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日本は 人口 減少 と少 子高 齢化に よる 人 口構造 の変 化に 伴い 、多 くの地 域で 過 疎化が 進行
してい る。 市町 村は 、如 何に地 域に 人 を呼び 込み 、地 域を 活性 化させ るか が 喫緊の 課題 で
ある。 地域 には 地域 ブラ ンド力 が高 い 地域ば かり では ない 。地 域ブラ ンド 力 に乏し い地 域
は、効 果的 に地 域の 魅力 を引き 出し て 発信す るこ とで 地域 に人 を呼び 込む 、 戦略的 な地 域
づくり が求 めら れて いる 。近 年 、こ のよ うな問 題意 識か ら 、地域 の活 性化 を目 的とす る「日
本版 DMO（ 観光地 経営 組織 ）」の役 割が 注目を 集め てい る 。本研 究は 、日本版 DMO で比 較的
成功し てい ると 思わ れる 「せ と う ち DMO」を 広域 ブラン ドと して 取り 上げ て、 瀬戸内 ブラ
ンドの ロゴ・マ ーク を使 用す る。本研 究は 、カン トリ ー・オブ・オ リジ ン (COO)の知 見を 活
用しな がら 、地 域を 無形 財と捉 え、 広 域ブラ ンド の役 割を エン ドース メン ト にある と仮 定
し、広 域ブ ラン ドの ブラ ンド要 素と し てロゴ ・マ ーク を取 り上 げ、ロ ゴ・ マ ークを 地域 産
品に付 与し た場 合、 消費 者の好 意度 お よび購 入意 向の 形成 にど のよう な影 響 を与え るか に
ついて 定量 的に 分析 をす ること で、 地 域ブラ ンド 構築 にお ける 広域ブ ラン ド の役割 を明 ら
かにす る。 これ によ って 、これ まで あ まり議 論を され て こ なか った、 複数 地 域 (群)＋地 域
産品が 消費 者に 与え る影 響につ いて 検 証し、 実務 的な イン プリ ケーシ ョン を 得るこ とを 目
的とす る。
本研究 は、 まず は広 域ブ ランド の付 与 対象で ある 1 単 位当 たり の地域 ブラ ン ド構築 の成
功要件 を検 証す る。 次に 、地域 ブラ ン ドにロ ゴ・ マー クま たは 製品情 報を 付 与した 場合 の
消費者 の反 応を 明ら かに する。 最後 に 、地域 ブラ ンド 構築 にお ける広 域ブ ラ ンドの 役割 に
ついて 解明 をす る。 分析 の結果 から 明 らかに なっ たの は以 下の 通りで ある 。

①1 単位 あた りの 地域ブ ラン ドを 構築 する上 での 成功 要件 は、地域 ブラ ンド 力 (地 域の 知名
度)で ある といえ る。
②地域 から 製品 への 拡張 におい て、 地 域ブラ ンド 力の 高低 にか かわら ず、 低 関与の 製品 カ
テゴリ ーを 選択 する と効 果的で ある 。
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③地域 産品 ブド ウに 広域 ブラン ドで あ る瀬戸 内の ロゴ・マー クや 製品 情報 を付 与した 場合 、
消費者 の好 意度 と購 入意 向が高 くな る 。地域 ブラ ンド を構 築す る際に 、低 関 与の地 域産
品にロ ゴ・ マー クや 製品 情報の 提示 刺 激を付 与す るこ とが 重要 である 。
④地域 ブラ ンド 構築 にお ける広 域ブ ラ ンドの 役割 は、 低関 与で ある地 域産 品 ブドウ につ い
ては、 製品 情報 より もロ ゴ・マ ーク 、 つまり 広域 ブラ ンド を付 与する こと が より効 果的
に好意 度と 購入 意向 を高 める可 能性 が ある。 これ は、 一次 産品 で地域 ブラ ン ドを構 築す
る場合 、広 域地 域を 活用 すると 、広 域 ブラン ドが エン ドー サー として 働き 、 より効 果的
に好意 度 と 購入 意向 を高 める可 能性 が あるこ とを 示唆 して いる 。
⑤地域 産品 デニ ムに おい ては、 ロゴ ・ マーク の付 与だ けで はエ ンドー ス機 能 として は事 足
りず 、ロ ゴ・マー クと 地域 産品 に対 する 製品情 報の 付与 の合 わせ 技がよ り効 果 的であ る 。

本研究 は、 日本版 DMO に 関する 学術 的 な 実証 研究 の蓄 積が 少な い中で 、 学 術 面にお いて
は、先行 研究 を踏 まえ 、地 域性 が製 品に 及ぼす 影響 とい う点 で類 似する カン ト リー・オ ブ ・
オリジ ンの 知見 を活 用し 、地域 ブラ ン ド構築 にお ける 広域 ブラ ンドの 役割 に ついて 定量 的
に分析 を行 い、 新た な知 見を得 てい る 。実務 面で は、 具体 的な 地域ブ ラン ド 構築に おけ る
広域ブ ラン ドの 役割 を明 らかに し、 効 率的な 構築 手法 を提 案し ている 。 本 研 究の 取 り組 み
は独自 性が 高く 、 ブ ラン ド構築 に関 す る研究 分野 に対 して 、ま た、実 務に お いても 貢献 し
意義深 いと 考え る。
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