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1． はじめに

　近年，日本各地において，観光振興や地域活性化のために，
地域ブランディング，すなわち地域ブランドの確立が求められて
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，人々が何ら
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，
その地域独自あるいは生産量が多いなど地域と強く結びつい
た製品のブランドは「地域特産品ブランド」と呼んで，議論を
進める。
　地域ブランディングには，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。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。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 i。内田や地ブランドプロジェクトは，
望ましい地域ブランディングには，それと密接に関連する地域
団体商標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 ii。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だと
考えられる。
　観光の視点から考えると，企業ブランドの場合の受け手で
ある消費者は潜在的観光者が相当するが，潜在的観光者は，
通常遠隔地に居住しているので，自治体や住民からの情報を
十分に獲得することは難しい。従って，遠隔地に居住する潜
在的観光者が，ある地域を観光目的地としてそのイメージを形
成するために，その地域の産品を情報源として利用する可能
性が高いと考えられる iii。
　これらのことから，地域団体商標商品をはじめとする地域特
産品のブランディングは，結果的に地域ブランディングの第一歩
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，地域ブランディングにとって有用な
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知見を与えてくれると期待できる。よって，本稿では，地域特
産品のブランディングを，地域ブランドに関わった視点から考察
する。今回の事例はいずれも食品であるが，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 iv。
　
2． 原産国効果と生産地効果

　地域ブランディングとその地域の製品との関係を対象とした
既存研究を確認すると，原産国（Country of Origin）効果という
視点が大きく取り上げられている v。原産国効果とは，どこの国
で製造されたかということが，消費者がその製品を評価したり
購買意思決定をする際に影響を与えるという効果である vi。例
えば，日本製（made in Japan）であるということは，その製品が
高性能であったり高品質であったりし，安心して購買できると考
える要因となるという現象である vii。このような影響は，その消
費者が，日本という国あるいは日本国民が，その歴史や気候・
風土によって培われた向上心や勤勉さや仕事に対する丁寧さ
を持っていると知覚していることによると考えられる viii。
　KotlerとGertnerは，近年各国で施行されている生産国表
示という義務づけが，研究者や実務家に，外国製品に対する
消費者の態度を理解することへの興味を引き起こしてきた，と
いう ix。そして長年の間，いわゆる原産国効果は，大規模調
査の目的であり続けてきた。KotlerとGertnerは，原産国効果
の研究が，様々な耐久消費財や非耐久財について展開され，
これらの研究は，消費者は原産国情報を品質のインジケーター
として広範に利用しているということを一貫して支持している，
というx。つまり，製品の材質，デザイン，スタイル，できばえ，色，
匂いなどといった内的品質とは対照的に，原産国は，価格，ブ
ランド名，パッケージ，そして売り手といった要素とともに，製品
評価の外的手がかりとなる。よって，原産国あるいは「○○製」
のラベルを変えただけで，被験者が物理的に全く同じ製品を
直接に確かめられるときにでも，人々の態度に影響するのであ
る。
　このような国レベルの効果は，同国内では作用しない（無差
別になる）と考えられるが，国より狭い地域に対しても同様の効
果は発生すると考えられる。例えば，和歌山県で生産された
果物は，県が本州最南端に位置していることから，温暖で栽
培に適した気候・風土の中で生産されたので美味しいという
連想が成立すると推測される，ということである。従って，原
産国効果の概念をより狭い地域に適用して，生産地（Place of 

Origin）効果を考える。本稿の以下では，生産地という表現を
するが，これには当然原産国も含まれる。
 ケラーは，ブランド自体が消費者のマインド内にすでに知識構
造が存在している他のエンティティと結び付けられていることが
ある，というxi。その結び付きがあるため，消費者は，製品を
製造する企業や生産地や販売店といった何らかの源泉要因，
または関連する人，場所，事物などの他のエンティティを特徴

づける連想や反応の一部が当該ブランドにも当てはまると推測
することがあると考えられる。そして，表 1に示すように，ブラン
ドを他のエンティティに結びつけることにより，ブランドからその
エンティティへの新たな連想集合が形成されるだけでなく，既
存のブランド連想が影響を受けることがあるということを提示し
ている。

　ケラーは，製品を製造する企業だけでなく，製品を産する国
や土地もブランドに結びつけられ，二次連想を生みだす，とい
うxii。つまり，生産地効果によって，その生産地に対して抱い
ている連想や反応の一部が当該製品にも当てはまると考えるこ
とがまさに起きるのであり，当該製品のブランディングの視点か
らは，そのブランド・エクイティを構築するための間接的なアプ
ローチとして，生産地からの二次連想が活用できるのである。
実際に，多くの国が，特定の製品カテゴリー内での専門性や，
特定の種類のイメージを伝えることで知られるようになってい
る。例えば，日本のハイテク製品やフランスのファッション製品と
いったものが挙げられる。これらのことから，ケラーは，特定の
国や地域と結びつきを持つブランドを選択することは，その国
製やその地域製の製品について消費者が信じていることに基
づいた，製品の効用を最大化し自己イメージを伝達しようとする
意識的な意思決定の表れである可能性を指摘している xiii。し
たがって，多くのブランドは，原産国あるいは生産地について
の消費者の認識と信念を1つの要因として，強い差別化ポイン
トを作り出すことができる。
　これらのことから，図 1に示すように，地域のイメージが地域
の産業や商品のマーケティングやブランディングに影響を与え
ると考えられる。また，地域そのものをブランドと捉えた場合に，
それがブランド論における企業ブランドやアンブレラ・ブランド，
あるいはエンドーサー・ブランドといった概念とも共通する役割
を果たすという点で，重要な観点だと考えられる xiv。現在，各
地で開発やブランディングが進められている地域特産品や地
域団体商標商品において，このような生産地効果が有効に作
用しているかどうかを次に検討することにする。

要　　　素
1 製品を作る企業
2 製品の原産国あるいは生産地
3 製品を販売する小売業者や他のチャネル・メンバー
4 成分ブランドを含む他のブランド
5 ライセンス供与されたキャラクター
6 有名人スポークスパーソンまたは推奨者
7 イベント
8 第三者ソース

ケラー（2010, p.358）を参照のもと，筆者作成

表 1 ： ブランド ・ エクイティの構築に二次連想を活用するために

　　　　　　　ブランドに結びつける要素
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3． 地域特産食品ブランディングの状況

（1） 全国の地域特産食品ブランディングの状況

　まず，日本各地の特産品のイメージと地域のイメージの関係
を考えてみよう。これまで観光マーケティングやまちづくり・地
域振興を推進する際における地域特産食品の重要性，そして
その重要性が近年増大しているといったことが多くの面から指
摘されている xv。
　ほんの一例であるが，表 2で示すように，安田（2010）は，
日本人が地域の「食」にこだわる旅行や，日本の観光地・都
市が「食」による旅行者の誘致活動が盛んで元気なまちを紹
介している xvi。

　ここで示した日本各地の地域特産食品や地域団体商標商
品は，該当地域のイメージが特産品のマーケティングやブラン
ディングに影響を与えるような関係があるかどうかを考えてみ
る。

　「大間」と聞けば，「マグロ」を連想する消費者も少なくな
いと推測される。また，「松阪」と聞けば，「松阪牛」を連想
する消費者も少なくない xvii。逆に，「大間マグロ」と聞いて，「大
間マグロを食べに大間に行きたい」であったり，「松阪牛」と
聞いて，「松阪牛を食べに松阪に行きたい」と思う潜在的旅
行者の存在も推測される xviii。しかし，ここで問題になるのは，
その潜在的旅行者の意識の中で，「大間」が青森県に位置
しており，「松阪」が三重県に位置しているとどれほど正確に
知られ，そして，それぞれどのような町であると認識されてい
るかである。恐らく，それほど高い認知があるとは考えられず，
それよりも「大間マグロ」や「松阪牛」という特産品からそ
れぞれの地域へのイメージが形成されることの方が大きいと思
われる。すなわち，この製品からの連想が地域イメージ形成
に大きな役割を果たしているという認識のもと，地域ブランディン
グに取り組む，観光振興の場合であれば特産品の魅力から地
域を訪問したいという意向へとつなげるよう，進めていく必要が
ある。

（2） 地域特産品ブランドが地域ブランディングに与える

影響

　このように，全国の地域特産食品や地域団体商標商品を並
べて，地域のイメージと特産品のマーケティングやブランディン
グにどのような関係があるかと考えてみると，県や大きな都市の
名前を使っている場合などには，生産地効果の影響関係が想
定されるものもあるが，明示的かどうかを含め，逆に，使われて
いる地名の認知度がそれほど高くない場合は，特産品のイメー
ジが地域のイメージ形成に影響し，地域そのもののマーケティ
ングやブランディングに影響を与えるといった関係の方が大きい
と考えられる。
　ブランド論における企業ブランドの既存研究を見てみると，ケ
ラーによって，製品に対する経験が消費者のブランドに対する
態度や行動に影響を及ぼすことが指摘されているxix。また，アー
カーは，このような関係，すなわち製品連想はブランド選択の
決定や使用経験と直接結びついているため，常にブランド・ア
イデンティティの重要な一部となる，というxx。つまり，当該製品は，
消費者による選択や使用の経験によって企業ブランドを思い浮
かばせる。この製品連想という関係を地域ブランディングと特
産品ブランディングとの関係に当てはめると同様の影響が起こり
うるということが容易に想定できる。本稿では，この製品連想
に相当し，生産地効果の逆方向となる効果を「特産品連想」
と呼ぶこととする。
　地域のマーケティングやブランディングを成功させるには，非
常に高度で周到な分析的アプローチと戦略的思考が不可欠
である。それは，単に名前やマークを付けたりそれらを売り込
むためのプロモーションを進めるといったことを超えたものであ
る。KotlerとGertnerによる国（地域）のブランディングに必要
な戦略的経営アプローチのプロセスを図 2に示す。ここで2

図 1 ： 生産地効果の模式図

筆者作成

地域特産食品ブランド 地域名
大間マグロ 大間（青森県）
松阪牛・和田金 松阪（三重県）
下関のフグ・春帆楼 下関（山口県）
氷見の寒ブリ 氷見（富山県）
境港のカニ・海鮮丼 境港（佐賀県）
呼子の朝市・イカ 呼子（佐賀県）
きりたんぽ鍋 秋田（秋田県）
日間賀島のタコ・フグ 日間賀島（愛知県）
道の駅とみうら 富浦（千葉県）
松浦党の里ほんなもん体験 松浦（長崎県）
宇都宮餃子 宇都宮（栃木県）
よこすか海軍カレー 横須賀（神奈川県）
佐世保バーガー 佐世保（長崎県）
喜多方ラーメン 喜多方（福島県）
八食センター・みろく横丁・せんべい汁 八戸（青森県）
北の屋台 帯広（北海道）

安田（2010, p.139-219）を参照のもと，筆者作成

表 2 ： 全国の地域特産食品ブランドの例
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番目の段階として示されている，産業や製品のイメージが地域
イメージに影響を与えるという関係の利用することは，つまり，
地域に対する特産品連想に対応していると捉えることが可能
である。よって，この関係によりいっそう注目する必要がある。

　これまでの議論から，広域での観光振興や地域活性化の
ために，地域特産品のブランディングが求められている場合，
地域のブランドおよびイメージと地域特産品のブランドおよびイ
メージとの関係は，逆方向の2種類の関係が考えられる。こ
の関係を図示したのが図 3である。すなわち，地域特産品に
該当地域の生産地効果が働く（図 3A）としても，その地域が
市町村レベル以下の領域である場合，広域の都道府県レベル
の生産地効果と同様の影響が作用するとはいいきれない。そ
れよりも，図 3Bに示すように，まず特産品の認知があり，それ
を手がかりにその地域へのイメージが醸成されるという，特産
品連想の方が大きく作用していると考える方が現実に近いと考

えられる。

4． おわりに

　地域のマーケティングとブランディングは，地域の魅力に影響
する多数の要素を包含した複雑で包括的な戦略的計画プロ
セスを構成する。よって，それぞれの地域は，それらのイメージ，
アトラクション，インフラ，イベント，人々，そして他の重要な属性
で訴求しようとする。つまり，地域のマーケティングも，他のす
べての戦略的マーケティングと同様に，消費者を中心とした環
境分析を行い，その結果に基づいた市場細分化，分割された
市場細分の中から自らの標的市場の選定，そしてその標的市
場に向けたポジショニングを行うというプロセスを実行しなけれ
ばならない。
　一方で，KotlerとGertnerは，地域のマーケティングやブランディ
ングにおいて共通する失敗は，すべての人に対するすべての
ものになろうと試みることであるというxxi。どんなに大きくて多角
化した国や地域であっても，競合する国々や地域との比較に
おいて，人々の心の中の特定のポジションを占めるひとつの方
法を選ばなければならない。もし，ひとつの地域が多くの競争
領域で活動しようとするなら，その地域名は，アンブレラ・ブラン
ドまたはファミリー・ブランドとして用い，独特なニーズや興味を
持っている特定の顧客グループ向けに開発されたサブ・ブラン
ドを用いることができる。よって，各ブランドは，特定のセグメン
トに焦点を当てるべきである。つまり，それぞれのブランドはお
互いに競争するのではなく，むしろ市場機会の最大の優位を
獲得するべく，と同時にそれぞれが何らかの統一された地域イ
メージを醸成するように影響するべく協調させられなければな
らない。
　このような特徴を考慮しながら，地域そのもののブランディン
グと地域特産品のブランディングの双方をどのように進めていく
べきかが考察されなければならない。これまでの議論から導か
れる結論は，特に，対象となる地域が比較的小規模で知名度
が低い場合には，特産品の認知から地域イメージの形成へと
向かう地域に対する特産品連想の影響関係が地域ブランディ
ングを進めていく上で重要であることを確認しなければならな
い，ということである。この影響関係は，生産地効果のそれに
勝るとも劣らない。これらのことから，地域ブランディングを進め
ていく上で，比較的知名度の低い地域においては，特産品連
想の状況を正確に把握し，適切に利用していくことが不可欠で
ある。
　地域ブランディングを進めていく上で，生産地効果との対比
を考慮しながら，特産品連想を適切に促進していくことを考え
なければならない。同時に，一般のブランドでは，ブランドもそ
の製品もひとつの企業が所有してコントロールできるのに対し
て，地域と特産品はそれぞれ別だという点が注意しなければな
らないということも考慮しながら，この視点からの研究を進める
ことが課題であり，その出発点としてこれらの関係の状況を把

図 3 ： 生産地効果と特産品連想の模式図

筆者作成

図 2 ： 国のブランディングに必要な戦略的経営アプローチのプロセス

1．その国は，その主要な強み，弱み，機会，そして脅威を決定
するために，SWOT（強み，弱み，機会，そして脅威）分析を実
行する必要がある。

↓
2．その国は，それから，強力なブランディングと物語の基礎を提
供できるような，いくつかの産業，人物，自然景観，そして歴史
上の出来事を選択する。

↓
3．次に，その国は，その別々に行われているブランディング活動
全体をカバーし，それらと一致するような傘となるひとつのコンセ
プトを開発しなければならない。可能なコンセプトは，楽しみの国，
品質の国，安全の国，誠実な国，進歩の国，等 と々なるだろう。

↓
4．そして，その国は，潜在的に大きな影響を持つと見なされるブ
ランディング活動のそれぞれに十分な国家予算を配分する。

↓
5．その国は，すべての輸出された製品が信頼でき，約束された
成果水準を提供することを保証するような輸出基準を設定す
る。

Kotler，Gertner（2011）を参照のもと，筆者作成
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握するための実証的研究が必要である。今回は，この視点の
重要性を指摘するだけに止まるが，消費者調査など実証的な
研究を通じて，この領域への理解を深めていくことが今後の課
題である。
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