーンにのせて落として割らないようにゴールを目指す「エッグレース」

やパレードがある。また、生命や再生の象徴として生まれたばかりのヒナやうさぎのイラ

ストが描かれたイースター・カードを家族や友達そして恋人に贈る風習がある。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%81%E5%AD%97%E6%9E%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%82%B9%E3%83%BB%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BE%A9%E6%B4%BB_(%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E6%95%99
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（３）世界（英・米・豪）の主要なイースター祭 

世界の代表的な「イースター祭」は以下の通りである。イギリスにおいては全国的に商

業ベースに乗った一大マーケットが形成されており、アメリカ東海岸では、春のおとず

れを楽しむ新春の風物イベントとして定着、オーストラリア、シドニーでは「復活祭」

の意味を展開した歳時記イベントとして定着している。 

 

イギリス ロンドン イースター祭 

 

英国では、イースター祭がたいへん盛んで、イースターサンディを中

心とした前後の２週間には、イギリス国内のあらゆるところで、お祭

り、マラソン大会、子供向けアクティビティ、チャペルコンサート、

カーブーツセール、ショッピングセンターのイースターセール等様々

なイベントが繰り広げられる。 

 

アメリカ ニューヨーク五番街 イースターパレード 

 

毎年恒例で春を呼ぶパレード。趣向を凝らした衣装や小物、

イースターボンネット（帽子にイースターにちなんだ花や

バニーなどの飾りを付けたもの）をかぶった参加者たちが

５番街をパレードする。山車や鼓笛隊などが登場するよう

な派手なパレードとは違い、夫婦や家族、時にはペットま

でがかわいい帽子や衣装を身につけて三々五々集まっては

共に歩いていく早春ののどかなパレード。 

 

アメリカ ワシントン D.C. イースター祭 

 

毎年イースターの日に、大統領官邸、ホワイトハウスの庭を

ワシントン D.C.の市民に開放する。イースターバニーは子

供たちの人気者で、庭では卵転がし競争や、イースターエッ

グの模様描きがおこなわれる。 
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オーストラリア シドニー ロイヤルイースターショー 

 

毎年、キリスト教のイースター（復活祭）と

併せて行われる。農産物や牧場の動物を中心

としたシドニー最大のお祭。シドニーオリン

ピックのメイン会場であるシドニー・オリン

台）、産地直営のショップなども多く出店する 

 

 

３.２ 日本におけるイースターの状況 

 

国内においては、テーマパーク、商業施設におけるイベント、外食・食品産業のキャンペ

ーンが主導して、近年じわじわと拡がりを見せている。例を挙げると TDR では 4 月から

６月の期間中に春のスぺシャルイベント「ディズニー・イースター」を開催。サーティ—

ワンアイスクリームは卵型のカップに入った限定商品を発売、クリスピークリームドーナ

ツも、春らしいイースターカラーのドーナツを期間限定で発売、表参道ヒルズではワーク

ショップが行われるなど、各地でイースターのイベントが実施されている。 

バレンタインデーのケースと同様にイースター市場を主導している OLC の活動内容お

よび、それに追従する他企業の活動動向についてフィールド調査を行い、イースターの浸

透度合いに関して確認する。 

 

３.３ フィールド調査 

 

１） OLC のイースター市場創造戦略 

OLC が４月～６月の期間に「ディズニー・イースターワンダ

ーランド」イベントを組み込んだは 2010 年。折しも、ハロウ

ィンイベントがディズニーシーでも開催されて大成功を納めた

2009 年の翌年からである。その背景には春休みから GW の間

の「閑散期」の来場者数落ち込みを埋める意図があった。OLC

の連結売上高、営業利益は、ともに第３四半期(10 月～12月)

が最も高くなるが、夏休みとクリスマスの間の閑散期にディズ

ニー・ハロウィンイベントを開催、第４四半期(1月～３月)の売

上が停滞する期間にディズニー・プリンセスやキャンパスデー

パスポートのイベントを開催し、年間の来場者数、売上、利益

ともに平準化することを狙っている。 

 

図３-１ OLC の四半期業績 
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ディズニー・イースターワンダーランドの最初のコンセプトは、「ミッキーをはじめディズ

ニーの仲間たちがおくる、不思議で驚きいっぱいのイースター」であった。クリスチャン

の割合が全国民の１％程度である日本にとってイースターは馴染みの薄いイベントであっ

た。それをわかりやすく楽しみながら知ってもらうために、当時公開された「不思議の国

のアリス」の持つ「うさぎ」「ワンダーランド」と連携して、パーク内を不思議でワクワク

するものにしようという「ワンダー感」が表現テーマになったようだ。また、イースター

の意味合いを本来の「復活祭」ではなく、「春の訪れを祝う祭り」とすることで、クリスチ

ャンが少ない日本人にも馴染みやすくし、「この国に、イースターも季節がやってきた！」

と日本にイースターを本格発信することを宣言した。 

 

 

その後、「ワンダー感」という表現テーマは調整され、2015年現在は、「ファッショナブ

ルに春の到来を楽しむ」というテーマに変化してきている。その様子を確認するために

2015 年 4月７日から８日の２日間、ディズニー・イースターが開催されている TDR を

訪れてフィールド調査を行った。

 

 

図３-2 

 2010 年の告知ポスター図案 

図３-３ 

 2015 年の告知ポスター図案 
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２）TDR における活動内容（2015 年） 

 

TDLと TDS での展開 

 

パーク内ではイースターエッグやフラワーデコレーションをはじめ、グッズ、フードに

至るまでディズニー・イースターを感じさせる工夫がされており、イベント中のショー（パ

レード）は「ファッショナブル」をテーマとした華やかな衣装に身をまとったキャラクタ

ーやダンサーがゲストをもてなしていた。また TDL ではエッグハントも体験することがで

き、いつもとは違ったパークの楽しみ方を提案していた。 

 

 

ディズニーオフィシャルホテルでの展開 

 

期間限定のイースタールームが登場。イースタールーム限定のポストカードが室内に隠

されておりホテル内でもエッグハントを楽しむことができた。イースタールーム以外の全

客室もディズニー・イースター限定デザインのルームキーが用意されておりディズニー・

イースターを堪能できる仕様となっていた。 
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パーク内レストランでの展開 

 

ホテル・ミラコスタのレストランは、賑やかなパークに比べて落ち着いた雰囲気のなか

にさりげなくディズニー・イースターを感じさせるモチーフの飾り付けがされていた。 

 

「ママサカス 2015」での展開 

 

TDR のイースター展開はパーク内にとどまらず都

内にも展開していた。４月 2 日から赤坂サカスでスペ

シャルイベントを開催。高さ約７メートルに及ぶ巨大

なミニーちゃんイースターエッグの展示や「ディズニ

ー・イースターをさがそう inママサカス」と呼ばれる

エッグハントを無料で体験できるブースを設置してデ

ィズニー・イースターイベントを告知していた。 

 

 

 

 

3）その他企業の動向 

  2015 年 4 月、街中でもイースターの文字を見かける機会が増えた。特に飲食業が期

間限定商品を販売しているケースが多々見受けら、特に輸入品を扱う企業や外資系企業の

展開が早いことがわかった。また、「たまご」や「うさぎ」といったモチーフの可愛らしさ

と春をイメージする「パステルカラー」は女性や子供をターゲットとする商品のプロモー

ションに適合しやすいとがわかった。 

イースターキャンペーンを行っている 5 店舗、クリスピードーナツ、サーティーワン、

ラッシュ、コージーコーナー、ゴディバにてフィールド調査を行った。どの店舗もイベン

トの規模は想像以上に小さく、装飾やキャンペーン内容もハロウィンの展開に比較すると

地味であった。理由としては、「母の日」など既存の春イベントの影に隠れてしまうことや、

イースターとは別に展開される「春の新作商品」の存在、そしてイースターの認知度の低

さを考慮すると、大規模展開にはまだ踏み出せないという判断があることが考えられる。 

しかし、イースターが持つ華やかさや春のウキウキとしたイメージは、飲食業、特にス

イーツ系とは非常に相性が良いということがわかった。今後イースターの認知、浸透度が

高まっていけば、春のキャンペーンテーマとしてイースターが定着する可能性は高いと考

える。 

図３-４ 「ママサカス」 展示の様子 



Copyright © 2015 SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved. 

 

 

25 

一方で未だイースターを取り入れていない業界のひとつにアパレル業界が挙げられる。

その理由としては、イースターのシンボルや定番色が明確になっておらずアパレル商品と

の関連付けが難しいということが考えられる。現在、イースターとの親和性が低いと認識

されている業界の意向が、今後どのように変化していくのかを注目していきたい。 

 

 

  

図３-5 2015 年 イースター関連キャンペーン、イベント 画像一覧 
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表 3.1 2015 年 企業の主要なイースターキャンペーン、イベント 一覧 

 

 

本章のまとめ：イースターの市場浸透段階 

 

 2015 年現在、イースターはハロウィンよりも早い速度で市場浸透を続けているといえ

る。双方のイベントの仕掛け人である TDR においては、TDL から TDSへのイベント拡大

時期は、ハロウィンは 10 年、イースターは 5 年間で、よりスピーディーに行われている。

イースターの展開においては、ハロウィンのノウハウを応用していること、SNS の普及な

どが浸透加速の背景にあるといえる。 

しかしながら、現在のイースターイベント・キャンペーンは未だ情報発信型であり、生
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活者が受動的であることが参加型に発展しているハロウィンとの決定的な違いである。イ

ースターが日本の新しい文化や習慣として根付くかどうかの「鍵」はイベント参加型に発

展することであると考える。今回の調査を通して、新しく海外文化を定着させるのは、認

知段階を経て浸透段階に移行する過程で、①日本の生活カルチャーに応じた工夫が必要な

こと、②マスメディアや SNSを通じて広く伝播する切っかけとなる何かしらの参加型イベ

ントの仕掛けが必要であることがわかった。 

2015 年時点のイースターの浸透度は、TDR がハロウィンのイベントを本格化し、企業

が秋のイベント・キャンペーンのテーマに採用し始めた市場が盛り上がり始めた 2010 年

頃に相当すると考える。先行事例からはイースターが日本のカルチャーとして定着するに

は、あと 3-5 年間を要すると想定される。但し、この期間内に、上述の①日本の生活カル

チャーに応じた工夫をさらに行ない、②マスメディアや SNS を通じて広く伝播しやすい明

確なコンセプトの参加型イベントを提案することが条件となると考える。 

  



Copyright © 2015 SANNO KOGOMA seminar All Rights Reserved. 

 

 

28 

4 結び 提言；イースターを定着させるアイディア 

 

本研究の結果をまとめる過程で、イースターが一大イベントとして日本人の生活に定着

するためには、先行事例のクリスマス、バレンタインデー、そしてハロウィンに比較して

「イベントのシンボル性と参加性」が弱いことに気づいた。そこで、シンボル性を構成す

る要件を洗い出し、イースターに「不足している、あるいは、弱い要件」を確認した上で、

それを解決する新しいイベントのアイディアを考えた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イースターは、「世界観」「参加性」「イメージ」要素において弱いと考えられる。 

イベントのシンボル性をより高めて参加意識を高めることを意図して各項目の調整 

と統合を検討した。 

 

 

図 4-1 イベントのシンボル性構成要素とイースターのシンボル性の評価（筆者作成） 
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以上の方向性を確認後に、イベントのアイディアを検討する中で、最近、世界各地で注

目されているシークレットホワイトパーティー『ディネ・アン・ブラン』の話題が見つか

った。このシークレットホワイトパーティーにはルールがあり、当日まで会場が発表され

ず、食べ物・テーブル・椅子は各自持参、ドレスコードは白と決まっている。参加者に制

限はなく誰でも参加できるおしゃれなパーティーになっている。このパーティーの世界観

を参照して、“イースターでしかできない何か”を、日本人の新春の気分や歳時記イベント

と融合させることで、日本人がもっと自然にイースターを楽しむことができるのではない

かと考えた。 

私たちは、“イースターでしかできない何か”を、『春の訪れを楽しむオシャレなパー

ティー』という仮説を置いて検証することにした。イースターイベントのアイディアは以

下の通りである。 

 

 

 

 

図 4-2 イースターイベントのシンボル性強化の方向（筆者作成） 
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基本コンセプト 

1. メインテーマは「春の訪れを仲間たちとファッショナブルに盛り上がる！」 

2. サブテーマは、「新しい出会い」「スタート」「リセットする」などポジティブな気分

を盛り上げる。 

3. お花見、BBQ など春から初夏の期間に行っているパーティーアクティビティと 

連携する。 

 

シンボル性を強化する演出 

・白を基調としたドレスコード。パステルカラーで彩を演出する。 

・女性は花冠（フラワーティアラ）をつける。 

 

「イースター×ファッション」は、2015 年東京ディズニーシーの水上ショーのテーマ

にもなっており、「春の訪れを仲間たちとファッショナブルに盛り上がる！」というテーマ

を設定した。視覚的なモチーフのひとつを「花」とした。花は、元々イースターの象徴と

して印象が深いこと。「花冠」が女子学生の間でファッションとして流行っていることから

ファッショナブルに盛り上がる要素として取り入れた。 

 

実際にこのコンセプトに基づいて、ゼミ内で「ハ

ッピーイースター BBQパーティー」を開催した様

子が右の写真である。開催日はゴールデンウイーク

明けの 5 月 8 日で、春から初夏へと季節が移ってい

く青い空の色、彩を増す草木の色、風が運ぶ夏の香

りを感じ楽しむことができ、また、日本には、春か

ら学校や会社の新しい年度が始まるという独特の歳

時記があることから、仲間たちとまた新しい年度に

向かう希望や夢を語り共有できるというオリジナル

のイースターには無かった意味をイベントに加味 

できることが実感できた。 

 

日常では付けることができない花冠をつけることで

女子の意識は「ハレ」に高揚していたように感じた。

「白い服」もそれぞれ様々な白の形があり、その表現

もハロウィンの仮装に通じる楽しみの1つになるので

はないか思った。 

このようにシンボル化の要素を細分化して、より明

確に意味づけしていくことと、そして、“イースターで

図 4.３ゼミで開催した「ハッピーイースターイベント」 

（小々馬ゼミ セミナーハウス 茅ケ崎にて撮影） 
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しかできない何か”のイベントに統合しイースターに行動を起こす意味を提案していくこ

と。多様な業種の企業が同調しイベント関連のアイディア商品やサービスを創造して市場

に導入していくこと。これらの要件が連鎖することで、イースターは浸透を加速し定番化

していくのではないだろうか。 

 

以上 
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