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海外DMOにおけるブランディングの実践
国連世界観光機関（UNWTO）ブランディング手引書からの一考察

１．研究の位置づけ

1－1　研究の背景

　90年代後半以降、欧米豪を中心とする

世界のナショナル・ツーリズム・オーガ

ニゼーション（以降、NTO）を中心とす

るデスティネーション・マーケティング・

オーガニゼーション（以降、DMO）にお

いてブランディングに対する積極的な取

組が行われている。グローバル規模で、

国家間の観光客の争奪競争が熾烈化する

中、競合デスティネーションとの差別化

を図るためには、ブランディングが有効

だと考えられているからだ１。観光ブラン

ディング研究会（一般財団法人運輸総合

研究所内）では、ブランディングを「す

べての事業活動とタッチポイント２を通

じた意図した確かな評判づくり」３と定義

している。国連世界観光機関（以降、

UNWTO）によると、2009年時点で、世

界の NTO の82％がブランド戦略を掲げ

ながらブランディングを推進し、平均す

ると５年間継続している。さらに世界の

NTO の29％が10年以上ブランド戦略を

継続している４。

　日本でも、2012年以降、ブランドを国

内外に発信する動きが急速に高まってい

る５。ところが、NTO の活動成果を反映

しているといわれる世界経済フォーラム

旅行・観光競争力調査の「国のブランド

戦略の的確さ」について、旅行業界専門

誌のトラベルジャーナルは、日本は、2017

年の42位から、2019年には108位まで急落

し、平均以下の低評価だったと報じてい

る６。日本のNTOは「日本のブランド力

向上の実現」をJNTOビジョンの１つに

掲げ７、2019年には、日本初の観光ブラン

ディングの国際シンポジウムが開催さ

れ、観光庁長官と外務省国際交流審議官

がブランディングの必要性に言及した上

で、イギリスや、ニューヨークなどの

DMO の取組事例が紹介されている８。

　このように日本の NTO や、その監督

省、さらには外務省においても、日本の

ブランド力向上の必要性に関する問題意

識が高まっている。しかしながら、諸外

国のブランドの取組が成功事例として

大々的に取り上げられ、言葉としてブラ

ンドが重要だと言及されることがあって

も、その背後で、NTO を含む DMO が、

ブランド力向上のために、どのような努

力を積み重ねてきたのかといったことが

議論されることが少ない。ブランド研究

の第一人者の田中（2020）は、現代の日

本の組織では、ブランドを強化すべきだ

という意見には、誰も反論はしない、実

務でブランドを検討する上で最も重要な

ことは、ブランドを強化するために具体

的に何を実務で実践すべきか本質を議論

することだと指摘している９。

　こうしたことから、今こそ、グローバ

ルな視点から、ブランド力を向上する上

で NTO を含む DMO は何を実践すべき

かを研究する必要があるのではないかと

いう問題意識から本研究を行う。

1－2　研究の目的

　本稿の目的は、DMO は、ブランド力

向上のために具体的に何を実践すべきな

のかという問いに対し、先行研究を中心

に考察を重ね、UNWTOが作成したデス

ティネーション・ブランディング手引書

の文献調査をとおして、NTO を含む

DMOに有益な示唆を示すことである。本

稿が、日本の DMO の実務への貢献とな

ることを願う。また、今後の DMO の学
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術研究において、本稿が資料的な価値を

有し、DMO の学術研究の発展の一助と

なることを願う。

1－3　研究調査の手法

　文献調査は、UNWTOが作成したツー

リズム・デスティネーション・ブランデ

ィング手引書（英文全165ページ）を活用

する。世界の NTO でブランドを重視す

る動きが高まる中、UNWTOが2009年に

ヨ ー ロ ッ パ 旅 行 委 員 会（European 

Travel Commission, 以降 ETC）と協力

しながら、国家ブランディングの世界的

権威のアンホルト氏の監修のもと作成し

たものである。DMO はブランド力向上

のために具体的に何を実践すべきなのか

という問いに対し、当手引書を通読しな

がら、DMO 実務への貢献に資する箇所

の要約を日本語でまとめる。

1－4　DMOの定義

　本稿を議論する前に DMO を定義する

必要がある。DMO は、重層的な組織だ

と考えられ、５つに分類されている。国

家連携組織の MTO、国家単位組織の

NTO、州・準州単位組織のSTO、地域・

都市単位組織のRTO、ローカル単位組織

の LTO で あ る 10。本 稿 で 活 用 す る

UNWTOツーリズム・デスティネーショ

ン・ブランディング手引書の中では、

NTO にフォーカスされているものの、

NTOとはいえないバルト三国（エストニ

ア・ラトビア・リトアニア）、ニューヨー

ク（アメリカ）、ウェールズ（イギリス）、

リヨン（フランス）、グラスゴー（イギリ

ス）なども模範例として紹介されている。

したがって、本稿では、NTOに限定する

場合のみNTOを使用し、DMO全般的に

あてはまることは DMO を使用する。

２．先行研究レビュー

2－1　ブランドとブランディング

　はじめに、ブランドとブランディング

を定義する。ブランド論の第一人者の

アーカー（2014）は「ブランドとは、戦

略的資産であるという画期的な考え方で

あり、未来の成功のための足場であり、

その組織のために継続的な価値を生み出

すものだ」（Aaker, 2014, p.5）と定義し

ている。国家ブランディングの研究者デ

ィニー（2008）は、アーカーが唱えたブ

ランド構築における長期的コミットメン

トの重要性を受けて11、国のブランド構築

を図る上でも、効果がすぐに消えてしま

うような一過性の広告キャンペーンでは

なく、長期的戦略を採用することに意味

があると言及している12。日本国内のブラ

ンド研究者も共通して、ブランドは、売

れ続けるための仕組みづくりの発想が重

要だと指摘している13。

　ブランディングの定義に関して、観光

ブランディングの国際シンポジウムにお

いて、世界最大手のブランド・コンサル

ティング会社、インターブランドは、「ブ

ランディングとは、すべての事業活動と

タッチポイントを通じた意図した確かな

評判づくり」だと述べている14。同社は、

エストニアや、クールマイヨール（イタ

リア）をはじめとする世界の国・地域の

ブランディングを成功に導いた会社とし

て知られている15。同社は、強いブランド

力は、競合との差別化の役割を果たすだ

けではなく、「強いブランド力は、社内

（組織内部）に働きかけ、優れた人材を惹

きつけ、その人材を引き留め、その人材

のモチベーションを高める。それを反映

した社員が実践する事業活動を通して、

顧客に適切に価値を伝達することができ

れば、顧客から選んでいただき、高く買

っていただき、買い続けていただくこと

につながり、最終的に経済的な価値を生

み出す」（中村、2020、35～37頁、括弧内

筆者）」と述べている。

　つまり、DMO にとって、ブランドと

は、グローバル市場において競合デステ

ィネーションとの差別化の役割を果たす

だけではなく、DMO の従業員を中心と

する組織内部にも一定の好ましい影響を

及ぼすものだと解釈することができる。

こうしたことから、DMO がブランドを

検討する上で大切なことは、表層的で一

過性の話題作りや、一時的なプロモーシ

ョンだけではなく、観光客から継続的に

選ばれ続けるためにはどうすればいいの

かという視点や、それを可能にする継続

的な価値は何か、未来の成功の足場とし

て何を実践すべきなのかなども掘下げて

議論されるべきだと考える。

2－2　DMO のブランディングをめぐる

海外での議論

　DMO のブランディングに関して海外

では何が議論されているのかを整理す

る。1993年に、現代マーケティングの第

一人者、コトラーがマーケティング理論

を国に適応し、観光客や起業家、滞在者

など幅広い人々を呼び込むことを目的と

したマーケティング技法を世に生み出し

た16。このことからコトラーが国のマーケ

ティングとブランディングの研究領域の

先駆けになったと考えられている17。1995

年以降に、ブランド理論を国に適応する

動きが世界に拡大し、2000年から国のブ

ランディングに関する研究が増え始め

た18。2005年にコトラーは、国のブランデ

ィングの研究は増加しているのは事実だ

が、各国がブランド力を向上させるため

には具体的に何を実践すればいいのかと

いったことまでは切込まれていないこと

を問題視している19。その他の研究者も

「すでにある観光マーケティングを単に

ブランディングと置き換えたものが多

い」20や、「理論ばかりを掘下げて DMO

の実務に役立たないどころか、混乱さえ

も生じさせるものも少なくない」21と問題

視している。「DMOの実務家が最も知り

たいことは、具体的に実務で何を実践す

ればブランディングを成功に導くことが

できるのかという視点だ」と DMO の実

務に有益な学術研究を望む研究者もい

る22。

　2008年、国家ブランディングの世界的

権威、アンホルトは、「今なお、多くの官

僚や、コンサルタント、研究者が、国の

ブランディングは、プロダクトのプロ

モーションと何ら変わらないという浅薄

な解釈を抱き、そのことを無邪気に主張

している」（Anholt, 2008, p.22）と痛烈に
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批判している。その翌年の2009年に、本

研 究 調 査 の 資 料 と し て 活 用 す る

UNWTOのツーリズム・デスティネーシ

ョン・ブランディング手引書を監修する

経緯に至った。

　このように、海外では、DMO のブラ

ンディングに関する研究が増えているも

のの、理論を掘下げたものや、ブランド

の重要性を言及するものが多く、DMO

の実務に有用なものが決して多くはな

い。したがって、ブランド力向上を図る

ために DMO が実務で何を実践すればい

いのかという問いに対して、アンホルト

氏が、UNWTO と ETC と協力しながら

作成した本研究資料を詳らかにすること

は意味がある。

2－3　ブランディングをめぐる DMOの

取組

　ここでは、海外 DMO のブランド戦略

を歴史的に概観する。既述したように、

ブランド理論を国に適応する動きが世界

的に拡大する中、1995年以降、世界の

NTOは、ブランド理論を実務に適応する

ためにブランドの専門知識を有する優秀

なブランド・マネジャーを積極的に採用

しはじめた23。1997年、イギリスは「クー

ルブリタニア」に着手し、NTOがブラン

ド戦略の枠組みでマーケティングを実行

した24。2007年に「クールブリタニア」は

終息したものの、ブランドの理念は

「Britain is Great」として今日に受け継が

れている25。1999年、ニュージーランドは

「100％ Pure New Zealand」を開始し、今

なお継続する世界最長のブランド戦略と

して知られ、世界的な国家ブランド部門

の上位に位置づけられ、ニュージーラン

ドの力強さを世界に誇示している26。ブラ

ンドを重視する NTO の動きは、1999年

にマレーシア、2002年にインド、2006年

に UAE などアジア圏にも拡大した。ア

メリカは、積極的に対外マーケティング

を実行しているオーストラリアや、フラ

ンス、スペイン、イギリスの NTO の影

響も受けて、NTO の「ブランド USA」

を設立した27。

　ここでNTOの努力だけで、国のブラン

ド力向上を図ることができるのか疑問が

生じる。ディニー（2016）は、国のブラン

ディングには、NTO だけでなく、留学促

進機関や、文化交流機関、経済投資機関

なども深く関わっていることを述べなが

ら、グローバル市場で成功している国のブ

ランド力は、カナダの「Keep Exploring」

や、スペインの「I Need Spain」、アイル

ランドの「The Wild Atlantic Way」など

を例にあげ、多くの場合がNTOの努力に

よって構築されていることを示唆してい

る28。その理由は、NTOが、他の機関より

もはるかに長い年月をかけて国のブラン

ディングを継続しているからだと説明し

ている。このことをフィオル（2019, p.391）

は、NTO が存在しなければ、その国から

１つのブランドは生まれてこないと結論

づけている。

　このように、影響力を高めつつある

NTOの実態を受けて、UNWTOは、NTO

がブランド化する対象は、もはやデステ

ィネーション（観光目的地）だけではな

く、国全体（プレイス）であるとプレイ

ス・ブランディングのパラダイムシフト

が起きていることも言及している29。観光

客だけに限定するのではなく、留学生や、

滞在者、起業家など幅広い人々を魅了す

るためのブランドが必要だと強調してい

る30。

2－4　DMO のブランディングを巡る日

本国内での議論

　わが国で、国・地域のブランドを国内

外に積極的に発信するようになったのは

2012年以降のことだといわれる31。観光庁

は、ブランドに対する明確な定義を行っ

ていないものの、観光庁予算概要資料の

中で「日本のブランドの確立」が「海外

プロモーションの強化」だと補足してい

る32。実際に2012年以降に発行された「観

光白書」を調べたところ、「国を挙げた日

本ブランドの海外発信」や、「訪日ブラン

ドの構築・強化」、「クールジャパンと一

体となった日本ブランドの発信」などの

「ブランド」の出現数が増加している33。

このことから、日本では、「日本のブラン

ドの確立」が「海外プロモーションの強

化」によって作られると考えられている。

　プロモーションとブランドを関連づけ

ることに対し問題視する研究者がいる。

矢ケ崎（2017）は、日本のインバウンド

観光政策は、諸外国とは異なり、ブラン

ド構築をスキップして、プロモーション

から重点的に着手されている現状を指摘

している。イギリスを例にあげ、日本に

は、一貫性のある継続したキャンペーン

と、地域ビジネスや住民などに向けたイ

ンナー・ブランディングが必要だと提言

している。岩田（2019）は、日本では、

ブランドに関する本質が十分検討されな

いまま、単発的なイベントやプロモーシ

ョンが行われていることを指摘してい

る。さらに、日本のNTOと地方のDMO

の役割分担が不明確で、観光、農業、商

業などの各部門も連携ないままブランデ

ィングを推進していると指摘した上で、

イギリスのような統一的なブランド管理

が必要だと結論づけている。

　以上のことから、日本でも、諸外国と

同じく、ブランドに対する議論が高まり

つつあることがわかる。しかし、日本で

は、継続性に価値があると考えられてい

るブランドが、即効性のあるプロモーシ

ョンによって作られようとしている。プ

ロモーションとは、特定の製品に関する

情報を顧客に伝達するための短期的効果

を特徴とする広告や広報、セールス・プ

ロモーションなどの諸活動である34。もう

ひとつは、日本は、ブランドの司令塔が

不明確で、複数の組織が十分な連携がな

いまま推進している点である。ディニー

（2016）が、国のブランディングには、

NTOだけでなく、留学促進機関や、文化

交流機関、経済投資機関なども深く関わ

っていると指摘するように、複数の組織

が関与することは、日本に限った問題で

はない。観光ブランディングの国際シン

ポジウムに外務省国際交流審議官が登壇

していること、経済産業省所管のクール

ジャパンとの積極的な連携も視野に入れ

ていることからも明らかである。日本に
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とって大切なことは、諸外国の NTO が

外部組織とどのような工夫を行い、ブラ

ンディングを促進しているのかを把握す

ることだと考える。

３．国連世界観光機関（UNWTO）の文

献調査

3－1　本文献の概要

　本文献の正式名称は、Handbook on 

Tourism Destination Branding with an 

introduction by Simon Anholtである。既

述したとおり、90年代後半以降、欧米豪

を中心とする NTO においてブランドを

重視する動きが高まる中、UNWTO が

2009年に ETC と協力し、国家ブランデ

ィングの世界的権威のアンホルト氏の監

修のもと作成したものである。アンホル

ト氏は、アンホルト国家ブランド指数を

考案した人物として知られている。日本

の外務省は、同氏を「国家のアイデンテ

ィティやレピュテーションの調査および

マネジメントの世界的権威。英国外務省

の広報外交顧問であり韓国やメキシコな

ど43の国や地域の大統領（中略）、政府に

も国家ブランド改善のための戦略的アド

バイスを行っている」35と紹介している。

　本手引書は、７章と付録から構成され

ている。１章では、グローバル市場にお

いてブランドが必要となる理由が明記さ

れ、何がブランドなのか、何がブランド

ではないのかがまとめられている。２章

では、ブランド戦略を構築するための手

順が明記されている。３章では、ブラン

ドを具現化する手法が示されている。４

章では、どのようにしてブランドを管理

すればいいのかが記されている。５章で

は、ブランドのKPIと効果測定について

説明されている。６章では、模範的なブ

ランディングを推進する NTO を中心と

する DMO の事例が紹介されている。７

章では、世界の NTO に向けたレコメン

デーションが提示されている。注目に値

する事例としてニュージーランドや、ス

ペイン、オーストラリア、ドイツ、ナミ

ビア、日本、ウェールズ（イギリス）、リ

ヨン（フランス）、グラスゴー（イギリ

ス）など16カ国・地域が紹介されている。

日本のブランドに関しては、UNWTO

は、他国とは異なり、ツーリズムではな

く、テクノロジーがブランドを強く後押

ししていると分析している。このことは、

「クールジャパンと一体となった日本ブ

ランドの発信」が有効に働いているのだ

と解釈することができる。

　付録には、UNWTOに加盟するすべて

の NTO に対して行われたアンケート調

査結果がとりまとめられている。その中

に「模範的なブランディングを推進して

いる NTO をあげてください」の質問が

あり、上から１．ニュージーランド、２．

インド、３．スペイン、４．オーストラ

リア、５．ドバイ、６．アイルランド、

７マレーシアの順となっている36。

3－2　NTOがブランド力向上のために検

討すべきこと

　本手引書は、世界の NTO 実務家だけ

ではなく、地域・都市単位の DMO 実務

家にも有効であると冒頭に書かれてい

る。すべての DMO の実務家が卓越した

ブランドの専門知識を身につけ、ブラン

ド理論を実践に移し、成功に導くことが

期待されている37。実務家に生きた教材を

届けるために、ドイツ、フランス、イギ

リス、オーストラリア、ニュージーラン

ドの NTO のブランド・マネジャーも当

手引書の制作に関わっている。

　NTOは、コーポレート・カルチャーに

ブランドを取入れ、命を吹き込む必要が

ある。このことは、NTOの従業員のため

だけではなく、利害関係者や、ビジネス・

パートナー、住民のためにも必要だと補

足されている。こうした人々が、来訪者

のタッチポイント（空港、観光案内所、

ホテル、レストランなどの従業員）とな

り、その国に対するパーセプションを大

きく左右することになるからである38。ブ

ランドは、ロゴではない、ブランドは、

見る人の目の中に存在するものである。

ブランドは、競合国との差別化を図る役

割を果たし、やがて競争力あるアイデン

ティティに変化する39。

　UNWTO は、ブランドが「煉瓦の家」

だと例え、ブランディングが、煉瓦を１

つ１つ積み重ねる一連のプロセスだと表

現している40。一朝一夕で、家が建たない

ように「ブランディングは、結果がでる

までかなりの時間がかかる」（UNWTO, 

2009, p.108）と、継続的な取組の必要性

を力強く述べている。DMO がブランデ

ィングを実践する上で検討すべき有益な

示唆が大きく８つ示されている。

　第１は、ブランディングの目的を明確

化することである。「煉瓦の家を作り始め

る前は、基礎工事が一番大切である

（UNWTO, 2009, p.86）」。NTO のブラン

ディングのはじまりは、多種多様な利害

関係者に対して、なぜブランディングを

実行する必要があるのか、どういう便益

が期待できるのか、何を実行すればいい

のかなど、ブランドに対する理念を掲げ、

共有を図ることからはじまる。第２は、

そのことを、ブランド・ガイドラインに

はっきりと明文化することである。NTO

の従業員のためだけではなく、利害関係

者や、ビジネス・パートナーなどの理解

を深めるためでもある。あらかじめ決め

たブランドを、NTOが具体的にどのよう

なマーケティング活動をとおして、継続

的に表現していくのかもブランド・ガイ

ドラインに示すことである。第３は、統

合的マーケティング・コミュニケーショ

ンを実行することである。広告や広報、

デジタルなどのすべてのコミュニケーシ

ョンにおいて一貫性と統一性の担保する

必要がある。世界の NTO は、競合デス

ティネーションとの差別化を図る目的

で、さまざまなイメージを作りあげてい

る。一貫性と統一性を担保しながら実行

に移せば、そのイメージが、やがて来訪

者に大きな意味を持つようになる41。

　第４は、ブランドに即した行動規範を

決めることである。ブランドに即した行

動規範は、長期的にブランド価値へと変

化する。NTOの従業員だけでなく、ビジ

ネス・パートナーなどにも徹底する必要

がある。来訪者が空港に到着してから、

帰国するまでに遭遇するすべてのタッチ
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ポイントが、来訪者の経験や満足度など

を大きく左右する。NTOは、こうしたタ

ッチポイントの役割を担う企業・組織と

も緊密な連携を図りながら、トレーニン

グを実施することが有効である42。第５

は、ブランドを統括する専門部署を作り、

優秀なブランド・マネジャーを配置する

ことである。ブランド志向の組織を作る

ためには、ブランド・マネジャーに権限

を持たせる必要がある。新たにブランド

部署が立ち上がると、周囲から反対意見

や反発を招くことが予想される。したが

って、ブランド専門部署は、チーフ・エ

グゼクティブの直轄とするのが望まし

い。ブランド・マネジャーの責任は、ブ

ランド構築の推進、NTOが実行するすべ

ての事業活動をブランドの理念に適合さ

せること、ブランドの効果測定を検証す

ることである43。第６は、NTO 社内だけ

でなく、住民、ビジネス・パートナー、

利害関係者など社外に対してもブランデ

ィングに関わる進捗状況を共有すること

である。定期的なセミナー開催は効果的

である44。ブランド・マネジャーが説明を

行い、社内外すべての人が「ブランド作

りに関与している」という姿勢を示すこ

と が 何 よ り も 大 切 で あ る（UNWTO, 

2009, pp.100）。特に、デスティネーショ

ンに暮らす住民は、自分が暮らしている

場所が、世界的な観光地であるという認

識にギャップを抱くことが少なくない。

進捗状況の共有は、こうしたギャップを

埋めあわせることにもつながる45。

　第７は、NTOのブランド部署以外の従

業員や、ビジネス・パートナーにおいて、

ブランド・チャンピオンを選定すること

である。ブランド・チャンピオンとは、

ブランド・マネジャーと協力しながら、

各部署・各組織において、ブランドの旗

振り役を担う人物のことである。ブラン

ドを理解し、ブランドに即した行動規範

が徹底されているのか、ブランドに即し

た事業活動がなされているのかなどを注

視する役割がある46。第８は、現在進行中

のブランディングの成果を社内外にわか

りやすく示すことである。ブランディン

グを導入した結果、何がどう変化したの

かをわかりやすく説明しなければならな

い。世界の人が抱く国に対するパーセプ

ションの変化や、来訪者の態度変容、来

訪者の質の変化、観光経効効果、来訪者

の満足度は、定期的にモニタリングすべ

き評価基準である47。

４．おわりに

4－1　調査結果の考察

　文献調査の結果から、DMO のブラン

ディングは、NTOを含むDMOが理念を

掲げ、緻密で戦略的な努力を継続的に行

うことにより作られるものだということ

がわかった。そのことをUNWTOが、当

手引書をとおして、世界の DMO に向け

て、実践的な手法を指南していた。先行

研究レビューも踏まえて、文献調査をと

おして明らかになったことを３つ議論す

る。

　第１は、DMO は、ブランドに対する

理念を掲げ、そのことをブランド・ガイ

ドラインにはっきりと明文化することで

ある。それを、社内だけではなく、利害

関係者や、ビジネス・パートナー、住民

などにも共有を図り、理解を促進するこ

とによって、ブランドの行動規範に即し

た対応が実現できる。そのことが来訪者

の満足度を高め、リピーターの確保にも

つながると考えられている。日本では、

NTOと地方DMOにおける役割の不明確

や、組織間における連携不足などが問題

視されていた。ブランド・ガイドライン

に、共通言語としてブランドの理念を掲

げ、共有し、行動することは大きな意味

がある。

　第２は、DMO は、事業を行う際、一

貫性と統一性を担保しながら継続的に実

行に移すことである。UNWTOは、ブラ

ンドを煉瓦の家に例え、ブランディング

とは、煉瓦を積み重ねる一連のプロセス

と例えていた。アーカー（2014）が定義

していたように、ブランドは、未来への

成功のために、継続的な価値を生み出す

ことに意味がある。そのためには、広告

や広報、デジタルなどのプロモーション

を統合する統合的マーケティング・コミ

ュニケーションが有効だと述べられてい

た。日本は、一時的なプロモーションや、

単発的なイベントなどに偏る傾向がある

と問題視されていた。たとえ一過性であ

っても、一貫性と統一性を担保するため

の長期的な横軸が必要である。

　第３は、ブランド部署を設立し、優秀

なブランド・マネジャーを配置すること

である。海外では、1995年以降、ブラン

ドの専門知識を有する優秀なブランド・

マネジャーを積極的に採用したといわれ

ている。UNWTOが指摘するように、ブ

ランド部署は、複数の利害関係者と関わ

ることが必要なことから、反対意見や反

発を招くことは避けられない。チーフ・

エグゼクティブが、ブランド・マネジャー

をアシストし、専門能力が最大限に発揮

できるような仕組み作りが重要である。

社内外に対して、ブランドの命を継続的

に吹き込まなければならない。社内外に

対して、ブランドの命を吹き込むことに

つながる。

4－2　結論

　本稿では、DMO は、ブランド力向上

のために具体的に何を実践すべきなのか

という問いに対し、先行研究を中心に考

察を重ね、UNWTOが作成したデスティ

ネーション・ブランディング手引書の文

献調査をとおして、NTOを含むDMOに

有益な示唆を示してきた。

　NTO のブランディングといえば、

「Britain is Great」や「100％ Pure New 

Zealand」など、グローバルで展開する各

国の取組だけが議論されることが多い。

その結果、議論の中心は、各国の活動内

容や、ロゴやキャッチコピーに終始する

傾向がある。「Britain is Great」や「100％

Pure New Zealand」などは「煉瓦の家」

の完成形に過ぎない。DMO にとって意

味のあることは、むしろ、煉瓦を１つ１

つ積み重ねる一連のプロセス（ブランデ

ィング）を理解することである。つまり、

諸外国の DMO が、どのようなブランド

の理念を掲げ、どのような努力を積み重
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ねてきたのかを学び、そのことを自らの

DMO の実践に適応することである。

UNWTOが指摘する「世界のNTOの82％

がブランディングを推進し、平均すると

５年間継続し、世界の NTO の29％が10

年以上継続している」の中に、力強いメ

ッセー性が込められている。

　強いブランドは、組織の事業活動をと

おして顧客に適切に価値を伝達すること

ができ、高くても買っていただき、買い

続けていただくことにつながる、そして

最終的に経済的な価値を生み出すことに

つながる。このことは、強い日本ブラン

ドが、DMO の事業活動をとおして、世

界の人々から、高くても日本を選んでい

ただき、繰り返し訪日するリピーターの

確保につながり、最終的に経済的な価値

を生み出すとも解釈することができる。

訪日客の量から質への変換に関する議論

が高まる中48、このことは、日本の NTO

を含むDMOに重要な視座となるだろう。

4－3　残された課題

　残された課題は、UNWTOの調査結果

から、模範的なブランディングを推進す

る NTO として選ばれた国・地域の取組

を検証することである。UNWTOの手引

書に示されていたことが、それぞれの各

国の NTO の事業活動でどのように適応

しているのか掘下げて調べる必要がある

だろう。DMOのブランディングには、さ

まざまな利害関係者や組織が関わってい

る。各国・地域が、どのような困難に直

面し、どのように克服してきたのかを知

ることは、日本にとって有益であろう。

　海外 DMO におけるブランディングの

実践の研究は、先行研究が少ない分野だ

けに、大変、稚拙ではあるが、本稿が、

NTOを含むDMOの実務への貢献となれ

ば幸いである。また、今後の DMO の学

術研究においても、本稿が資料的な価値

を有し、DMO の学術研究の発展の一助

となれば幸いである。
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