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プレイス・ブランディングにおける文化の研究
～訪日客の地方分散に関する問題意識～
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In global tourism competition among countries, regions and cities, place branding has become one of significant role. A joint
report by United Nations World Tourism Organization（UNWTO）and European Tourism Commission（ETC）remarks that
place branding will be increasingly important and valuable. However, very little attention has been paid to place branding in
Japan partly because place branding is more often argued within the framework of“Chiiki Brand”than its universal principle
itself. This exploratory research revealed significant differences between place branding and“Chiiki Brand”after carried out
quantitative research to 141 dissertations relating to place branding throughout the world. One of the key findings is that culture
plays a pivotal role in place branding.
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１．はじめに

る中、プレイス・ブランディングが国家

いる訪日観光に関する問題の所存を認識

1－1

の支援によって活発に行われるようにな

した上で、国内外のプレイス・ブランデ

っている（田中、2014）
。

ィングの先行研究をレビューし、定量調

研究の背景と問題意識

昨今の訪日客の増加、2020年の東京オ
リンピック・パラリンピック競技大会（以

一方、わが国を見ると、プレイス・ブ

査からプレイス・ブランディングにおい

降、東京五輪）の開催決定を受けて、わ

ランディングは、
言葉として浸透すること

て文化がキーワードとなることを明らか

が国では、国家・地域等のブランドを構

もなく、今なお、日本独自の「地域ブラ

にし、わが国が、プレイス・ブランディ

築・強化し、世界に発信する動きが急速

ンド」の文脈の中で検討されることが多

ングを検討する上で有益な示唆を提示す

に高まっている。グローバルな視点では、

い。その結果、グローバルな課題である

ることである。

国家・地域等がブランディングの対象と

にも関わらず、
「地域産品」や「まちづく

なる場合、プレイス・ブランディングが

り」などと同じ土俵で、国内志向の議論

使われることが多い。プレイス・ブラン

に終始することが少なくない。欧米を中

日本政府観光局によると、2014年の訪

ディングの権威として世界的に知られる

心に、
国家のブランディングを図ろうとす

日客数は、前年比29.4％増の1,341万４千

サイモン・アンホルトは、世界観光機関

る場合、その中核に文化の魅力が位置づ

人となり、これまでの過去最高を記録し

（UNWTO）と欧州旅行委員会（ETC）が

けられていることが多い（Dinnie、2008；

た（１）。しかしながら、訪日客による都道

共同で作成した国際観光手引書の中で

Anholt、2009；金子、2010）
。昨今、政府

府県別訪問率（２）を見たところ、東京都や

「プレイス・ブランディングは、国家や地

を中心に文化を観光資源として活用し、

大阪府などの大都市に集中する傾向が見

域、都市の政治・文化・経済的発展のた

訪日客の地方分散を図ろうとする動きが

られ、インバウンド消費額１兆7,232億円

めの全体論的なブランディングのプロセ

見られる中、今こそ、論理的に、かつグ

のうち、関東地方と近畿地方の合計だけ

ス で あ り、ツ ー リ ズ ム の 要 素 が 強 い」

ローバルな視野からプレイス・ブランデ

で全体の約８割を占めている（３）。年間

（Anholt、2009、p.161）と定義した上で、

ィングを相対化しつつ、文化を検討する

2,000万人の訪日客の達成が視野に入っ

「プレイス・ブランディングは、加速的

必要があるのではないかという問題意識

てきた訪日市場において地方分散は、喫

から本研究を行う。

緊の最重要課題のひとつである（４）。した

に、その重要性と価値を高めつつある」
（Anholt、2009、p.21）と記している。そ
して今、国家・地域間のグローバル競争
が激化し、観光客の獲得競争が熾烈化す

1－3

研究の意義

がって、中核に文化が存在すると考えら
1－2

研究の目的

本稿の目的は、現在、わが国で起きて
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れているプレイス・ブランディングを検
討することは、観光資源として文化の活
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用を試みる政府だけではなく、都道府県
にとっても、政策的、改革的な意味があ
る。
２．訪日観光の現状と問題点
2－1

国家・地域等のブランドの急拡大

わが国において国家・地域等のブラン
ドを国内外に発信する動きが急速に高ま
ったのは、2012年（平成24年度）以降の
ことである（表１）。2004年（平成17年
度）から2014年（平成26年度）までの『観
光白書』を調べたところ、はじめてブラ
ンドの言葉が出現したのは、2008年（平
成20年度）の「地域ブランドの振興」で
ある。その後、2012年（平成24年度）に

表１：『観光白書』における「ブランド」の出現数とその内容と主な出来事
出現数
内 容
主な出来事
０
０
０
１ 「地域ブランドの振興」
10月 : 観光圏整備事業の施行
「地域ブランドの振興」「日本ブランド戦略との
平成21年度版 ２
連携」
平成22年度版 １ 「地域ブランドの振興」
３月 : 東日本大震災
平成23年度版 １ 「地域ブランドの振興」
11月 : 東京五輪に立候補
「地域ブランドの振興」
「観光地域のブランド化」
７月 : ロンドン五輪の開催
平成24年度版 ４ 「国を挙げた日本ブランドの海外発信」「観光地
12月 : 東京五輪の一次選考通過
域のブランド化と複数地域間の広域連携」
「地域ブランドの振興」
「観光地域のブランド化」
８月 : 東京五輪の開催決定
「国を挙げた日本ブランドの海外発信の推進」
平成25年度版 ５
11月 : クールジャパン機構の発足
「訪日ブランドの構築・強化」
12月 : 訪日客1000万人突破
「観光産業のブランド力の確立」
「地域ブランドの振興」
「観光地域のブランド化」
「訪日ブランド構築」
「コンテンツを通じた日本ブラ
平成26年度版 ７ ンドの発信」
「海外における日本ブランドの発信」12月 : 訪日客1300万人達成
「関係機関と連携した日本ブランドの発信」
「クー
ルジャパンと一体となった日本ブランドの発信」
平成17年度版
平成18年度版
平成19年度版
平成20年度版

出典：『観光白書』（平成17年度～平成26年度）目次を参照に筆者加筆修正

「観光地域のブランド化」、
「国を挙げた日
本ブランドの海外発信」などが加わった。
2013年（平成25年度）には、さらに「訪
日ブランドの構築・強化」と「観光産業
のブランド力の確立」が加わった。2014
年（平成26年度）になると「クールジャ
パンと一体となった日本ブランドの発
信」
、「コンテンツを通じた日本ブランド

表２：訪日客の都道府県別訪問率の推移（2011年～2014年）
訪問率
50% 以上
20%～50%
10%～20%
５%～10%

の発信」、「海外における日本ブランドの
発信」、「クールジャパンと一体となった
日本ブランドの発信」などが加わり、ブ
ランドの出現数は、７箇所まで増えた。
こうした背景には、わが国が東京五輪
に立候補したこと、東京五輪の一次選考

１%～５%

に通過したこと、東京五輪の開催が決定
したこと、クールジャパン機構（５）が設立
したこと、そして、訪日客が1,000万人を
突破したことなどが、少なからず影響し
ているものと考えられる。このようにブ
ランドが政府によって急速的に発信され
ている中、受け手は、こうしたブランド
にどのような思いがこめられているの
か、今後の訪日客の増加に向けてどのよ
うな問題意識を持てば良いのか理解する
必要があるのではないかと思われる。
2－2

訪日客の都市集中

安倍政権は、地方創生を重点政策に掲
げ、日本国民の約３割が、地域活性化に
必要な対策として観光を挙げている（６）。
自治体の海外展開の具体的な施策として

１% 未満

都道府県
東京都
大阪府
京都府
神奈川県
千葉県
愛知県
福岡県
北海道
兵庫県
奈良県
山梨県
沖縄県
静岡県
大分県
熊本県
広島県
長野県
岐阜県
長崎県
栃木県
埼玉県
和歌山県
石川県
富山県
茨城県
宮城県
岡山県
滋賀県
三重県
香川県
群馬県
新潟県
鹿児島県
青森県
愛媛県
佐賀県
福島県
山口県
岩手県
秋田県
山形県
福井県
鳥取県
島根県
徳島県
高知県
宮崎県

2011年
50.6
25.2
16.7
11.8
9.0
8.8
9.7
6.9
5.9
3.3
4.6
3.1
2.9
3.6
3.0
3.3
2.1
1.9
2.2
1.9
1.9
1.1
1.0
1.0
1.2
1.0
0.7
0.6
0.8
0.5
0.8
0.8
0.9
0.4
0.3
0.4
0.4
0.5
0.3
0.3
0.2
0.3
0.1
0.2
0.2
0.1
0.4

2012年
51.3
24.0
17.3
12.7
9.8
9.4
9.4
7.8
5.7
3.4
5.6
3.1
3.2
3.8
3.4
3.1
3.0
2.3
2.4
1.9
2.0
1.0
1.2
1.0
1.2
1.2
0.6
0.5
0.9
0.3
0.8
0.7
0.6
0.5
0.3
0.5
0.5
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.1
0.2
0.1
0.3

出典：「訪日客消費動向調査」（2011年～2014年）筆者作成
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2013年
47.3
25.1
18.9
11.2
9.6
8.5
11.0
7.8
6.2
4.4
5.5
3.9
2.2
5.0
4.5
3.0
3.2
2.6
2.8
1.9
1.6
1.3
1.6
1.2
1.0
1.0
0.8
0.7
1.0
0.4
0.7
0.6
0.9
0.4
0.3
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.3

2014年
51.4
27.9
21.9
12.3
11.7
9.2
8.9
7.8
6.2
4.9
4.8
4.7
4.4
4.2
3.5
3.4
2.9
2.6
2.3
2.0
1.8
1.5
1.5
1.3
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2

グラフ
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最多の93の自治体が外国からの観光客の

件の広域観光周遊ルート形成計画につい

誘致を選択している

て認定している

。自治体国際化協

（７）

表3：日本の地域ブランド研究における
論文タイトル中のキーワード

。

（11）

会によると観光客の誘致を期待する自治

このような取組は、訪日客の満足度・

構成要素

体の海外拠点数は、対前年で17％増えて

再来訪意向を高めることにもつながると

地域ブランド

410

いる 。ところが、2014年の訪日客の都

考えられている

特集

300

道府県別訪問率を見ると10％を超えてい

によると、訪日客における活動実施率の

地域

100

るのは東京都（51％）、大阪府（28％）、

上位10活動について「期待以上」の比率

地域ブランド戦略

98

地域活性化

80

まちづくり

71

ブランド

70

取り組み

60

事例

65

（８）

。訪日客消費動向調査

（12）

出現数

京都府（22％）、神奈川県（12％）、千葉

をみると、
「日本の生活・文化体験」
（70

県（12％）の５都府県だけで、１％にも

％）と「日本の歴史・伝統文化体験」
（68

満たない県が21県もある（表２）。さら

％）が最も高い結果となっている（13）。こ

に、2011年から2014年までの都道府県別

のことは、文化を活用することが、地方

ブランド化

50

訪問率を見たところ、10％を超えるすべ

分散に限らず、リピーター確保という観

創造

50

ての都府県において、訪問率が上昇して

点からも有効であることを示唆するもの

地域ブランド構築

39

いる。一方、１％未満の新潟県、福井県、

である。

地域団体商標制度

38

まち

36

大会のテーマ

34

確立

31

調査

31

時代

30

宮崎県など地方が減少し続けている。

以上、訪日客が増加する一方、都市集

このことから、訪日客数は、増加傾向

中が高まり、多くの地方には、その恩恵

にあるものの、訪問しているのは、国際

が十分に行き渡っていない。こうした現

空港近くの都市部に集中しており、その

状を踏まえて、政府を中心に、地方文化

課題

29

傾向が加速していることがわかる。それ

を活用しながら、訪日客の地域分散を図

地域ブランド化

28

以外の多くの地方には、訪日客による消

る試みが見られる。日本の文化体験が訪

活性化

26

費の恩恵は、十分には行き渡っていない

日客における満足度が最も高く、地方分

食

26

地域産品

26

といえる。

散だけではなく、再来訪も期待されてい

地域資源

23

切り札

21

活用

20

構築

20

づくり

19

ブランド評価

19

育成

19

研究

19

保護

19

る。次章では、国内外のプレイス・ブラ
2－3

文化を活用した地方分散の取組

ンディングの先行研究をレビューする。

一方、政府を中心に、歴史、文化等を
活用しながら、訪日客の地方分散を図ろ

３．先行研究のレビュー

うとする取組が見られるようになった。

3－1

日本の「地域ブランド」について

文化、歴史等の観光資源等のポテンシャ

まず、プレイス・ブランディングを考

ルを活かし、多くの人々を地域に呼び込

察する前に、わが国で従来から使われる

むことは、
「日本再興戦略」にも掲げられ

「地域ブランド」
について整理する必要が

出典：林・中嶋（2009、102頁）を筆者加筆修正

。経済産業

ある。地域ブランドの研究は、歴史もあ

を促す「平成の大合併」である。４つめ

省は、2014年10月より、観光を通じた地

り、専門的な研究も数多い（中嶋、2005；

は、農林水産省による「地域食品ブラン

域経済活性化のため、文化財などの地域

杉山、2007；林・中嶋、2009；大方・八

ド育成・管理支援」である。５つめが、

資源を組み合わせた魅力的なストーリー

坂・平屋・増田、2009；和田・菅野・徳

観光庁が国際競争力の高い魅力的な地域

作りの手法を検討する「地域ストーリー

山・長尾・若林、2009；佐々木、2011；

づくりを支援するために2008年に着手し

作り研究会」を開催している。文部科学

小林、2014）
。

た「観光圏整備事業」の施行である。こ

るように重要な課題である

（９）

省は、2015年４月より、各地の文化・伝

わが国の地域ブランドの誕生の背景に

れが『観光白書』において「地域ブラン

統を語るストーリーを「日本遺産」とし

は、５つのきっかけがあるといわれる

ドの振興」として、初めてブランドが言

て文化庁が指定する日本遺産認定制度を

（佐 々 木、2011；小 林、2014）
。１ つ は、

及されるきっかけとなったものである。

開始している 。さらに観光庁は、2015

中小企業庁が2004年に創設した「JAPAN

年６月に、複数の都道府県を跨って、テー

ブランド育成支援事業」である。２つめ

さまざまな社会的背景を受け、複数の省

マ性・ストーリー性を持った一連の魅力

は、2006年４月に施行された地域団体商

庁から誕生し、ブランド化される対象も

ある観光地をネットワーク化し、外国人

標制度である。これは、改正商標法で創

異なっている。
「地域ブランドという言葉

旅行者の滞在日数に見合った「広域観光

設された制度で「地域名＋商品（サービ

は広く日本中に浸透したが、地域ブラン

周遊ルート」の形成を促進し、海外へ積

ス）名」で商標登録が可能となったもの

ドの定義は様々であり、未だに一義的な

極的に発信する事業を実施しており、７

である。３つめは、国主導で市町村合併

定義は得られているとは言えない」
（佐々

（10）
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このように、日本の地域ブランドは、
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木ら、2008）状況である。そこで、林・

ドは、売れ続けるしくみづくりの発想が

なり独自の展開をしていると問題提起を

中嶋（2009）は、日本の地域ブランド研

極 め て 重 要（嶋 口、1994、p.26；青 木、

している。さらに、林ら（2009）は、日

究における研究領域構造を体系化し、論

2000、p.65；和田ら、2009、p.9）だと主

本の地域ブランドの取組が、その競争相

文書誌情報データベースを活用した定量

張している。このことから、プレイスの

手が、圧倒的に国内地域が多く、地域ブ

分析を行っている。論文タイトル中に含

ブランドを検討する上で大切なことは、

ランドの研究に関しては、国内視点に留

まれるキーワードで多かったのは、
「地域

表面的で一過性の話題作りや、一時的な

まっている問題を指摘した上で、海外に

ブランド」、「特集」、「地域」、「地域ブラ

集客だけではなく、継続的に観光客に訪

おける地域（プレイス）ブランド構築論

ンド戦略」、
「地域活性化」、
「まちづくり」

れてもらうためにはどうすればよいのか

の導入、比較分析の視点を持った研究が

などであった（表３）。この結果を受け

という発想と、それを可能にする継続的

必要だと主張している。

て、林ら（2009）は、「日本においては、

な価値は一体何かといったことまで踏み

このように、わが国では、研究者の間

経済活性化や商業活性化ではなく地域活

込んで議論されるべきだろうと考える。

で、プレイスのブランドについて関心が
高まりつつあるものの、日本語で「地域

性化やまちづくりというキーワードが多
いことから、地域ブランドが、地域を創

3－2

日本におけるプレイス・ブランデ

ブランド」と表現することによって、ブ

造する活動と位置づけられている」（林

ィングの先行研究

ランドを特定する対象が不明確となるな

ら、2009、p.101）と述べている。「まち」、

日本には、プレイス・ブランディング

ど、別の新たな混乱を招いていると思わ

「大会のテーマ」、
「食」、
「地域産品」も多

の専門的な研究は、極めて少なく、言葉

れる。こうしたことからも、前述したと

いことから、例えば、
「ご当地グルメ」や

としても定着していない。国立情報学研

おり、ブランドを特定する対象が国家、

「B級グルメ」などに代表される「まちづ

究所が運営する学術論文等のデータベー

地域、都市等の場合は、グローバルの視

くり」の要素が強いことも推測できる。

ス「CiNii」によると「プレイス・ブラン

野から、プレイス・ブランディングを活

一方、現状の「地域ブランド」を問題

ディング」を主題として扱う学術論文等

用した方が好ましいのではないかと思わ

視する研究者もいる。杉山（2007）は、

は７件しか存在しない。伊藤（2009）は、

れる。

地域ブランドとは何かを深く掘り下げな

学 術 雑 誌 Public Diplomacy & Place

いまま進行する現在の地域ブランドに係

Branding の投稿論文の類型化を試みた。

る取組や研究は、一過性のものとして終

日本で初めてプレイス・ブランディング

ィングの先行研究

焉する恐れをはらんでいると指摘してい

を主題として扱った研究である。また、

欧米では、プレイス・ブランディング

る。また、大方ら（2009）は、地域ブラ

若林（2014）は、地域ブランド・アイデ

を専門とする研究者は、数多い（Anholt、

ンドは、ブーム的様相を呈していると指

ンティティ策定に有効な
「地域ブランド・

2009；Moilanen et al、2009；Govers et

摘した上で、当初は、地域団体商標制度

アイデンティティ生成モデル」を開発し

al、2009；Ashworth et al、2010；Go et

を活用した地域特産品の商標所得プロセ

た。残りの５名は、都市工学、都市デザ

al、2012；Ind et al、2013）
。現代マーケ

スを指すものであったが、今では、概念

イン学の領域から研究を行っている。

ティングの第一人者として知られるフィ

3－3

海外におけるプレイス・ブランデ

や目的も曖昧となり、「地域おこし」や

日本の従来型の地域ブランド研究領域

リップ・コトラーがプレイス・ブランデ

「まちづくり」などといわれていた活動を

の中で、プレイスのブランドが議論され

ィングの研究の先駆けになっているのは

単に「地域ブランドづくり」と言い換え

る場合がある（中嶋、2005；青木、2007；

事実である（Dinnie、2008、p.20）。1990

たようなものや、一過性のイベント的な

林ら、2009；和田ら、2009；若林、2014；

年代前半、アメリカの多くの州や市町村

性格が強いものなど、本来のブランドの

小林、2015）
。この中には、プレイスのブ

が歳入不足に直面していた。マーケティ

意義から乖離しているケースが少なくな

ランドの概念を日本従来の地域ブランド

ング理論の積極的な拡張をすすめていた

いと述べている。

と 融 合 し よ う と 試 み る 研 究 者（若 林、

コトラーら（1993）は、その技法をプレ

それでは、本来のブランドとは、どう

2014；小林、2015）がいる一方、プレイ

イスの経済発展に結びつけて、
『マーケテ

いうことか。ブランド論の第一人者のデ

スのブランドは、従来の地域ブランドと

ィング・プレイス』を世に送り出した（中

イビット・アーカーによると「ブランド

は異なるものだと新たな学問領域を主張

嶋、2005、p.45）（14）。世界に広まるきっ

は、戦略的資産であるという画期的な考

する研究者（林ら、2009；伊藤、2009）も

かけをつくったのは、1997年、英国ブレ

え方であり、未来の成功のための足場で

いる。青木（2007）は、地域ブランドを

ア首相が推進した国家ブランディング戦

あり、その組織のために継続的な価値を

特定する対象が「地域資源」なのか「地

略の「クールブリタニア」（15）だといわれ

生み出すものだ」
（Aaker、2014、p.5）と

域全体」なのか見極めるべきだと述べて

る。国家レベルによるブランディングの

述べている。また、その他の国内のマー

いる。また、小林（2015）は、日本の地

取組の重要性が、国際社会において認識

ケティング研究者も、共通して、ブラン

域ブランドの研究が、海外のものとは異

されるきっかけとなり、韓国、豪州など
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多くの国々が後に続いた（金子、2010；

強 化 で あ り、自 尊 心 の 強 化 で も あ る」

イスで学びたい、働きたい、暮らしたい

水島、2014）。わが国の「ビジットジャパ

（Moilanen et al、2009、p.1）
。プレイス・

という人々も含まれていることを強調し

ン」にも少なからず影響を受けた（中嶋、

ブランディングを実践することは、
まさに

て い る（Anholt、2009、p.159－161）。さ

2005、p.45）。当時、英国外務省の広報外

堅実な発展（スマート・グロース）であ

らに、国家・地域間のグローバル競争が

交顧問を務めていたアンホルトが世界的

り、中長期的に、プレイスに暮らす人々

激化し、観光客の獲得競争が熾烈化する

権威である（外務省、2010）

の生活の質を高めることになる
（Go et al、

中、
「デスティネーション・ブランドでは

2013、p.10－13；Ind et al、2013、pp.45－55）

なく、全体論的なプレイス・ブランドと

といわれる。

いう考えが、
世界中で確立されつつある」

といわれ

（16）

る。
プレイス・ブランディングの定義につ

と指摘している。前述したとおり、世界

いて、アンホルトは、既述したように「国
家や地域、都市の政治・文化・経済的発

3－4

デスティネーション・マーケティ

観光機関（UNWTO）と欧州旅行委員会

展のための全体論的なブランディングの

ングとの相違

が共同で作成した国際観光の手引書の中

プロセスであり、ツーリズム要素が強い」

ここで、プレイス・ブランディングの

で「プレイス・ブランディングは、加速

としている。他の研究者も厳密に規定は

類似概念のデスティネーション・マーケ

的に、
その重要性と価値を高めつつある」

していないものの、アンホルトと同様「プ

ティングとの比較・整理する必要がある

と記されている。

レイスをブランドとみなし、最新のブラン

と思われる。観光マーケティングの研究

以上、日本従来の地域ブランドを概観

ド理論や技法をプレイス・マーケティン

者レス・ラムズドン（1997）は、デステ

しながら、国内外のプレイス・ブランデ

グに導入すること」をプレイス・ブランデ

ィネーション・マーケティングにおける

ィングの先行研究をレビューした。プレ

ィングだとみなしている（小林、2014）
。

デスティネーションは、４つのキャラク

イス・ブランディングを特徴づける概念

アンホルトは、プレイス・ブランディング

ターによって構成されていると述べてい

としてセンス・オブ・プレイスが存在し、

を特徴づける概念として「センス・オブ・

る。①世界的に知れたその国を代表する

文化が中心に位置づけられていることを

プレイス」を挙げている。
「センス・オブ・

ランドマークを含む「プライム・アトラ

述べた。
類似概念のデスティネーション・

プレイス」の考えは、1976年に地理学者

クター」、②近代建築、百貨店、湾岸開発

マーケティングとの相違を考察し、プレ

エドワード・レルフが提唱した概念「プ

地区などを含む
「建造環境とフィジカル・

イス・ブランディングへのパラダイム・

レイスを他のプレイスと識別する上で欠

アイデンティティ」
、
③ツーリストに必要

シフトが起こりつつあることを述べた。

かせないものは、プレイスの文化である」

な宿泊施設、交通機関、レストランなど

が始まりとされる（Go et al、2010、p.5）
。

を含む「付帯提供サービス」
、④雑踏、音

これを受け、アンホルトは、
「センス・オ

楽、香りなどを含む「社会文化的要素」

「新しい場所を旅行する観光の消費者

ブ・プレイス」が３つの要素から構成さ

の４つである（Lumsdon、1997、p.238）
。

の動機づけは、単純にレジャーか好奇心

れていると主張し、３つの P を挙げてい

このことから、デスティネーションは、

かもしれないが、彼らがそこに行った時

る。①「プレイス」
（文化、歴史、遺産な

「複数の企業・団体等によるプロダクト・

の経験は、明らかに文化的関係の中に位

ど）
、②「プロダクト」
（プレイス出自のプ

サービスの組み合わせで、個々の観光組

置づけられており、
理解されるかどうか、

ロダクトやサービス）
、③「ピープル」
（プ

織がバラバラに提供している商品を地域

認識されるかどうかにかかわらず、文化

レイスに暮らす人々）
である。
「ピープル」

単位で組合せ「商品化し、マーケティン

的メッセージで満たされている。そして

について、アンホルトは、注目されること

グを遂行す」ることがデスティネーショ

ある種の文化的環境の中にとらわれるこ

が少ないが、プレイスの文化などを外部

ン・マーケティングである」
（小林、2015、

と に な る」
（Throsby、2001、p.200）と

と共有する重要な役割を果たしていると

p.140、括弧内は筆者）といえる。

いわれている。

3－5

文化

それでは、文化とは何か。
「文化とは、

強調している（Anholt、2009）
。また、プ

一方、アンホルト（2009）は、グロー

レイス・ブランディングの最終目標につ

バル市場で、デスティネーション・マー

ある特定の国家が有する単純な文化遺産

いて、多くの研究者のあいだで、大勢の

ケティングからプレイス・ブランディン

以上のものであり、文化は、生きている

人々を呼び込むだけではなく、プレイス

グへのパラダイム・シフトが起こりつつ

本質であり、多様な遺産（景観、建築物、

に暮らす人々の誇りや豊かな生活を向上

あることを示唆している。デスティネー

イベント）
、博物館、美術館、芸術（公

させることだと考えられている（Anholt、

ション・マーケティングは、特定のデス

園、音楽、ダンス、ドラマ）
、ライフスタ

2009；Moilanen et al、2009；Go et al、

ティネーションを訪問するツーリストし

イル（昼の活動、夜の活動、人々）を含

2013；Ind et al、2013）
。
「プレイス・ブラ

か対象としていないと指摘した上で、プ

む（Dinnie、2008、p.138）といわれる。

ンディングが及ぼす影響の範囲は、プレ

レイス・ブランディングは、ツーリズム

文化政策学者デイビッド・スロスビー

イスに暮らす人々のアイデンティティの

の要素が強いのは事実だが、特定のプレ

（2014）は、
「文化とは、特定の実演芸術

－129－

日本国際観光学会論文集（第23号）March,2016

の講演や特定の博物館、美術館への訪問、

文化が重視されるもう一つの理由は、

グ」または「プレイス・ブランド」が含

芸術祭への参加、宗教的・文化的な聖地

プレイスにおける文化的な経験・体験が

まれる「学術誌」または「学術専門誌」

への巡礼、文芸あるいは、その他の文化

その後の再訪行動に影響すると考えられ

を検索したところ、
188件を確認すること

にゆかりのある場所への旅行、おそらく

ているからである。再訪行動に関する研

ができた。プレイス・ブランディングは、

専門知識を持ったガイドを伴った考古学

究は多い。宮崎（2000）は、リピート行

社会学、地理学、農学などさまざまな領

的なあるいは他の文化的な遺跡への訪

動の促進要因が、観光客が旅先で出会う

域の研究者によっても研究されている

問、文化体験をするために特定の地域社

人々に影響されていることを発表した。

（Lucarelli et al、2013、pp.65－81）ことか

会の中で生活をすることなどである

清水（2004）は、社会基盤学の観点から

ら、全文において「観光」を含むものに

（Throsby、2014、p.168）」と定義してい

リピート来訪行動モデルの開発を行っ

絞った。その結果、
141件を確認すること

る。さらに、人類学者ディパック・パン

た。石田（2014）は、定量分析から再訪

ができた。20件は、重複していたため、

ト（2005）は、
「文化は、ある人々や国家

行動の促進要因を導き出し、人と触れ合

残りの121件の英語の論文を研究の対象

にとって、最も無形でありながらも、最

う場を増やすこと、日本独自の文化や食

とした。

も差別化要因となりえる要素である」と

に関する体験を得てもらうことの重要性

121件の論文に関して、「論文タイト

主張し、これを受けて、プレイス・ブラ

を唱えた。さらに、地域ブランドをテー

ル」
、
「サブジェクト用語」
、
「地理的条件」

ンディングの研究者キース・ディニー

マとした電通産学協同プロジェクト「電

を 調 べ た。「サ ブ ジ ェ ク ト 用 語」は、

（2008）は、文化のエレメントとして言

通abic project」は、社会と文化の潮流の

EBSCOhostが一定の規則に則っとり、客

語、音楽、小説、フード・アンド・ドリ

重要性を指摘した上で、地域での体験・

観的に割り振る主題である（18）。例えば、

ンク、スポーツ、建築物を挙げている。

経験を通して生まれる体験価値は、ブラ

該当する論文に「文化」の単語が含まれ

ンド価値であり、その経験が印象的であ

ていなくても、EBSCOhostが「文化」に

美術館、芸術祭などを訪問するというこ

ったり、感動的であるほど消費者の記憶

割り振ることが考えられる。
「地理的条

とだけではなく、あるプレイスを訪問し

が強く残り、次なる経験、つまりリピー

件」には、該当する論文に関連する国名、

て文化体験を行ったり、地域社会の中で

ターにつながる（和田ら、2009、p.144；

地域名、都市名などが付与される。日本

生活をすることなども含まれていること

Govers et al、2009、p.53）
」と報告した。

の地域ブランドと欧米のプレイス・ブラ

こうしたことから、プレイス・ブラン

ンディングでは、ブランド化される対象

それではなぜ、プレイス・ブランディ

ディングにおける文化は、文化が他のプ

に相違があると思われることから、これ

ングに、文化が必要だと考えられている

レイスを差異化する機能を果たすだけで

を明らかにする上で重要である。なお、

のか。国家がブランディングを図ろうと

はなく、再訪行動にも重要に寄与してい

本章では、断りがない限り、ブランド化

する場合、その中核に文化の魅力が位置

るものと考えることができる。

される対象が特定できるように、曖昧に

このことから、文化は、単純に博物館、

がわかる。

付けられることが多いのは、文化が国家
を差異化する機能を果たすからである
（金子、2010）。「世界の国々は、自国がい

ならぬよう「地域」を使わず、原文（ネ
４．研究方法

イション、リージョン、シティ、ルーラ

4－1

ルなど）のままカタカナで表記を行う。

仮説

かに美しいか、いかに大勢のビジターを

前章では、国内外のプレイス・ブラン

魅了しているかをアピールしている（外

ディングの先行研究をレビューしなが

4－3

務省、2010）、しかし、「どこの国も同じ

ら、プレイス・ブランディングにおける

4－3－1

こ と を ア ピ ー ル し て い る」（Anholt、

文化の役割を中心に考察した。
本章では、

2009）。各国とも似たような面を強調しが

海外のプレイス・ブランディングの研究

接続詞、助動詞などを削除し、合計925個

ちで、差異を追求して差異がなくなる状

において、文化がキーワードであること

の単語を調べた。タイトルに含まれる単

態（金子、2010）だといえる。ディニー

を定量調査により明らかにする。

語は、当然のことながら「プレイス」と

は、
「ある国の文化は、その国のブランデ
ィングの本質的なエッセンスを構成する

調査の結果
タイトルに含まれる用語

英語のタイトルを単語に分解し、冠詞、

「ブランディング」が圧倒的に多かった
4－2

調査の設計及び方法

（表４）
。次いで「ブランド」
、
「マーケテ

海外の学術雑誌論文を中心とした学

ィング」といったマーケティング関連の

（Dinnie、2008、p.118）と結論づけてい

術情報の全文、または文献データを検索

単語が上位を占めた。「文化」の出現数

る。したがって、自国の固有性を表現す

できるオンライン・データベース

は、６番目に多かった。文化の定義で明

る手段として、文化が注目され、ビジター

「EBSCOhost」 を活用した。本調査は、

らかにしたように、文化を特定する「ス

を魅了する要素として重視されているの

2015年７月31日時点のものである。論文

ポーツ」
、
「観光」
、
「文学」
、
「アート」、
「デ

である（金子、2010）。

のタイトルに「プレイス・ブランディン

ザイン」
、
「人々」
、
「オリンピック」など

もの だ と み な し て も 差 し 支 え が な い」

（17）
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表４：タイトルに含まれる用語と出現
プレイス
ブランディング
ブランド
マーケティング
事例
文化
シティ
構築
アイデンティティ
ローカル
戦略
イメージ
マネジメント
ネイション
リージョン
ルーラル
研究
コミュニティ
見解
政治
調査
レビュー
スポーツ
観光
解析
変化
気候
コンセプト
探求
インプリケーション
文学
計画
プラクティス
関係
空間
見地

131
117
21
16
14
10
９
９
８
８
８
７
７
６
６
６
６
５
５
５
５
５
５
５
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
４
4

表５：サブジェクト用語と出現数

もあり、
「文化」とあわせると、文化関連
の用語は合計57件あった。したがって、

4－3－4

調査結果の考察

調査結果から３つの新たな知見を得る

タイトルにおいては、文化関連の出現数

ことができた。１つめは、海外のプレイ

が３番目に多い結果となった。

ス・ブランディングの研究において、文
化がキーワードであることがわかった。

4－3－2

サブジェクト用語

表３が示す日本の地域ブランドの論文タ

サブジェクト用語は、
合計605個あった

イトル中のキーワード分析において、
「文

（表５）。EBSCOhostによって最も多く分

化」が存在しなかったこと、
「食」以外の

類されていたのが「プレイス・マーケテ

文化関連の単語が存在しなかったことか

ィング」であった。その後に、
「ブランデ

ら、両社の相違点も明らかにしたといえ

ィング」、「観光」
、
「マーケティング」そ

る。２つめは、欧米のプレイス・ブラン

して「文化（文化的）
」が続いた。文化の

ディングの研究では、ブランド化される

定義で明らかにした「スポーツ・イベン

対象は、
「国家」が過半数を占めていたこ

ト」、「ワイン」
、
「オリンピック」
、
「フー

とだ。日本の地域ブランドが、表３が示

ド・イベント」
、
「ワールドカップ」
、
「ク

すように、狭い範囲のプレイス、つまり

リスマス」、「世界遺産」、「パブリック・

「地域」や「まち」がブランド化される対

アート」、
「景観」などもあり、
「文化（文

象となる傾向があるのに対し、欧米のプ

化的）」とあわせると、合計37件の文化関

レイス・ブランディングは、
「国家」を中

連の用語があった。したがって、サブジ

心とする広い範囲のプレイスがブランド

ェクト用語においても、文化関連は、３

化の対象となっていた。同じく、両者の

番目に多く分類される結果となった。

違いを明らかにしたといえる。
３つめは、
タイトルに含まれる用語とサブジェクト

4－3－3

地理的条件

用語において、マーケティング関連の用

地理的条件が確認できたのは、合計56

語が圧倒的に多く、政治や経済関連の用

件だった。欧米諸国が圧倒的に多く、
「米

語も多かったことだ。
「日本の地域ブラン

国（９）」が最多で、次いで「英国（７）
」

ドの出現・変遷が、単純に経済活性化を

と「ニュージーランド（６）
」の順であっ

目指すというよりも、地域全体への好循

た。また、ブランド化される対象は、
「ネ

環や地域を創り出す意識が強く働いてい

イション」
（国家）が66％と過半数を占め

ると考えられる（林ら、2009、p.91）
」の

プレイス・マーケティング

62

ていた。次いで「ローカル」
（例：ベル

に対し、プレイス・ブランディングは、

ブランディング

31

観光

25

ギー内のフランダース、英国内のスコッ

グローバルな視野で、広い範囲のプレイ

マーケティング

17

トランド等）、「ステイト」（米国の州）
、

スをブランド化される対象とみなし、プ

文化（文化的）

15

「リージョン」
（例：アフリカ、ヨーロッ

レイスの文化・経済・政治的発展のため

ステイクホルダー

15

ブランド・イメージ

14

パ、中近東）
「シティ」
、
（都市）が続いた

に、ブランド理論をマーケティングに導

戦略的プランニング

11

ブランド・ネーム・プロダクト

10

シティ・プロモーション

10

社会

10

マーケティング戦略

8

競争

7

要な意味を持つのだと考えられる。この

シティ＆タウン

7

シティ・プロモーション

7

ことは、先行研究とも符合している。

デスティネーション・イメージ

7

経済活性化

7

資本主義

6

国家

6

グローバリゼーション

6

広告

6

国内外のプレイス・ブランディングの先

コミュニティ

6

行研究をレビューし、定量調査からプレ

入しようと試みているのだと解釈するこ

（図１）。

とができる。他のプレイスとの差異化を
図１：プレイスにおいてブランド化され

図り、プレイスの固有性やアイデンティ
ティを表現する手段として「文化」が重

る対象

５．おわりに
本稿では、わが国で起きている訪日観
光に関する問題の所存を認識した上で、
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2020年の東京五輪を重要な通過点とし

Research: A Meta-theoretical Analysis

キーワードとなることを明らかにした。

て、2030年の3,000万人越を目指すため

of the Literature”
, The Marketing

グローバルな視野でプレイス・ブランデ

に、わが国では、今後、ますます国家・

Review, 13（1）
, 2013, pp.65-81.

ィングを相対化し、プレイス・ブランデ

地域等のブランドを国内外に発信する動

・Kotler, P., Haider, D., and Rein, I.,

ィングの枠組みの中で文化を検討するこ

きが高まるであろう。日本の多様性のあ

Marketing Places, The Free Press,

とは、大きな意味がある。国家・地域間

る豊かな文化を体験しに、訪日客が全国

1993.

のグローバル競争が熾烈化する中、文化

に拡大することを期待する。プレイス・

・Lumsdon,

がプレイスを差異化する機能を果たし、

ブランディングにおける文化の研究は、

London

文化が海外の観光客を魅了し、文化体験

わが国では、
先行研究がない分野だけに、

Business Press, 1997.

が次なる再来訪につながると考えられて

大変、稚拙ではあるが、今後、わが国に

・Moilanen, T., and Rainisto, S. How to

いる。さらに、中長期的に、プレイスに

おけるプレイス・ブランディングの議論

Brand Nations Cities and Destinations:

暮らす人々の生活の豊かさにもつながる

のきっかけになれば幸いである。また、

A Planning Book for Place Branding,

とも考えられている。日本従来の地域ブ

言葉としてプレイス・ブランディングが

Palgrave MacMillan, 2009.

ランドとは異なり、文化が中心に位置づ

普及し、その考えが広く浸透することも

けられているプレイス・ブランディング

期待する。

イス・ブランディングにおいて文化が

今後の課題としては、文化をひとくく

Tourism

International

Marketing,
Thompson

・Pant, D.R., A place brand strategy for
the Republic of Armenia: ‘Quality
of context’ and ‘sustainability’ as

だからこそ、このような発想が生まれて
くるものだと思われる。

L.,

competitive advantage. Place Branding,
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（17）

刊。

本社を置く会社で、大学・図書館・政

平成26年６月14日閣議決定。

府・企業などへの情報提供を行ってい

平成27年度の「日本遺産」に認定され

る。（https://www.ebscohost.com/）

（９）

（10）


たストーリーは、
「灯り舞う半島能登～
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（2015/09/02確認）
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さらに詳しくは、EBSCOhostウェブサ

（18）

イ ト を 参 照。（http://support.ebsco.
com/knowledge_base/detail.
php?id=747）（2015/09/02確認）
観光庁では「関空 ― 大阪 ― 京都 ― 箱

（19）

根 ― 東京 ― 成田」をゴールデンルー
ト と 表 し て い る。（http://www.mlit.
go.jp/kankocho/news02_000071.html）
（2015/10/02確認）
ヒストリック・イングランド（旧：イ

（20）

ングリッシュ・ヘリテージ）による今
後の活動方針『未来への提言』のタイ
トルとして使われている。観光の観点
を視野に入れながら、歴史遺産の保存
計画を準備してゆく必要性を指摘して
いる。さらに詳しくは、大橋（2007）
を 参 照。（https://historicengland.org.
uk/images-books/publications/powerof-place/）
（2015/09/02確認）
歴史的環境と地域固有の街並の保護を

（21）

目的とする報告書のタイトルとして使
わ れ て い る。（http://www.cpre.org.
uk/resources/housing-and-planning/
planning/item/1896-recharging-thepower-of-place）（2015/09/02確認）
「いわゆる場所論だが、それぞれのプレ

（22）

イスに文化創出の独自の物語が存在す
ることが明らかである。人間は生涯を
通じて絶えずどこかに存在し、場所と
かかわりながら生きている」（増淵、
2012、22～26頁）。
【本論文は所定の査読制度による審査を経たものである。
】
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