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　近年，日本各地で，観光振興や地域活性化のために，地

域ブランドの構築を推進していこうという動きが活発になって

きている。平成２２年版観光白書によると，地域ブランドの振

興として，おみやげを通して日本の魅力を海外に伝え，日本

への来訪を促進するため，平成２２年２月に「���魅力ある

日本のおみやげコンテスト２０１０」が開催された�。また，同書

によると，産地の技術，地域の農林水産品，観光資源等の地

域の特徴ある産業資源（地域資源）は，商品・サービスの差

別化・高付加価値化の有効な要素となり得るものであり，こう

した地域の「強み」を生かした産業を形成・発展させていくこ

とが重要である。このため，国土交通省の観光庁は，「中小

企業地域資源活用プログラム」により，地域資源を活用して，

新たな商品・サービスを開発し，その市場化に取り組む中小

企業を支援しており，今後も引き続き実施することとしている。

　地域ブランドとは，ある地域を製品におけるブランドのよう

に扱い，地域名とその実態である地域に対して，人 が々何ら

かの付加価値を感じ，「その地域の製品を買いたい」，「その

地域に行ってみたい」，そして「その地域に住んでみたい」

と思う状態，ないしはそういう状態にある地域を示す言葉で

ある。一方，平成１８年４月に改正商標法が施行されたこと

により，「地名」＋「商品名」により構成される商標が「地域団

体商標」として認められることとなったが，この地域団体商標

も「地域ブランド」と称されることがある。両者は，密接に関

連しているが，混乱を避けるために，本稿では「地域ブラン

ド」という言葉は，前者のように地域に対するブランドを示す

言葉として用い，後者を「地域団体商標」として議論を進め

る。
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　地域ブランドが形成されるためには，その地域を構成する

様 な々要素に対して消費者がいだくイメージが複合的に作用

すると考えられる。図１に示すように，内田は，優れた資源
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地域特産品のブランディングに関する考察
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内田（２００９���３０）を参照のもと，筆者作成



を持っていても，その資源が特定地域に固有の財産であるこ

とが理解されていなければ，まったく効果がないとしている��。

また，内田は，地域資源の価値を「景観・自然環境・歴史的

風景，あるいは文化・風土・地場産品などの地域資源に，地

域そのもののイメージが結びついたもの」と定義している���。

地域を構成する様 な々要素の中でも地域の特産品に対する

イメージは大きな影響力を持つだろう。平成２２年版観光白

書によると，我が国の農林水産物・食品の輸出促進対策とし

て，平成２１年度には，日本食・日本食材等の海外への情報

発信が積極的に取り組まれている��。前述したように，制度が

整備されてから，多くの地域特産品に地域団体商標が登録

されている�。しかし，商標が登録されただけでは，真の意

味でのブランドになったことにはならない。なぜなら，マーケ

ティングにおけるブランドの価値は，名前やマークとしてのブ

ランドそれ自体に内在しているわけではないと考えられるか

らだ��。図２で示すように，企業はブランドを付与することで，

顔のない，どこにでもある商品から，買い手にとって独自の

顔を持った信頼できる商品へと，自社の製品・サービスを転

換しようとする。ブランドにある「保証機能」と「識別機能」

は，マーケティング活動と，それに対する買い手の認識とを

ブランドが縫合することによって生まれる。製品・サービスに

ブランドを付与することで，生産や開発，物流，プロモーショ

ンの成果が，買い手の認識と結びつく。ブランドは，こうした

マーケティング・マネジメントのプログラムと買い手の認識との

間に介在することで，保証あるいは識別という機能を生み出

しているのである。このために，ブランドをブランドたらしめ

る努力を通じたブランドの確立，すなわちブランディングが行

わなければならないのである。本稿では，地域特産品での

ブランディングの特徴と課題を，和歌山県下の特産食品ブラ

ンディングの事例分析を通じて考察する。

����������	
����

　一般的に，ブランドが機能する，もしくは必要とされるのは，

適切な製品差別化が実行されているときである。田村による

と，マーケティングは，どこにでもある通常商品（コモディ

ティ）ではなく，その企業独自の特異製品の開発を目指し���，

その製品の特異性を消費者等が識別できるように製品をブラ

ンド化しようとするという。ブランド化すなわちブランディング

とは，製品に特別な名称をつけて，その特異性を強調するこ

とであり，製品差別化とは，競合品との間に，顧客が重要と

考える知覚品質上の差異を作り出していく活動である。知覚

品質とは，顧客の知覚に基づく，製品またはサービスの総合

的な品質，あるいは，代替製品や意図された目的と比較した

際の優位性の状態である����。製品の知覚品質上の差異とい

う点が，差別化においてもブランディングにおいても焦点とな

る。つまり，製品における差別化努力の収束点としての役割

をブランドが果たすのである。従って，適切なブランディング

は，ブランドが示す対象がターゲット顧客に対し何らかの差

別的優位性を提供する場合にのみ成立する。そして，その

差別的優位性は，必ずしも機能・性能に関連する次元にとど

まるとは限らない。この差別的優位性の内容を構成しかつ明

示的か非明示的かを問わず伝達することなしにブランドは作

り上げられない。

　「株式会社博報堂　地ブランドプロジェクト」（以下，地ブラ

ンドプロジェクト）��は，強いブランドの条件として，その「ブラ

ンド」のオリジナリティである「ならではの魅力」を提供し続け

るために，伝統の蓄積を大切にしつつ，常にそれに磨きをか

けていることを挙げ，「継続性」の重要さを強調している�。「な

らではの魅力」とは地域に対する差別的優位性であり、それ

を確立し維持するためにはブランディング努力の継続性が重

要であるという主張である。

　ケラーによって紹介されている顧客ベースのブランド・エク

イティ（�������	
������	���������：����）モデル（以下，

����モデル）の基本的な前提によると，ブランドの力は，何

が顧客のマインドに残っているかにある��。�ケラーは，「����

モデルの考え方では，ブランド知識がブランド・エクイティ創

造の鍵を握っている。ブランド・エクイティを強化する差別化

効果を生み出すのがブランド知識だからである。したがっ

て，マーケターに必要なのは，ブランド知識が消費者の記憶

にどのように存在しているのかを洞察し，描き出すことだ。」と

述べている���。

　ケラーによると，消費者のニーズとウォンツを満足させる製

品を設計し提供することは，マーケティングの成功に欠かせ

ない条件であるという����。消費者が製品の知覚品質を評価

するプロセスを理解するために行われた，数多くの研究に

よって確認された一般的要因として表１で示した特性が挙

げられる。

　こうした特性についての消費者の信念が品質を定義づけ，

それがさらに，ブランドに対する態度や行動に影響を及ぼす

ことが多いという。

　また，ケラーは，望ましいブランド知識構造の形成に加え，

顧客ベースのブランド・エクイティを構成する差別化された反

応を引き出すインセンティブを提供できるものとして，マーケ

ティング・コミュニケーション・プログラムを挙げている���。マー

ケティング・コミュニケーションとは，企業が販売するブランド
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石井ほか（２００４���４３２）を参照のもと，筆者作成



について，直接的または間接的に消費者に情報を提供し，

説得し，記憶を喚起するための手段である。マーケティン

グ・コミュニケーションは，ブランドの認知を生み出し，消費者

の記憶の中で類似化ポイントおよび差別化ポイントの連想を

ブランドに結びつけ，ポジティブなブランド・ジャッジメントや

ブランド・フィーリングを引き出し，消費者とブランドのより強い

結びつきとブランド・レゾナンスを促すことによって，ブランド・

エクイティに貢献する。広告はマーケティング・コミュニケー

ション・プログラムの中心的要素であることが多いが，通常は

ブランド・エクイティ構築のための唯一の要素ではなく，最も

重要な要素でさえないという。マーケターはブランド・エクイ

ティの助けのもと，表２で示す様 な々マーケティング・コミュニ

ケーション手段の設計や実行を決定する。表２にあるパブ

リック・リレーションズとパブリシティはさまざまなプログラムと

関連しており，企業イメージや個 の々製品のプロモーションあ

るいは保護を目的とする。パブリシティは，プレスリリース，メ

ディアのインタビュー，記者会見，特集記事，ニュースレ

ター，写真，フィルム，テープといった非人的コミュニケーショ

ンである。パブリック・リレーションズには，年次報告書，募金

や会員募集活動，ロビー活動，特別なイベントのマネジメン

ト，広報業務などが含まれる。また，ケラーは，広告とプロ

モーションを主に使っている企業でも，構想と実行の優れた

パブリシティからベネフィットを得られるとしている。

　このように，ケラーの����モデルでは，ブランディング推

進における製品とプロモーションの重要性が示されている。

これらのことから，安定した差別性を継続的に提供し続ける

ことがブランディングの中心であるといえる。

　このようにして，製品そのものやその差別的優位性を伝達

するプロモーション活動を通じて，個 の々消費者の心の中に

蓄積されてきた当該ブランドに対する経験やイメージがその

ブランドの価値の基盤を形成するのである。

　また，地ブランドプロジェクトによると，地ブランドづくりに

よって魅力的な特産品ブランドや観光地ブランドが生まれる

ことは，その地域以外に住む人にとっても「買ってみたい」

「行ってみたい」対象が増え，生活が豊かに楽しくなり，「住み

たいまち」があちこちにできれば，国民が自分の価値観やラ

イフスタイルに合わせて居住地を選択できるといったメリットを

挙げている��。

　内田や地ブランドプロジェクトは，望ましい地域ブランドを

構築するには，それと密接に関連する地域団体商標商品の

ブランディングが重要な役割を果たすと指摘している���。こ

れは，地域団体商標商品が地域の気候・風土や伝統・文化

を消費者に具体的かつ継続的に伝え，消費者にその地域に

対する経験やイメージを蓄積する潜在力が高いからと考えら

れる。従って，地域団体商標商品のブランディングは，結果

的に地域ブランドの構築の第一歩となりうる取り組みといえ

る。この点から，地域特産品の地域団体商標商品としての

ブランディングの状況と課題を考察することは，単にその商

品のブランドとしての考察にとどまらず，地域ブランド構築に

とって有用な知見を与えてくれると期待できる。このような視

点から，以下では，和歌山県下の特産品のブランディングに

ついて具体的な事例を紹介していくことにする。今回の事例

は共に食品であるが，これは拙稿において観光資源としての

食の重要性が示されたことに基づいている。
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要因の説明要　因

製品の主要な特性の機能水準（低い，ふつう，高
い，非常に高い）パフォーマンス1

製品の主要な特性を補う二次的要素特徴2

製品が仕様書を満たしている度合いや，欠陥の有
無適合品質3

時間が経過した場合の，また購買から次の購買ま
でのパフォーマンスの安定性信頼性4

製品に期待される経済的寿命耐久性5

アフターサービスの手軽さサービス性6

外観や雰囲気スタイルとデザイン7

ケラー（２０１０���２４０）を参照のもと，筆者作成
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トレード・ディールとバイイング・ア
ローワンス
陳列アローワンス
報奨金
コンテストおよびディーラー・インセンティブ
トレーニング・プログラム
トレード・ショー
共同広告

�������	
��
サンプル
クーポン
プレミアム
払い戻しおよびリベート
コンテストおよび懸賞
ボーナスパック
値引き

�������	
������
�����
スポーツ
芸術
エンターテインメント
フェアおよびフェスティバル
コーズリレーテッド

����������	
�������

����

������
テレビ
ラジオ
新聞
雑誌

��������	
���
郵便
電話
放送メディア
印刷メディア
コンピュータ関連
メディア関連

�������
ウェブサイト
インタラクティブ広告およびe
メール

����
ビルボード広告およびポスター
映画館，飛行機，ラウンジ
プロダクト・プレイスメント
POP広告

������
シェルフ・トーカー（棚広告）
アイル・マーカー（通路標識）
ショッピング・カート広告
店内ラジオまたはテレビ

ケラー（２０１０���２８８）を参照のもと，筆者作成
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　和歌山県紀の川市桃山町（旧那賀郡桃山町）の特産品で

ある桃は，「あら川の桃」及び「あらかわの桃」の名称で全国

に出荷されている。平成６年には，「あら川の桃」及び「あら

かわの桃」の名称が特許庁に商標登録された。しかし，商

標使用許可を得ずに「あら川の桃」等の名称を使用した桃

が市場等で流通し，消費者はじめ市場関係者からの桃の品

質等に関する苦情等も増加した。このことから，平成１４年１

月に旧桃山町内の桃生産農家をはじめ，各生産組合等が集

まり「あら川の桃振興協議会」が設立され，登録商標の一元

管理と桃の品質向上に努めるべく様 な々活動を行っている。

具体的にどのようなブランディングへの取組を行っているか

について，以下に紹介する����。

　「あら川の桃」の名の由来である安楽川（あらかわ）村は、

明治２２年の市町村制施行によって、市場、元、神田、最上、

段、段新田という６つの地区の統合によって誕生した。この

とき、那賀郡には、安楽川村、奥安楽川村、調月村、細野村

が誕生している。そして、安楽川村は昭和２８年に市町制施

行し安楽川町となった。さらに、昭和３１年に安楽川町は奥

安楽川村や調月村と合併して桃山町となった。桃山町は、

昭和３２年に海草郡細野村の一部を編入したのち、平成１７

年には、打田町、粉河町、那賀町、貴志川町と合併し、現在

の紀の川市となった。桃山町では，昭和４０年代から桃畑が

増加し，政策として選択的拡大が行われた。昭和５０年を過

ぎると，他の地域でみかんの生産が増加したが，市場では

みかんの価格が下がった。一方で，この時期，桃の価格は

上がっていた。当初，桃山町に１３０��あった桃畑は，はっさ

くやみかんの生産から桃の生産へと転換していったことで，

現在２３０��へと拡大している。昭和６０年から平成４年まで

の間に，かつらぎ町などの桃の単価があらかわの桃の単価

に迫った。しかし，平成５年に「あら川の桃」として商標登

録してからは，急速に他の桃の単価との間に開きが出た。ま

た，平成８年に���のテレビ番組「ひるどき日本列島」で

取り上げられたことにより，関西において「あら川の桃」が知

られることになった。

　平成１４年には，当時の桃山町長であった山下忠男氏に

よって「あら川の桃振興評議会」が設置された。当時の桃の

生産者は５００名強であった。

　あら川の土地は，砂地であることから近隣の土地と比べて

水はけが良いので桃の生産には条件が良かった。そして，

温暖な気候と肥沃な土壌といった条件にも恵まれたことから

この地域で生産される桃は，味や食感がよい上に傷みにくく

棚持ちが良いというすぐれた特徴を備えている。しかしなが

ら，後継者不足や老木化，また２代畑（植え替えて７～１５年

目の畑）の問題などから，平成２１年の市場出荷数は２０６０

ｔ，市場出荷高は１０億１０７５万円と，量で最盛期の６０％程

度，また売り上げとしては半分になっている。

　売上高全国トップの山梨県の桃の特徴は真っ赤な色であ

り，近年，清水白桃といった白色の種類の岡山県の桃や，赤

色と白色が混ざったあら川の桃の販売は苦戦している�����。��

紀の里からの販売先は大阪府が中心である。��紀の里から

は，全体で年間４６００ｔもの桃を出荷しており，中でもあらか

わの桃は２０００ｔを占めている。山梨県は年間６万ｔの桃を

生産し，その量は和歌山県全体の桃の生産量の１０倍であ

る。また，近年の地球温暖化によって，桃を生産できる地域

が拡大し，競争が激化している。

　あら川の桃振興協議会によると，あら川地区（旧安楽川村）

での桃栽培は，天明２年（１７８２年）に摂津国池田庄（大阪

府池田市）より桃樹を導入したと言われているという���。その

後，桃の栽培に適した排水の良い砂質土と紀の川の恵まれ

た水源に加え，温暖な気候等により，栽培面積は増加した。

また，その間，栽培技術の向上や品種の研究がなされ，明

治時代以降は「あら川の桃」として和歌山市場を中心に販売

されていたが，交通機関の発達により大阪を中心とした関西

市場をはじめ，一時は北海道にまで販路を拡大した。平成

に入り市町村合併が進む中，２００年以上の歴史をもつ「あら

川の桃」を発展させ，さらに消費者に喜んでもらえる桃づくり

に徹するため，平成６年商標登録し，栽培技術の向上・優

良品種等の研究に励んでいる。
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　「あら川の桃」の定義・指針として，２つの項目が挙げられ

ている。１つ目に，栽培は旧桃山町内及び「あら川の桃振

興協議会」が認定した園地であることが挙げられている。２

つ目に，協議会の目的に賛同した組織・個人であることが挙

げられている��。次に，内規として５つの項目が挙げられて

いる。１つ目に，登録園地で栽培された桃のみに「商標登

録」が使用できる。２つ目に，桃の生産にあたっては，原則

として配合肥料を使用する。３つ目に，桃の生産に最適な

土づくりに努める。４つ目に，収穫前には栽培履歴を指定の

文書をもって報告しなければならない。５つ目に，年に一度

農地台帳を評議会へ提出する。

　桃山町内では，多くの農家が直売所を設け，桃を販売して

いる。ここで販売されている桃は，「あらかわの桃」と表記さ

れている。一方で，��の選果場を通った桃は，「あら川の

桃」と表記されており，品質チェックを受けているかどうかの

区別がなされている。
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　昭和２７年４月に設立された和歌山県紀の里農業協同組

合桃山支所百桃部会は，平成２０年１月現在，部会員数２４

名，栽培面積２１��となっている。部会員である百合山のふ

もとの集落の生産者は，同じ土質の畑で桃を栽培している。
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　部会の運営として，平成１８年には，「まずい」果実は市場

流通させないことを合言葉に，自己資金により「光センサー」

選果機を導入した。従来，外観は良くても食味に不満をもつ

消費者を少しでもなくしたいとの考えで，ある一定以下の糖

度の果実は出荷しないことで対応している。

　部会の活動として，高品質果実生産にむけて研修会の開

催や園地相互巡回などを実施し，技術の高位平準化に努め

ている。また，後継者を中心に「若手の会」を発足し，先進

地視察研修を実施したり，新しい技術の習得や研究のため

にお互いの交流を密にしている。そして，バックホー���の導

入による土作りの徹底，大苗育苗による早期成園化，スピー

ドスプレーヤー����やフルーツワーカー�����などの機械導入によ

る省力化をはじめ，作業効率を考えた低樹高による栽培技術

の研究や普及に努めている。一方，栽培品種については品

質本位として，６月の最も早く収穫の時期を迎え，他の品種と

比べて小ぶりである「桃山白鳳」は共選品種から除外すると

ともに，梅雨の時期に収穫を迎える「八幡白鳳」は減少傾向

とする反面，主力品種の「白鳳」と「清水白桃」は微増させ

ている。
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　部会として直面している課題とその対策として，以下の事

柄が挙げられる。

�　組織の二極化

　近年，高齢化が進む中，組織においても二極化が進み，

耕作面積１��以上の割合が４３％を占めるものの，５０�以下

の割合も４５％も占める。今後さらに高齢化により規模縮小が

進むものと思われる。しかし，比較的規模の大きい耕作面積

１��以上の生産者では，新規就農者も見られ，着実に後継

者が育っている。

�　作業の受委託

　高齢化等に伴い，重点作業である剪定や防除などの作業

を「若手の会」で計画的に請け負い，少しでも生産量の減少

に歯止めを行う活動に取り組む必要がある。

�　農地の流動化

　老木園や放任園の増加などが懸念される中，桃栽培に適

した優良農地を確保するため，農業委員会や行政，��等の

関係機関と一体になって農地の流動化にも積極的に取り組ん

でいく必要がある。

�　特需販売の強化

　温暖な気候を利用した早出し産地として，今後とも高品質

生産に努め，季節感ある果物として有利販売に努めていか

ねばならない。そのためには，手間暇かけた桃作りに徹し，

中元商材や贈答品として，積極的な消費宣伝活動を行って

いく必要がある。また，消費者のニーズに対応した出荷形態

の研究や個性化商品の開発等にも取り組んでいく必要があ

る。一方，インターネットを利用した取り組みや産地直送も行

い，顔の見える産地となるよう目指す。

�　信頼される産地づくり

　新しい技術や情報等の習得や栽培技術の研鑽や平準化

に努め，「おいしい桃」づくりに徹するとともに，消費者との交

流を深め，信頼される産地づくりを行っていく必要がある。そ

して，農業所得の安定的な確保と消費者に喜ばれる桃づくり

を目指していかねばならない。
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　前述したように，栽培条件に恵まれて，非常に高質の桃が

生産されているが，そのことを適切に消費者に伝え切れてい

ないように感じられる。従来のような，青果市場を経て青果

商を通じた流通経路の場合は，プロである商人たちに認知

してもらえれば，店頭で推奨をしてもらうこともできたが，スー

パー等を通じた流通が多くなってくると，棚持ちが良いという

特徴より，色が赤いという特徴の方が売り場で効果的になっ

ているのかも知れない。他の地域産にはない味と食感を，そ

の理由とともに，地道に継続的に消費者にアピールするような

幅広いプロモーション活動に力を注ぐ必要があると考えられ

る。

　また，生産地域が限られることから，量産が困難であるの

で，量より質のマーケティングを実施する必要がある。その

際には，まさに，ブランドとして販売していくことが適合する

し，そうせざるを得ない事例だと考えられる。
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　ケンケン鰹とは，ケンケン漁と呼ばれる漁法で漁獲された

鰹のことである。「ケンケン」の語源はハワイのカナカ語で，船

を走らせながら擬似餌����を曳く際，擬似餌が海面を跳ねる様

子を指し，これが漁法の名前になったという説がある。一方

で，擬似餌の材料に使用した鳥の羽毛が語源であるという

説もある。ケンケン漁は，明治末期の１９０８年にハワイから帰

国した小野七之助によって伝えられ，すさみ町で改良・発達

した曳き綱漁の一種である。ケンケン漁では，一隻の船に１

～２人が乗り組み，船尾と左右に張り出した竿から流す擬似

餌を潜行板���で踊らせて鰹を誘う。また，ケンケン船は全国

��� ��
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すさみケンケンかつおブランド化委員会委員長であ
り，すさみ町まちづくり協議会会長であり，すさみ
町観光協会会長である朝本紀夫氏から提供



の漁業者の通用名となっている。ケンケン漁とは，通常の一

本釣りとは異なり，釣竿の先に擬似餌を付けて船を走らせな

がら釣る方法と，潜行板と呼ばれる木片を付けた釣り糸の先

に疑似餌を付けて，同様に船を走らせながら釣る漁法であ

る。特に潜行板が水の抵抗で複雑な動きをし，疑似餌を生き

ているかのように動かすことにより，魚をおびき寄せるのであ

る。釣り上げた魚は，その場で後頭部を強打して活き締め

し，血抜きをしてから氷冷することによって，肉質の劣化を防

ぐのが特徴である。このように，鮮度が高い鰹なので，その

まま刺身で食べることに適しており，すぐれた食感と旨味を

持っている����。

　南の海で生まれた鰹は餌を追って，春に日本近海へ回遊

してやって来る。この群れを回遊群と言い，ルソン島近海か

ら黒潮に乗って南西諸島を経由し，紀伊半島沖にやって来る

群れと，中部太平洋から小笠原海流に乗って三陸沖にやっ

て来る群れに分けられる。そして，秋になると鰹は逆のルー

トで南の海へと去っていく。この鰹の回遊に合わせて，ケン

ケン漁は１月下旬から２月頃に始まり，３月から４月頃に最

盛期を迎える�����。
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　すさみ町はケンケン鰹を筆頭に，様 な々海の幸に恵まれて

いるので，すさみ町観光協会では，季節ごとに「味覚まつり」

を開催している。春には「かつおの味覚まつり」を開催し，

夏には「夏の味覚まつり」として，イカやアワビを提供し，秋

から冬にかけては「イセエビ味覚祭り」を開催している。し

かしながら，２０数年来取り組んできた，「かつおの味覚まつ

り」の人気があまり高まらないことから，すさみ町観光協会は

アンケート調査を行った。調査の結果，消費者のほとんどが

「鰹はタタキで食べるものだ」という認識しかないことがわか

り，すさみ町観光協会は鰹の刺身の美味しさをもっと知っても

らうために，平成１４年２月に「すさみケンケンかつおブラン

ド化委員会」を立ち上げ，当初，和歌山県からの補助金６０

万円と，すさみ町からの補助金５０万円と，商工会と観光協

会からの持ち寄りで，初年度は１５０万円の資金を調達してス

タートさせた。「すさみケンケンかつおブランド化委員会」は，

表３で示すように，１２の理由を挙げてケンケン鰹の本場が

すさみ町であるとアピールしている������。また，同委員会はす

さみ漁協に，ケンケン漁発祥の地であるすさみ町で獲れたケ

ンケン鰹を他の鰹と区別するため，ケンケン鰹を出荷する際

にブランド認証シールを貼り付けることを依頼した。取り組み

当初は，すさみ漁協，仲買人，漁業者など半信半疑で批判

的な面があり，そのため，すさみ町商工会とすさみ町観光協

会は独自に，プレスリリース等でマスコミ攻勢をかけ取材を

増やした。特に一本釣りとの違いを強調し，船を走らせなが

ら釣るケンケン漁の鰹は，釣り上げたあと，すぐ活き締めに

し，血抜きするという特徴があり，沖合いから短時間で市場

に運ばれてきた後，丁寧に血抜きすることで生臭みがなく，

鮮度がよく，旨みがある。氷温に保たれた鰹の身は，脂が

乗っているにもかかわらず，さっぱりとした味で，舌にまとわり

つくような食感は「もち鰹」と呼ばれている。すさみ町では，

一般的な鰹の食べ方として有名な「たたき」よりもケンケン鰹

をそのまま刺身として食べるほうが好まれている。このことが

テレビ取材等を通して報道され，２年目以降から，「すさみケ

ンケン鰹」のシールを貼った鰹を送ってほしいと都市部から反

応があり，地元も「すさみケンケン鰹」の良さを理解し始め

た。

　その後，平成１８年，経済産業省中小企業全国展開支援

事業に採択され，８００万円の補助金で一気に全国展開でき，

平成１８年１２月，地域団体商標の認定もされ，ブランド化の

仲間入りを果たす。また，一方，地域活性化センターより，ブ

ランド化への取り組みが���化され全国自治体及び関係機

関に配布されることとなった。ブランド化の命は品質保持で

あるとの考えから，地元でより新鮮な鰹を食べる経験を提供

することを強調した「かつおの味覚まつり」を開催し続けてい

る。そして，９年目の今年，２２年３月２１日，「すさみケンケ

ンかつお祭り」を実施し，３０００名余の人で賑わった。
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すさみケンケンかつおブランド化委員会委員長であり，すさみ町まちづく
り協議会会長であり，すさみ町観光協会会長の朝本紀夫氏の解説をもと
に，筆者作成
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理　　　　　　由

町の魚が「かつお」である。１

「かつおの日」３月２０日は，すさみで制定された。２

すさみケンケン鰹が「地域団体商標」に登録されている。３

すさみ漁協に「ケンケン船」が１３０隻もある。４

すさみ漁協の年間水揚高の約��％をかつおが占めている。５

「かつお島」という名の島がすさみにある。６

全長５�の「かつおノボリ」が漁港にたなびいている。７

町の橋の欄干に「かつお」が描かれている。８

交通安全看板に「かつお」が描かれている。９

海水浴場の看板にも，「かつお」が描かれている。１０

町に古くから銘菓「ケンケン最中」がある。１１

町のホテルに「ケンケン風呂」がある。１２

（すさみケンケンかつおブランド化委員会ホームページ
　�����������	
	�������を参照のもと，筆者作成）　　　
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　しかしながら，商品をブランド化するためには，単発的なイ

ベント開催に留まらず，様 な々取り組みを継続的に行うことが

不可欠である。現在は，「すさみケンケン鰹」のおいしさを一

人でも多く知ってもらうために，「すさみケンケンかつおブラン

ド化委員会」のホームページ上で，電話注文も受け付けてい

ることを記載している。ケンケン鰹の時期には電話注文を受

けた後，クール宅急便を使い，その日に捕れた鰹を次の日

の夕食に間に合うように届ける地道な努力が行われてい

る����。しかしながら，補助金に頼っている現状のままでは，

継続的な取り組みを行うには，多くの課題が山積している。

補助金が終わってしまえば，マスコミ向けの試食会や全国各

地で行っている百貨店などでの��活動といったプロモーショ

ン活動を続けることも困難となる。地域団体商標の認定後，

「すさみケンケン鰹」の出荷高は増加した。このことによって

利益を得た仲買人や漁協は，今後より一層のブランディング

への取り組みへの参加や，ブランディングにかかるコスト負担

の分担が求められるだろう。なにより，商工会や観光協会の

みならず，仲買人や漁協を含めた協力関係の構築がより一

層必要とされると考えられる。
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　本稿では，地域特産品でのブランディングの特徴と課題

を，和歌山県下の特産食品ブランディングの事例分析を通じ

て考察した。近年，日本各地で，観光振興や地域活性化の

ために，地域ブランドの構築を推進していこうという動きが活

発になってきており，多くの地域特産品に地域団体商標が登

録されている。しかし，商標が登録されただけでは，真の意

味でのブランドになったことにはならない。「あら川の桃」の事

例より，ブランディングにおいて，他の地域の製品と異なる品

質の良さを，その理由とともに，地道に継続的に消費者にア

ピールする必要があると考えられた。また，「すさみケンケン

鰹」の事例からは，ブランディングにおいて，継続的なプロ

モーション活動を行う必要性を再認識することができた。

　このようなブランディングへの取り組みは，通常の製品ブラ

ンディングにおいては当然と捉えられ，近代的製造業者の多

くはこれを実践している。しかし，地域の生産者などが中心

となって進めなければならない地域ブランドや地域団体商標

商品のブランディングにおいては，未だこれが不十分な状況

にあり，その重要性が広く理解されているとは考えにくいのが

現状だ。何らかの理由で，地域特産品が人気を集めたとし

ても，それを持続させるためには継続的なブランディング努

力の投入をしないと，その特産品は地域ブランドの要素とは

なり得ない。そのためには，必要なコストを，受益者を中心と

して地域で負担していかなければならないという合意形成も

必要である。これらを，いかに地域の中に無理なく根付かせ

て，ブランディングを継続的に実施できるようにするかが，課

題であると考えられる。

　さらには，その時点での利益を確保しながら，その利益か

ら次なる地域団体商標商品の候補を育成するための資源配

分を行うという対応���も，より長期かつ広範囲に地域ブランド

を構築し維持していくためには考慮しなければならないがこ

のような視点は，ほとんどの地域ではまだ未成熟である。こ

れらの課題を解決するためには，地域の人 に々ブランディン

グの重要性を伝え，自ら先頭に立って計画し行動する人材を

育成しなければならない。この点は，大学を中心とした教育

機関と行政，そして地域の関連事業者やその団体とが協力

して進めなければならない最大の課題であろう。しかしなが

ら，地域におけるブランディング推進における製品とプロモー

ションの重要性を示すには，今回の事例だけでは深い考察を

行うには不十分である。今後，全国各地で行われている地

域ブランドの構築への推進活動について，更なる分析・考察

が望まれるところである。

���

�　国土交通省　観光庁『観光白書（平成２２年版）』，２０１０年，��１０４。

��　敷田麻実，内田純一，森重昌之編『観光の地域ブランディング

　交流によるまちづくりのしくみ』，学芸出版社，２００９年，���３０�

３１。

���　同上書，��３１。

��　国土交通省　観光庁『観光白書（平成２２年版）』，２０１０年，���８７�

８８。

�　経済産業省�特許庁『２０１０地域団体商標』によると，平成２２年５

月末日までに登録された商標は４５６件である。

��　石井淳蔵，栗木契，嶋口充輝，余田拓郎『ゼミナール　マーケ

ティング入門』日本経済新聞社，２００４年，���４３２�４３３。

���　田村正紀『マーケティングの知識』，日本経済新聞社，１９９８年，

���４０�４１。

����　ケビン・レーン・ケラー，恩藏直人『戦略的ブランド・マネジ

メント第３版』，東急エージェンシー，２０１０年，���２３９�２４０。

��　民間企業の商品・事業ブランディングをサポートしてきた経験

を地域活性化に活かすことを目指し，２００３年春に設立された博報

堂の社内プロジェクト。

�　博報堂　地ブランドプロジェクト『地ブランド』，東弘社，２００６

年，��５３。

��　ケビン・レーン・ケラー，恩藏直人『戦略的ブランド・マネジ

メント第３版』，東急エージェンシー，２０１０年，��５０。

���　同上書，��５４。

����　同上書，���２３９�２４０。

���　同上書，���２８７�３５１。

��　博報堂　地ブランドプロジェクト『地ブランド』，東弘社，２００６

年，��８９。

���　博報堂　地ブランドプロジェクト『地ブランド』，東弘社，２００６

年，��８９及び，敷田麻実，内田純一，森重昌之編『観光の地域ブ

ランディング　交流によるまちづくりのしくみ』，学芸出版社，

２００９年，���２６�２８。

����　平成２２年７月６日，和歌山県紀の川市桃山町にて，��紀の里

販売部部長代理の中山裕之氏と営農生活部部長の山名純一氏から

桃山町の特産品である「あら川の桃」の販売・マーケティングへ

の取り組みについてお話を伺った。

��� ��

�������	
����� ��



�����　桃の皮の赤さは，成熟時にどれほど日光に当たったかによっ

て左右されるが，消費者は赤い方が甘いと考える傾向があるよう

である。

���　あら川の桃振興協議会ホームページ

　����������１５����������	
�����	（最終閲覧日２０１０年１０月６日）。

��　（規約第３条）協議会は，「あら川の桃」も産地として関係組織及

び生産者が協力し，桃の品質向上，販売促進等をはじめ，ブラン

ド商品である「あら川の桃」のさらなる向上を図るための研究，

各種活動を円滑に行い，活力ある「あら川の桃」の産地形成と生

産者の意欲向上に寄与することを目的とする。

���　地盤面よりも低い部分の掘削や，水中における掘削に適した

ショベル系の掘削機械。

����　果樹を対象にした走行式防除機。風量の大きい送風機の送風

口に多数のノズルを配置して，大量の噴霧粒子を風のエネルギー

で遠くへ送り，移動しながら薬液を散布する送風式噴霧機。トラ

クターによって牽引（けんいん）する形式と自走する形式がある。

�����　果樹作業台車。

����　鰹の好物であるイカやイワシなどに似せた人口の餌で，ビ

ニールやシリコン製の市販品もあるが，すさみ町ではそれぞれの

漁師が白蝶貝や夜光貝の殻や，カジキの角（上顎）や，鳥の羽等を

用いて工夫を凝らし，独自の擬似餌で釣果を競っている。

���　道糸と擬似餌の間に取り付け，船の推進力によって擬似餌を

海中に潜らせる役目をする，船の形に削った抵抗板で，潜航板と

も言い，材料は桐の板が主流である。近年は浮力の強い合成樹脂

製も増加している。すさみ町では古くから潜行板の専門業者が作

成しているため，作られた手作りの潜行板は全国的にも有名で，

現在は全国各地でケンケン漁にはなくてはならない漁具である。

����　平成２２年９月２３日，和歌山県西牟婁郡すさみ町にて，すさみ

ケンケンかつおブランド化委員会委員長であり，すさみ町まちづ

くり協議会会長であり，すさみ町観光協会会長である朝本紀夫氏

から，すさみ町の特産品である「すさみケンケン鰹」の販売・マー

ケティングへの取り組みについてお話を伺った。

�����　「すさみケンケンかつおブランド化委員会」は，２００２年３月３

日，ケンケン漁の伝承と環境保全の願いを込めて，３月２０日を「か

つおの日」とし，次の世代に引き継いで行くことを宣言している。

������　すさみケンケンかつおブランド化委員会ホームページ

�����������	
	�������（最終閲覧日２０１０年１１月２日）。

����　購入した「すさみケンケン鰹」を自宅で安心して調理できる

よう，簡単な鰹のさばき方もすさみケンケンかつおブランド化委

員会のホームページ上に紹介されている。

���　これは，まさにアーカーが指摘しているブランド・ポートフォ

リオ戦略の考え方である（�������	�
����（２００４）���������	�
�	�	�

�������������������	��

，（阿久津聡訳『ブランド・ポートフォリオ戦

略』，ダイヤモンド社，２００５年）。

������

石井淳蔵，栗木契，嶋口充輝，余田拓郎『ゼミナール　マーケティ

ング入門』日本経済新聞社，２００４年。

ケビン・レーン・ケラー，恩藏直人『戦略的ブランド・マネジメン

ト第３版』，東急エージェンシー，２０１０年。

経済産業省�特許庁『２０１０地域団体商標』，２０１０年。

国土交通省　観光庁『観光白書（平成２２年版）』，２０１０年。

敷田麻実，内田純一，森重昌之編『観光の地域ブランディング　交

流によるまちづくりのしくみ』，学芸出版社，２００９年。

田村正紀『マーケティングの知識』，日本経済新聞社，１９９８年。

デイビッド・��アーカー，�阿久津聡『ブランド・ポートフォリオ

戦略』，ダイヤモンド社，２００５年。

博報堂　地ブランドプロジェクト『地ブランド』，東弘社，２００６年。

松谷真紀「近年における観光資源としての「食」の重要性の変化に

関する分析」『観光学』第３号，和歌山大学観光学会，２０１０年，

���２３�３０。

受付日　２０１０年１０月７日

受理日　２０１０年１１月１１日
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