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～尾道地域ブランドプロジェクト推進を基に～
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Ⅰ はじめに

地方都市とそこに存続する中小企業が今後生き残っていくためにどうすればよいのだろ

うか。本稿では筆者の在籍する尾道造酢株式会社（以下、自社と略す）がある広島県尾道

市（以下、地域と略す）において、現在進行中の尾道地域ブランドプロジェクト１に焦点

をおき、メンバーである筆者がその意義および、それに関わる人と地域が今後発展し活性

化していくプロセスを明らかにする。

研究ではまず、文献レビューと研究者へのインタビュー、他の地域ブランドの事例研究

によりあるべき地域ブランドを明確にする。次に実際に進行中の尾道地域ブランドプロ

ジェクトを本研究の論理に基づき推進し、その構築プロセスを明らかにしていく。また、

プロジェクトに関わる人々へのインタビュー調査、自社従業員へのアンケート調査から地

域ブランドに関わることによるモチベーションの変化を見ていく。

Ⅱ 先行研究と事例研究

１．地域ブランドマネジメント

地域ブランドとは何か。若林（２００６）の定義によると、

その地域が独自に持つ歴史や文化、自然、産業、生活、人のコミュニティといった

地域資産を様々な場を通して精神的な価値へと結びつけることで、「買いたい」「訪

れたい」「交流したい」「住みたい」を誘発するまち

であり、地域ブランドの構築とは、こうした地域の有形無形の資産を図ることである。本

１ まずは、尾道の産品を利用し地域ブランド構築を実施するというプロジェクトである。
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稿では以上の定義を採用したい。

地域ブランドの特徴は、単なる商品販売に留まらず、地域の認知度や好感度アップに繋

がる工夫が必要なことである。企業が明確な組織構造を持つのに対して、地域はコミュニ

ティであり、人々や組織体の場合ネットワークとして構成される。利害関係が複雑に交錯

する為、意見調整や顧客の絞り込み等は至難の業であり、地域ブランド独自の理論と方法

の開発が必要である。

また、地域ブランドはその特性に基づき大きく二つに分類できる（中嶋，２００５）。ひと

つは地域の特産品に地域名を冠する場合であり、プレイスプロダクトのブランド化であ

る。これには、地域とある産品とのブランディングであるため、戦略策定とイメージ構築

が容易であるというメリットがある一方で、地域に複数の有力な産品がある場合、相互の

利害対立が発生するというデメリットがある。代表事例は、夕張メロン、馬路村などであ

る。もう一つは、地域全体を統一的コンセプトによりくくる場合で、地域独自の本質的な

価値のブランド化である。このメリットは、地域全体の底上げと地域のアイデンティティ

が確立できることで、デメリットは、選択と集中が必要で、意志決定に時間を要すること

である。代表事例は、青森県、仙台市などがある。これらのもつメリット、デメリットを

理解し、うまくブランド化を推進させることにより、商品と地域の両方の評価を高くして

いくことができると考えられる。地域ブランドが高まれば、その地域名を付けた商品の売

れ行きに結び付くに違いない。そして、田中（２００８）が指摘するように、その地域の雇用

を促進し、地域イメージがよくなり、観光などへの相乗効果が生まれ、地域を豊かにする。

２．地域ブランド構築に関わる人々のモチベーションについて

地域ブランドの構築によって、それに関わる人々のモチベーションにはどう影響するの

だろうか。横山（２００６）は従業員の創造性発揮について次のように述べている。

企業の創造性とは、アイデンティティと秩序パラメーターと情報によって従業員が創

造性を発揮しこれが企業に波及することである。その為企業はアイデンティティによ

り創造的組織力の場を形成し、戦略などのパラメーターを与え、知識や情報を従業員

に提供することが求められる。これらは従業員に創造力をもたらす条件となると考え

られる。

これを地域ブランド構築にあてはめると、自社も含め地域で様々な「場」２が形成されれ

２ 地域ブランド構築のために形成されるバーチャル組織である（金井，２００９）。
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ば、その「場」に携わる人々に与えられたアイデンティティにより創造力が発揮され、人々

のモチベーションが変化し目標達成意欲が増進していくと考えられる。

３．事例研究

では実際にどのような地域ブランドがあるのだろうか。筆者は文献、および研究者や当

事者へのインタビューにより宮崎県、三重県伊賀市、同伊勢市、石川県の事例調査を行っ

た（詳細は坂本２０１０を参照）。それによると、地域ブランド構築においては、必ずキー・

パーソンを中心に、地域独自の歴史、文化、自然、産業が洗い出され再編されている。結

果、地域運動へと発展し行政、地元住民全てを巻き込んだ施策となり、若林（２００６）の定

義による「買いたい」「訪れたい」「交流したい」「住みたい」を誘発するまちづくりを目

指し、現在も継続されていることがわかった。

Ⅲ 仮説と研究

先行研究と事例研究を通した議論より明らかになったことは、第一に地域ブランドの構

築に際して単なる特産品づくりだけで終わらせてはならず、ブランドの持続性の点から、

地域ブランドの構築は地道に時間をかけて実施すべきであること、第二に、地域産業主導

での単独行動ではなく、地域に関わる人全ての共通目的を構築しなければならないことで

ある。それらのためには必ずそれぞれの戦略で中心的役割を果たし、多方面へ架け橋を渡

す、「地域ブランドリーダー」とでもいうべきキー・パーソンが必要だと筆者は考えた。

尾道地域に当てはめて考えると、和田（２００９）が言うように、今後農業の活性化が軸に

なるため、まずは農業の活性化に基づいてブランドを構築させなければなるまい。また、

観光型から滞在型へとシフトさせることにより、若者が戻り、他からも人が来ることで地

域人口増加に繋がり、地域財政の立て直しの方策にもなる。

尾道地域に根をおろす自社としては、地域の人材を活性化し、その人材を有効に活用す

る手段として、働く場所の提供やブランド事業の為の新工場設置などに寄与していかなけ

ればなるまい。また人材相互派遣の実施により自社だけではなく地域の人々のモチベー

ションアップを図る必要があろう。

あるべき地域ブランドは、その地域の産業、自治、農業、学校などそれぞれの思惑だけ
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表１ 実践と調査の整理

を達成するために利用するのではなく、それぞれが相互に理解し、連携をとって一つの共

通目標として構築していくことにほかならない。

上述の議論より本研究では三つの仮説を考えた。（詳細は坂本２０１０）。まとめると表１

のようになる。

尾道地域ブランドプロジェクトを実践することでこれらの仮説を検証していくことにな

るが、本稿執筆の段階では短期間（８ヶ月）での実践にすぎず、また調査にしてもブラン

ド構築初期段階での検証にすぎない。プロジェクトを継続することを前提に、中間報告と

して本論文を位置づけたい。

Ⅳ 実践と調査の結果

１．論理と実践に基づく尾道地域ブランドプロセス

� 地域ブランドリーダー戦略実践のための分析

他の地域の成功事例の中にアクター戦略がある。和田（２００９）によれば、アクターとは、

地域ブランドを構築・維持する担い手のことである。アクター戦略は、ブランド構築にお

いて一人のキー・パーソンを捉えるというものである。

このアクター戦略におけるアクターと金井（２００５）のいう「場」ごとに存在するアクター
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図１ ステークホルダーの交織する「場」の変容

を整理するため、実際に大阪大学経済学大学院 金井一�教授と議論３した。その結果、

本研究で推し進める地域ブランドプロジェクトは、様々な「場」が相互に作用し共通目標

を達成していくという理論に基づいて実践していくことから、「場」ごとに存在するリー

ダーが「場」と「場」をつなぐ架け橋をつくっていくという金井（２００５）の理論に基づき、

それぞれの「場」のリーダーを筆者が「地域ブランドリーダー」と命名し、その複数のリー

ダーたちが尾道地域ブランドプロジェクトを実践していく戦略を「地域ブランドリーダー

戦略」と呼ぶことにしたい（詳細は坂本２０１０参照）。

この戦略は、人々や組織を自発的に地域ブランド事業へと参画させることを意図してい

る。地域ブランドの構築は地域の持続的発展を求めるため、持続性が重要課題となる。そ

のため資源力が乏しい地方にとっては、幅広い層によるバーチャル事業への参画が求めら

れる。そこでは、地域ブランドの構築という志を同じくする者たちとの協働、すなわちコ

ミュニティを基盤とした地域ブランドの構築が必要とされる。

この戦略での重要な点は、地域ブランドリーダーを育てるのではなく、和田（２００９）が

言うようにコミュニティを醸成していくことである。地域ブランドの構築、維持にはその

性質上、様々な地域ブランドリーダーが協働しながら、広範な地域空間からなる地域ブラ

ンドを育んでいくことに意識を向けなければならない。その点において、地域ブランドは

地域内外の生活者、地域内外の企業、自治体、教育機関、NPO、文化人や専門家など、

マルチ・ステークホルダーによって構築されていく（金井，２００９）（図１参照）。

この戦略を成功させるには、様々な地域ブランドリーダーをコミュニティに呼び集め、

地域ブランドを構築していくために実践されなければならない。

３ ２００９年１１月１１日、大阪大学待兼山キャンパスにおいて、約２時間ヒアリングを行った。

出典：加藤・金井（２００９）７１頁 図４（一部筆者追記）
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図２ 産学連携「場」の形成と展開

� 産学官連携実践のための分析

地域ブランド構築には、コアのネットワークだけでは十分ではなく、あらゆる方面で

バーチャル組織である「場」の構築を実施しなければならない。その「場」の連携の一つ

が産学官の連携である。産学官の連携について大阪大学の金井教授は前述の筆者との議論

の中で次のように語った。

産学官の連携は、個別目的から高い目的となって共通目的（アジェンダ）を持つよう

になり、産学官がコミットしようとすべく「わくわくする目的」が構築されることに

より、互いのベクトルが合い、組織論でバーナードの言う協働体系（複数の人間が協

力して一つの目的のために働く仕組み）が構築される。有能なリーダーとアジェンダ

セット、良好なメンバーシップが必要となり、コアのネットワークだけでなく産学官

の弱いネットワーク（小さな場、小さなアジェンダ）から活性させ、「場」の連結活

用により信頼関係を深め強いネットワークへと発展させる。

強いネットワークを構築していくためには、元々動きの違う分子である産学官の構造的

溝を埋めていくために、互いの人的資源の交流（地域以外の者も含む）によりミッション

を共有させ、バーチャル組織である「場」の分散と集中のバランスをとるために、それぞ

れを繋げていくブリッジが必要である。

このブリッジを架けていき、地域ブランド構築の「場」をつくる有能なリーダーが前述

にある地域ブランドリーダーであり、これの下に産学官の連携も構築され、バーチャルな

新規事業として推進され、そこから生まれるものが地域ブランドである（図２参照）。

出典：金井（２００４）３頁 図１（一部筆者追記）
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表２ 尾道地域ブランド構築スケジュール

� 尾道地域ブランドプロジェクトの構築と実践

以上より地域ブランドリーダー戦略を推し進め、産学官連携を行うことで下表２のスケ

ジュール通りプロジェクトを進めていくことにした。

①地域の現状の調査と施策の検討

２００９年７月、尾道市平谷市長ら関係者とのミーティングを行い、現状の確認後、有効

な施策を検討した。まず、地域の伝統産業としての「酢」と地域を代表する産物を融合さ

せた商品をつくる。できあがった地域ならではの産品を使用して食を通じてブランド化さ

せていくこと。また、地域が提唱している「おのみちスローフード４まちづくり」の推進

のための一環として、そこで生まれたブランド商品を使用した料理店、食材店の設置へと

繋げていき、地域活性に導いてく施策として実施していくこと。これら２点の合意により、

尾道地域ブランドプロジェクトをスタートした。

②ブランドの選定
ほうらい し

地域には全国１位の生産量（年間３００㌧）を誇る「蓬莱柿」という品種の「いちじく」が

ある。但し、収穫から出荷のサイクルが短くロスも多い、青果として出荷することでの利

益はあるが、その反面年間に多くの廃棄も行っている。代表産物でありながら後継者不足

も問題となり、年々廃業していく農家も増えている。筆者は、まずここに視点を置きこれ

を利用した地域ブランドの構築にとりかかった（図３参照）。

４ スローフードとは、世界的なファーストフード企業のローマ進出を機に、食の画一化や荒廃を懸念す
る市民によって１９８０年代後半にイタリアで起こった運動。
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③産学官の連携

地域には市立の尾道大学があり、経済情報学部、芸術文化学部を有している。これらと

の連携を図ればこのプロジェクトの中心的な立場として成り立ち、進行の速度が増してい

くと考え、連携支援のため尾道大学の下野由貴博士、高岡陽講師らとの面談を実施した。

合意内容は次の通りである。

経済情報学部においては、下野先生の研究メンバーによる既存の地域調査データを基に

地域の現状の産業の状況、イベント状況、観光客動向などを把握し、今後のマーケティン

グ手法を検討し実践する。

芸術文化学部においては、高岡先生の指導の下に実際に学生による商品イメージのアン

ケート調査、文化学科での商品コピー、ネーミングの作成、芸術学科での商品ラベルデザ

インの作成を実践する。

尾道大学を加えて、地域での産学官の連携を実際にスタートさせ実践していく。このプ

ロジェクトでの産学官連携の内容は、図４のように関わる全ての双方向体制を基本にそれ

ぞれが互いに恩恵を受け合える仕組みづくりを目指す。そのためには、一時的に自社従業

員を市へ勤務させたり、学生を自社で模擬勤務させたりすることで、相互間の人材交流も

実際に行っていき共通認識を強化させていく。

実践を振り返ると、地域の産学官を含む様々な「場」で、地域に存在していた代表産物

と伝統産業の融合というキーワードにより目的が明確になり、うまく連携をもつことがで

き、違和感なくスムーズにスタートでき、進行も予定より早まった。

図３ 尾道ブランド構築プロセス
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２．モチベーションの調査

本節では仮説３を検証するために二つの調査を行う。一つは自社従業員へのアンケート

調査であり、もう一つは地域ブランド構築に関わる人々へのインタビュー調査である。

� 自社従業員へのアンケート調査

まず、地域ブランド構築という大きな目標をかかげたことによる従業員のモチベーショ

ンの変化を見るため、プロジェクトスタート前の２００９年５月２６日とプロジェクト実施後の

２００９年１２月１７日においてアンケート調査を自社従業員へ実施した。

設問は、「私は、仕事に費やす時間を惜しまない」、「私は率先して同僚のために時間を

割いている」など１８項目にわたる（詳細は坂本２０１０）。五点評価で実施し、総平均点５で

事前事後比較した（表３参照）。変化が大きかった設問を分析してみると、設問１「私は

欠勤した人がいれば、その人の仕事を助けている」の他３．４．５．７より共通目標を持つ者が

増え、個人主義ではなくチームとしての協力体制があらわれだしたと判断できる。特に正

社員にその傾向が強い。設問９「私がそうしたくとも、今この会社を離れることは非常に

難しい」がマイナスとなったのは、従業員が思っていた以上に自社の地域での存在感があ

り、他に潜在的な交代要員がいるいという危機感のあらわれであると判断できる。

７ヶ月という短期間ではあるが、現在のところ、地域全体を巻き込んだ地域ブランドプ

ロジェクトに、地域産業の代表として自社が加わったことにより、自社の地域での役割及

びこれからの方向性が従業員にも明確に伝わり、従業員のモチベーションが高まったと言

５ 項目ごとに合計し、回答者数で除した。

図４ 尾道地域ブランド産学官連携イメージ
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える。プロジェクト推進の初期の段階としては仮説３が検証されたことになろう。しかし、

重要なことは、継続性であり、一過性のものにしてはならない。

� 地域ブランド構築に関わる人々へのインタビュー調査

次に、尾道市への地域感、地域ブランド構築への関心度合い、プロジェクトへ関わる事

への意義と気持ちの変化を確認し、仮説３の検証に役立てるため、２００９年１０月～１１月にお

いて、このプロジェクトに関わる尾道大学関係者６名、尾道市関係者１１名、JA尾道市関

係者６名（生産者含む）の合計２３名にインタビューを実施した。

調査結果から、プロジェクトが走り始めた現段階では地域活性が必要であることは認知

されているが、いろんな方面からバラバラに発信されている為に詳細まで理解されていな

いことが明らかになった。例えば尾道市農林水産課 G氏は「市長の声は末端まで届いて

いない」と言う。今後は情報を統一し、正確に地域の人々へ発信していかなければなるま

い。

また、尾道市商工課 J氏他４名が言うように「具体的な進行状況が随時発信されていな

い」ということからプロジェクトを本当に実行すべきなのか、また現実的に地域ブランド

構築が可能なのか疑問視されていることも明らかになった。過疎化も進行しこのままでは

いけないという認識は持っているが、何をすべきであるかわからないのが現状である。

これらのことから、あらゆる方面から共通目的に向かってできること、即ち尾道ブラン

ド構築という目的達成の為にそれぞれの「場」で目的を明確にし、それぞれの思惑をそれ

ぞれが納得できるように、「場」をまとめ「場」と「場」のブリッジを架けていくリーダー

を持ち、小さな集団から大きな集団へと発展させなければならないという思いを強くし

た。プロジェクトの遂行により形成された「場」が成熟していくことで、人々のモチベー

ションが上がり人的資源の活性化につながったということで仮説３は検証されたと言え

表３ アンケート調査結果
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る。

こうして現段階では仮説１、２の実践として、「酢」と「いちじく」を融合させること

によりスタートさせることができた。プロジェクトの初期段階ではあるが、今後も引き続

き地域に様々な「場」を提供し、「場」の中で生まれた様々な提案、施策を「場」で育っ

た地域ブランドリーダーたちが、「場」と「場」の架け橋をつくり地域全体に拡げながら、

次々と新しいブランドが生まれていく仕組みづくりを推進していくことにより、本研究の

仮説１と２の検証を継続していきたい。プロジェクトを継続していくことにより地域ブラ

ンド構築の「場」が増えていき、「場」と「場」の相互間作用が増進することにより求め

られる成果が実現でき、初期段階で検証された地域ブランド構築に関わる人々のモチベー

ションも更に向上していき、仮説３が段階ごとに検証されていくに違いない。

Ⅳ 結論

本研究の論理に基づいてスタートされた尾道地域ブランドプロジェクトは、今後この単

品のブランド化に留まらず本研究の若林（２００６）の定義に基づき「買いたい」「訪れたい」

「交流したい」「住みたい」を誘発するまちづくりを推進していかなければならない。

それには、まず以下の三つを継続実施することにより本研究の仮説がいずれ証明される

に違いない。

① 農業を含む地域産業を活性化していき、人を受け入れることができる受け皿を拡大

し、魅力的なまちづくりを推進していく。

② 地域産業に従事する目的で他の地域からも含め人が集まり、人と地域が活性化してい

く施策としてプロジェクトを継続実施していく。

③ 産業従事者による人の増加だけではなく魅力的になったまちに観光目的で訪れてくれ

る人々の増加、また訪れた人々が広告塔となりそれぞれの地域に帰って伝えていくとい

うボランタリーな広告宣伝活動を実現する。

上記に加え地域ブランドの構築という共通目標を地域が持ち、目標達成に向けて日々取

り組んでいくことが横山（２００６）の論理でいうと、地域という企業から与えられたアイデ

ンティティが地域ブランドであり、地域ブランド構築という目標達成のために生まれた

バーチャル組織である「場」で人々の創造性が発揮され、達成意欲が増進されることによ
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り関わる人々のモチベーションが向上していくに違いない。

また自社においては、プロジェクト参加を有意義に発展させていくために地域ブランド

に携わることが、自社を取り巻くステークホルダーに対し、自社の経済的側面だけではな

く、社会的、文化的側面も含め包括的に訴えることにより、ステークホルダーとの信頼感、

認知度、協力体制を高めていかなければならない。

地域ブランド構築という共通目的によって生まれた様々な地域での「場」で育成された

それぞれの思惑を実現していくことに本研究が役立ち、継続実施され発展していくことを

心から望む。「尾道いちじく酢」は２０１０年１月２４日商品として市場にデビューした。今後

これを見守り、日々精進し、本研究を実証していこうとここに決意する。
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