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This research aims to show an effective way of Tourism Regional 
Development through workshops for place branding. Seven workshops 
were conducted to plan new tourism facilities in Akiruno city, Tokyo. 
Resultantly, sharing the region’s images among participants, raising their 
awareness of place branding, and organizing the advantages and issues of 
place branding are suggested as the primary roles of workshops. 
Particularly, involvement of active local business operators in workshops 
is suggested to be important. Also, senses derived from local lifestyles are 
argued to be the key to effective differentiation of regional resources 
related to environments, local specialties and human exchange.

 
１．はじめに 

研究の背景

近年 地域活性化や交流人口の拡大を図るために地域のブランド

化に取り組む例が増えている。地域ブランドは 「地域資源の価値が

地域内の生活者 関連組織に共有され それが地域外へ発信され 定

着することによって構築されるもの」（敷田他 ） ）とされてお

り 地域ブランディングとは このような地域の観光振興に向けて地

域ブランドに取り組む一連の活動をさす。

この地域ブランディングは これまで企業のブランディングの手

法を応用しながら進められてきた。企業ブランディングの場合 一般

的にコンサルタントが関与し 手順としては ①企業内のブランド推

進主体が売り出したいモノや価値を汲み取り ②ターゲットのニー

ズ調査や 分析等によりコンセプトを作成 次に社内の従業員へ

の啓蒙つまり③インターナルブランディング注１ が行われる。

その応用としての地域ブランディングの一般手順は これを扱う

図１ 企業および地域ブランディングの手順の概念図

コンサルタント等のＨＰ上での説明や事例によると ①行政や事業

者組織等の発意を受けて関係主体へのヒアリングと地域資源の発掘

と②ターゲットのニーズ調査 分析からブランドコンセプトを

決定し 啓蒙・普及活動を進める（図 ）とされている。 
しかし地域をブランド化する場合 この手順では ブランド推進主

体が 行政や観光事業者など多主体に渡るにも関わらず 売り出した

いモノや価値 ブランドコンセプト設定に このような多主体間での

協議や合意形成が行われていないこと その結果 インターナルブラ

ンディングの対象である地域関係者へのブランドの啓蒙が事実上

効果の薄いものになっているという課題を抱えている。また従来の

まちづくりの取組みは ボトムアップ型であるのは当然だが ④エク

スターナルブランディングの視点からは，戦略的にはほとんど取り

組まれていない。本研究は，この点にアプローチするものである。

研究の目的と研究方法 
そこで本研究では 地域ブランディングの手順のうち 従来ほぼ取

り組まれていない行政や地域の観光事業者等の多主体から構成する

地域ブランディング研究会によりブランドコンセプトを作成 また

啓蒙活動に使えるブランド推進ツールを作成することを目的とし

ボトムアップ型地域ブランディングの導入手法の開発と検証を行う。

研究方法としては 都市計画やまちづくりにおいて 多主体での協議

や合意形成の手法として一般的になっている住民参加型ワークショ

ップ ）手法を応用したワークショップ（以下 地域ブランディング
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を計画・実施し その計画手順やこの方法で作成されたブランド

コンセプト等のブランド推進ツールの特徴を検証する。また この地

域ブランド推進ツールを用いて地域内の観光施設の新規事業企画会

議において適用実験を行い その効果を検証する。これにより 行

政と地域事業者のイメージの共有 生活者や関連組織の地域ブラン

ディングの意識の醸成等にどのようにつながるのかをみること ま

た 地域をブランディングするために 従来多く行われてきた特産物

のブランディングだけでなく 地域の環境や交流のブランディング

も合わせて考える必要があるという仮説のもと 行政と地域事業

者参加型地域ブランディング の有効性や課題を整理することを

目的とする。

２．研究対象地の概要と地域ブランディング研究会の立ち上げ

研究対象地と地域資源

実践研究の対象地は東京都あきる野市である。本市は 関東平野の

西端に位置し 東京の人口の重心近くの三鷹駅や調布インターから

約１時間（都心から ～ ㎞圏）でアクセスできる都心に最も近い

山間部 ）を持つ市（図２）である。地域資源を把握するために

年 月よりインターネットや関連資料の調査 現地調査と関係者に

対するヒアリング調査を行った。

その結果 地理的特徴として 自然の豊かさと都市的な利便性を合わ

せ持つこと あきる野市の中心を流れる秋川は 流れが穏やかで川岸

にアクセスしやすく 川沿いにはキャンプ場やバーベキュー場 流域

圏には 鍾乳洞などの資源が豊富にあることが分かった。かつては林

業が栄え 東京都唯一の和紙「軍道紙」の産地でもあり 明治時代初

期には 私擬憲法として五日市憲法草案がこの地において作られた。

また 湧水を使用しての酒造や東京都唯一の醤油醸造所がある。環境

保全や環境教育を念頭に 小学校の廃校を拠点とした自然レンジャ

ーの活動もある。

地域ブランディング研究会の立ち上げ

インターナルブランディングやエクスターナルブランディングを

持続的に進めるためには 地域内の多主体で構成される地域ブラン

ド推進主体の組織化が重要となる。その構成員は 実際に地域内で地

域資源を活用しての生産や観光ほかの事業者 その関連団体 行政の

関連組織がステークホルダーとなる可能性が高い。

そこで本研究では あきる野市観光まちづくり活動課および秋川

渓谷という環境を活かした事業を行う有志で その多くが観光協会

青年部に属するメンバーで構成された「秋川渓谷くらぶ 」を母

体として関係者に呼びかけ「秋川渓谷ブランディング研究会（以下

研）」を組織した。そして 主にあきる野市の主要な観光資源で

ある秋川渓谷流域圏の地域ブランド化をめざした活動に取り組んだ。

 
図２ 研究対象地「あきる野市」の概要 あきる野市 より）

この 研による秋川渓谷ブランディング は 年 月より

約月 回のペースにて 計 回開催した。

３．秋川渓谷ブランディング の流れと成果

この秋川渓谷ブランディング の流れを研究会の場と事務局の

作業とのやりとりに留意しながら整理したものが表 である。また

地域ブランディング 作業フローとその成果物である地域ブラン

ディングツールの関係を図３に示した。

本研究会での地域ブランディングの考え方の提示

はじめに 地域ブランディングは総合的かつ持続的に行うことが

大切あるという視点から 本研究を進めるにあたり ブランディング

していく地域資源として 一般的に注力されがちな特産物だけでな

く 地域の地理的立地･地形･自然･都市基盤･建築などを包括する環

境も対象とすることとした。さらに これらの環境から生み出される

農林水産物・工芸品など 地域の第１･２次産業による特産物 環境や

特産物を使用して行われる生活者の活動（もてなし）に 来訪者の活

動（体験）が加わることによって起こる交流の形までを地域資源の

対象とする概念 平田他 を設定した。実際の において

もこの概念（図４）を示しながら議論を進めた。

ライフスタイルから導き出す地域の理念

地域ブランディング の初回は 研の進め方を議論する と

した。地域を統合的にブランディングするために それらを束ねるた

めの地域の理念が必要であるとの議論の中で 参加者から 地域の理

念を構築するにあたって 秋川渓谷ライフスタイル 以下 秋川渓谷

表１ 秋川渓谷ブランディング研究会 作業の流れと実際の内容

※WSのデザイン 行政側と

回 開催日 主な議題とWS作業 メンバーの主な重要発言やキーワード等 ・WS用作成資料等 の事務局

※AKB研究会進め方検討WS 会議

第
１
回

19：00
から
約2H

・AKB研での地域ブラ
ンディングの考え方
・スケジュールの確
認
・AKB研WSの進め方
議論

・地域で行うノウハウがなかったのでは?
・京都には既にイメージが束ねられた（京都
という）言葉がある
・理想のライフスタイルのイメージから思想を
構築
・ソフトとハードでは売り方が違う

・秋川渓谷地図
・地域ブランディング資料
・AKBの地域ブランディング作業表

※個人の秋川渓谷ライフスタイルを考えるWS

第
２
回

19：00
から
約2H

・理念の元となる秋
川渓谷ライフスタイル
（AK-LS）作成
・個人の一日の理想
LSを考える
・個人の理想のLSを
全体で共有する

・朝5時起床にての自分時間
・自然に合わせた生活リズム
・インスピレーション・創作活動
・日常的な庭先BBQ
・手軽な田舎暮らし・素朴さ
・東京の清涼飲料水・童心に返りたい人
・ゆったりした川の流れ、時間の流れ

←

・個人ライフスタイルワークシート
・ロールプレイ用生活者アクター表
・時間縦軸メンバー共有ワークシー
ト02
・個人の仕事・活動ホームワーク
シート03

※LS共有と個人の仕事・活動分野位置づけWS

第
３
回

19：00
から
約2H

・【A】秋川渓谷ライフ
スタイル（５W1H）を共
有する
・【B】個人の仕事・活
動のブランディング分
野位置付け

・盆栽的小宇宙
・一つの生物として生きる
・人間らしい生き方・東京でできる田舎暮らし
・リセット・不満がない、あたりまえの暮らし
・隠れ家・宝物を探しに来る場所・キワ
・カスタマイズの「もてなし」

・【A】LS共有５W1Hワークシート
・[b]個人の仕事・活動（５W1H）
シート
・【B】仕事活動位置づけ共有大型
シート
・コアイメージ写真ホームワーク
シート

※秋川渓谷ブランディング上位理念の確認WS

第
４
回

19：00
から
約2H

★秋川渓谷ブラン
ディング憲章案確認
・秋川渓谷コア資源
イメージのポジショニ
ング確認

・都会との距離感、都会の人がゆったりでき
る場所が身近にあること
・立ち返るモノがあるといい
・誰が持っていても使えるルールブック
・温故知新　・冒険心

・秋川渓谷ブランディング憲章作成
概念図
・秋川渓谷資源リスト
・コア資源イメージポジショニング確
認シート

※秋川渓谷ブランディングGL項目作成WS

第
５
回

19：00
から
約2H

・秋川渓谷ブランディ
ング憲章案意見交換
★秋川渓谷ブラン
ディングガイドライン
（以下GL）作成作業

・環境・特産物・交流という分類の有効性
・外向けというより内向けのツール
・五日市憲法草案を作るに至った経緯が大
切
・地元の木で作ったランドマークが必要
・あきる野のＢＢＱは鮎あり（普通と違う）

・秋川渓谷ブランディング憲章
（Ver0.5）
・AKB憲章づくり概念図や美の基準
など参考資料
・GLページひな形シート

※秋川渓谷ブランディングGL内容検討WS

第
６
回

19：00
から
約2H

・秋川渓谷ブランディ
ングGL試用報告
・秋川渓谷ブランディ
ングGLテスト試用
・秋川渓谷ブランディ
ング憲章とGL運用イ
メージ確認

・ガイドラインは誘導、メリットがないと使おう
とは思わない。
・議論できる仕組みが必要
・檜原村日出町まで一体となる広げ方も考え
る必要あり、発表会や公開シンポジウム等
・観光は横ツナギの産業
・フィーリングの組み合わせ、それがブランド
イメージ

・地域内事業者での試用報告資料
と画像
・秋川渓谷ブランディング憲章＋コ
ンセプトイメージ＋GL（Ver0.6）
・GL試用シート
・GLページひな形シート

※秋川渓谷ブランディングGL模擬運用WS

第
７
回

19：00
から
約2H

★秋川渓谷ブランドコ
ンセプト案の確認
・秋川渓谷ブランディ
ング憲章とGL運用テ
スト：模擬協議会

・地元のおばちゃんのそば打ち講師との交流
・あきる野市の解説員の活躍の場
・仕事だけではなく、生活の中で友人などに
伝える際に使えるモノ
・奥多摩と統一して語られてしまう。高尾とも
差別化できる言葉の必要性。

・秋川渓谷ブランディング憲章＋コ
ンセプトイメージ＋GL（Ver0.7）
・模擬協議会用計画案
・アンケート

実際のWSでの作業の流れ 事務局側の作業の流れ

 

■面積 ㎞ ■人口 人

■世帯 世帯

□男性 人 □女性 人

【東京都あきる野市】

年 月 日現在
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○○に価値を感じて ○○という場所で ○○と一緒に ○○を感じながら ○○という過ごし方 一言でいうと

自然 秋川 太陽 笑顔で ゆっくりと自然と触れ合う バランスのいい場所

山 子供の頃育った 日の出・日の入 澄んだ空気 自然を楽しむ 人間らしい生き方

然空間 山や川 さわやかな風 自然の中の１人（生物） １つの生物として生きる

おだやかな川 川沿い 緑とやさしさ 自然のリズムに合わせた この土地に生かされている

歴史・文化 季節 季節を感じられる 素の自分に戻れる

ゆったりした時間の流れ 五感で、朝 あきる野サイクル くいぶちがある（食べれる）

寺社 ひとり 都心と違う時間の流れボーとするか釣りに集中 住みたくなるところ

買い物・子育てのし易さ 東京のあきる野 野生の生き物 過去と未来 明日も頑張ろうと思える リセットする

交通アクセスの良さ 東京の庭 犬 充実した時 子供に返れる 風を感じる

手軽にアウトドアを 程よい不便さ（強み）大切な人 開放感 リセット・リボーン 盆栽的な小宇宙

他 楽しめる環境 同じ東京 家族や仲間 特に何も考えず 創作活動 身近な非日常

人柄 （対比的価値） 子供に返りたい人 友人を招いて自慢したい 自然や人にやさしくなれる

時
間

自

立
地

図５【 】秋川渓谷の理想ライフスタイルの明文化で共有したワード

）から組み立てるべきであるという声が上がった。これにより第

回は 個人の理想的な秋川渓谷 を， 時間の過ごし方から考え

るための をデザインし 翌月に行った（写真 ）。

地域内の視点から観光を捉えると 理想のライフスタイルと仕事

や社会貢献活動が結びつくような地域づくりが必要といえる。

図３ ア のフローに示した通り まず地域内での生活者としての

秋川渓谷 を 表 に示した第 回 にて共有 アⅠ した。ま

た イ のフローで 地域の観光事業者としての個人の仕事や社会貢

献活動を 環境・特産物・交流の３分野に位置付けながら共有 イ

Ⅰ し 地域の人々が大切にしてきた思いを明文化 地域の基本理念

となる憲章としてとりまとめる アⅡ･イⅡ´ こととした。そして

この憲章を 実際の地域ブランディング活動につなげるために 具体

的なアイデア･ヒント集としてのガイドライン 以下 および憲章

と をつなぐ秋川渓谷ブランドコンセプトを作成（ウ）し これら

の地域ブランディングツールを成果物とすることとした。

第 回 での共有のための具体的な作業としては 第 回 にお

いて作業を行った個人の理想的な秋川渓谷 を 「○○に価値を感

じて ○○という場所で ○○と一緒に ○○を感じながら ○○とい

写真２ 【 】自分の仕事・社会貢献活動の環境・特産物・交流

３分野への位置付け共有大型シート

う過ごし方をします」という文章にまとめあげた。この際に 研

で共有したワードを図５に示す。また図３（イ）のフローで 個人の

仕事や社会貢献活動を参加者が記入した自分の仕事･社会貢献活動

と秋川渓谷 の関係理解シート（図３ ○○に価値を感じて ○

○という場所で ○○に向けて ○○を感じながら ○○をしていま

す）を 交流・特産物・環境に分類し 大型のシート（写真２ 【 】）

に位置づけた。そして 次回までのホームワークとして参加者に地

域のコアイメージとなるような写真収集を依頼した。

第 回 では 表 の通り 重要ワードを用いてまとめた秋川渓谷

ブランディング憲章（案）の確認をおこなった。図６に示した憲章

（案）には 【 】秋川渓谷 共有シート（図５）から 価値を感じ

るものとしての「歴史・文化」や「ゆったりした時間の流れ」東京

であるという「立地」「自然と共に」などの重要ワードを抽出し（図

３ アⅡ）落とし込んだ。また 【 】（写真２）からは ３分野に対

する基本理念を抽出し（図３ イⅡ´） 環境･空間･立地について

特産物について もてなし･体験･交流について のそれぞれに対する

ブランディングの宣言を明文化した。

意味付与型の地域ブランディングツール

また ホームワークとしていた写真を用いて 地域側が伝えたいコ

ア資源イメージの確認を行った。この際の地域のイメージは 例え

ば秋川渓谷で得られる「冒険心」（表 ：第 回メンバーの発言）な

ど 地域資源によって得られる「気持ち」を添えて語られるものが

多かった。そこで 地域ブランディングのアイデア･ヒント集として

の においては 地域側の視点から都会からの来訪者に感じてもら

いたい 伝えたい気持ちや体験イメージを，地域のライフスタイル

から発想し その意味を付与して 地域資源のブランディングアイデ

第２回ワークショップの様子

於 あきる野市地域協働センター会議室

個人のライフスタイル記入作業の様子

図３ 地域ブランディング 作業フローと成果物（地域ブランディングツール の概念図 写真１ 実際のＷＳの様子 

図４ 地域ブランディングの対象となる３分野の個別ブランド 

【 】

※第 回ＷＳで実際に作業をした秋川渓谷理想のライフスタイル共有シート写真（部分）

【 】
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アを導き出すという方法をとった。このため の項目は伝えたい気

持ちと資源を結び付け 分野で示すページ構成（図７ ②）とした。

また で共有した実際の活動として既に実現している理想の活動

を掲載（図３ イⅡ）した。そして 地域外に向けて地域イメージを

 
図６ 秋川渓谷ブランディング憲章（案）

図７ 憲章と意味付与型地域ブランディングガイドラインおよび

秋川渓谷ブランドコンセプトの関係と作成手順モデル

図８ 地域ブランディングツールの運用手順プログラムと 環境・

特産物・ 交流３分野のイメージ図

図９ 地域ブランディング研究会 後のアンケート質問項目と結果

伝えていく際のコアとなる秋川渓谷ブランドコンセプトは この

から特出し 気持ち（意味）を付与した地域資源によって表す 図７：

③ こととした。続く第 回および第 回 では 美の基準 ）など

を参考にしつつ の作成注 および確認 ブランドコンセプトの作

成および確認の作業を行った。地域ブランディングのための議論を

継続的に行うための仕組みや を使用することでのメリットづく

りの必要性に関する発言がみられた。また あきる野市だけでなく

周辺の村や町でもポジティブに使って貰えるようなツールとしてい

くことへの提案（表 第 回メンバーの発言）がされた。

最終回となる第 回 では 地域での今後の運用のために 新規事

業に対して 憲章と意味付与型ブランドコンセプトおよび の運用

実験を模擬協議会（ロールプレイ）形式で を行った。この際には

図８に示した運用手順プログラムと 分野を統合的に考えるための

イメージ図注 を使用した。この回においては，ブランドコンセプト

の中心にあたる秋川渓谷を一言で表す言葉：キャッチコピーを定め

ることが今後の課題（表 ：第 回メンバーの発言）とされた。

地域ブランディングＷＳ後のアンケートにおける評価

全ての回の 後に 参加者に対しアンケートの記入を依頼した。

各回とも図９に示した質問項目とし に対しては ５：明確にイ

メージできた ４：ややイメージできた ３：ふつう ２：あまりイメ

ージできなかった １：全くイメージできなかった の５段階

と に対しては ５：そう思う ４：ややそう思う ３：どちらと

もいえない ２：あまりそう思わない １：そう思わない の 段階評

価の記入と自由記述の欄を設けた。

全７回の において 延べ 名の参加者からの回答（市の職員に

よる回答 件を含む）を得た。アンケート結果としては，質問項目

については の開始時間（ ： ）に遅れて参加した 研

究会のメンバーにより低めの評価がされる傾向が見られたが 概ね

イメージできたとの回答となった。 の会議が有意義だったかに

ついては 研メンバー 市職員とも全体的に評価が高かった。特

に第１回 では 参加者 名全員が５と評価した。また に

関しては 市職員の参加者による無回答が目立った。市の職員である

ということから プライベートな立場での回答に躊躇があったと考

えられる。一方で 研のメンバーにおいては 誰かをこの会に誘っ

てみたいとの回答が比較的多くみられた。

秋川渓谷ブランディングＷＳのまとめ

従来のマーケティング視点からの地域ブランディングにおいては

ターゲットの需要調査からブランドのコアとなるイメージを導き出

し 地域の外から地域内の資源とすり合わせコンセプトを定めてい

くという手順が一般的である。しかし この方法では 観光地や特産

物といった形のある資源にしか目が向けられず しかも 地域側が売

りにしたいモノや価値 図１ ① の合意形成はされていなかった。

しかし 地域側の生活者の視点からは 伝えたい気持ちや体験イメー

ジの意味を付与した地域資源のブランディングアイデアを考え出し

ながら他と差別化を図るという方法が適切であることが分かった。

地域ブランディングツールの作成プロセスとしては，図７に示す

ように，まず①憲章として ライフスタイルから発想する地域の基本

理念を明文化する。次に 地域ならではの伝えたい「気持ち」を付与

した 地域ブランディングから展開できる②具体的なアイデアを

分野に渡り蓄積したＧＬを作成，そして，このアイデア集としての

研究会で取り組もうとしている地域ブランディングのイメージをもつことが
できましたか？

今回の会議は有意義なものでしたか？ その理由や、会議の感想など （自由記述）
質問や発言できなかったこと、今後の会議で話し合った方がよいと思われることが
ありましたら、お聞かせください。（自由記述）

具体的に思い浮かぶかは別として、この会に今後どなたかを誘ってみたいですか？

【運用手順プログラム】
１．地域ブランドとは何かの説明
２．ブランドコンセプトの説明と憲章の内容を確認
絞り込んだ地域資源と その資源に触れることで得てもらいたい
「気持ち」がセットであることを強調

３．検討したい企画にあわせ地域ブランディングガイドラインを参照
しながら 環境ブランド 特産物ブランド 交流ブランドのいずれかから考え
る。それぞれのブランド要素を通して伝えたい印象、気持ちから考える事がミソ。

）環境＋伝えたい気持ち
）特産物＋伝えたい気持ち
）交流 もてなし 体験）の形＋伝えたい気持ち

４． ） ） ）すべて考えることの重要性を伝え 残りふたつのブランド要素について
も伝えたい印象，気持ちから考える。

５ 企画の目標，ねらいを地域ブランドの世界観を入れ込んで文章化する。再度，
憲章やブランドコンセプトと照らして位置づけてみる。

 

AKB研で作成の 
憲章とブランディングガイドラインおよび秋川渓谷ブランドコンセプトの関係と作成手順モデル 

おだやかに楽しむ 

東京の〇〇 

おしゃれに自然を楽しむ ひらめきが得られる 

秋川の水辺 

スポット 観光･生活の地 

冒険心をくすぐる 
奥渓谷 

リラックスできる 
渓谷の温泉 

■ブランドアイデンティティ構築のための地域 
ならではの意味「伝えたい気持ち」が付与された 
A)環境・B)特産物・C)交流ブランディングの 
アイデア･ヒント集(＝意味付与型ガイドライン） 

■地域外へのマーケティングを 
意識する前に,ブランドアイデン 
ティティの構築と共有が重要      

環境 

特産物 

A 
環境 

B 
特産物 

C 
交流 

交流 
地域資源 

意味付与型ガイドラインから導出 

■意味付与型 

3分野 
統合 
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ＧＬから ③地域の意味を付与したブランドコンセプトを作成する

という手順がモデルとなる。

一方で，これらのツールを運用する際は，図８の運用手順プログ

ラムに示すように，まず，地域のブランドコンセプト 図７ ③ とこ

れを解説する憲章（図７：①）により 地域の意義を理解 共有（図

： ～ ）し，地域ブランディングＧＬ 図 ：② を参照しつつ，

分野全てについて検討（図 ： ～ ．），最後に確認（図 ： ．）する

というプログラムがモデルとなる。

このような地域の意味付与型のブランドコンセプトは他との差別

化につながり またボトムアップ型で作り上げたアイデア集的な

が上手く機能すれば チェック式の規制やルールといったツールと

異なり 統合的な地域ブランディングに取り組もうとするポジティ

ブな働きが生まれるものといえる。ブランド推進主体の組織化まで

は達成できなかったが 地域ブランディング が有意義であるとの

アンケート回答やメンバーの発言から 今後ブランド推進主体とな

り得ることが伺える。これにより 行政と地域事業者の参加による

本 が地域ブランディングに有効に働いたということができる。

課題としては，地域の女性の参加者が少なく 男性参加者の意見

に偏ってしまったおそれがあるという点があげられる。また 少数

ではあるがアンケートに「少し分かりにくさを感じた」との記述が

あったことからも 地域ブランディングのイメージや必要性をもっ

と分かり易く かつ取り組みやすい プログラムとしていくことが

必要であると考える。

試行錯誤のなかで進めてきたこの一連のプログラムと成果物の設

計は 振り返ると まちづくりや都市計画の分野で培われてきたワー

クショップ まちづくり憲章 ガイドライン さらに，秋川渓谷ＬＳに

おける環境の楽しみ方のパタンを 一つのストーリーにまとめたと

いう意味でパタンランゲージ手法を参考にしながら 地域ブランデ

ィングの協議と成果物に応用したということができる。

４．地域内観光施設事業者への社員参加型会議での試用

新規事業企画会議に際しての運用方法

本研究の対象地であるあきる野市において 限定された季節だけ

でなくオールシーズンの集客や遊休敷地の有効活用を図ることを課

題としている観光施設に対し 新規事業企画ワークショップ（以下

事業企画 ）を開催し 本研究３章における成果物である地域ブラ

ンディングツールと運用手順プログラム 図８ を試用した。

事業企画 の参加者は Ｔ社の社員 親会社の役員を含む と大学

首都大学東京 付属機関である産学公連携センターの職員 名およ

び学生数名である。 年 月（社員 名参加）と 月（社員 名

参加）により 計 回の （写真３）を行った。具体的には 参加者

を 班に分け 班ごとに異なる新規事業テーマを設定した。また 初

回 においては 運用手順プログラムに従った事業企画 の前と後

に あらかじめ社内で行われた 分析の表に 改めて強み と機

会 ）および展開しようとする新規事業の理由についての記述追加

を行った。 回目の事業企画 では 展開したい事業案を班ごとに

異なるテーマに沿って検討し 最後に参加者アンケートを実施した。

地域ブランディングガイドのＳＷＯＴ分析への追記結果

事業企画 前の記述には 「やりがい」「生きがい」「いやし」を

求める人の増加というようなターゲットを意識した内容の記述が目

立ったが 事業企画 後の記述には 「達成感」 「開放感」 「冒険

心」（意味付与型 に掲載されている「気持ち」）などを感じてもら

うための資源の活かし方や地域の資源を活用する具体的アイデアの

記述がされた。事業企画 に対する感想としては 「アイデア集と

しての により発想が広がった」 「書くことや議論する事でのア

イデアの広がりを感じた」等がみられた。

新規事業企画の会議に 本研究の地域ブランディングガイドを使

用することで これまでの例えば「自然が豊富」というようなどこに

でも有りそうな強み に 伝えたい「気持ち」（意味）を付与して考

えることができる。この意味付与が 地域資源を他と差別化し その

価値を地域内で共有することにつながるといえる。

地域ブランディングツールへの評価

地域ブランディングのためにブランディングの対象とする個別ブ

ランドのイメージしやすさやその必要性について また 気持ちとセ

ットで地域資源を考える方法の有効性を知るために ヶ月に渡る

回の 後に参加者に対してアンケートを実施した。具体的には 表

２に示す質問項目に対し ①と②については ５ 意識していた ４：

やや意識していた ３：どちらともいえない ２：あまり意識してい

なかった １：意識していなかった の 段階 ④から⑦については

５：そう思う ４：ややそう思う ３ どちらともいえない ２ あまり

そう思わない １ そう思わない の５段階評価の記入と③およびア

ンケート用紙の最後に自由記述の欄を設けた。

Ｔ社の社員 名および産学公連携センター職員 名と学生 名の

計 名に対するアンケートの結果（表２） ⑤については 学生以外

の参加者から 評価５ 回答数 評価４ 回答数 という高評価を得

た。また⑥のイメージが持てたかについて 環境や特産物に比べ 交

流と 分野統合が評価３の比率が高かったが それぞれのブランデ

ィングに対する必要性については 環境や特産物に比べ 交流が最も

評価が高く 分野統合も環境や特産物と並ぶ評価となった。評価

と回答した 名は 回目の のみに参加した学生であり 運用プロ

グラムの前半（図８： ～ ．）を省略したことによるものとみられる。

形が無いものゆえにイメージがしにくい交流ではあるが この を

通して交流に対するブランディングの必要性が意識されたとみるこ

  
写真３ 社員参加型ＷＳの様子（左 年 月／右 月開催）

於 首都大学東京プロジェクト棟会議室

表２ 社員参加型 後のアンケート質問項目と評価回答数

①
②

③

④

⑤

環境

特産物

交流

分野統合

環境

特産物

交流

分野統合

⑦ 地域ブランディングの視点からのこのような発想を社員にも伝えるべきと思いますか

これまで、御社があきる野市にあることを意識していましたか？

これまで、地域とつながる必要性をどのくらい意識していましたか？

これまで、地域とのつながり方として、どのような取り組みをしてきましたか。または、

検討されたことがありますか。できるだけ具体的にあげて下さい。
今回のワークショップを通して、地域ブランディングの視点の必要性を感じましたか

質問

イメージが

持てたか

必要性を

感じたか

回答数

「気持ち」とセットで、御社の資源の活かし方や事業企画を考えるというワークショップ

作業は有効と思われましたか？

⑥

：環境のブランディングや 特産物のブランディング、

交流ブランディングのイメージが持てましたか。

また、それぞれのブランディングに対する必要性をど

の程度感じましたか。

合わせて、環境・特産物・交流ブランディングを 分野

セットで進めていくことに対して、イメージが持てました

か。同じく必要性についてはいかがでしょうか。

     （記述式）
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とができる。高い評価を得た⑦についても を通して地域ブラン

ディングの視点を企業内のインターナルブランディングへつなげる

べきであると意識された結果といえる。

社員参加型事業企画 における成果

地域内企業が新規事業企画を作成する際に 環境 特産物 そして

交流のブランディングを 地域資源を通して得られる「気持ち」とセ

ットで考える地域のブランディングツールを使用することが企画の

アイデアを検討するための議論に有効に作用することが伺えた。

ただし 経済効果を求めることを前提とする一企業の新規事業企

画会議であることもあり 特に初回の では 経済効果優先の考え方

が多く発言され ブランドアイデンティティの構築よりも ターゲッ

トを定めて 戦力を練るようなマーケティング思考が強く出てくる

場面が多くみられた。アイデンティティ構築とマーケティング視点

の双方のバランスのとり方や地域ブランディングの説明の仕方に工

夫が必要であると考える。

回答数が少数のアンケート結果からではあるが 地域内での第三

次産業としてのサービス（もてなし）も含め 来訪者が地域の資源を

体験することによって生まれる地域内外の交流のかたちがブランデ

ィングの対象として 必要性と共に認識されることが分かった。

 
５．まとめ 

本稿では 地域をブランディングし そのブランドを活用する地域

の生活者・事業者や行政に浸透させていく地域内へのインターナル

ブランディングと 地域の中で組織されるべきブランド推進主体の

担い手の形成を目指し プログラムを用いた地域ブランディング

導入手法を開発 実践し さらに地域ブランディングのための運用実

験を行った。

３章の地域ブランディングの為のツールを作成する段階では 地

域（人 行政 事業者）が地域の視点で観光を考えるには 地域のライ

フスタイルと多様な地域要素を統合化した憲章やガイドライン ア

イデア集 を積みあげつつ コアとなるコンセプトを導き出すという

検討プロセスがひとつのモデルとなる可能性があること また 体験

したときの気持ちなどの意味を付与した地域資源の示し方や組み合

わせ方は 一級の観光資源がない地域においても応用可能な地域ブ

ランドの構築手法であるという可能性を見出すことができた。本稿

を作成した 後の数か月の期間内では 地域ブランド推進主体の組

織化までには至らなかったが この地域で活動中の事業者参加によ

る地域ブランディング が 推進主体の予備軍形成に一役を担えた

ということはできるだろう。

そして ４章の作成したツールを使用しての地域内の新規事業企

画のための においては 地域の資源を環境・特産物・交流の３分

野で捉え 分野セットで 「気持ち」（意味）からブランディングを

考える方法が有効であることがわかった。

また 思考の順序としては 多くのレイヤーに渡るブランディング

を図るべき地域資源のベースとなる ）環境による「気持ち」から思

考する手順が進め易いことがわかった。そして 地域の視点で積み

重ねてきたアイデア集としてのガイドラインから資源の意味（価値）

が再認識され コアとなる地域ブランドコンセプトを参照しつつ 新

規事業が具体的な企画として実現する可能性が伺えた。

今後 このような方法によって企画された新規事業が実際に展開

されることにより 地域内の観光施設が地域ブランディングに貢献

する可能性があり 統合的な地域のブランディングに相乗効果を生

み出し これが地域貢献につながるものと考えられる。

今後の課題として スムーズに効果的な運用ができるよう地域ブ

ランディングにおけるインターナルブランディングツールとしての

憲章とブランドコンセプト 地域ブランディング を 効果的に使

用するタイミングを含め 実際の事業に展開していくための運用手

順プログラム等について 行政および地域事業者参加型 による更

なる精査や 地域内組織での試用による検証が必要となる。

また 地域内での公共事業や地域内事業者の新規事業企画の際に

このような地域ブランディングツールと運用プログラムを用い

て 会議を継続的に行う注 ことが 少しずつではあるが地域内で

の共有を進め さらに 具体的な実際の事業への展開へつながるもの

と考える。加えて 今後 地域ブランディングツールを運用する中で

地域内外との交流によって 地域内の資源に対するフィードバック

ができるような仕組みを検討していく必要があると考える。
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注 
注 参考文献 ） ）では ブランド化の推進主体による消費者に向けた

と従業員に向けた が必要であると

している。企業ブランディング手法においても消費者にブランドイメージ

を打ち出していく前段階として社内でのイメージ共有が必要であり 観光

まちづくりを進めていくうえで，地域においても 地域外に向けてブランド

イメージを発信する前に 地域内住民が地域イメージを共有することが必

要となるといえる。

注 本研究においては，参考文献 のシート構成を参考にし，見開き左頁に

パタンとなるキーワードと現状のポテンシャルや課題，右頁にめざしたい

展開の仕方やアイデアの具体例を，写真や説明文などを用いて掲載した。

注 来訪者が体験する環境を で表し 特産物を そして や を使用して

行われる交流の雰囲気を として表現したイメージ図となっている。

注 本研究の成果を あきる野市観光推進プランに反映させることとなった。
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