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観光は、近年、世界で最も急速に成長している経済セクター
の一つです。世界中の各国政府は、自国の発展と繁栄を
促進する観光の力をますます認識するようになっています。
より多くの観光デスティネーションが出現し、訪問客をめぐる
競争が激しさを増すにつれ、世界市場において、デスティネー
ションを際立たせる力量や、他のデスティネーションと差別
化することがよりいっそう重要です。

デスティネーションのブランドをうまく構築し管理することの
価値を認識しながら、欧州旅行委員会（ETC）と国連世界観
光機関（UNWTO）は、マーケティングの初心者と経験豊富
なデスティネーションの管理者の双方にとって有益で実用的
な指針を提供するために、このハンドブックを作成しました。

「デスティネーション・ブランディングに関するハンド
ブック」は、Mr.Simon Anholtの論文（当レポートのフル
バージョンに掲載）において、国のブランドイメージを構築す
ることの重要性について紹介しています。また、ブランド・
マネジメント戦略に伴うブランディング形成プロセスについ
て、段階的に解説をおこなっています。各事例研究は、様々
な概念を説明し、世界中のデスティネーションからの優良事
例を提示し、デスティネーション・ブランディングに関する新
たな見識を与えるためにハンドブック全体に示されています。
このハンドブックは、ブランドの影響の評価に関するセクショ
ンと一連の実践的な提言で締めくくられています。

欧州旅行委員会（ETC）は、1948年に設立された、海外
市場における観光デスティネーションとしてのヨーロッパの
販売促進を行う非営利団体であり、欧州33カ国の政府観光
関係機関が加盟しています。情報や運営に関する専門知識
の共有を促進し、各国観光機関が果たす役割について認識
を高めながら、加盟員に付加価値を提供することを使命とし
ています。

国連世界観光機関（UNWTO）は、国連の専門機関であり、
誰もが参加できる持続可能な責任ある観光の促進のために
重要かつ中心的な役割を担う国際機関です。観光政策に
おける国際的な課題についての交流の場として、また、観光
に関する実践的な専門知識を提供する機関としての役割を
果たしています。UNWTOは159か国、6地域、2永久オブ
ザーバー及び500を超える賛助加盟員で構成されています。
国連世界観光機関（UNWTO） www.unwto.org
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このハンドブックは、Yellow Railroad International Destination Consultancy の Tom Buncle 氏が、CERAM Business 
School and Associate of Yellow RailroadのMady Keup氏から貴重な意見を得てまとめられた。

このハンドブックの作成は、欧州旅行委員会（ETC）で進行中の市場情報プログラムの一環であり、ETCの市場情報グループ
(MIG) に代わって、国連世界観光機関(UNWTO)の観光サービスにおける市場動向・競争力・通商部のSandra Carvão氏と
共同で、ETCのLisa Davies氏の監修の下に実施された。

本ハンドブックに貢献したETCのMarket Intelligence委員会のメンバーは、以下の通りである:
● 　Mr. Leslie Vella, (Chairman MIG and Malta Tourism Authority)
● 　Ms. Lisa Davies (ETC Executive Unit)
● 　Mr. John Kester and Ms Sandra Carvão (UNWTO)
● 　 Ms. Carla Aguirre (VisitSweden), Ms Gaëlle Berréhouc (Atout France/Agence de Développement Touristique 

de la France)
● 　Ms. Ylva Björnberg (VisitSweden)
● 　Mr. Christian Brandt (VisitDenmark)
● 　Mr. David Edwards (VisitBritain)
● 　Ms. Belen Gonzalez (Turespaña)
● 　Mr. Brian Maher (Fáilte Ireland)
● 　Mr. Joachim Scholz (German National Tourist Board)
● 　Ms. Anna Siemianowska (Polish Tourist Organisation)
● 　Ms. Judit Sulyok (Hungarian National Tourist Office)
● 　Ms. Helena Varona (Turismo de Portugal) 
● 　Mr. Tom Ylkänen (Finnish Tourist Board) 
さらに、Małgorzata Nowinska氏 (University of Bedfordshire)から助言をいただいた。

また、「Anholt Nation Brands Index」の著者であり、「Journal of Place Branding and Public Diplomacy」の編集者でもある 
Mr.Simon Anholtには、論文「Why National Image Matters」を寄稿していただいたいており、特別な感謝の意を表したい。
このハンドブックは、世界中の多くのブランディング専門家の助言と専門家の貢献がなければ実現できなかったであろう。本書
を通して、本書の関連箇所でのご意見をいただき、深謝する。

国際諮問委員会に出席され、正確さと実務上の妥当性を確認いただいたブランディングの専門家の方々に、特別に深く感謝の 
意を表する。

● 　Mr. Roger Pride, Welsh Assembly Government/Visit Wales
● 　Ms. Shareen Thude, Namibia Tourism Board
● 　Mr. Richard Beere, Tourism Australia
● 　Ms. Sue Warren, SNV Netherlands and formerly The New Zealand Way

技術面でのインプットは以下の方々により提供された:
● 　TNS Travel & Tourism (UK) on Measuring Brand Impact
● 　Mr. David Reid of becausebrandsmatter.com (UK) on The Brand Wheel and Writing a Creative Brief

謝辞 
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ブランドの定義
● 　 「ブランド」という用語は誤解されやすい言葉である。したがって、本ハンドブックで使用される「デスティネーション・ブランド」 

という用語は、デスティネーションの競争的アイデンティティの意と定義する。このアイデンティティは、ある一つのデスティ
ネーションを特徴的で記憶に残るものにするとともに、他のあらゆるデスティネーションから区別するものである。ブランドは、
そのデスティネーションが持つ国際的競争力の根幹である。

● 　 デスティネーション・ブランドは、デスティネーションの核心的本質と普遍的な特性を象徴するものである。デスティネーション 
は、それが持つ雰囲気や、さまざまな市場セグメントへのアピールの仕方を変化させることはできる。しかしながら、人間が 
持つ個性と同様に、その場所の核となるブランド特性は本質的に同じである。

● 　 デスティネーション・ブランドは、そのデスティネーションを特徴づけるDNAである。したがって、それは、デスティネーション 
のマーケティングを推進する政府観光局(NTO)やデスティネーションの利害関係者による、マーケティング・コミュニケーショ
ンや振る舞いの一挙一動に一貫して適用されなければならない。

● 　 デスティネーション・ブランドは、そのデスティネーションの根幹となる資産と、潜在的な訪問客の受け止め方との間の動的な
相互作用を示すものである。デスティネーション・ブランドは、他者の視点から捉えて唯一存在するものである。それは、デス
ティネーションでの体験やデスティネーションのアピールの仕方を土台に、デスティネーションに対する訪問客の知覚、感情、
姿勢が合わさって成り立ったものである。

● 　 デスティネーション・ブランドは通常、消費者向けの製品ブランドのように生産できるものではない。デスティネーション・ 
ブランドは、景観、人々、文化、歴史といったものを、そのデスティネーションの根幹となる資産として受け継ぐ。そしてデスティ
ネーション・ブランドとは、そうした資産に対する潜在的な訪問客の感じ方とそこでの実体験により結びつけられる感情的価値 
の中に存在するものである。

ブランド開発プロセス
● 　 ブランディングは、あらゆる人を対象に行うものである。訪問客の支出が高額なデスティネーションのためだけに行うものでは

ない。全てのデスティネーションは、マーケティング予算の規模を問わず、ブランドを開発することができ、また開発すべきで
ある。デスティネーションが持つブランド価値は、簡素なウェブサイトページから広告メッセージ、高額なテレビ広告にいたる 
まで、マーケティング・コミュニケーションのすべてにわたり一貫して適用されなければならない。

● 　 デスティネーションは、ブランドの開発を行う際、その中核となる市場セグメントに焦点を当てなければならない。中核となる
市場セグメントにおける知覚は、ブランドの核心的な特性を決定づける。したがって、対象となる市場に対して消費者調査を行
うことで、デスティネーションに対する中核となる市場セグメントの感じ方を把握することが重要である。

● 　 デスティネーションに対する消費者の感じ方を把握する上で、定性調査は最も有効な方法である。消費者の真の旅行の動機を
明らかにするとともに、彼らが求めている体験を特定し、彼らを満足させるデスティネーションがどのようなものであるかを 
把握するために、消費者の心理的ニーズと旅行動機は十分に探求されなければならない。これを追求するにあたっては、 
単純に訪問客の “好き” “嫌い”を明らかにするのではなく、消費者の深層心理を掘り下げて把握する必要がある。

● 　 ブランドを構築する際、途中からではなく、はじめの段階から利害関係者（行政、商業、観光事業者、地域住民等）を関与させ
るべきである。これは、コンセプトに対して利害関係者から賛同を得ることに加えて、デスティネーションをどう語るか、また 
訪問客にどう振舞うかという点におけるブランドのアドボケート（推奨者）として積極的に関与してもらうことを確実にするため
にも、最善の方法である。さらにそれは、国・地域に対する地域住民の誇り（ナショナル/シビック・ブライド）を高めることに
もつながる。

● 　 異なる市場セグメントへの訴求に必要な発想力豊かな柔軟性を可能とすべく、絶妙なバランスが求められる。世界で広く認知
されるような一貫性あるデスティネーション・ブランドを継続的に構築する一方で、クリエイティブな柔軟性により新規市場の
セグメントを取り込むことができるよう、絶妙なバランス感覚が求められる。

ハンドブックの要旨 
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● 　 デスティネーション・ブランドは、地理的特性に基づくものや、一定のテーマに基づくもの、あるいはその双方を組み合わせた
ものである。

● 　 超国家的ブランドや汎地域的ブランドを構築しようという試みは、上手くいかないケースが多い。これは、整合性に欠け、ベース 
となるストーリーや利害関係者の数が多すぎる傾向があるためである。十分に明確な競争的アイデンティティを構築したり、 
潜在的訪問客に強い印象を与えたりすることが結果的にできないのが一般的である。それにもかかわらず、汎地域的に協力して
マーケティングを展開すれば、同じ市場で競争しているデスティネーション間において規模の経済（スケールメリット）が働く場
合もある。

● 　 国家ブランドと準国家ブランドは、ブランド・アーキテクチャ（ブランドの基本概念）を共有すべきである。すなわち、準国家
ブランドは、国家の「アンブレラ」的ブランドの価値を少なくともいくつか反映すべきである一方、国家ブランドと準国家 
ブランドを引き続き差別化することもある。

● 　 しかしながら、準国家的デスティネーションが国家ブランドの見劣りする模倣品になることを強いるというよりはむしろ、準国
家的デスティネーションが、必要に応じて相互競争を通じてそれぞれ独自のブランド・アイデンティティを開発し宣伝していく
ために、柔軟性が求められる。

● 　 準国家ブランドにとっての最大の活路は、国家ブランドに用いられるマーケティング手段（例：ウェブサイト、カタログ、消費者
向けイベント、見本市等）に見出せることが多い。すなわち、準国家ブランドは、消費者（又は顧客）の受容性が最も高いポイン
トで、準国家ブランドとしての独自のメッセージを発信するために、国家ブランドが形成した市場での浸透や流通を利用するこ
とができる。こうして国家ブランドは、本来ならば到達し得なかった市場に到達する機会を準国家ブランドにもたらし、これに
対して準国家ブランドは、国家デスティネーションに豊かな趣を与え、訴求力を向上させることを通じて、国家ブランドの価値
を高める。

● 　 デスティネーション・ブランドは通常、その個性を決定づける異なる補完的価値を複数有している。こうした価値は、マーケ
ティング・コミュニケーションの各活動において必ずしも均等に用いられる必要はない。音楽のボリュームを上げ下げしたり、
高・低音部を調節したりするように、異なる市場セグメントへの訴求力に応じて、それぞれの価値を選択的に適用すればよい。 
重要なのは、デスティネーションのブランド価値を部分的に反映させることで、最終的にマーケティング・コミュニケーションの
発信元が依然同じデスティネーションに由来しているような印象を与えることである。

● 　 デスティネーションは多くの場合、抜本的なブランド再構築を図るよりもむしろ、既存ブランドの刷新を図ることのほうが多い。
なぜなら、デスティネーションは、これまでに受け継がれてきた基本的プロダクト（例：国民、文化、歴史、景観等）を多くの場合 
基本的に変えることができないからである。

● 　 デスティネーション・ブランドの刷新を検討する時期は、デスティネーション・ブランドに対して気軽に愛着が感じられ始めた
時である。これは通常、潜在的な訪問客の間で、ブランドに対する親近感が薄れて飽きに変わり、インパクトが失われることで
ブランドの衰退を招く恐れがあることを示唆しているからである。

● 　 ブランドの「真の姿」を引き出すためのブランド構築モデルは数多く存在する。こうしたブランド構築モデルは、どのような形
でブランドが表現されようとも、その本質の確立を目的としている点において、いずれも同様の役割を担っている。したがって、
どの手法を用いるかは、デスティネーションの選択に委ねられる。

● 　 デスティネーション・ブランドを構築するには、潜在的訪問客の立場になって以下の問いに答える必要がある。
　　 ‒ 　そのデスティネーションのどのような点が好きか。
　　 ‒ 　そのデスティネーションはどのような場所か。
　　 ‒ 　そのデスティネーションは自分をどのような気持ちにさせるか。
　　 ‒ 　そのデスティネーションを一言で述べると、どのように表現できるか。
　　 ‒ 　他のデスティネーションとどのように差別化できるか。

● 　 ブランディングの専門家と調査機関は、独立した、また経験をベースにした市場分析を提供することで、各デスティネーションが
ブランドを構築することを支援できる。こうした分析は、デスティネーション・ブランドを持続的に支えていく上で不可欠である。
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ハンドブックの概要

ブランドの導入・管理・監視
● 　 デスティネーションにおいてブランド・エッセンスとブランド価値がひとたび確立されれば、その後、政府観光局（NTO）が展

開するマーケティング活動のすべてにわたり（これにデスティネーションの利害関係者によるマーケティング・コミュニケーショ
ンが加わるのが理想的である）一貫して適用されなければならない。これはすなわち、ブランド価値を適切に発信することによ
り、たとえどんなに規模の小さい単発のマーケティング・コミュニケーションであっても、その一つ一つにブランド・エッセンス
を反映させることを意味する。

● 　 マーケティング・コミュニケーションにおいて、デスティネーションの真のエッセンスをインパクトのある形で反映させるには、 
巧みで創造的な遂行が肝要である。

● 　 ブランドの開発とその進捗監視には、ハイレベルなマネジメントグループをもつことが重要である。これにより、上層部がその
ブランドを重視しているというシグナルを送ることになる。これは、デスティネーション内部における影響力のある利害関係者
やオピニオンリーダーからの賛同を得ることを容易とする。

● 　 ブランド・ガーディアン(brand guardian、守護者) ／ブランド・マネジャーは、NTOの最高責任者と直接的なコンタクトが
できる者を指名すべきである。

● 　 異なる経済的、政治的セクターや地域セクターにおけるさまざまな利害関係者の間でブランドが支援され、推進されるために、
広く知られたブランド・チャンピオン(brand champions)を、適切な人数指名すべきである。このブランド・チャンピオンには、
自身が活躍する分野の指導者であるとともに、幅広いセクターからの尊敬が得られる人物である必要がある。

● 　 可能な限り多くの利害関係者組織の中からブランド・アドボケート(brand advocates、推奨者)を採用すべきである。この
ブランド擁護者は、自身の組織で影響力のある立場にあり、自らの組織内に対象ブランドを確実に取り込むことのできる人物
とする。

● 　 ブランド・チャンピオン(brand champions)とブランド・アドボケート(brand advocates)は、対象ブランドを十分に熟知
した上で、その推進に向けて十分な準備を行う必要がある。その一環として、ブランドの原則とその適用に関する研修が通常
含まれる。彼らが豊富な知識と説得力をもってブランドを推進できるために、ブランドに関する重要な事実や情報が提供され
る必要がある。

● 　 NTO 職員と主要利害関係者を対象に、インターナル・マーケティング・プログラムが開発されるべきである。これは、ブランド
内容とブランドの重要性、そしてブランドの推進方法を解説する。プログラム参加者は、ブランドに関するフィードバック、ブラ
ンド内容の変更について常に最新情報を把握しなければならない。

● 　 NTOは、自身の内部的な組織文化の中にブランドを取り入れ、実践していかなければならない。

● 　 NTO 職員や利害関係者を対象にブランド・ツールキットが作成されなければならない。このツールキットは、ブランドの役割、
デスティネーションがもつブランド・エッセンスとブランド価値、それらをいかにしてマーケティング・コミュニケーションに 
適用するかを説明するものである。また、ブランド・ロゴやブランド・アイデンティティの使用に関する実務指針も含む必要が
ある。このツールキットは、理想的にはNTOのウェブサイトを通じて、電子的フォーマットで入手できるようにすべきである。

● 　 地域住民にも関与してもらう必要がある。そのブランドの本質と価値、目的について地域住民にも情報提供すべであり、それら
は国内的にも国際的にも実質的に住民を表現するものである。地域住民向けの説明会や討論会、マスコミに対するPR 活動が
効果的である。

● 　 ブランドのインパクトを定期的に監視し、必要に応じて、これを改善しなければならない。これには、ブランド追跡調査のほか、
オンラインパネル調査、オムニバス調査、消費者調査、訪問客満足度調査、ベンチマーク調査などが最適である。

● 　 ブランドが時代にあわなくなり、ブランドの刷新を図る必要性についての兆候について、ブランド・マネジャーは注意しなけれ
ばならない。ブランド衰退の警告サインというものは通常、ブランド追跡調査とマスコミのモニタリングによって早い段階で 
確認することができる。
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デスティネーション・ブランディングハンドブック—要旨

ブランド開発の成功要因

ブランド開発を成功させるための、重要な成功要因は以下の通り。

● 　 デスティネーションにとって中核となる市場セグメントをよく理解すること。

● 　 単なる好き嫌いではなく、デスティネーションを訪問する人の真の動機、デスティネーションに対して抱く感情や姿勢を 
把握するためにグループ・インタビューなどの定性的な消費者調査を行うこと。

● 　 デスティネーションが有する競争的ポジション、相対的な強みと弱みを明確に把握すること。

● 　 熱心であり高い知名度のある上層部の人物［例えば、政府観光局（NTO）最高責任者、理想的には観光担当大臣、首相、大統
領といった政府内の人物等］がリーダーシップをとり、ブランドを支持すること。

● 　 活動的なブランド・マネジャー／ガーディアン(brand guardian)、影響力のあるブランド・チャンピオン(brand 
champions)、献身的なブランド・アドボケート(brand advocates)が参画する強固なブランド管理体制を構築すること。

● 　 NTO職員の間でブランドに対するコミットメントを高めるための内部でブランド・コミュニケーション・プログラムを導入
すること。

● 　 ブランド開発に、途中からではなく、初めの段階から関与してもらうことで、対象ブランドに対して利害関係者から賛同を
得ること。

● 　 外部オブザーバーとしてではなく、ブランド開発参画者としての利害関係者との間で継続的にコミュニケーションをとること。

● 　 企業や他の利害関係者が、自らのマーケティング・コミュニケーションに対象ブランドを取り入れ、これによりブランドの
インパクトを拡大すること。

● 　 ブランドのインパクトと主な対象セグメントにおける妥当性を定期的に監視すること。

● 　 ブランド・マネジャーに限ったものではなく、デスティネーションにおける関係者すべてがマーケティング・コミュニケー
ションと自分たちの行動にブランドを適用させる責任を担うことにつきNTO組織全体を通じて認識すること。

● 　 十分なブランド資産価値を確立して市場での牽引力を獲得すべく、長期的な取組を行うこと。

● 　 あらゆるマーケティング・コミュニケーションの中心にブランドを位置づけるという姿勢をNTO内で周知徹底すること。

● 　 ブランドの実践： ブランドは、単なるマーケティング・コミュニケーションにとどまらない。ブランドに即した言動や行動
が重要である。すなわち、NTOとその職員、利害関係者、地域住民の行動（例えば、案内所のレセプショニストとして訪問
客と直接的に対話する場面であるか、訪問客がデスティネーションの誰かから情報・サービス・製品の提供を受ける場面で
あるかを問わず、そこを訪れた人と接する機会のある者一人ひとりの行動）が重要な意味をもつ。行動は、訪問客がデスティ
ネーションで出会う人々を通じてデスティネーションを体感することと同様に、デスティネーション・ブランドにおいて 
最も重要な要素とされてきた。従来とは異なる技術的サービスが提供されるようになったWeb2.0と呼ばれる環境におい
ては、ツイッターなどを利用してデスティネーションでの良い体験や悪い体験について即座に意見交換することが可能と
なっている。ブランドに則した行動のほか、ブランド・エッセンスと相反する行動ではなく、少なくともその強化に寄与する 
行動こそがデスティネーションのイメージ形成においてこれまで以上に重要となるであろう。
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ハンドブックの概要

今後のデスティネーションについて
● 　 世界中の各デスティネーションは今後、自分たちのブランドの重要性を国際的競争力の源泉として一層認識するように 

なるであろう。マーケティング・コミュニケーションや行動の中で自分たちのブランド・エッセンスやブランド価値を 
明確に理解した上でこれを示し、適用していかない限り、他の競合デスティネーションに後れを取ることになるだろう。

● 　 プレイス・ブランディングは、今後ますますその重要性と価値を高めていくであろう。デスティネーション・ブランディングでは、
ある場所で暮らし、働き、学び、訪問し、あるいはビジネスをすることに限定される。プレイス・ブランディングは、国・地域・
都市の全体論的な概念であり、多方面の関係者との連携が重要である。言うまでもなく、潜在的な訪問者と直接的に対話する
際には、これまでどおりのデスティネーション・ブランドが重要である。

● 　 今日のデジタル時代においてNTOは、潜在的な訪問者にとって意義があり、役に立つ組織であり続けなければならない。 
そのためNTOには、Web2.0環境において、マーケティング・コミュニケーションに取り組むにあたり、発想の転換が求められ
る。しかしその一方で、デスティネーションのブランド・エッセンスを一貫して表現する存在としてのブランドの役割は、今後も
変わりはない。むしろ、無限の情報源からオンラインで入手することのできる分類がなされていない情報が錯綜する中で、そう
した一貫性のあるブランド発信こそが何よりも重要なのである。
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観光は、近年、世界で最も急速に成長している経済セクター
の一つです。世界中の各国政府は、自国の発展と繁栄を
促進する観光の力をますます認識するようになっています。
より多くの観光デスティネーションが出現し、訪問客をめぐる
競争が激しさを増すにつれ、世界市場において、デスティネー
ションを際立たせる力量や、他のデスティネーションと差別
化することがよりいっそう重要です。

デスティネーションのブランドをうまく構築し管理することの
価値を認識しながら、欧州旅行委員会（ETC）と国連世界観
光機関（UNWTO）は、マーケティングの初心者と経験豊富
なデスティネーションの管理者の双方にとって有益で実用的
な指針を提供するために、このハンドブックを作成しました。

「デスティネーション・ブランディングに関するハンド
ブック」は、Mr.Simon Anholtの論文（当レポートのフル
バージョンに掲載）において、国のブランドイメージを構築す
ることの重要性について紹介しています。また、ブランド・
マネジメント戦略に伴うブランディング形成プロセスについ
て、段階的に解説をおこなっています。各事例研究は、様々
な概念を説明し、世界中のデスティネーションからの優良事
例を提示し、デスティネーション・ブランディングに関する新
たな見識を与えるためにハンドブック全体に示されています。
このハンドブックは、ブランドの影響の評価に関するセクショ
ンと一連の実践的な提言で締めくくられています。

欧州旅行委員会（ETC）は、1948年に設立された、海外
市場における観光デスティネーションとしてのヨーロッパの
販売促進を行う非営利団体であり、欧州33カ国の政府観光
関係機関が加盟しています。情報や運営に関する専門知識
の共有を促進し、各国観光機関が果たす役割について認識
を高めながら、加盟員に付加価値を提供することを使命とし
ています。

国連世界観光機関（UNWTO）は、国連の専門機関であり、
誰もが参加できる持続可能な責任ある観光の促進のために
重要かつ中心的な役割を担う国際機関です。観光政策に
おける国際的な課題についての交流の場として、また、観光
に関する実践的な専門知識を提供する機関としての役割を
果たしています。UNWTOは159か国、6地域、2永久オブ
ザーバー及び500を超える賛助加盟員で構成されています。
国連世界観光機関（UNWTO） www.unwto.org


