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ユーザーの特徴からみたブランドらしさの測定
——再帰的計算法による大学ブランド・イメージの比較——
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Measuring Brand’s Core Image by Understanding the Characteristics of Users
——Comparing Two University Brand Images by Recursive Calculation——
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The brand’s core image is not just formed by the things the company creates, in-
cluding products, logos, packaging. There is also the aspect where the users influence
the brand’s core image. In this paper, we apply the analytical method in Shirai et al.
(2016) to try understanding a “brand’s core image” by identifying the characteristics
of a brand’s typical users. Two universities were selected as targets for an empirical
analysis. This is because the relationship between the university and the students is a
very suitable target for clearly grasping the relationship between the brand’s core image
and the user’s core image. Furthermore, this method cleared the image of typical users,
not general users.
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1. は じ め に

われわれは「ブランドらしさ」をどのような特徴か
ら理解しているのだろうか．例えば，コカコーラのコ
ンツアーボトル（流線型のボトル）や赤のブランドカ
ラーは，コカコーラのブランドらしさを表す特徴であ
るだろうし，味や香りもブランドらしさの形成に大き
く寄与しているはずである．しかし，ブランドらしさ
は企業によって作られたものだけで構成されている
わけではない．例えば，ハーレー・ダビッドソンとい
うブランドをイメージするときに，重厚感のある車体
や，低いエンジン音といった製品から得られるイメー
ジだけでなく，ひげを蓄え，レザージャケットを着た
ユーザーもイメージされるのではないだろうか．この
時にわれわれが想起するのは，ハーレー・ダビッドソ
ンのユーザーの全体像ではなく，上記したような典型
的なユーザー像であると考えられる．
このように，ブランドをイメージする際にそのブラ
ンド名が冠された製品だけではなく，当該ブランドを
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利用する典型的なユーザーも同時にイメージされ，そ
のユーザー像もブランドらしさを構成する重要な要因
となっていると考えられる．そこで，本研究では，こ
のような典型的なユーザーの存在がブランドらしさを
構成するという考えに立ち，典型的なユーザーの具体
的な特徴を理解することによって，ブランドらしさの
把握を行う．
なお，本研究では典型的なユーザー把握のための対

象として大学ブランドに焦点を当てる．その理由は，
顧客ないしはユーザーとして捉えられる「典型的な学
生」の存在が，人々が考える「大学らしさ」を構成す
る大きな要因となっていると考えるからである．大学
は一般的な製品やサービスに比べて，提供サービスの
詳細を理解することが難しい．一方で，大学に所属す
る学生は大学ごとに特色があり，大学ごとの学生の特
徴がイメージされやすい．その結果として，人々が大
学らしさを思い描く際に，その大学の学生らしさの印
象が大きな影響を及ぼすと考えられる．このように，
大学を対象とすることによって，ブランドの典型的な
ユーザーの「ブランドらしさ」への影響を明確に捉え
ることが可能になると思われる．そして，そこから得
た結果から，一般的な製品やサービスについて同様の
問題を考える上で大きな示唆を得ることができると思
われる．上記を考慮し，本研究では大学を対象として
ブランドらしさの検討を行う．
本論文の構成は以下のとおりである．続く第 2章で

は，ブランドのイメージや典型性に関する既存研究を
レビューする．第 3章では分析データの収集のために
実施した調査の概要を整理し，第 4章において本研究
で用いる分析手法を説明する．第 5章では分析結果の
整理と考察を行い，最後に第 6章において，まとめと
して本研究の意義と限界を述べる．

2. 既 存 研 究

2.1. ブランド・アイデンティティとブランド・イ
メージ

企業は，消費者にどのようにブランドを知覚して欲
しいのかということを考えた上で，ブランドの構築と
育成を行う．このような，ブランドに対する企業側の
理想像はブランド・アイデンティティと呼ばれ，企業
が持つブランドに対する強い思いが反映される．
一方で，消費者はブランドを知覚し，知覚した内容

からブランド全体を推論することによってブランド

像を形成する (Assael, 1998)．消費者によってこのよ
うに形成されるブランド像は，ブランド・イメージと
呼ばれる．ブランド・アイデンティティやブランド・
イメージに関する研究は，古くからなされており，ブ
ランド側が提示するブランド・アイデンティティと，
消費者が知覚するブランド・イメージが合致してい
ると，消費者はブランドに対して肯定的な態度をと
るようになるとされる (Sirgy, 1982; Malhotra, 1988;
Fournier, 1998)．
ブランド・アイデンティティとブランド・イメージ
およびブランドらしさの関係について，新倉 (2013)
は「ブランド・イメージ上に反映されるブランド・ア
イデンティティ」をブランドらしさと定義している．
つまり，ブランドらしさを，企業側が描くブランド・
アイデンティティと消費者が描くブランド・イメージ
が重なる部分であると捉えている．また，新倉 (2013)
では，新倉 (2005) に従い，ブランド・アイデンティ
ティを，当該ブランドに対するブランド・マネジャー
の理想的な連想像であるとしている．
ブランドらしさを規定するブランド・アイデンティ
ティやブランド・イメージについて，Aaker (1996)
は，ブランド・アイデンティティの構成要素として
ユーザーの存在をあげており，Keller (1998)は，ユー
ザー・イメージや使用のイメージが，ブランド・イメー
ジの形成に関連するとしている．先述したハーレー・
ダビッドソンの例のように，特に典型的なユーザー・
イメージがブランド・イメージに大きな影響を与えて
いると考えられる．ブランドらしさをブランド・アイ
デンティティとブランド・イメージとが重なる部分と
して捉えることができるならば，それらの双方と関
連するユーザーのイメージ，とりわけ典型的なユー
ザー・イメージは，消費者が知覚するブランドらしさ
に大きな影響を及ぼすと考えることができるだろう．
富川 (2012) は，ファッション雑誌の主要認知要素
として (1) 雑誌名とロゴ，(2) モデル，(3) 特集テー
マとそのコピー，(4)スタイリングとそれに使用する
ブランドやモデルのヘア＆メーク，そして，(5)登場
読者の職業やファッションのスタイリングの 5つを挙
げている．この中で (5)は，雑誌を購買する典型的な
ユーザー像を指していると考えられるが，この研究で
は，「ファッション誌を区別するときに判断材料とな
る項目」を調べ，調査対象者の 65% が (5) の項目を
挙げたと報告している．つまり，多くの調査対象者が
ファッション誌を区別する際に，典型的なユーザー像
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を重要な情報として利用しているのだと考えられる．
このことから，ファッション誌のブランドらしさの知
覚に，典型的なユーザー像が大きく影響しているのだ
と理解することができるだろう．このような典型的な
ユーザー像のブランドらしさの知覚への影響は，他の
多くの領域の製品やサービスにおいても見られるので
はないかと思われる．

2.2. カテゴリー内におけるブランドの典型性と
ユーザーの典型性

あるブランドが同一のカテゴリーに所属する他のブ
ランドと多くの特徴を共有しているとき，消費者はそ
のブランドがカテゴリー内における典型的な存在であ
ると認識する．このカテゴリー内におけるブランドの
典型性について，Rosch & Mervis (1975)は家族的類
似性という視点から検討した．家族的類似性とは，あ
るカテゴリーに属しているブランドが，他のブランド
との共通属性をどの程度有しているかを指す概念であ
る．家族的類似性が高いほど，カテゴリー内における
典型的なブランドだと認識される．さらに，消費者が
知覚する典型性が高まると，ブランドの選好が高まる
ことが明らかになっている (Loken & Ward, 1990)．
先に挙げた富川 (2012) の研究における，登場読者

の職業やファッションのスタイリングは，ブランドを
使用するユーザーの典型性を具象化していると考えら
れる．しかし，富川 (2012) では，この典型的なユー
ザーがブランドの識別に影響を与えることは示されて
いるものの，典型性を示すユーザーの具体的な特徴に
ついては議論がなされていない．典型的なユーザー像
を把握するための一つの方法として，上記の家族的類
似性を用いると，次のように考えることができる．す
なわち，あるブランドを使用しているユーザーが他の
ユーザーと共通する特徴をどれだけ持っているかに
よって，ユーザーの典型性を指し示すことができると
考えられる．そして，多くのユーザーが共有する特徴
である典型性を理解することによって，消費者が知覚
するユーザー・イメージを抽出することができると思
われる．

2.3. 既存研究のまとめと本研究で対象とするブラ
ンド

ここまでの内容をまとめると，既存研究では，企業
が主導するブランド・アイデンティティと消費者が有
するブランド・イメージとの合致が重要であり，両者

が重なり合う部分が「ブランドらしさ」であることが
示されている．また，ブランド・アイデンティティと
ブランド・イメージの双方に影響するものとしてブラ
ンドのユーザーの存在が挙げられており，特に典型的
なユーザーのイメージがブランドらしさを形成する大
きな要因であると考えられる．
しかし既存研究では，「ブランドのユーザー」や「ブ
ランドのユーザーの典型性」の存在は挙げられている
ものの，ブランドのユーザーに共有されている特徴を
具体的に指し示した研究は見受けられない．そこで本
研究では，ブランドらしさを構成する要因であると考
えられるブランドのユーザーの中でも，ブランドの
ユーザーの典型性ともいえる，ユーザー間で共有する
特徴に着目し，その特徴を把握することを試みる．こ
のように把握されたユーザーの典型性は，当該ブラン
ドのユーザーらしさであると理解することが可能であ
り，この理解がブランドらしさを明確化することにつ
ながると，本研究では考える．
また，本研究では 2つのブランドを用いて，ブラン
ドらしさの構成要素であるユーザーの特徴を確認す
る．その理由は，2 つのブランドを比較することが，
それぞれのブランドのブランドらしさとユーザーらし
さの適切な理解につながると考えるからである．新倉
(2013) は，ブランドらしさの検討にあたっては，当
該ブランドと競合ブランドとの関係に着目しなけれ
ばならないと指摘している．また，Keller, Sternthal
& Tybout (2002) は，ブランドの特徴を把握するた
めに，差別化ポイント（Point of Difference）と類似
化ポイント（Point of Parity）の双方を理解すること
が必要であるとしている．この類似化ポイントと差別
化ポイントは，複数のブランドを比較対照することに
よって理解することが可能となる．
複数のブランドを対象とした研究として，Microsoft
と Apple などライバル関係にあるブランドのユー
ザーがもつ対抗的ブランド・ロイヤルティ (Muniz &
O’guinn, 2001)に関する研究が挙げられる．さらに，
この対抗的ブランド・ロイヤルティを対象とした研
究として，ライバル・ブランドが販売する製品の購入
が減少することを示した研究 (Thompson & Shinha,
2008)が挙げられる．ただし，この研究は，特定のブ
ランドのユーザーによるライバル・ブランドの新製品
導入への反応などに着目しており，ユーザーの特性に
対する議論は行っていない．また高橋 (2009) は，複
数の食器用洗剤ブランドを用いて，ブランドの典型性



4 行 動 計 量 学 第 47巻 第 1号（通巻 92号）

要因がロイヤルティに与える影響を検討している．し
かし，この研究は複数のブランドを用いているもの
の，すべての回答をプールして分析を行っており，個
別ブランドの典型性や特徴に関する議論はしていな
い．これらの研究に対して本研究では，2つのブラン
ドのユーザーの特徴をブランド毎に測定し，双方の特
徴を比較することによって，それぞれに共通する特徴
と相違する特徴の双方を把握することを試みる．
なお，本研究では対象とするブランドとして 2 校

の大学に焦点を当てる．大学を対象とする理由は，1.
で述べたように，ユーザーとして捉えられる典型的な
学生の存在が，人々が考える大学らしさを構成する大
きな要因となっていると考えるからである．大学と
学生の関係について Cuthbert (2010)や Helgesen &
Nesset (2007)は，大学を企業，学生を顧客としてと
らえている．その一方で，Canterbury (2000)は，「学
生は大学の構成要素」であると示しており，Aghaz,
Hashemi & Sharifi (2015) は，大学のイメージを構
成する要素として，学生を含む大学組織に所属してい
る人々を挙げている．また，受験生が，大学に在籍す
る学生と類似性を知覚すると入学意向に影響を与え
ることが確認されたり (Ali-Choudhury, Bennett &
Savani, 2009)，動画サイト上の在学生のコメントが大
学らしさの知覚に影響を与えることが明らかにされて
いる (関沢, 2014)．
このように，大学と学生の関係は，大学が提供する

サービスを学生が受益するという関係でありながら，
学生は大学ブランドを構成する重要な要素でもある．
そのため，対象とする大学の典型的な学生像（ユー
ザー像）を明らかにすることが，その大学のブランド
らしさの理解につながると考えられる．上記のことを
考慮すると，ユーザーの典型性からブランドらしさを
考察するために，大学は非常に適した対象だと考えら
れ，その結果から一般的な製品やサービスについて同
様の問題を考える上での大きな示唆を得ることが期待
される．
ブランドとユーザーとの関係について，白井・森田・

中元・小山 (2014)や白井・森田・Cheung・中元・高嶋
(2016)は，ブランドとブランドに陶酔する顧客の関係
から定量化を試みている．本研究では，この手法を応
用し，大学と学生という関係に当てはめることで「ブ
ランドらしさ」の把握を行う．また，白井他 (2014)や
白井他 (2016)では，ある 1つのブランドのみを対象
として本手法を用いたが，本研究では 2つのブランド

を対象とし，ブランドらしさに関する指数を比較可能
な形にした．なお，手法の詳細は 4. らしさの定量化
手法にて述べる．

3. 調 査

3.1. 調査対象
本研究では，大学らしさと大学のユーザーである学
生らしさの把握のために 2校の大学（以下，A大学，
B 大学）を対象として分析を行う．新倉 (2013) は，
「ブランドらしさ」の検討にあたっては，当該ブラン
ドと競合ブランドとの関係に着目しなければならない
と指摘している．競合ブランドとの差異を見ることに
よって，当該ブランドらしさを明確に捕捉することが
可能になると考えられる．本研究で取り上げる 2校の
大学は，大学偏差値や，キャンパス立地などには大き
な差はないが，各大学に所属する学生に特色のある大
学であり，学生のイメージは A大学と B大学で大き
く異なっていると言われている．また，この 2つの大
学は一般に競合関係にあると捉えられているため，新
倉 (2013) が指摘する上記の点に適っていると考えら
れる．また，複数の大学を対象とすることで，A大学
の特徴として抽出された要素が，A大学に特有の特徴
であるのか，あるいは B大学と共通する特徴であるか
が判別できるようになる．

3.2. 調査概要
本研究では，インターネットによるアンケーフォー
ムを用いて「大学調査」と称し，2016年 9月から 10
月，2017年 10月から 2018年 2月に両大学の文系学
部に所属する 473名（A大学 239名，B大学 234名）
に対して調査を実施した．また，調査対象は両大学の
3年生及び 4年生とした．これは，それぞれの「大学
らしさ」を把握するためには，大学生活の経験が長い
高学年の学生の方が適していると考えたためである．
調査項目は，「フェイス項目」と「らしさ項目」に分
類される．フェイス項目は，学生の所属学部や学年，
出身地など学生個人に関連する項目である．他方，「ら
しさ項目」は大学での過ごし方や大学の満足度など学
生と大学との関係性に関する項目である．なお，各項
目は，日本国内の大学や全国大学生活協同組合連合会
が学生生活の把握や，キャンパス全般の環境整備のた
めに実施している学生生活実態調査を参考にした．ま
た，それ以外にも「らしさ項目」に関する質問の中に，
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「Rokeachの価値概説 (Rokeach, 1973)」などの，行動
の動機や重視している価値に関する尺度，ならびに，
ライフスタイル（好きなファッション，よく利用する
SNS，財布に入っている平均金額など）に関する質問
を加えた．これにより，通常の学生調査では踏み込む
ことが難しい価値観やライフスタイルといった点から
も，「大学らしさ」や「学生らしさ」を詳細に把握した．
調査対象者は，これらの項目に回答するのに加え，

後述する「学生らしさ」の初期値として用いるために，
自身が所属する大学の学生らしいと思うかどうかにつ
いて自己申告をしてもらった．

4. らしさの定量化手法

大学における「学生らしさ」と「大学らしさ」は相
補的な関係にある．すなわち，それぞれの大学の「大
学らしさ」を兼ね備えている学生がその大学らしい学
生であり，またその大学の「学生らしさ」を持ってい
る学生の特徴が大学らしさを構成する．特徴量である
「らしさ」がこのような相補的な関係によりはじめて
定義されるものであるとすれば，大学らしさ，学生ら
しさをそれぞれ独立に求めることは困難である．この
ため本研究では，学生らしさと大学らしさの相補的な
関係に対して，適切な初期値を与えた上での繰り返し
計算を行った上で，「らしさ」はその収束点として発
現するものと考える．
上記のような相補的な関係からその収束点としての

特徴を計算する手法として，PageRank (Brin & Page,
1998)や HITSアルゴリズム (Kleinberg, 1999)など
のWeb ページのランキング手法が良く知られている．
このうち，HITS アルゴリズムにおいては，各ページ
に対して，他のサイトから多くリンクされている重要
度の高い情報を発信している authority としての度合
いと，重要な情報を発信しているページにリンクして
いる hub としての度合いをそれぞれ計算することが
できる．HITSアルゴリズムは，「良い hub からリン
クされているページは良い authority である」，「良
い authority にリンクしているページは良い hub で
ある」といった「重要度」に関する再帰的な定義をも
とに，Web ページ間のリンク構造から各ページのラ
ンキングを行うものである．この HITSアルゴリズム
を応用した例として，Q&Aサイトにおける質問者と
回答者の関係に適用した研究 (Jurczyk & Agichtein,
2007)などが挙げられる．

図 1. 大学らしさを定量化するアイディア

この HITS アルゴリズムについて，白井他 (2014)
や白井他 (2016) では，購買者と商品からなるデータ
に対して適用し，ブランドらしさの観点から，ブラン
ドに陶酔する顧客とブランドを特徴づける商品の定量
化が行われている．本研究では，商品を大学の持つ特
徴，購買者を学生として，学生ならびに調査項目に関
して，A，B大学のらしさ指数をそれぞれ算出する．
本研究における大学らしさを定量化するアイディア
の概略を図 1に示す．
本研究で用いた具体的な方法は以下の通りである．
今，学生 i の A大学らしさを ui，調査項目 j の A大
学らしさを mj とする．このとき，学生の A 大学ら
しさ指数のベクトルを

u = (u1, u2, . . . , uU )T, (1)

調査項目の A大学らしさ指数のベクトルを

m = (m1, m2, . . . , mM )T (2)

とする（ここで，U は調査回答学生数を，M は調査項
目数を表す）．また，上付き添字 T は転置行列を表す．
今，学生 i がアンケート項目 j を回答（選択）してい
たとする．このとき，wij を以下のように定義する．

wij = Iu
i Im

j vij (i = 1, 2, . . . , U ; j = 1, 2, . . . , M )
(3)

ここで，Iu
i は，学生 i の初期値としての A大学ら

しさを表すものである．自身が A 大学らしい学生で
あるかという質問に対して，「とてもそう思う」と回答
した学生の初期値を 1.0，「そう思う」と回答した学生
を 0.8，「ややそう思う」を 0.6，「全くそう思わない」
を 0.4と重みづけした．Im

j は，アンケート項目 j の
初期値としての A大学らしさを表すもので，グループ
ディスカッションにて各大学らしい項目として提示さ
れたものである．A 大学らしい項目については 1.2，
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それ以外の項目については 1.0 と重みづけを行った．
なお，この重み付けのパラメータについては，いくつ
かパラメータを変更して実行し，内部的な議論の結果
として決定したものである．特に，今回，アンケート
回答者の中で，「とてもそう思う」と回答した学生数
が少ないため，初期値を大きくすると過度に影響が出
てしまうことが懸念された．適切な初期ウェイトの決
定は今後の課題であるが，いずれにしても異なる評価
指標を用意し，これとの整合性を精査する必要があろ
う．また，vij は，学生 i がアンケート項目 j を選択
した場合を 1，そうでない場合を 0とした．
さて，今，行列 W を

W =

 w11 · · · w1M

...
. . .

...
wU1 · · · wUM

 (4)

とすると，定義より以下の関係が成り立つ．

u = W m, m = W Tu (5)

これより，

u = W W Tu, m = W TW m (6)

を得る．この際，u ならびにm は，W W T, W TW

の主固有ベクトルにそれぞれ収束することが知られて
いる．u, m はそれぞれ，学生の A 大学らしさ指数，
アンケート項目の A 大学らしさ指数を表すベクトル
である．
以上のような方法により，各学生ならびに各調査項

目の「A 大学らしさ」指数を算出した．「B 大学らし
さ」についても同様である．なお，ここで求められる
u, mは，要素の二乗和が 1になるように正規化され
ている．このため，A 大学らしさの指数と B 大学ら
しさの指数は同一尺度で比較可能である．

5. 結 果 と 考 察

5.1. 大学らしさに関する分析結果と考察
4 章で説明した方法によって，その大学らしい学

生の考えや行動の特徴を表すか否かという視点から，
198の調査項目のそれぞれについて，両大学のらしさ
指数を求めた．これらの値は，すべての調査項目のら
しさ指数が同一だと仮定したときの値を 1とした相対
的な値となっている．例えば，A大学らしさ指数が 2

の項目は，標準的な項目に比べて 2 倍 A 大学らしい
特徴であると理解できる．また，調査項目に加え，調
査対象となった A大学の学生 239人と B大学の学生
234人のそれぞれについても，A大生らしさ指数と B
大生らしさ指数を算出している．これらの値も，調査
項目と同様に基準化している．なお，4章で説明した
ように，調査項目（特徴）のらしさ指数と学生のらし
さ指数は再帰的に求めている．すなわち，A大学らし
さ指数の高い学生が有する特徴は A 大学らしさ指数
が高い特徴となり，A大学らしさ指数の高い特徴を有
する学生は A 大学らしさ指数が高い学生となるよう
に指数を計算している．
図 2 は 4 章で説明した手法で計算した「らしさ指
数」の値を利用して，調査項目をプロットしたもので
ある．縦軸は A 大学らしさ指数を表しており，横軸
は B大学らしさを表している．また，45度線付近は
両校の数値がほぼ同じ値となった，「本学学生である
ことに誇りを持っている」，「愛校心が高い」，「LINE
を利用している」，「母親が本学出身ではない」，「父親
が本学出身ではない」などの項目がプロットされてい
る．これらは両大学の学生が共通して有する明確な特
徴であり，かつ両校間のらしさ指数にほとんど差がな
い項目である．したがって，これらの特徴は，Keller
et al. (2002)が指摘する，ブランド間の類似化ポイン
トであると理解できる．ただし，これらの特徴の多く
は，両校に共通するものだというよりも，両校を含め
た大学生全般に共通する特徴だと解釈できるだろう．
例えば，2016年における LINEの利用率は，10代が
79.3%，20代が 96.3%と，非常に高い数値となってい
る (総務省, 2017)．したがって，「LINEの利用」は，
一般的な大学生らしさとして捉えることができる．ま
た，全国の大学数が 780校存在する中で (文部科学省,
2018)，母親や父親が子供と同じ大学出身である確率
はかなり低いのが一般的だと考えられる．したがっ
て，「母親が本学出身ではない」，「父親は本学出身で
はない」という項目も，大学生一般の特徴だと捉えら
れる．また，「愛校心の高さ」や「自身がその大学に所
属していることへの誇りを持っている」についても，
A・Bの 2校の大学に限られた特徴ではなく，他の多
くの大学の学生にも共通する項目だと思われる．さら
に，Rokeachの価値概説に関する項目についても「自
己実現の重視」や「思いやりの重視」などが，45 度
線付近にプロットされており，これらの項目について
も，他の多くの大学生にとって共通している項目であ
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図 2. 大学らしさと B大学らしさの調査項目プロット

ると考えられる．
図 2の右上に位置する項目の中でも，45度線の左上

のものは A大学らしさを，右下のものは B大学らし
さをより強く表す特徴である．例えば，「本学の志望
度が高い」という項目は，A大学らしさ指数，B大学
らしさ指数共に高いが，前者の値が際立って高くなっ
ている．また，「卒業後も関係を持ち続けたい」も両
校共に指数の高い項目であるが，特に B大学らしさ指
数が高い．図 2の第 2象限には，A大学らしさ指数が
標準以上（1以上），B大学らしさ指数が標準以下（1
以下）の項目が位置づけられている．この象限には，
「他の私立大学を志望」「文化系サークルに所属」など
の項目が当てはまる．第 4象限には，第 2象限と逆の
特徴を持つ項目がプロットされており，「国公立大学
を志望」「運動系サークルに所属」「Facebookを利用
している」などの項目がある．
最後に，図 2 の第 3 象限は，A 大学らしさ，B 大

学らしさがともに標準以下の項目が位置づけられてお
り，「系列高校の出身である」や「学外のサークルに所

属」などの項目がプロットされている．
このように，図 2には，両大学共通の特徴を表す項
目，A 大学らしさまたは B 大学らしさに偏重した項
目などが含まれている．そこで次節では，各大学それ
ぞれに特有の特徴について検討を行う．

5.2. 各大学らしさに関する分析結果と考察
前節で述べたように，図 2では，両大学共通の特徴
を表す項目とそれぞれの大学の際立った特徴が含まれ
ていた．そこで，本節ではそれぞれの大学で際立った
特徴，すなわち，ブランド間の差別化ポイントと考え
られる項目について検討する．ここでは，各調査項目
の A大学らしさ指数と B大学らしさ指数の差を求め，
両校の比較による相対的な A大学らしさと B大学ら
しさについて考察する．
上述したとおり，「LINEを利用している」などの項
目は，A大学らしさ指数，B大学らしさ指数ともに高
い値を示しており，両校共通の特徴ないしは両校を含
めた大学生の一般的特徴を表していると考えることが
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表 1. 相対的 A大学らしさ指数および相対的 B大学らしさ指数の上位 15項目

できる1)．したがって，これらの項目は，両校に共通
する「大学らしさ」を内包しているが，A大学，B大
学いずれか固有の特徴を表しているわけではない．こ
れに対し，前節でも述べた「Facebookの利用」という
項目は，両校に共通する特徴ではなく，B大学らしさ
固有の特徴だと考えられる．このように考えると，A
大学らしさ指数は，A大学，B大学両校に共通のらし
さ指数と，A大学に固有のらしさ指数との和によって
構成されていると考えることができる．したがって，
A 大学らしさ指数と B 大学らしさ指数の差分をとる
ことにより共通部分が相殺され，A大学固有のらしさ
指数と B 大学固有のらしさ指数の差を得ることがで
きる．そして，この値によって，両校の比較による相
対的な A大学らしさと B大学らしさを捕捉すること
が可能となる．例えば，上述した「LINEを利用して
いる」という項目について両校の指数の差をとると，
0.005とゼロに近い値となる．この項目は，両大学共
通の大学らしさを表す項目ではあるが，A大学または
B 大学固有の特徴を示すものとは言えない．「LINE
を利用している」などの両大学共通の大学らしさを表
す項目は，図 2における 45度線上に布置されており，

1) これまでの議論のように，両校に共通する A大学ら
しさ，B大学らしさの多くは，両校以外の大学にも共
通する特徴であると考えられるが，以下では記述の煩
雑さを避けるために，「両大学らしさ」，「両大学に共
通する特徴」などと記述する．

45度線から左上に行くほど A大学らしい項目であり，
右下に行くほど B大学らしい項目となる．
表 1 は，上述した差分で求めた A 大学らしい項目
と B 大学らしい項目それぞれの上位 15 項目である．
表 1における，「相対的 A大学らしさ指数」は，A大
学らしさ指数から B大学らしさ指数を引いた値，「相
対的 B 大学らしさ指数」は，B 大学らしさ指数から
A 大学らしさ指数を引いた値である．相対的 A 大学
らしさ指数が第 1位の項目は，「本学の志望度が高い」
である．この項目は，図 2 の第 1 象限に位置づけら
れているため，両大学に共通の特徴と考えることがで
きる．しかし，両大学に共通の特徴がプロットされて
いる 45度線上よりも左側にプロットされている．つ
まり，A大学らしさ指数が際立って高いために，両校
の指数の差分の値が最も大きい A 大学らしい項目と
なっている．
一方，相対的 B大学らしさ指数が第 1位の項目は，

「Facebookを利用している」である．この項目は図 2
の 45度線の右下に位置づけられており，B大学らし
さ指数は 1 以上，A 大学らしさ指数は 1 以下の値と
なっている．したがって，この項目は，B大学らしい
が A 大学らしさが低いという特徴を持っているため
に，両者の差が最も大きくなったのだと理解できる．
相対的ならしさ指数をもとに両校の特徴を比較する
と，SNSの利用，本学以外の志望大学，オシャレさ，
所属するサークルなど，多くの点において両大学間で
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図 3. 各学生のらしさ指数の高さと SNS利用率（左：Twitter/右：Facebook）

対照的な特徴を見出すことができる．そこで，ここで
は，両大学の対比的な特徴として，ライフスタイルに
関する項目の 1 つでもある，SNS の利用をとりあげ
詳細に検討する．
はじめに，SNSの利用において相対的 A大学らし

さ指数が高い Twitter について確認する．なお，一
般的な Twitter の利用率は 10 代で 67.6%，20 代が
70.4%であり (総務省, 2017)，A大学の調査対象者全
体の平均利用率が 76.6%，B大学の調査対象者全体の
平均利用率が 68.8%であった．
調査対象となった A 大生の A 大学らしさ指数と

Twitter利用の有無について点双列相関分析を行った
ところ2)，正で有意な値（r = 0.129, p = 0.046）となっ
た．他方で，B大生のB大学らしさ指数と，Twitter利
用の有無では負で有意な値（r = −0.147, p = 0.025）
となった．ただし，相関係数の絶対値は，いずれも
0.15に満たない非常に小さな値である．そのため，相
関係数とは別の側面から大学らしさと Twitter利用と
の関係を確認するために，各大学の学生らしさ指数に
よって，調査対象学生をそれぞれ 3分位に分割し，各
分位ごとに Twitter利用率を比較したのが，図 3（左）
である．図を見ると，A 大学側は最も A 大学らしい
学生群の利用率が一番高いのに対して，B 大学側は，
B大学らしさが低い学生群の利用率が一番高くなって
いる．この比較からも，両校の学生らしさのそれぞれ
と Twitter利用の間には，相反する関係があることが

2) 連続量である「A大生らしさ指数」と 2値変数である
「Twitter 利用の有無」との相関をみるために，ここ
では点双列相関分析を用いた．以下，連続量と 2 値
変数との相関については，同様の分析手法を用いた．

確認できる．
次に，相対的 B大学らしさ指数が高い Facebookに
ついて確認する．一般的な Facebookの利用率を見る
と，10代が 21.6%，20代が 52.3%となっている (総
務省, 2017)．10代と 20代の間で利用率に大きく差が
あるのは，Facebook の利用は 20～40 代の利用が多
く，大学生の利用率と社会人の利用率に差があるため
であると考えられる3)．なお，A大学の調査対象者全
体の平均利用率が 26.4%，B大学の調査対象者全体の
平均利用率が 45.3%である．
調査対象の B大学に所属する学生の B 大学らしさ
指数と Facebook利用の有無の点双列相関分析を行っ
たところ，正で有意な値（r = 0.143, p = 0.028）となっ
た．一方で，A大学に所属する学生の A大学らしさ指
数と Facebook利用の有無との間では，統計的に有意
な関係は確認できなかった（r = 0.003, p = 0.956）．
Twitter の比較と同様に調査対象学生を 3 分位に分
割し，各分位ごとに Facebook 利用率を算出すると，
図 3（右）が得られる．図が示すように，B大学らし
い B 大生ほど Facebook 利用率が高い傾向が明確に
みられる一方で，A大学らしさと Facebook利用率の
間には明確な関係はみられない．これらのことから，
Facebook の利用についても，両大学の学生らしさ指
数との間には，相反する関係があることが確認された．
このように，SNSの利用と学生らしさの間には，両
大学で異なる関係がみられた．Twitterの全体的な利
用率は A 大生の方が B 大生よりも高く，Facebook
の全体的な利用率は B 大生の方が A 大生よりも高

3) 30代の Facebook利用率は 46.6%，40代の Facebook
利用率は 34.9%となっている．
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い．このことは一般的な調査で確認することが可能
だが，本研究の方法によって，A 大生らしい学生ほ
ど Twitter を利用しており，B 大生らしい学生ほど
Facebook の利用率が高く，Twitter の利用率が低い
ことも明らかになった．この点が，意味のある発見事
項だと考えられる．

5.3. 各大学に所属する学生らしさと大学満足度の
関係

それぞれの大学の学生らしさの指数が高い学生は，
A 大生または B 大生としての自己イメージとその大
学の典型的な学生イメージが一致していると考えられ
る．先行研究では，自己イメージとブランド・イメージ
との一致はロイヤルティに正の影響を及ぼしているこ
とが確認されている (Kressmann, Sirgy, Herrmann,
Huber, Huber & Lee, 2006)．したがって，A大学ら
しい学生および B大学らしい学生は，大学に対する満
足度が高いことが想定される．以下で，このことを確
認する．
まず，それぞれの大学の学生らしさ指数と満足度と

の相関分析を行ったところ，A大学（r = 0.416, p <

.001），B大学（r = 0.412, p < .001）ともに，学生ら
しさ指数と大学満足度の間には有意な正の相関がある
ことが確認された．次に，図 4では，各大学の学生ら
しさ指数の値によって学生を 3つの分位に分け，各群
の満足度の平均値を求めた．図 4においても，両大学
ともに学生らしさ指数の高い群ほど満足度がより高い
傾向にあることが分かる．
それぞれの大学の大学らしさ指数が高い学生ほど，

自身が所属する大学の学生イメージと自己イメージと

図 4. 学生らしさと大学満足度の関係

の一致度が高く，そのことが満足度の高さにつながっ
ていると考えられる．さらに，満足度の高さは大学へ
のロイヤルティの向上につながるはずである．このよ
うに考えると，学生らしさ指数と満足度との間に正の
有意な相関が確認できたという結果は，自己とブラン
ドのユーザー・イメージとが一致しているほどブラン
ド・ロイヤルティが高いという既存研究の結果と整合
していると考えられる (Hosany & Martin, 2012)．

6. ま と め

本研究では，白井他 (2014)や白井他 (2016)の分析
手法を応用し，2校の大学を対象として，学生の行動
や考え方に関する調査項目の「らしさ指数」と，学生
の「らしさ指数」とを再帰的に求めた．
分析結果と考察で示されたように，本研究で明らか
にした 2校の大学における各大学の「学生らしさ」に
関する項目の多くは，そのまま各大学の「大学らしさ」
を表す特徴であると理解することができる．大学をブ
ランド，学生をユーザーに置き換えると，上記の関係
は，「ユーザーらしさ」を明確化することが「ブランド
らしさ」の理解につながることを意味している．この
ように考えると，一般的な製品やサービスのブランド
らしさを理解するための方法としても，ユーザーらし
さの明確化からアプローチするという，本研究で用い
た手法が有用となるのではないかと思われる．
本研究における意義としては，次の 3点をあげるこ
とができる．1つ目は，「大学らしさ」という曖昧な概
念を理解するために，「学生らしさ」を規定している
特徴の明確化によってアプローチしたことである．こ
の観点から本研究は，一般的な製品のブランドらしさ
を理解するための方法の一つとして，ユーザーらしさ
の明確化という手法があることを示すことができたと
考えられる．2つ目の意義は，白井他 (2014)や白井他
(2016)が用いた手法を応用することで，2校の大学の
「大学らしさ」を規定している特徴を指数で表すととも
に，それらの特徴を有している両大学の「学生らしさ」
を指数化したことである．その上で本研究では, 新倉
(2013)が指摘したブランドの相対的関係を考慮し，2
校の大学の特徴を比較することによって，それぞれの
大学に固有な特徴を抽出した．このことによって，一
方の大学だけが有する特徴と，両大学が共有する特徴
とを切り分けることができた．このことは，Keller et
al. (2002)が指摘する差別化ポイントと類似化ポイン
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トを検討する上で参考になると考えられる．
本研究の 3つ目の意義は，それぞれの大学の学生ら

しさと大学への満足度との関係に正の相関があること
を確認したことである．このことは，ブランドと自己
との概念調和を扱った既存研究と整合的な結果である
と考えることができる．本研究で扱った「A大生らし
さ」「B 大生らしさ」指数は，それぞれの大学の一般
的な学生イメージと対象学生の行動や意識との一致度
を反映していると捉えることができる．つまり，この
指標によって，ブランドの一般的なユーザー・イメー
ジと特定の消費者の特徴との一致度を捕捉することが
可能となると考えられる．このことは，ブランドと自
己との概念調和に関する一連の研究に対して，新しい
方法を提供する可能性を示していると思われる．
一方で，本研究は大きく以下の課題と限界を有して

いる．本研究の限界の 1つは，それぞれの大学の学生
らしさの特徴を調査参加者全体で捕捉していることで
ある．実際には，キャンパス，学部，学年，性別などに
よって学生らしさの特徴は異なると考えられるし，高
学年になるほど学生らしさの特徴が強固になることも
考えられる．本研究では，調査参加者がメイン・キャ
ンパスの文系学部の学生に偏っていることやサンプル
サイズの問題で上記のような異質性を考慮することは
できなかった．
第 2に，本研究では，「大学らしさ」を大学側の視点

で直接的に捉えているわけではない．大学らしさを規
定する要因には，学部構成，立地，施設，教員などさま
ざまなものがある．本研究では，学生らしさの特徴か
ら「大学らしさ」を理解することを試みたが，大学が
何を提供しているのかという視点から「大学らしさ」
を捉えていない．また，上記のことと関連し，本研究
では「大学らしさ」と「学生らしさ」の相互作用を捕
捉できていない．大学と学生は相互に影響を及ぼし合
う．大学の特徴やカラーが，そこで学ぶ学生に影響す
るとともに，学生や OB・OGの特徴やカラーが大学
のそれらに反映される．大学の場合には，長い期間で
上記のような相互作用が繰り返されているのだと考え
られるが，一般的なブランドではこの相互作用がより
短期間に発生すると考えられる．例えば，スターバッ
クスのブランドらしさは，店舗に来る顧客層や店舗で
の顧客の振る舞いに影響を及ぼすと同時に，顧客自身
がスターバックスのブランドらしさの形成に影響して
いる．このような相互作用は大学よりも短期間，かつ
ダイナミックに発生していると考えられる．特に，本

研究の一般的なブランドへの応用を考える際には，こ
のような相互作用を捉えることが大きな課題になると
思われる．
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