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要約
　本研究は，神戸産農水産物の 6次産業化を通じた地域ブランド化について検討するものである。具体
的には，これまでの研究で明らかになった点を整理した後，神戸産農水産物の評価とその魅力を高める
施策案を確認するための消費者アンケート調査を実施した。その結果をふまえ，消費者の居住エリア別
に農水産物の 6次産業化を通じた地域ブランド化のためのマーケティング戦略を検討した。良質な消費
者が多く存在する神戸市内の居住者には，神戸の農水産物の強みである「豊富な品揃え」を活かしながら，
神戸産の野菜を「気軽に楽しみながら買える場づくり」を，兵庫県外の居住者には神戸らしさである「異
国情緒のイメージ」を利用しながら，「レストラン等で有名なシェフ・パティシエが神戸産の料理を提供
し，神戸に来てもらう機会を高める」ことで他地域からの人の流れを作り出す。その他，兵庫県内・兵
庫県外に向けた神戸産（地産地消）の「学校給食」の普及と啓蒙活動を通じた認知度の向上などを具体
的な施策案とした。
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Ⅰ. 問題提起

　神戸の「ブランド」といえば，何が頭に思い
浮かぶだろうか。洋菓子，神戸ビーフ，灘の酒，
神戸ワインなどが思い浮かぶ人も多いだろう1）。
他にも，北区淡河町の美しい「新鉄砲ゆり」，
垂水が発祥といわれている「いかなごのくぎ煮」
なども有名である。しかし，それだけが神戸市
の農水産物ではない。神戸市では，西区・北区
を中心にキャベツ，ホウレン草，小松菜，トマ
ト，イチゴ，キュウリ，ナスなどをはじめとす
る多くの農産物が栽培されている（図—1）。特
に有機栽培や減農薬・減化学肥料栽培などによ

り，環境保全に配慮して栽培され，「こうべ食
の安全・安心農産物推進懇談会」により認定さ
れた野菜 2）を「こうべ旬菜」というブランド名
称を付与し，シンボルマークに「菜菜ちゃん」
というデザイン・キャラクター 3）で展開してい
る（図—2）。
　近年，産地偽装の問題や福島原発事故に伴う
農水産物の放射能汚染の問題などもあり，安心・
安全な野菜を求める消費者ニーズは高まってい
る。こういった点から，こうべ旬菜は受容され
ると考えるものの，大手スーパーなどの一般的
な量販店への周年出荷に対応出来るほどの生産
量が確保できず，ブランドの認知度はあまり高
まっていない状況にある。
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　さらに，神戸市の農水産業をとりまく情勢は
他地域と同様に厳しく，高齢化の問題，農水産
物の価格の低迷などによる経営環境の悪化，輸
入農水産物の増加，遊休農地や放置された森林
の増加など，多くの課題に直面している 4）。ま
た，グローバル化に伴い，TPP（Trans-Pacific 
Partnership：環太平洋戦略的経済連携協定）
による海外農水産物の流入がもたらす価格競争
も想定されている。
　この状況に歯止めをかけるため2010年12月
3日，農林水産省は6次産業化・地産地消法を
公布した。6次産業化とは，「1次産業としての
農林漁業と，2次産業としての製造業，3次産

業としての小売業等の事業との総合的かつ一体
的な推進を図り，地域資源を活用した新たな付
加価値を生み出す」ことであり 5），1次，2次，
3次の総合的な取り組みが6次産業化となる。
この付加価値の部分こそ，地域やそこにたずさ
わる人々が産み出す「ブランドとしての価値」
と考えて良いだろう。
　では，6次産業化は生産者にどのような利点
があり，推進する上で何が課題になるのだろう
か。平成23年に株式会社日本政策金融公庫が
農業者（回収数165s）を対象に行ったアンケー
ト調査結果によると，6次産業化に取り組む最
大の利点として「所得の向上（74.5％）」が挙

図 —1　マップで見る神戸市の農漁業 6）
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げられている。一方で，取り組みの課題とし
て，67.3 %が「商品の差別化・ブランド化」を
挙げ，次いで「必要な人材の確保」（55.8％），

「円滑な資金調達」（52.7％），「マーケティング
にもとづいた商品開発」（39.4％），「販路拡大
に向けた営業努力」（33.9％）などが挙っている。
このように，１次産業者の６次産業化のカギは，
人材や資金確保等とともに，商品開発を伴った
農水産物のブランド化とその販路ルートの開拓

などの「マーケティング領域」が大きなテーマ
として横たわっていることがわかる。そこで本
研究では，こういった6次産業化の観点を意識
しながら，神戸産農水産物のブランドの再構築

（認知度や価値の向上）を図り，地域ブランド
化につなぐマーケティング戦略を検討すること
を目的とする。
　上記を踏まえ，本研究の枠組を図—3に示す。
本研究では，まず，地域ブランドの先行研究
をふまえ，これまでのデスクリサーチやインタ
ビュー調査の結果から神戸市の地域ブランド資
産について明らかになった点を整理する（Ⅱ
章）。その結果を踏まえ，神戸産農水産物の評
価やその魅力を高める施策案を検討するための
消費者アンケートを実施・分析する（Ⅲ章）。
Ⅳ章では，これらの調査（Ⅱ章・Ⅲ章）から明
らかになった点を整理し，農水産物の6次産業
化を通じた地域ブランド化のためのマーケティ
ング戦略を消費者の居住エリア別に検討してい

図 —2　「菜菜ちゃん」ロゴマーク

図 —3　本研究の枠組み
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く。
　なお，本研究は，神戸市産業振興局農政部農
水産課との共同研究を筆者なりの視点でまとめ
るものである。

Ⅱ. 先行研究をふまえた神戸市の
地域ブランド資産の整理

（１）農水産物のブランド化と地域ブランドの定義
　農水産物のブランド化の方法は2つあり，ひ
とつは，「夕張メロン」や「京野菜」などのように，
品種や育成管理を通じて，「質的」に価値の高
いブランドを構築する方法である。このブラン
ド化を「セレブレティ・ブランド」と呼ぶ（波
積2004）。もうひとつは，「あまおう」などの
ように「生産量」で圧倒的なシェアを確保する
事で認知度を向上させるブランド構築の方法で
ある（波積2004）。いずれにしても，こういっ
た特定の青果物や農水産物が認知されることに
よって，地域を有名にすることに貢献できる。
　ただし，本研究で議論するブランドとは，単
に農水産物に地域の名前やロゴ，パッケージを
つけて地域の知名度を高める施策だけを意図し
ている訳ではない。こういった次元は上述した
こうべ旬菜の事例に近いものでしかなく，単に
ロゴやマークを付けて売るだけのブランド化で
は地域への来訪客の増加につながりにくい（田
原他2008）7）。実は，本研究がブランド論で「地
域」を検討する意味がここにある。ブランドの
利点は，そのブランドが持つ価値やイメージを
他に拡張することが出来ることである。これを
農産物の文脈で検討すると，「ある農水産物か
ら何らかの関連を有する別の（農―筆者注）水
産物へ，また農水産物からその加工品へ，さら

にそれに関連する観光資源の開拓へといった具
合に，連鎖的かつ漸進的にブランド効果の拡大
化を進めていくこと」（谷本2008）を可能にす
るものである。そして本来，地域ブランドが達
成すべきは，その地域の活性化や自立を促すた
めのものであり，地域ブランドの背後に，それ
を地域の優位性に結びつける体系的な戦略がな
ければ，多くの努力が徒労に終わる危険性が考
えられるためである（久保田2004）。この点を
踏まえ，本研究で意図するブランド化とは，農
水産物を通じた「地域全体のブランド化」をそ
の議論の範囲とする。
　では，「地域ブランド」とは何であろうか。
地域ブランドは実践的にも理論的にも新しい取
り組みであり，研究の歴史も浅く（阿久津・天
野2007），体系化や精緻化された枠組みが明確
に存在するわけではない（谷本2008）。そのた
め，地域ブランドの定義はあまり一貫しておら
ず，研究者によっても異なる（阿久津・天野
2007；沈2010）。また，全国的な事例の把握や
統計の整理，効果の検証・分析などが不十分で

（田原他2008），地産品などの個別ブランドと
地域イメージのブランド化の関係が十分に整理
されないまま議論されていることも多い（湯川
他2006）。海外の地域ブランド研究は，“Place 
Branding and Public Diplomacy”や“Journal 
of Place Management and Development”など
の論文を中心に場所のブランディングに関する
研究があるものの，その多くは国・国際都市を
対象とした地域開発（Place Development）な
どであり，日本におけるローカルコミュニティ
を中心とした地域ブランディングとはやや流れ
が異なる（阿久津・天野2007；林2009）。そこ
で本研究では，マーケティングの視点の定義を
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中心に確認する。
　マーケティング領域におけるブランド研究者
の定義を確認していくと，青木（2004）は，地
域ブランドを「一般企業における企業ブランド
と同じく，個々の地域資源ブランドを束ね導い
ていく存在」であり，「それぞれの地域資源ブ
ランドと地域ブランドとが，互いに互いを強め
合うような関係になることが強く求められる」
としている（青木2004，p.15）。つまり，地域
の資源（エクイティ）がまずありきで，そのエ
クイティを束ねた存在としてのブランドの持つ
価値が消費者にとって評価されることが地域ブ
ランドの役割となる。これを繰り返しながら，
地域を活性化していくのである。この考え方を
さらに価値との関連で発展させた定義として，
和田他（2009）があり，「その地方が独自に持
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，体験の『場』を通
じて，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」と定義している。いずれにし
ても，地域ブランドとは，こういった地域の
有形・無形の財産を人々の精神的な価値へと結

びつけることであり，それによって地域の活性
化を図ることである。地域が持つ資産を価値に
結びつけていくためのフレームが図—4である。
これは，地域が持つ資産（地域ブランド資産：
実際に見たり，買ったり，食べたり，触れたり
できるもの）を，連想もしくは体験することに
よって，人の心の中に地域ブランド価値（情動・
感情・感覚）が生まれ，最終的には，買いたい，
訪れたい，交流したい，住みたい（住み続けた
い）という意向を醸成することが地域ブランド
の構築であるとしている。換言すれば，地域ブ
ランドとは，「どのような地域ブランド資産を，
どのような価値に結びつけていくのか」という
点を深く検討することが重要なのである。なお，
本研究では，このプロセスや施策に焦点をあて
て議論するため，「地域ブランド化

・

」とする。
　特に地域ブランドの場合，「地域」は個々の
地域資源のブランド化を図る「場」であると同
時に，ブランド化の「対象」でもある（青木
2004，p.15）。そのため，地域の範囲（エリア）
の設定の仕方によって，ブランドが目指す理想
的なイメージ（ブランド・アイデンティティ）
の取り方も異なってくる。またメーカーのブラ

地域ブランド資産 地域ブランド価値 地域ブランドの魅力

・経済インフラ資産 
・生活資産 
・歴史文化資産 
・食文化資産 
・コミュニティ資産 
・自然資産 

・関係絆価値 
・自己実現価値 
・ゆとり価値 
・感覚情緒価値 

・魅力度 
・（再）購買魅力 
・（再）訪問魅力 
・居住魅力 

図 —4　地域ブランド資産と価値の結びつき

（出所） 和田他（2009,p.15）より引用



71

神戸産農水産物の６次産業化を通じた地域ブランド化

Japan Marketing Academy

JAPAN MARKETING JOURNAL Vol.34 No.4（2015）
http://www.j-mac.or.jp

ンドと異なり，様々な地域（域外）の人々も関
わってくるため，地域の人々や外部の人々に認
めてもらえるようなイメージでなければ，反応
してもらえない。これらの点をふまえ，次に神
戸市の地域ブランド資産について簡単に整理し
ていく。

（２）デスクリサーチを通じた「神戸市の地域
ブランド資産」

　本研究は，神戸産農水産物の6次産業化を通
じた地域ブランド化がテーマであることから，
対象エリアは「神戸市」で設定する。では，神
戸市の農水産物が目指すべき方向性とは何であ
ろうか。「こうべ農漁業ビジョン2015」によれ
ば「国際色豊かで時代を先取りした神戸らしい
農水産物」が基本方針であるという。農水産物
のブランド化においても，地域性（自然・歴史・
文化・伝統に根ざした「地域らしさ」）を他の
地域とどのように異なるのかを打ち出すこと
が重大なポイントの１つとなっている（cf.青
木2004，p.14：久保田2003）。本研究でいう地
域性とは「神戸らしさ」のことであり，神戸と
いう地域が持つイメージである。「神戸地域ビ
ジョン改訂版」を参考にすれば，神戸は，海と
山が一望できる恵まれた自然資源を持つととも
に，異国情緒あふれる文化を保有していること
が「神戸らしさ」の特徴であろう。
　なお，神戸には食意識の高い良質の消費者が
多く存在する。総務省統計局の2011年～ 2013
年における都道府県庁所在市及び政令指定都市
家計調査の１世帯当たりの年間支出金額（2人
以上の世帯）のデータを見ると，神戸市民の食
事代にかける金額は51都市中11位（134,054円）
であり，特に中華食は1位（8,486円），喫茶代

は3位（8,720円），和食は5位（30,641円），洋
食は10位（21,683円）と外食に対する意識は
高い。また，同じ調査の生鮮野菜の購買金額は
12位（71,729円）と比較的高く，品目でみると，
はくさい，ピーマン，生しいたけが4位，ねぎ，
たまねぎが5位，さつまいもが6位，根菜，レ
タスが10位である。他の野菜も比較的支出額
が高い傾向にあり，外食や生鮮野菜などの「食
事や食材」に対する意識は高いようである。

（３）インタビュー調査の分析結果から明らか
になった「神戸市の地域ブランド資産」

　神戸産農漁業の実態を把握するために2013
年7月から12月の期間でインタビュー調査を
行った（詳細は髙橋2014を参照）。調査対象は，
神戸市におけるつくり手（農漁業者），つかい
手（パティシエやシェフ），つなぎ手（小売業，
卸売業）などの農水産物にたずさわる方々（18
名）である。その言語データを修正版―グラウ
ンデッド・セオリー・アプローチによって分析
することで神戸市の農漁業の課題と神戸エリア
の強み（地域ブランド資産）がいくつか明らか
になってきた（分析の手順は髙橋2015を参照）。
その要点は，次のとおりである。
　まず，神戸にはやる気のある農漁業者も多い
ものの，加工品の独自開発には人手や費用の面
で限界がある。ただし，シェフやパティシエも
農漁業者とのコラボについては積極的であるた
め，素材のつかい手との提携による6次産業化
は可能性が高いことがわかってきた。また，神
戸エリア，および，神戸の農水産物の強みは，
異国情緒あふれるイメージに加え，山と海に囲
まれた自然豊かな風土に多品種の農水産物が揃
うことであり，良質の消費者との地理的距離と
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心理的距離が近いという点である。この質的調
査から，神戸エリアの持つ強み，および，神戸
の豊富な農水産物をうまく利用し，農漁業者が
シェフやパティシエとの交流の機会を作りだし
ていくことで，単なる加工品を通じた6次産業
化だけではない，地域全体のブランド化を目指
せる可能性が見えてきた。
　ただし，これらの情報は農漁業および流通業
やシェフなどの生産や流通，つかい手といった
現場の意見が中心であり，消費者からの神戸産
の農水産物に対する評価ではない。そこで，神
戸産の農水産物に対する評価やその魅力を高め
る施策案を検討するために消費者アンケートを
実施することにした。

Ⅲ. 消費者アンケート調査と分析結果

（１）調査項目（仮説構造）
　一般の消費者が神戸産の農水産物をどのよう
に評価しているのか，またその魅力を高める施
策案の評価を得るために消費者アンケート調査

を設計した。農水産物の評価に影響を与える変
数を検討するにあたり，消費者行動論における
ブランド研究の視点で検討していった。農水産
物はその違いや基準が不明瞭な典型的なコモ
ディティ品である。消費者が，農水産物の違い
を見抜くための手がかりとして，色や形，大き
さ以外に「産地」や「生産者情報」などが用い
られる。これらのことから，産地や生産者に対
するこだわりや関与度（以下，産地重要度），
および，神戸の農水産物の知識や判断力（以
下，神戸産の認知度）の違いが，神戸産の農水
産物に対する魅力度（以下，神戸産の魅力度）
や，その魅力を高める施策案の評価にも影響
すると考えられる（cf.池尾1999）。また，こう
いった関与水準や知識水準の違いで購買状況も
異なることから（Peter and Olson 2005），産
地重要度が高く，かつ認知度が高い消費者ほど
神戸産の魅力度が高くなり，施策に対しても一
貫性のある反応を示すと考える（e.g. Pety and 
Cacioppo 1986；清水1999）。逆に，神戸の農
水産物に対して魅力を感じない（低関与な）消

施策案：今後，神戸産の農水産物を知ってもらい，その魅力を高める活動（質問項目） 

施策 1 スーパーマーケットの店内に神戸産専用コーナーを設ける 
施策 2 都心部に神戸産農水産物の直売所を設置する 

施策 3 都心部で定期的に神戸産の農水産物のマルシェ（販売イベント）を開催する 

施策 4 ホテルやレストラン等で神戸産の農水産物の利用を増やす 

施策 5 収穫体験などの農漁業を実際に楽しむツアーを増やす 

施策 6 有名シェフやパティシエ等と連携（コラボ）した加工商品を開発する 

施策 7 学校給食等を通じた「食育」「花育」と連携する 

施策 8 百貨店での販売やギフトなど，高級品としての利用を増やす 

施策 9 テレビやインターネットなどマスメディアを活用したＰＲを増やす 
評価は「5.とても魅力を感じる」から「1.まったく魅力を感じない」で測定 

表 —1　神戸産の農水産物の魅力を高める施策案
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費者もいると考えられる。こういった消費者に
対しては，神戸というブランドが持つスキーマ

（イメージ）をうまく使いながら，施策の露出
の仕方やプロモーションによって反応を高める
ことも可能であると考え（e.g.松下2009），魅
力度を経由しないパス（産地重要度，認知度か
ら施策案への直接的なパス）も設定した。な
お，コモディティ品をブランド化する場合，体
験や経験価値が効果的であるため（Pine II and 
Gilmore 1999；Schmitt 2003），施策案にはこ

ういった体験型の案も含めた（表—1）。その他
の質問項目は，神戸の農水産物の魅力を高める
イメージ，6次産業化のイメージに合う連携先

（業界）などである。これらの関係を仮説構造
として図—5に示す。この構造を意識してデー
タを収集し，構造方程式モデルで検証していく。

（２）調査設計
　調査方法は，神戸市のホームページ上にアン
ケートサイトを設置し，「神戸市の農水産物に

20歳代
（10代含む）

30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上

男性 度数 38 79 119 105 161

性別の% 7.6% 15.7% 23.7% 20.9% 32.1%

女性 度数 133 223 195 116 68

性別の% 18.1% 30.3% 26.5% 15.8% 9.3%

合計 度数 171 302 314 221 229

性別の% 13.8% 24.4% 25.4% 17.9% 18.5%

年代

合計

502

100.0%

735

100.0%

1237

100.0%%

%

%

表—2　回収状況（性・年代別の構成比）　

 

産地重要度
神戸産の
認知度

神戸産の
魅力度

施策案
魅力度

性別

年代

居住エリア
関連する質問

・6次産業化の連携先
・神戸産農水産物イメージ

《体験・経験価値》《態度》

《関与度》

《 》内の用語は
消費者行動
研究の概念

《知識や
　判断力》

図 —5　アンケート調査項目の設計（仮説構造）　



74

Japan Marketing Academy

マーケティングジャーナル Vol.34 No.5（2015）
http://www.j-mac.or.jp

論文

関するアンケート」というタイトルで調査を
行った。調査時期は2014年2月である。回収数
は1237名であり，性・年代別の構成比は表—2
となる。居住エリア別の回収数は，神戸市内が
56名，兵庫県内が108名，兵庫県外が1073名
となった。今回は，サンプルの割付や調整が出

来なかったため，結果的に兵庫県外の回答がか
なり多く，逆に神戸市内の回答者が少ない傾向
にあった。神戸産の農水産物に対する施策を検
討する場合，特に兵庫県外から人を呼び込める
施策を検討することが地域ブランド化において
も有効であるため，主な分析軸は居住エリアで

5.4%
1.9%
1.3%

17.9%

16.1%

12.5%

12.5%

12.5%

7.1%

16.7%

3.7%

5.6%

8.3%

6.5%

3.7%

8.9%

3.2%

3.8%

5.4%

3.6%  

1.7%

17.9%

17.9%

5.6%  

8.3%

3.3%

2.7%

32.1%

25.0%

19.6%

19.6%

16.7%

21.3%

8.3%

11.1%

4.1%

2.4%

3.4%

4.4%

71.4%

60.7%

58.9%

42.9%

42.9%

39.3%

35.7%

33.9%

32.1%

32.1%

69.4%

25.9%

53.7%

25.0%

28.7%

21.3%

13.0%

13.0%

18.5%

13.9%

54.6%

18.7%

24.3%

4.3%

12.5%

6.0%

4.5%

7.5%

6.2%

3.9%

87.5%

87.5%

82.1%

88.9%

85.2%

69.4%

65.1%

81.8%

28.7%

神戸ワイン

神戸ビーフ

イカナゴ

六甲山麓牛乳

須磨海苔

イチゴ

チリメン

ブドウ

コマツナ

こうべ旬菜

キャベツ

ホウレンソウ

トマト

イチジク

北神みそ

淡河そば

梨

柿

兵庫海苔

新鉄砲ゆり

桃

チューリップ

カーネーション

花壇苗

ストック

酒米（山田錦）

神戸市内（N=56)

兵庫県内（N=108)

兵庫県外（N=1073)■

■

■

図—6　居住エリア別認知度
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区分した多母集団分析で傾向を確認し，性別，
年代はクロス集計などで補足的に利用すること
にした。

（３）分析結果
３−１. 認知度，産地重要度，神戸産の魅力度
の居住エリア間の差の確認
　居住エリアの違いで神戸産の認知度を確認し
たところ，「神戸ワイン」「神戸ビーフ」「六甲
山麓牛乳」などは兵庫県外の居住者にも比較的，
認知されている傾向にある（図—6）。しかし，「イ
カナゴ」「酒米（山田錦）」は兵庫県内までの認
知でしかなく，全国区の知名度はない。須磨海
苔，野菜や果実は神戸市内では比較的高い認知
度があるものの，兵庫県内，兵庫県外では認知
度が低い傾向にある。特に，チューリップ，カー

ネーション，花壇苗，ストックなどの花の栽培
の認知度が低い傾向にある。
　居住エリア間で，神戸産の認知度に差がある
かどうかを確認するために，回答者ごとに認
知している農水産物の数を加算し，そのスコ
アを用いて分散分析を行った（図—7）。認知度
は「F（2，1234） ＝ 111.591，Me ＝ 1132.587，
p<0.001」となり0.1％リスク水準で有意差が
あった。多重比較（等分散性が仮定されないこ
とからTamhaneのｔ検定）で確認したところ，
すべてのエリア間で差があった。そのため，神
戸市内（平均9.2個）＞兵庫県内（6.4個）＞兵
庫県外（3.7個）の順で認知度が高いことが理
解できる。
　産地重要度は「あなたにとって，農水産物の

 

*** *** 

*** 

神戸市内 兵庫県外

4

6

8

10

神
戸
産
認
知
度
の
平
均
値

兵庫県内

居住エリア

9.2

6.4

3.7

図 —7　認知度の差の検定　

*** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1， n.s. 有意差なし
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『産地』はどれくらい重要ですか？」という問
いに対し，「5.とても重要だ（産地を優先的に
意識して購入）」から「1.まったく重要でない

（まったく意識したことがない）」の5点尺度で
測定した。認知度と同様に，エリア間の違いを
分散分析で確認したが，神戸市内の平均は4.25，
兵庫県内は4.20，兵庫県外は4.11となり，エリ
ア間で産地重要度に差はなかった。

３−２. 構造方程式モデルを用いた施策魅力度の検証
　仮説構造にもとづき，構造方程式モデルを用
いて傾向を確認した。確認にはIBM SPSS社の
Amos 21.0を用いた。主な適合度指標には一般
的なCFI，GFI，AGFI，RMSEA，SRMRを用
いた（cf.豊田2007）。本研究では，CFIが0.95
以上，GFI，AGFIが0.90以上，RMSEAが0.08
未満，SRMRが0.05未満を基準とした。分析の

結 果，CFI=0.904，GFI=0.931，AGFI ＝ 0.900，
RMSEA＝0.078，SRMR＝0.048となり，やや
CFIが低いものの他の適合度指標は高いこと，
また，すべてのパスが0.1%リスクで統計的に
有意であったことから，この結果を採用する

（図—8）。
　分析の結果，産地重要度が神戸産の魅力度 8）

に与える影響は0.27（標準化係数）であり，認
知度からの影響の0.21よりもやや強い傾向にあ
る。特に神戸産の農水産物の中でも野菜の魅力
度が0.91，次いでフルーツが0.82，水揚げされ
た魚が0.70であり，野菜に対する魅力度が高い。
次に，今後の施策案に対しては，神戸産の魅力
度からの影響が0.50，産地重要度からの直接の
影響が0.26，認知度からの直接の影響が0.14と
いった構造である。
　特に反応の高い施策案は，「都心部に神戸産

 

—

***

***

***

***

***

***

***

***

******

***

******

***

***

***

—

図 —8　構造方程式モデルによる分析結果（標準化係数）　

*** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1， n.s. 有意差なし， — 固定母数
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農水産物の直売所を設置する」（0.70）であり，
次いで，「都心部で定期的に神戸産の農水産物
のマルシェ（販売イベント）を開催する」（0.67），

「ホテルやレストラン等で神戸産の農水産物の
利用を増やす」（0.64），「スーパーマーケット
の店内に神戸産専用コーナーを設ける」（0.64），
などの順で魅力を感じる活動（施策）であると

評価された。
　この分析から明らかになった点を整理する
と，神戸産への魅力度は，知識（認知している
数）よりも，産地重視度の方が影響すること，
そして，神戸産の魅力は，「野菜」＞「フルーツ」
＞「水揚げされた魚」の順で魅力を感じること，
神戸産に魅力を感じている人ほど施策への反応

 

居住エリア
間の差の検
定（t検定）

結果

0.365 *** 0.094 n.s. 0.274 *** n.s.

0.240 * 0.187 ** 0.273 *** n.s.

0.107 n.s. 0.116 n.s. 0.111 *** n.s.

-0.058 n.s. 0.355 *** 0.241 *** bc>a

0.093 *** 0.096 *** 0.150 *** n.s.

→神戸 499.0菜野の *** 0.838 *** 0.914 *** a>c>b

→神戸 956.0ツールフの *** 0.878 *** 0.816 *** n.s.

→神戸で水揚げされた魚 0.708 - 0.729 - 0.696 - -

0.347 ** 0.609 *** 0.493 *** n.s.

→案1:スーパーマーケットの店内に神戸 専
        コーナーを設ける 0.672 - 0.654 - 0.633 - -

→案2:都心部に神戸 農水 の直売所を
         設置する 0.745 *** 0.615 *** 0.702 *** n.s.

→案3:都心部で定期的に神戸 の農水 の
        マルシェ（販売イベント）を開催する 0.833 *** 0.728 *** 0.650 *** n.s.

→案4:ホテルやレストラン等で神戸 の農水
        の利 を増やす 0.590 *** 0.523 *** 0.654 *** c>b

→案5:収穫体験などの農漁業を実際に楽しむ
         ツアーを増やす

0.709 *** 0.540 *** 0.534 *** n.s.

→案6:有名シェフやパティシエ等と連携（コラボ）
         した加工商品を開発する 0.740 *** 0.711 *** 0.528 *** n.s.

→案7:学校給食等を通じた「食育」「花育」と連携する 0.358 ** 0.654 *** 0.497 *** bc>a

→案8:百貨店での販売やギフトなど，高級品
         としての利 を増やす

0.608 *** 0.594 *** 0.546 *** n.s.

→案9:テレビやインターネットなどマスメディア
         を活 したPRを増やす

0.475 *** 0.516 *** 0.556 *** n.s.

神戸 認知度 → 神戸 の魅力度

地重要度 → 施策案 魅力度

神戸 の魅力度 → 施策案 魅力度

施策案 
魅力度

地重要度 ⇔ 神戸 認知度

神戸 認知度 → 施策案 魅力度

神戸 の
魅力度

a b c

地重要度 → 神戸 の魅力度

居住エリア

神戸市内
N=56

兵庫県内
N=108

兵庫県外
N=1073

表 —3　居住エリア別の多母集団分析結果（標準化係数）　

各パス係数および共分散係数の有意水準 *** p<0.01，** p<0.05，* p<0.1， n.s. 有意差なし， − 固定母数 
差の検定は，神戸市内居住者を a，兵庫県内居住者を b，兵庫県外居住者を c，と表記し，有意差（p<0.05） 
のあったタイプ間を示す。
例） ab > c とは，神戸市内居住者（a）と兵庫県内居住者（b）の係数が，兵庫県外居住者（c）の係数よりも，（統
計的有意差をもって）大きいことを示すものである。



78

Japan Marketing Academy

マーケティングジャーナル Vol.34 No.5（2015）
http://www.j-mac.or.jp

論文

がつよく，その魅力を高める活動には，都心部
での直売所やマルシェイベントの展開，レスト
ランなどでの利用頻度を高めることやスーパー
内でも神戸産とわかるような設置が効果的であ
るということがわかってきた。
　では，こういった活動に反応するのは，どの
居住エリアの方々なのだろうか。その点を次に
分析していく。

３−３. エリア別による多母集団分析
　上記の構造方程式モデルを神戸市内，兵庫県
内，兵庫県外の3つの居住エリアでグループ分
けし，多母集団分析を行った。居住エリア間の
標準化係数の差の検定（t検定）を行った結果，
いくつかの違いが明らかになった（表—3）。
　神戸産の認知度が高いほど神戸産の魅力度
に及ぼす影響は，神戸市内（-0.058：n.s.）より
も兵庫県内（0.355），兵庫県外（0.241）の居住
者において強くなる傾向にあった。神戸産の
野菜の魅力度は，神戸市内（0.994），兵庫県外

（0.914），兵庫県内（0.838）の順に高い傾向にあっ
た。施策案に対する反応の違いは，「ホテルや
レストラン等で神戸産の農水産物の利用を増や

す」活動の場合，兵庫県外（0.654）の方が兵
庫県内（0.523）の居住者よりも魅力を感じる
傾向にあり，「学校給食等を通じた『食育』『花育』
と連携する」活動は，兵庫県内（0.654），兵庫
県外（0.497）の方が，神戸市内（0.358）の居
住者よりも魅力を感じる傾向にあった。
　これらの点から，多くの神戸産の農水産物を
知っている消費者ほど神戸産に魅力を感じてい
ることがわかる。そのため，まずは兵庫県内・
兵庫県外の居住者に「神戸には多くの農水産物
があること」を認知してもらう活動（アピール）
が重要であることが理解できる。そして，その
魅力を高めるためには，野菜の魅力を中心に伝
達するのがよい。ただし，その魅力を感じる居
住エリアとは，神戸市内＞兵庫県外＞兵庫県内
となっている。逆に，兵庫県内の居住者にとっ
て神戸産の野菜は他の居住エリアの方に比べて
それほど魅力的では無さそうである。これはお
そらく，兵庫県内にも豊富な農水産物があるた
めだと考えられる。例えば，丹波産の松茸・黒
豆・栗，明石海峡の鯛・タコ，淡路のたまねぎ・
ハモ，播州平野のそうめん・醤油など兵庫県内
には多くの食材がある 9）。こういった点を考え

変数 
産地 
重要度 

神戸産の魅力度 主な活動（施策案） 

野菜 フル
ーツ 

水揚げ
された
魚 

施策 2
都心に
直売所

施策 3
都心で 

マルシェ

施策 4 
レストラン
で利用増加 

施策 7
学校給食
で食育 

性別 県外女性 市内女性 
県外女性 県外女性

市内女性
県外女性

県外女性 

年代 n.s. 県外 30 代，40 代 n.s. n.s. 県外 40 代 n.s. 
n.s. 有意差なし，市内：神戸市内居住者，県内：兵庫県内居住者，県外：兵庫県外居住者 

なお上記の結果は，全体のスコアと比べてより高いスコア（％）であった部分のみ記載している。 

表 —4　居住エリア別の性別・年代別の傾向（クロス集計とその差の確認としてχ2 検定）
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ると，神戸市内と兵庫県外の居住者に積極的に
アピールしていくことが得策であると考える。
　兵庫県外の居住者に魅力を感じてもらうため
の具体的な活動（施策案）のひとつには，ホテ
ルやレストラン等で神戸産の農水産物の利用を
増やすことである。もう一つは，学校給食にお
いて「食育」「花育」の推進を進めることで神
戸市外（兵庫県内，兵庫県外）の居住者の魅力
が高まるようである。

３−４. 居住エリア別の性別・年代別の傾向（χ2

検定の結果）
　今回のアンケート調査では，性・年代で均等
割付を行えなかったため，居住エリア別×性別，
および，居住エリア別×年代別に産地重要度，
神戸産の魅力度（野菜，フルーツ，水揚げされ
た魚），主な活動（施策案）とのクロス集計表

を作成し，χ2 検定で差の確認を行った。表−4
はその結果と主な傾向である。
　分析の結果，いずれの変数とも兵庫県外の居
住者の女性の反応が強く出る傾向にあった。神
戸産の野菜とフルーツの魅力度，および，施策
2の「都心部に神戸産農水産物の直売所を設置
する」という活動においては，神戸市内の居住
者の女性の反応も高い傾向にあった。居住エリ
アごとの年代別の傾向は，神戸産の野菜，フルー
ツ，水揚げされた魚については兵庫県外の居住
者の30代から40代の反応がやや高く，施策4
のレストランで神戸産の利用を増やす活動は，
兵庫県外の居住者の40代の反応がやや高い傾
向があった。
　こういった点から，兵庫県外から消費者を呼
び込む場合も，神戸市内（地域内）の施策にお
いても主に女性の30代から40代を中心に展開

神戸

新鮮・美味しい（市内）

オシャレ・ハイカラ（県内・県外）
・高級（県外）

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

神戸
0%

新鮮 美味しい 安全安心 こだわり オシャレ ハイカラ 高級

図 —9　神戸産農水産物に付加するイメージ（3つまで）
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する施策が有効であると考えられる。

３−５. 神戸産農水産物に付加するイメージ，6
次産業化の連携先
　ブランドイメージを検討するための質問とし
て「神戸産の農水産物のイメージに相応しい新
たな魅力を付けるとすれば，どの言葉が適当だ
と思いますか（3つまで）」の質問に対し，どの
居住エリアでも「神戸」というイメージが高く，
神戸市内の居住者には「新鮮」「美味しい」な
どが，兵庫県内・兵庫県外の居住者には「オ
シャレ」「ハイカラ」，兵庫県外の居住者には

「高級」などが高い傾向にあった（図—9）。
　6次産業化の連携（コラボ）先の質問として，

「神戸産の農水産物を，神戸らしい魅力として
多くの方に認識していただくために，他業種と
連携（コラボ）するならば，どのジャンルが適

していると思いますか（3つまで）」の質問に
対して，「スイーツ」「パン」「レストラン」が
どの居住エリアでも上位にあった。居住エリア
別でみると，神戸市内の居住者には「商店街」
が，兵庫県内の居住者には特に「スイーツ」「レ
ストラン」が，兵庫県外の居住者には「レスト
ラン」「観光」「洋食」「ワイン」などの反応が
高かった（図—10）。
　こういった結果もふまえ，次に農水産物の6
次産業化を通じた地域ブランド化のための戦略
を検討していく。

スイーツ（県内），レストラン（県内・県外），観光（県外）

洋食・ワイン（県外）
商店街（市内）

スイーツ パン
（ベーカリー）

レストラン 観光 商店街 カフェ コンビニ 和食 洋食 ワイン

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

図 —10　6次産業化の連携先（3つまで）
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Ⅳ．神戸産農水産物の6次産業化を通じた
地域ブランド化のマーケティング戦略
の検討

（１）　明らかになったこと
　本研究は，神戸産農水産物の6次産業化を通
じた地域ブランド化を検討することが研究目的
である。その実現のために，これまでのデスク
リサーチやインタビュー調査の結果をふまえ，
消費者へのアンケート調査を行い，分析してき
た。
　アンケート調査の結果，明らかになった点は，
神戸産の農水産物の認知度は，神戸市内＞兵庫
県内＞兵庫県外の居住者の順で高かった。特に，
神戸市内の居住者からの認知度が高く，神戸か
ら遠くなるほど（兵庫県外の居住者ほど），神
戸産の野菜，フルーツ，花の栽培はほとんど知
らないという結果であった。
　構造方程式モデルから明らかになった点は，
神戸産農水産物の魅力を高めるための施策案に
影響する変数は，神戸産の魅力度＞産地重要度
＞神戸産の認知度の順番であった。また，この
神戸産の魅力度は，産地重要度と認知度の両方
によって高めることが出来るということであ
る。特に，神戸産の野菜は，神戸市内，兵庫県
外の居住者にとって高い魅力がある。その魅力
を高める活動には，都心部での直売所やマル
シェ（販売）イベントの開催，ホテルやレス
トラン等で神戸産の農水産物の利用を増やすこ
と，スーパー内でも神戸産とわかるような設置
があるほど魅力が高まる。都心部での直売所や
マルシェはどのエリアでも差がなく高い魅力度
であったが，兵庫県外の居住者にはホテルやレ
ストラン等で神戸産の農水産物の利用を増やす

ことで魅力が高まるようである。また，兵庫県
内・兵庫県外の居住者には，学校給食等を通じ
た「食育」「花育」との連携も魅力が高まる活
動である，ということがわかってきた。

（２）地域ブランド化のためのマーケティ
ング戦略の検討

　本研究はあくまでも，地域全体を巻き込む6
次産業化とそれによる地域ブランド化を目指し
ているため，単に「農水産物そのもの（モノ）」
のブランド化では，「菜菜ちゃん」と同様でし
かない。また，加工品にネーミングやロゴをつ
けるブランド化も一般的な6次産業化と同様に
なってしまう。そのうえ，上述の施策を通じて
神戸産農水産物の良さを単に伝えるだけでは，
どこにでもある施策になってしまう。
　つまり，農水産物を通じた6次産業（ブラン
ド）化を地域のブランド化につなげるためには，
神戸の強み（他地域との差別性：競争優位性と
しての地域ブランド資産）を活かしつつ，2次・
3次産業を巻き込むビジネスモデルと，神戸と
いう地域を連想させるようなストーリーをその
ビジネスモデルに付与しなければならないので
ある（cf. 長尾・小浦2013，p.15；川辺・美土
2014；畢2015）。
　そこで，神戸の強みをふまえた戦略を検討し
ていく。その場合，青木（2004）の「招き入れ
るブランド」と「送り出すブランド」という2
つの視点をふまえて検討していく。
　招き入れるブランドとは，商業地や観光地な
どの地域としてのブランドのことであり，域外
から買い物客や観光客を招き入れ，人々の経験
や感動を生み出すとともに，地元ににぎわいと
富をもたらす。一方の送り出すブランドとは，
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農水産物や加工品ブランドなどのことであり，
首都圏をはじめとする域外での消費を前提に作
り，送り出されており，当該地域に関する情報
発信に寄与するとともに，地域に富をもたらす

（青木2004，p.17）。
　まず，招き入れるブランドを居住エリア別で
検討する。デスクリサーチやアンケート調査の
結果から，神戸市内の居住者は，食に対する意
識が高く，既に神戸の農水産物をよく知ってお
り，魅力度も高い。つまり，買う場所さえ用意
すれば，反応（購買）してくれる可能性が非常
に高い。その場としては「都心での直売所」や

「マルシェにおける販売イベント」だろう。そ
の場には，神戸の農水産物の強みである「農水
産物の種類の多さ」をアピールしていく。設置
場所は神戸市内の居住者から連携先としてのス
コアが高かった「商店街」をその交流の場とし
て利用することも有効だろう。なお，地域住民
が地域ブランドを受け入れ，協力していかなけ
れば，仮に地域ブランドを開発・構築したとし
ても，そのブランドを維持，発展させていくこ
とは難しいこと（渡邊2006），また，地域ブラ

ンド化においては，地域の持つイメージとブラ
ンド化しようとする対象（カテゴリー）との関
連や連想の強さこそが地域ブランドの効果を高
める（林2009, p82-85）。そのため，アンケート
で反応の高かったキーワードである「神戸（産）」
に加え，「新鮮」「美味しい」などのイメージを
強化するために，農漁業者が売り場に立ち，消
費者と気軽に交流しながら作り手のこだわりや
食べ方を提案することで，地域住民との密着度
を高めることが神戸産の農水産物の強みになっ
ていくと考える。実際に神戸産の魅力度に反応
している層も30代から40代の女性であり，こ
の取り組みにおける消費者との相性の良さや
実現可能性は非常に高いと考える。こういった
活動を通じて，神戸市民が農水産物の価値を認
めれば，さらにその価値は高まり，またその住
民が主体的に活動に参加する様になれば（渡邊
2006），FacebookなどのSNSを通じたクチコ
ミによって，徐々に認知者を拡げていくことも
可能だろう。
　次に，兵庫県外の居住者を中心とした戦略を
検討する。アンケート調査の結果，兵庫県外の

図 —11　平成24年度神戸観光ポスター
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居住者は神戸産の農水産物の存在をほとんど知
らない。そのため，神戸産の農水産物に魅力を
感じてもらうためには，その豊富な農水産物の
存在をまずは認知してもらうことである。特に
野菜に対しては高い魅力度を感じていることか
ら，その魅力を高めるために，生産地を重視す
る消費者（主には30代から40代の女性）にアピー
ルしていくことが重要である。その施策は，兵
庫県外の居住者からの反応が高かった「ホテル
やレストラン等で神戸産の農水産物の利用を増
やすこと」である。有名なシェフやパティシエ
が農漁業者とコラボし，レストランで新鮮な（鮮
度の高い）神戸産の野菜や素材で料理すること
で，「わざわざ神戸に来たい」「その場を体験し
たい」と感じてもらえる機会や理由を作り出す
ことである。ホテルの場合，宿泊も期待できる
ため，こういった取り組みを通じた地域ブラン
ド化は可能であろう。特に提携先として評価の
高かった「観光」「洋食」「ワイン」，付加する
イメージとして評価の高かった「オシャレ」「ハ
イカラ」「高級」などの神戸の良いイメージを
利用していく。
　これらの点をふまえ，メニュー案は「神戸ら
しさ」の特徴である，海と山が一望できる恵ま
れた自然資源を持つとともに，異国情緒あふれ
る文化のイメージを強化するものが良い。平成
24年の神戸観光では「神戸に染まる」をキャッ
チコピーに，神戸の持つ資源を「神戸カラー」
として４つの色で表現し，展開している（図—
11）。この神戸カラーと連動させた料理提案も
統一感があって良いだろう。
　例えば，青色ならば「旧居留地で，灘の日本
酒と味わう海の幸」イベントに，赤色ならば

「有馬温泉で，神戸ビーフと赤ワインで味わう

神戸野菜」などが考えられる。つまり，神戸ら
しさを演出する「おしゃれ」な空間で，全国的
にも有名な神戸のシェフやパティシエがその場
で調理する臨場感，神戸ワインや灘の地酒と一
緒に神戸カラーに合わせた料理を提供すること
で，わざわざ神戸に来てもらう理由を積極的に
アピールしていくことが魅力を高め，人の流れ
を作り出すことになる。
　さらに兵庫県内，兵庫県外において反応が高
かった施策が，学校給食等を通じた「食育」「花
育」と連携する活動である。神戸産（地産地消）
の「学校給食」の普及とその啓蒙活動によって
神戸産の認知度を高めていくことも魅力のひと
つとして感じてもらえるようである。この施策
を進める場合，神戸の有名なシェフやパティシ
エが前面に登場してもらうのも良いだろう。食
の伝導士であるシェフが給食で食育を展開する
ことは子供達にとっても刺激となり，メディア
からの注目度も高まるだろう。
　なお，上記のようなレストランを中心とした
活動や学校給食での食育活動をアピールする場
合，農水産物は生鮮であるため，その場で使う
ことが前提となる。しかし，加工品をうまく活
用すれば，他のエリアでもその魅力を実感する
ことは可能となる。これが，送り出すブランド
としての加工品である。そこで，生産者とシェ
フがコラボした加工品（例えば，ジャムやカ
レー，ヨーグルトなど）を可能な限り多く商品
化し，豊富に取り揃えることが望ましい。先行
研究において，農産物におけるイメージの強さ
は，①生産シェアが大きい点，②（北海道の牛
乳などの場合）「おいしい」「新鮮」「濃厚」といっ
た品質の良さを表す言葉が多く連想されるこ
と，③地域のイメージと合致している場合，地



84

Japan Marketing Academy

マーケティングジャーナル Vol.34 No.5（2015）
http://www.j-mac.or.jp

論文

域ブランド力があるという結果が出ている（小
池他2006）。神戸市も豊富な食材や加工品が取
り揃えられることで神戸のカラフルなイメージ
にも合致するため，良いイメージの形成につな
がる。また料理のレシピにも神戸産の農水産物

（素材）だけでなく，加工品も取り入れてもら
い，そのレシピを公開していく。それによって，
神戸を訪れた方が自宅でシェフやパティシエに
近い味を再現してもらうことも可能となり，神
戸産の農水産物や加工品の知名度も高まってい
く。仮に，こういった食の交流イベントがない
時でも，いつ来ても楽しめる場として神戸の農
水産物と加工品を多く取り扱う「都心の産直市

（あるいはアンテナショップ）」があれば，神戸
を訪問する機会も増え，農水産物や加工品の認
知度の向上にも役立つだろう。その店舗の一角
では，地元のシェフやパティシエが週替わりで
料理教室を担当することで，ちょっとした神
戸の食の体験が出来ると，神戸に対する魅力
がさらに高まると考える 10）。直売市やアンテナ
ショップからスタートすれば，当面は少数の生
産で十分であり，この規模ならば，農水産業者
も対応が可能であろうし，販売数の拡大に応じ
て体制を整えていけばよい。
　しかし課題も残る。マルシェや食のイベント
のいくつかは，既に個々の企業や団体が独自に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神戸の（農水産物を含めた） 

地域ブランド資産 
地域ブランド価値 
（今後，検証予定） 

地域ブランドの魅力 
（今後，検証予定） 

施策 

・異国情緒の文化の中に自然豊かな風土 
・良質な消費者 
・有名なシェフやパティシエが協業可能 
・生産と消費の距離の近さ 
・多品種で豊富な農水産物 

・人の温かさや心のつながりや絆

を感じられる（関係絆価値） 
・非日常的な感覚や癒しを感じら

れる（感覚情緒価値） 

・神戸が好きになる 
・わざわざ訪れたい 
・買って帰りたい 
・住んでみたい 

意向 

生産者とシェフ・パティシエをつなぐインフラ（情報流・物流）の整備 
メディアを通じた神戸市の食イベントの継続的発信 

兵庫県外

兵庫県内

神戸市内

農漁業者

小売・
流通業

シェフ
パティシエ

【神戸市内】
都心に直売市，マルシェ
豊富な品揃えと鮮度を訴求
農魚業者が売り場に立ち
交流を深める
（加工品による発信も検討）

【兵庫県外】
産地を重視する30-40代女性に
アピール
レストランで神戸産を活用
有名シェフ・パティシエが神戸カ
ラーに沿った料理を提供
神戸にわざわざ来てもらう理由
や機会を作りだす

【兵庫県外】【兵庫県内】
神戸産の給食で食育
有名シェフ・パティシエが前
面に出て普及と啓蒙活動

図 —12　神戸の農水産物の6次産業化を通じた地域ブランド化のマーケティング戦略案 14）
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実施しているものの，個々の活動ではやはり発
信力が小さい。髙橋（2014）でも示したよう
に，神戸市（行政）やその息のかかったNPO
などが個々の活動や上記の施策全体を取りまと
め，神戸産の農水産物を素材とした活動として
発信・運営することが農水産物の認知度の向上
とブランド化において重要になる。さらに，神
戸の有名なシェフやパティシエを巻き込みなが
ら，農水産物の知名度を高めていくためには情
報面，物流面でのサポートも重要になる。小売
業と生産者との直取引の増加や，産直市の増加
など，市場外流通が増えているものの，まだま
だ卸売市場を通じた取引が主流であるため 11），
シェフやパティシエには情報が届きにくい。そ
のため，いつ，どのような素材が旬なのか，ど
のくらい入手できるのかといった情報と，それ
をたやすく入手できる物流面でのインフラを神
戸市やNPOが中心となり，作っていく必要が
あるだろう12）。
　上記のマーケティング戦略（および課題）を
神戸市の地域ブランドの資産−評価モデルの枠
組み（髙橋2014）に重ねて整理したのが図—12
になる 13）。今後は，こういった具体的な施策を
実現させていきながら，その施策が地域ブラン
ド価値や地域ブランドの魅力の向上に貢献した
のかを検証していく必要がある。現在，こういっ
た取り組みのいくつかを「食都神戸（GASTRO 
POLIS KOBE）2020構想」として神戸市と実
現化をすすめており，その施策とともに確認す
る予定である。
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注
 1）「神戸のイメージ調査結果について」神戸市生活文

化観光局観光交流課，平成 15 年 1 月 24 日記者発
表資料（http://www.city.kobe.lg.jp/information/
data/statistics/sightseeing/data/img/image1501.
pdf）を参考にした。

 2）キャベツ・ダイコン・キクナ・ホウレンソウ・トマ
ト・ナス・キュウリ・レタス・青ネギ・ニラ・し
ろな・小松菜・ブロッコリー・チンゲンサイ・ミ
ニトマト・スイートコーン・モロヘイヤ・水菜の
18 品目が認定されている（神戸市ホームページ
http://www.city.kobe.lg.jp/business/promotion/
industry/tisanntishou.html）。

 3）菜菜ちゃんは，農家の方々が心を込めて作り，「新鮮」
で「安心」して食べることができる神戸育ちの野
菜と，毎日の食卓を預かる主婦の満足な顔をイメー
ジしてデザインされたものである。

 4）「神戸地域農林水産ビジョン 2020：都市の食と暮し
をささえる神戸の『農』」兵庫県神戸県民局より引用。

 5）6 次産業化・地産地消法（法律本文 http://www.
maff.go.jp/j/shokusan/sanki/6jika/houritu/pdf/
joubun3.pdf）より引用。環境への負荷の低減も同
時に考慮する必要があることも併記されている。

 6）神戸市ホームページにある産業振興関連ページより
引用。 （http://www.city.kobe.lg.jp/business/
promotion/industry/nougyogyoumap.pdf）。

 7）地域名の付いた水産物品のブランドの 38 件中 11 件
（28.9％）のみが「来訪客の増加につながっている」
と答えており，単純なブランド名の付与だけでは
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論文

地域活性化に十分な効果があるとは言い切れない。
 8）神戸産の魅力度に関する質問は，3 つに分けて確認

しており，「神戸産の野菜と聞いて，あなたはどう
思いますか？」「神戸産のフルーツと聞いて，あな
たはどう思いますか？」「神戸で水揚げされた魚と
聞いて，あなたはどう思いますか？」を設定し，「5. と
ても美味しそう」から「1. まったく美味しくなさ
そう」の 5 点尺度で測定した。　

 9）白井（2014）を参考にした。
10）こういったインフォーマルな場での交流や（行政を

含めた）地域環境の良さは地域に対する肯定的な
評価（地域への愛着，住みやすさ）意識につなが
るものである（渡邊 2006）。

11）全国的な傾向として，小売業と生産者との直取引
の増加や，産直市の増加など，市場外流通が増え
ているものの，卸売市場を通じた農水省の推計で
は 2002 年の 93％から 2009 年の 88％へと 5 ポイン
トほどの低下でしかなく，まだまだ卸売市場を通
じた取引が主流である（秋野 2014 を参考）。

12）物流面はインタビューの際に某卸売業者（の子会社）
によってサポートが可能であることがわかってき
ている。

13）和田他（2009）の 69 − 71 頁の評価尺度も参考に
しながら設定した。

14）和田他（2009）の 15 頁の「地域ブランド資産−価
値評価モデル」をベースにしている。
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