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5 結語

1 はじめに

現在、我が国の地方都市では人口減少化とともに消費市場が縮小しつつある。人口の減少と

は消費者人口の減少に他ならず、都市商業の衰退を示唆している。国勢調査によると2005年

から2015年の10年間の人口推移では大阪市、京都市などの大都市の人口は横ばいであり、滋

賀県草津市、大阪府茨木市といった大都市衛星都市の人口は大都市のベッドタウンとして機能

していることから微増の傾向にある。一方で京都市、大阪市、神戸市といった大都市への就労

者の割合が低く独自の商圏を持つ地方都市である滋賀県長浜市や京都府福知山市、兵庫県たつ

の市などの人口は2005年と2015年の間にかけて減少傾向にある。

そこで特に人口が減少傾向にある地方都市商業の衰退の問題解決において、都市内の商業集

積の継続したマネジメントのために新たに商業施設を誘致するという方法が挙げられる。しか

し、都市内に商業施設を誘致したとしても、売上が伸びなければ撤退し、再び都市商業が衰退

するという悪循環が起こるという欠点を持っている。それを解決するためには、都市商業に地

元資本による地域ブランド化、観光地化といった独特の要素を加え、地元客だけでなく外部都

市からも都市内商業のリピーターを増やし、半永続的に外部市場（外部都市）から所得を獲得
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する方法をとならければならない。言い換えれば、都市間の所得の循環に分析の焦点を当てる

都市間競争の理論的枠組みの中で地元資本による都市の移出産業を新興させ、都市商業を支え

るだけの外貨を外部市場において稼ぎ都市内に所得を還流させなければならないと考える。

そこで都市商業の衰退に歯止めをかけるために、地方都市の多くでは地域ブランド創出によ

る都市商業活性化戦略がおこなわれている。例えば本稿4.1の事例研究において紹介する滋賀

県長浜市の株式会社黒壁やその他に岐阜県高山市「白川郷」、福井県鯖江市の「鯖江眼鏡」な

どがこれに該当する。とはいえ、地域ブランド戦略による都市商業活性化は都市の特性 1）に

よって成否が分かれる。本稿4.2の事例研究で紹介するように大都市衛星都市となっている滋

賀県草津市や同じく大都市衛星都市となっている大阪府茨木市などでは地域ブランドが育たな

い、あるいは地域ブランドとなる資源が存在していても全国的に認知されないでいる。

これら都市特性の相違による地域ブランドの成否を分析するために本稿では、まず本稿2で

地域ブランドに関する都市間の経済循環における都市商業活性化 2）についてのレビューをお

こなった後、3.2において地域ブランドの経済効果及び経済循環について都市間競争の理論的

枠組みの中で考察し、4.1から4.2にかけて「地域ブランド創出で成功した都市」と「地域ブラ

ンドが育たない都市」の事例研究をおこなうとともに、最後に4.3において都市商業活性化の

ための手法の一つである地域ブランド戦略をめぐり地方都市及び大都市衛星都市 3）における都

市商業活性化の問題点の違いについて都市間競争の理論的枠組みの中で分析することにしたい。

したがって、都市間競争の理論的枠組みの中で都市特性の相違の視点から地域ブランド戦略

により都市商業が発展する都市と地域ブランドが育たない都市を比較検討することにより、地

域ブランド戦略がうまく軌道に乗っている地方都市と地域ブランドが育たない大都市衛星都市

とで都市商業に対する経済効果及び経済循環がどのように異なるのかについて分析をおこなう

ことが本稿の目的である。

2 都市商業活性化の分析手法について

都市間競争の分析枠組みの中での都市商業活性化については「いかにして外部都市との市場

取引から得た所得を都市内部に還流させるか」という問題意識のもとに分析が進められてきた。

商業論の分野では宇野（1998）はCoxetal.（1965）の二都市間での「都市に奉仕する産業」

「都市を形成する産業」というモデル4）を援用し、広域な商圏を持つ卸売業と特定の商圏を持

つ小売業に分け、都市間のW/R比率の格差によって都市は階層化していくというモデルによっ

て都市間競争の分析をおこなった（宇野，1998，5154頁）。しかし、このモデルに対しては、

東京や大阪などの小売業も卸売業と同様に広域商圏を持っており都市外から多くの集客がある

ために、小売業を「都市に奉仕する産業」に収斂してよいのだろうか、といった批判がある5）。

そこで、以上の批判をもとに、本稿では宇野（1998）の理論を敷衍し、商業論における新た

な都市間競争（地域間ならびに都市間の経済循環競争）の理論的枠組みを構築するために都市
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経済学の「移出ベース理論」を援用し、分析していくことにしたい6）。

移出ベース理論では外部市場において商品（製品）を売買し、外貨を稼ぐ企業（「移出産業

または基盤産業」、英語では・BasicIndustry・という）によって域内（都市内）に事業所得を

還流させ、基盤産業の外部取引から得られる外貨をもとに都市内で商業・サービスを循環させ

る産業として「非基盤産業または移入産業」（英語では・Non-BasicIndustry・という）」が存

在している。基盤産業の発達によって、域外からの新たな財・サービス需要である移出需要が

増加すると、基盤乗数が働いて域内産業 における非基盤産業の生産や雇用が誘発され、地域

全体の生産や雇用が増加する。基盤乗数とは、基盤産業である移出産業の外部市場との取引を

通して外部市場から流入した所得が域内市場で循環することで新たな雇用、所得を生み出すこ

とをいう。つまり、都市の発展には移出企業の振興が極めて重要であり、移出産業によって都

市内にもたらされた所得の循環が大きければ大きいほど基盤乗数が働き、連鎖的に移入産業が

活性化し都市が大きく発展することを意味する。加えて移出産業には外部市場で外貨を稼ぐと

いう目的から、製造業や卸売業だけでなく農業も含まれる。

そこで以上の視点を地域ブランドにおいて援用したのが白石（2012）である。地域ブランド

戦略による都市商業活性化について白石は「地域ブランドとくに地域資源ブランド（農水産物

やその加工品・工芸品・場所・イベントなどのブランド）は地域そのものに特徴的に結びつい

ている財・サービスなどである。それがブランド化され、販売されることによって地域財政、

住民の所得増加や雇用吸収、さらには地域外からの資金の流入などの経済的効果が期待される」

（白石，2012，20頁）というが、観光産業及び地域ブランド品が移出産業としていかなる産業

機能を持っているかまでは詳しく論じられておらず、消費者の観光出向地点－着地点における

所得の循環及び産業分析にまで考察が及んでいない。

地域ブランドによる観光の経済効果とは、消費者の観光出向地点では旅行業者窓口、旅客輸

送業者が移出産業として外部市場との取引により外貨を稼ぎ、他方で消費者が観光に必要な商

品を購買するために小売業が移入産業として消費者の観光出向地点の地域に経済循環をもたら

す。移動途上では旅客輸送業者が通過都市に事業所得をもたらし、観光地である着地地域では

移出産業として地域ブランド品に加えてホテル・レストラン業、旅客輸送業が地域に事業所得

を還流させることになる。以上のことから地域ブランドを移出産業として位置づける以上、他

の都市との集客による事業所得の獲得競争は避けられない。つまり、地域ブランド戦略での都

市商業活性化政策もまた宇野（1998）や都市経済学の移出ベース理論において議論されている

のと同じように都市間競争に晒されることとなる。

このことから本稿では地域ブランド戦略による都市商業活性化について都市特性を背景に都

市間競争がいかに作用するかについて考察していくことにしよう。
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3 地域ブランドと都市商業活性化

3.1 地域ブランドとは

ブランドの語源としてよく知られているのが「牛の所有者が自分の所有する牛と区別するた

めの手段であった」というものである（ストバート編，1996，1頁）。すなわち「ブランド」

とは他人の所有物と区別し、優位性を図り商品価値を高めるための技術であるというが、地域

ブランドの定義には既存研究において様々な見解がある。

電通abicproject編（2009）は「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、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

（電通abicproject編，2009，4頁）。

田村（2011）は「マーケターがその特産品を地域ブランドであるといったところで、それは

たんに地域ブランドになることを夢見ているに過ぎない。その夢が実現されるのかどうかのカ

ギを握るのは消費者である」といい（田村，2011，18頁）、特産品が必ずしも「地域ブランド」

となるのではない、という。つまり、市場シェアが高くなり、消費者が特産品を地域との意味

解釈をおこない、初めて地域ブランドとなる。

田中他（2012）は青木（2004）の論考 7）を参考に地域ブランドの定義を「地域ブランドは

都市ならびに地域の空間的な広がりをもち、地域全体を指し示すシンボル体系としてのブラン

ド」と「名物、特産品、B級グルメ、地域特有のソフト資源など、個別・具体的な地名を冠し

た資源ブランド商品や個別ブランド商品が地域資源ブランドに該当する」（田中，2012，6頁）

として地域ブランド論の分析をおこなった。

小林（2016）によると地域ブランドは「特定の地理的空間に付与された地域名に代表される

識別記号」であるとしたうえで、地域ブランディングには「地域空間ブランディング」と「地

域産品ブランディング」の2つのブランディング活動から構成されるという。「地域空間ブラ

ンディング」とは「地域自体をブランドの付与対象とみなし、そのブランド力を高めることで

地域ブランディングの目的、すなわち当該地域の経済的・社会的・政治的・文化的発展を支援

する活動」であり（小林，2016，93頁）、一方、「地域産品ブランディング」は「製品を特定

の地域と関連づけてブランディングすることで、その製品の価値を高め、地域の経済的・社会

的・政治的・文化的発展に直接寄与する活動を指す」とした（小林，2016，94頁）。

しかし、地域ブランド創出による都市商業活性化の意味としては電通abicproject編（2009）

のいうように「訪れたい」という消費者の来街欲求に訴求する側面を看過してはならない。つ

まり、消費者に実際に来街してもらい、商品購買や関連事業の利用を促し事業所得（外貨）を

稼がないことには地域ブランドが都市商業の活性化に対し貢献する割合は低くなる。

そこで本稿では、既存研究の見解をふまえ、地域性を帯びた具体的な商品（特産品）と歴史
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性や地域性、街路などといった消費者各々の意味的解釈に委ねられる「空間的なコト」とを区

別し、前者を地域ブランド品、後者を地域ブランド品のブランド連想を促すプラットホームと

して機能する観光地として定義することにしたい（図1参照）。なお、本稿では地域ブランド

を生み出すことを総じて「地域ブランド創出」、細かく特産物による地域ブランド創出を「地

域ブランド品（の）創出」または「地域ブランド品の開発」として区別した。

田村（2011）は地域ブランドについて商標登録だけではブランドはできない、といい、モノ

としての地域ブランド品をマーケットに乗せるためには、まずマーケターと特産品との間に主

観の客観化の関係を作ることから始まるという。販路に出された商品は消費者の意味解釈（文

脈）によってブランド連想される。例えば「白い恋人」は雪国で雪に覆われた大地のイメージ

を消費者に喚起させる。

また、田村（2011）は市場メカニズムから地域ブランド品の商品特性（モノ）に着目し、地

域ブランドは通常の商品とその特性が異なっており、①消費者の商品に対する理解、②消費者

の試買、③消費者の常用、という段階を経て、市場地位の獲得を目指すことが必要であるとい

う。そこで田村は地域ブランドでも商品特性を考慮し、マーケットに乗せなければならないと

して商品特徴の情緒的側面として経験価値を挙げており、「経験価値は商品そのものの価値で

はない。感動、気持ち、印象など、商品の使用経験を通じて顧客の心の中で生まれる価値であ

る」（田村，2011，110頁）という。

加えて電通abicproject編（2009）は地域ブランド品の持続性について「買い続けてくれる

人をつくるにはどうすればいいのか」という視点が必要となるといい、「これまでの特産品や

商店街・観光地を中心とした『買いたい』『訪れたい』地域ブランドから、『たまに訪れたい、

関係したい』といった『交流したい』地域ブランドへ、さらには『住み続けたい、移り住みた

い』といった『住みたい』地域ブランドへの育成が求められる」という（電通abicproject編，

2009，78頁）。

つまり、田村（2011）はモノとしての地域ブランド品は市場地位を獲得し、持続的に発展・

展開し続ける開発をおこなうことが重要であるといい、電通abicproject編（2009）は単に地
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図1 地域ブランドの定義

注）ブランド連想とは「企業がブランドの製品属性
やCMなどでの有名人の起用、特殊なシンボル
などでブランドを想起させること」である（アー
カー，1997，31頁）。

出所）筆者作成。



域ブランド品を販売するだけでなく、観光地で消費者が地域ブランド品購買を通してまちへ積

極的に関与することが必要であるという。

以上の地域ブランドの考察を地域性、消費者の距離抵抗 8）で示したのが図2である。

図2は地域ブランドの流通・販売をマトリックスで示したものである。

例えば田村（2011）のいうように地域ブランド品の市場シェアの拡大を狙い消費者に広く認

識させるのであれば、A、Bが該当し、消費者を地域ブランド品創出を通じてまちへ関与させ

る電通abicproject編（2009）の議論においてはBが該当する。本稿においては地域ブラン

ド品創出による都市の観光地化という面からBが議論の中心となる。

その理由として、地域ブランド品の開発・販売を導火線に消費者の来街を促すことで地域ブ

ランド品の消費購買だけでなく観光地において広く関連産業を利用し、事業所得を域内に還流

させることで都市商業は活性化すると考える。地域ブランドの成功例である「全国どこでも購

入できる地域ブランド品」（例えば伊勢の赤福など）というのは、地域ブランド品と都市が消

費者にかなり深いブランド連想を喚起させる関係になっており、広い販路を持っている地域ブ

ランド品のことである。このような地域ブランド品は図2においてA、Bに該当する。

そこで次から地域ブランド品の創出をきっかけとして成立する移出産業としての観光産業が

都市産業にどのような経済効果をもたらすのかについて考察をおこなっていきたい。

3.2 地域ブランド創出から都市商業活性化へ

地域ブランド創出（地域ブランド品及び観光産業の創出）における「地域」については農山

村から地方都市、大都市など多様である。

例えば地方都市である岐阜県高山市の白川郷は合掌作りの民家が観光地として成立し集客が

ある。同じく地方都市である北海道夕張市の「夕張メロン」という地域名を冠した地域ブラン
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ド品があり消費者の認知度は高い。一方、大都市に目を向けると東北地方の大都市である仙台

市の牛タン焼きや関西地方の古都、京都市の八つ橋も消費者の認知度が高い。これらの地域ブ

ランド創出の背景には、景観などの観光資源や生産地や商圏範囲の広さなどにより、地域間で

地域ブランドの特色に差異が見られるものの、都市（地域）の規模に関わらず、地域ブランド

戦略が成功しているといえる。とはいえ、都市の規模が地域ブランドの創出を左右しなくとも、

都市の特性によって地域ブランド創出が可能かどうかは異なってくる。後述するように、大阪、

京都のベッドタウンである滋賀県草津市においては消費者（住民）が前記の大都市で就労して

いることが多く見られることから地域ブランド創出効果による所得の移入に依存せずとも勤務

先である大都市の産業集積から十分に所得を域内に移転、還流させることが可能であると考え

られるため、地域ブランドが育たないでいる。

他方、観光政策の観点からは、「観光立国」に向けて2008年に国土交通省の外局として観光

庁が設置された。それ以降、多くの自治体では観光行政を“経済振興”の部門に位置付けてい

る（中尾，2009，185187頁）。つまり、広く全国的に均一に販路の拡大及び収益が期待され

るメーカーによる製品ブランドとは異なり、最初は狭い販路であるが地域性を付与することで

商品に「その地域でしか購買できない」という特殊性が生まれ、直接的に地域ブランド品が消

費者に都市を連想させることから、都市の観光地化、地域ブランド品の創出は都市間にわたり

大きな経済循環をもたらし、都市商業の活性化に寄与すると考えられる。

つまり、大都市衛星都市以外の都市においては、地域ブランド創出をきっかけに消費者が来

街し、地域ブランド品の消費購買をおこなうことで観光産業が都市間の経済循環において重要

な役割を果たすと考えられる。

観光は労働集約産業といわれる。観光産業は産業構造が多岐にわたっており、多くの段階を

経て消費者に地域ブランド品を包括した観光商品を提供する。

観光産業においては第一に旅行業者が窓口となる場合が多い。個人旅行も増加しているが、

消費者が窓口を旅行会社に絞り込むことでパッケージ化されることにより、観光商品購入時に

消費者の観光出向地点と着地点である観光地間での企業間の売買契約が集約的になりコストカッ

トを可能にするばかりか消費者の観光における観光地の選定や旅客運送会社の決定など様々な

手間を省かせることができる。

次に旅客輸送業が活性化する。個人旅行であれば、自動車を使うことも多い。確かに自動車

移動であればガソリン代、有料道路の料金を観光者は支出することになるが、排ガス規制や自

動車の乗り入れ規制などにより観光地によっては必ずしも歓迎されない傾向にある。他方、電

車、バスなどで旅行することにより、消費者の観光出向地点と到着地点（観光地）間で事業所

得を生み出すことができる。

河村（2008）は観光交通と観光産業の関わりについて「観光交通は観光産業全体の発展を促

す。…交通の近代化は、移動の時間と費用を節約するが、それと同時に、交通手段と交通施設
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の充実・多様化を通じ、選択可能な観光活動方法を増加させ、空間距離を心理的に縮め、観光

に出かける意欲を増大させ、観光規模を拡大させる。…観光交通は観光産業の重要な構成要素

であると同時に、それ自身が観光対象としての役割を果たす。…車窓からの景色の変化や車上

での見知らぬ乗客との交流も観光対象になる」と述べている（河村，2008，153154頁）。

消費者の観光出向地点からの旅客輸送業が「手段」としての観光事業であるとしたら、ホテ

ル・レストラン業や着地点都市内（観光地）での旅客輸送業は地域ブランド品購入（「目的」）

のための「関連産業」というかたちでホスピタリティ産業として機能する。旅客輸送業が観光

者の発着時、途中時にそれぞれの地域に事業所得をもたらすのに対し、ホテル・レストラン業

や着地点都市内（観光地）での旅客輸送業は消費者の地域ブランド品購入と同じように観光地

に事業所得を直接的に地域に還流させる産業である。

つまり、地域ブランド品の創出による観光の経済効果とは、消費者の観光出向地点地域では

旅行業者窓口、旅客輸送業者、観光に必要な商品購買が発着地域に経済循環をもたらし、移動

途上では旅客輸送業者が、観光地である着地地域では地域ブランド品に加えてホテル・レスト

ラン業、旅客輸送業が地域に事業所得を還流させることになる。それゆえに地域ブランド戦略

による都市商業活性化政策とは消費者の観光出向地点地域及び着地点である観光地の発展に寄

与する総合的な都市産業発展事業であるといえる。

さらに言えば、観光・地域ブランド戦略での都市商業活性化政策による来街者の誘地戦略も

また「観光地の選好」「地域ブランド品の買い回り購買」などにおいて都市間競争を引き起こ

しているとも考えられる。

このことから、地域ブランド戦略が消費者を中心に都市間競争を引き起こしている以上、地

域ブランド戦略で都市商業活性化を成功させるためには、消費者特性を正確に見極め地域ブラ

ンド品の市場シェアの拡大を図るとともに地域ブランド品と地域特性をブランド連想させるた

めに地域ブランド品購買のために来街する消費者を対象に都市商業全体の観光地化の整備（プ

ロモーションや交通インフラの整備なども含む）を進め、来街者を増やし、他の都市よりも多

くの外貨を稼ぎ事業所得を都市内に還流させなければならないといえる。

4 地域ブランドの事例研究

以上の分析により都市商業活性化戦略のなかでも地域ブランド戦略は多くの事業所得を域内

に還流させ、域内雇用の増加や小売店の発展に大きく作用していると考えられる。

しかし、一言に「地域ブランドによる都市商業活性化」と言っても、すべての都市が地域ブ

ランドにより活性化するとは限らないと考えられる。それは都市の消費者人口や消費者特性 9）、

産業等の構造が全国均一ではないためである。

例えば滋賀県内でも「地域ブランド創出によって都市商業が活性化した事例」である長浜市

は湖北に位置する滋賀県の独立商圏を持つ外縁都市である。2012年度総務省統計局「経済セ
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ンサス」によれば、滋賀県湖東地域の中心都市である近隣の彦根市よりも長浜市の方が卸売業、

小売業の事業所数が多い。これは長浜市の交通インフラの良さに加え、観光戦略により都市商

業が賑わいを取り戻したためであると考えられる。

他方、京都、大阪の衛星都市で「地域ブランドが育たない」都市である滋賀県南部地域の中

心都市として商業機能が発展している草津市は移入産業とされる小売業は多く立地しているが、

長浜市と同様に移出産業である卸売業ないし製造業の割合は京都市、大阪市といった関西の大

都市に比べて低い。これらの大都市への通勤距離の関係から、独立商圏をもった地方都市であ

る長浜市と異なり草津市が京阪地域のベッドタウンとなっていることは本稿の分析に大きく作

用している。詳しくは後に述べるが、草津市に限らず以上のような大都市へ通勤する労働者

（消費者）が多い大都市衛星都市は、移出産業である卸売業や製造業を都市内に立地させなく

とも、通勤先である京都市、大阪市といった大都市の産業集積に外部所得の獲得を「委託」す

ることができる。そこで発生する賃金（所得）は域内に還流され、域内の小売業は活性化する

ことができる。これは外部市場によってもたらされる所得が域内の小売業を支えるに足りると

いうことであり、ここからは「地域ブランド創出による都市商業活性化」というインセンティ

ブは起こらないと考えられる。
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以上のことから独立商圏を持つ地方都市における都市商業活性化戦略の事例として滋賀県長

浜市の株式会社黒壁を、外部市場と域内での所得の均衡によって地域ブランド創出のインセン

ティブが働かない大都市衛星都市の事例として滋賀県草津市を取り上げ、都市の特性によって

地域ブランド戦略を用いた都市商業活性化の基盤がどのように異なるのかについて考察するこ

とにしよう。

4.1 滋賀県長浜市 株式会社黒壁の事例

滋賀県長浜市にある株式会社黒壁はそれまでその地域に存在しなかった観光商品を作り出し、

成功した事例である。

長浜市では昭和50～60年代前半、郊外への大型店の進出に伴って最盛期で600店舗あった

商店街が150店舗に減少するなど中心市街地の空洞化が進んだ。それと同時に若い世代を中心

に郊外への移住が多くなり、戦国大名、豊臣秀吉が長浜城主であった頃に始まった「長浜曳山

まつり」の担い手である子供の人口が減少し、その存続が危ぶまれた。株式会社黒壁企画部広

報・デザイン課、K氏（仮名）へのヒヤリングによると、中心市街地商業の活性化ありきで

はなく、長浜曳山祭りの存続のために子供を中心市街地へ呼び戻す必要から、大型小売店の郊

外出店とともに郊外へ移住した住民を再び中心市街地に移住させるために株式会社黒壁が開業

された背景があるという10）。そのような背景の中で、株式会社黒壁前社長の笹原司朗氏と株

式会社黒壁伊藤光男常務 11）の調査により長浜市の北国街道を中心とした商店街に江戸～明治

にかけての数多くの建物が残っていることがわかった。そこで1900年に建立された国立第百

三十銀行長浜支店が1906年明治銀行長浜支店、1954年には同建物がカトリック教会となり、

1987年カトリック教会の移転に伴い地元有志が保存・活用を目指して第三セクターを設立、

それを受けて翌年4月に「第三セクター株式会社黒壁」が設立された12）。
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そこで、人を集めるための「仕掛け」としてこれらの建物を利用したガラス街道化計画が立

案された。人が集まらなければ何も始まらないので、先ずは人を集める「仕掛け」としてガラ

ス文化を導入したものである13）。その中で、“作る・見せる・体験する”という複合的な事業

展開と「ガラス以外は置かない」という、こだわりに加え、従業員を積極的に海外留学させる

などの人材育成に努めるなど“本物のガラス文化を追求”したことが、集客力の強さの一つの

要因となった14）。

株式会社黒壁は第三セクターの株式会社であり、開業当初、市内の企業8社が9000万円、

長浜市が4000万円で合計1億3000万円の出資金で設立された。1989年に黒壁ガラス館がオー

プンしたのを機に、黒壁スクウェア15）を中心に来街者を増やしているが、従業員のほとんど

が女性で、ガラス館の準備段階から、商品の仕入れ、構成、販売などを積極的に担当し、事業

を成功させてきた。

テナントに関して言えば、同社は入会金50万円と黒壁スクウェアテナント料月額1万円

5千円を支払うことで株式会社黒壁グループに参加してもらうシステムを取っている。間口だ

けでなく、建物全てを貸すが家賃を下げる、礼金を店舗改修費に当て、所有者は負担なしで改

修店舗を取得できる、という黒壁方式によって初期負担は大きいが、やる気のあるテナントの

入居が実現している16）。

上掲の表は1989年から2015年までの株式会社黒壁の年商と入館者数である。以上の表を見

れば1998年から2015年にかけて年商は減収しているのにも関わらず、来街者数は増加の一途

を辿っている。中井（2015）の見解によれば「必ずしも来街者が増加したからといって売り上

げも比例して増加するとは限らないということである。その年の客層により、取り扱う商品に

よって売り上げの違いが出ることも念頭に置かなければならないだろう」（中井，2015，24頁）

ということであるが、この要因は“客層による商品購買の違い”というよりも、株式会社黒壁

は開業当初から「国際性」「文化芸術性」「地域性」を趣旨とし、物販中心ではなくガラス細工

の「体験型」の事業が株式会社黒壁の特徴であるがゆえに、客単価が低いことに加え、消費者

が滞在、購買し、売上に繋げる業種、業態が揃っていなかったことにあったと考えられる17）。

なお、2011年に年商及び来街者数が増加したのは、当時、放映されたNHK大河ドラマ「江」

の舞台が長浜市であったことが要因である。歴史性を帯びた観光地はこのようなメディアの効

果によってでも年商、来街者数に変化が起こる。加えて、株式会社黒壁の集客圏内は黒壁スク

ウェアを中心として200km圏内であり、西は兵庫県神戸市、大阪府から、南は奈良県、三重

県、東は愛知県、北は福井県、石川県金沢市などから来街があるという18）。

株式会社黒壁の特徴はガラス細工という地域ブランド品が導火線となり、ガラス細工が黒壁

の統一された街並み（空間商品）を来街者にブランド連想させ、長浜市の都市商業に観光地と

しての統一感を出すことで来街者の消費者満足を促し、レストランや宿泊業、旅客運送業など

関連産業の発展に寄与しているところにある。2010年7月には町家が並ぶ長浜市都市商業の
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一角に、和風宿泊施設「季（とき）の雲」がオープンした。内部を改装した明治時代築の町家

2棟と、新築の町家風ゲストハウスである。町家は貸し切りで6人なら素泊まり6万円、ゲス

トハウスは2人で朝食付き1泊2万円弱だという。この宿泊施設は一時期の株式会社黒壁施設

の来場者低迷を受けて、地元中小企業が集まって出資したまちづくり会社（TMO）が建設し

たものである19）。「季（とき）の雲」は焼き物など工芸品のギャラリーを併設していることか

ら通常の宿泊客ばかりでなく、工芸品のコレクターを中心に県内外から宿泊客を増加させてい

る20）。このようなホテル・レストラン業をはじめとするホスピタリティ産業はまち全体に経済

波及効果が大きいために近年来街者の低迷している株式会社黒壁の業績に歯止めをかけること

が期待される。

つまり、株式会社黒壁にはこれまで周辺地域に無かったガラス細工という地域ブランド品を

作りだし、販路に乗せたことにイノベーションがあり、来街者にとって「ガラス細工といえば

黒壁」という印象を与え、見事に歴史性（観光地）のみに依存しない移出産業としてのブラン

ドの創出に成功した事例といえよう。

都市特性の面では長浜市は独立商圏を持っている地方都市であるといえる。財団法人滋賀県

産業支援プラザ（2007）によると2006年度の（旧）長浜市の地元購買率及び県内市町村から

の買い物流入率の合計は83.0％と彦根市の89.3％に次いで高い数値となっている。なお、豊

臣秀次の城下町で観光地でもある近江八幡市は79.7％と低い数値である。この他、湖南地域

の草津市及び大津市は76.8％と湖北の（旧）長浜市や彦根市に比べて低い数値となっている

（財団法人滋賀県産業支援プラザ，2007，27頁）。同時に2007年度の商業中心性指数 21）では

彦根市は1.4、守山市は0.8、旧大津市は0.9、草津市は1.1であるのに対し長浜市は彦根市と

同じ1.4であり周辺の市町村から消費者人口を高い割合で吸引しており、2010年の昼間人口

は98.5％と高く、これが地方都市として独立商圏を持っている証左である。なお株式会社黒

壁開業以前の1985年の商業中心性指数は長浜市1.9、彦根市1.3となっている。長浜市が株式

会社黒壁開業前にこれだけ消費者を吸引している背景にはそれまで周辺の都市に大型店が立地

していなかったことが理由として挙げられる22）。他方、2017年現在でJR長浜駅からJR京都

駅まで電車（在来線）では約 1時間 13分、自動車では名神高速道路を利用しても約 1時間 42

分かかる23）ことや大型店の立地の状況などを考えると、長浜市は人口約 12万人（長浜市HP、

2017年5月27日参照）24）を擁する滋賀県湖北地域の中核都市であることから、京阪地域のベッ

ドタウンではなく独自の都市特性を持っているといえる。

すなわち以上の株式会社黒壁のK氏（仮名）へのヒヤリング結果とは別に大都市ではない

周辺市町村に囲まれた都市の商圏の特性から、外部所得を獲得するために外貨を稼ぐ移出産業

として地域ブランドを創出し、域内に還流させる必要があったと考えられる。

4.2 滋賀県草津市の事例
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滋賀県内でも湖北地方の独立商圏を持つ長浜市のように地域ブランド創出をきっかけに成功

した事例もあるが、逆に地域ブランド品が育たない事例も存在する。

財団法人滋賀県産業支援プラザ（2007）によれば2006年度の地元購買率及び県内市町村か

らの買い物流入率の合計は草津市は76.8％（隣市の旧大津市は草津市と同じく76.8％である。

財団法人滋賀県産業支援プラザ，2007，27頁）、さらに2007年度における草津市の商業中心

性指数は1.1と消費者人口を吸引している。同時に草津市は2010年度では昼間人口が109％

（2017年度人口は約13万人、草津市HP、2017年5月27日参照）と高いながらも稼働年齢層

を中心に京阪地域への通勤・通学及び買い物出向率が高いことから、人口の移出入が激しい都

市である。なお、電車（在来線）ではJR草津駅からJR京都駅まで約27分、JR大阪駅まで

は約52分と1時間以内であり25）、通勤・通学に便利なため京阪地域のベッドタウンとして機

能している26）。

他方で中心市街地であるJR草津駅周辺には食品スーパーや百貨店、ショッピングセンター

（以下、SC）が立地している他、郊外やロードサイドにも大型SCが立地していることから、

商業環境には恵まれており、そのため地元雇用も多いと考えられる。

歴史的には東海道と中山道が合流する宿場町であるが、草津商工会議所N氏（仮名）にヒ

ヤリングをおこなったところ27）、あまり対外的には認知されていない、という。

歴史性（地域性）に関して田村（2011）は、日経リサーチによる「地域ブランド戦略サーベ

イ（名産品編）」の結果 28）をもとに「地域ブランド開発の多くの手引きは、地域ブランドの商

品特性として地域の歴史との関連性を持つべきことを強調している。しかし、それらの提言や

また産地の期待に反して、歴史的伝統性によって消費者が満足するわけではない。歴史伝統性

の強調は、いわば産地ナルシズム（自己愛）の一種である」という（田村，2011，110頁）。

旧東海道と旧中山道が合流し、旅籠が存在した江戸期までの交通の要衝であった草津市にお

いて観光を目的としての来街者が少ないということは先に述べた田村（2011）の考察における

「産地ナルシズム」及び観光地（歴史性、地域性などの空間商品）に対するプロモーションが

不十分である、もしくは歴史性と地域ブランド商品のブランド連想の程度が低いことから生じ

るためであるとも考えられる。

そのため、歴史的な観光資源のみに依存することができない地域では、まず地域ブランド品

を作り出しマーケットに乗せることで市場シェアの確立と消費者の地域ブランド（歴史性、地

域性などの空間商品）に対する認知度を高め、地域ブランド品と観光地のブランド連想を図る

戦略を考えなければならない。

すなわち、京都や伊勢、金沢などといった「歴史性と地域ブランド品との関連性が全国的に

消費者に認知された都市」でなければ、まずは優良な商品を開発し、商品を販路に乗せるとい

う段階を経なければ地域ブランドによる都市商業活性化は成功しないといえる。

では、草津市で地域ブランド品開発による都市商業活性化戦略とは別の視点で地域ブランド
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が興らない、観光地とならない理由について考察をおこなおう。

前述の草津商工会議所N氏（仮名）へのヒヤリングから考えるに、①京阪神地域やその他

の地域からの来街者は京都、大阪、神戸という巨大な観光資源を持つ地域に集中して観光へ行

くために、わざわざ新幹線や特急の止まらない在来線のみが公共の交通インフラの草津市へ観

光に来るというメリットが少ない、②京阪地域への通勤・通学者の人口流出と昼間人口のバラ

ンスが取れているために、地域内で内生的発展（都市産業の活性化）が十分に行われており、

地域ブランド品に投資、開発するメリットがない、③草津市居住者にとっては京阪地域の雇用

圏内であるがために、京都、大阪といった近隣の観光地へいつでも観光に出かけることが可能

であるため、特に地元の地域ブランドに対する関心が低いということが推測される。

他方で独立商圏を持つ地方としてある長浜市と異なり、京阪地域のベッドタウンとして機能

している草津市は外貨（所得）をこれらの都市の産業集積から移入することで移入産業が機能

していることから、域内で移出産業を興さずとも移出産業－移入産業が都市間で機能分担して

いるため、移出産業として地域ブランドを創出せずとも都市商業が活性化している現状がある

ために地域ブランド品を開発するメリットが低いと考えられる。

したがって、消費者は新幹線で行けるような京都、大阪などの巨大な観光都市へ行けば消費

者満足が得られるため、これらの都市の近隣ではあるが在来線でわざわざ認知度（魅力度）の

低い観光地へついでに立ち寄ろうとは考えないと推測されるがゆえに、草津市は観光機会が低

いと考えられる。

歴史性の他に草津市には「うばがもち」や日本酒「道灌」という地域を代表する商品がある

が全国的に消費者に認知されていない。そこでこれら商品について地域ブランド品と観光地

（歴史性、地域性といった空間商品）が関連する物語を作り、京都市、大阪市といった近隣の

巨大な観光都市からどのように消費者を導くかが草津市の観光政策の課題といえよう。

4.3 地方都市と大都市衛星都市における地域ブランド創出の基盤について

以上の項では地域ブランドが成功した事例と地域ブランドが育たない事例を見てきた。

地域ブランドが成功した事例として長浜市の株式会社黒壁を、地域ブランドが育たない事例

として草津市を見てきたが、これまでの既存研究においては、西郷（2005）は株式会社黒壁に

ついて、株式会社黒壁の開業からの経緯をたどり、TMO構想のもと、どのように黒壁がマネ

ジメントされてきたかについて言及している。角谷（2009）は株式会社黒壁の起源やTMOの

設立など内部組織のマネジメントや内部環境について分析し、同じガラス細工を観光資源とし

て取り扱う小樽市を事例に両市の地域資源の集客及び保全の比較検討についての研究をおこなっ

ている。中井（2015）は中心市街地の自己組織化において商店街とSCの比較から組織構成員

やテナントが自由に入れ替えをすることができない組織である「仲間型組織」と組織構成員と

テナントが自由に入れ替えをすることができる組織である「所縁型組織」を前提に、株式会社
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黒壁を事例に内部組織のマネジメントについて分析をおこなった。草津市においては吉田

（2014）が2012年に「草津市来街者アンケート」を実施し、世代別に草津市中心市街地への来

街者がどのような小売店に買い物出向しているのかについて分析をおこなった。吉田・加藤

（2015）では草津市の住民の買い物出向に焦点を当て、消費者の買い物起点を明確にするため

に国土交通省「パーソントリップ調査」を用いて世代別、休日・平日別に草津市住民がどのよ

うな経路を辿り、どこの小売店に買い物出向しているのかについて分析をおこなった。

株式会社黒壁の既存研究はいずれも内部組織からのアプローチであり、黒壁スクウェア一帯

を観光地としての商業集積とみなし、外部市場からいかに集客を図るかについてまでは詳しく

は述べられていない。これら既存研究においては観光地である黒壁スクウェア一帯もまた都市

間競争の中で外部市場との競争関係にあり、移出産業として外貨を稼ぐ観光産業であるという

考察が看過されている。加えて、都市の位置が商圏を規定すると考えられるにも関わらず、こ

れまで都市の商圏範囲など都市の持つ特性にまで踏み込んだ議論がなされてこなかった。

そこで4.1後段及び4.2後段で考察がなされているように、地域ブランド戦略による都市商

業活性化は都市の持つ特性に依るところが大きいと考える。とりわけ、都市の観光地化・地域

ブランド品創出が都市商業活性化をもたらすか否かは都市の移出産業の性質によって大きく変

わると考えられる。

本項でいう都市特性とは、外部市場から所得を域内都市にもたらす移出産業を中心に、その

背景にある産業構造、消費者人口（就労人口を含む）、商圏範囲の都市ごとの差異などを指し

て言うが、地方都市及び大都市衛星都市を問わず、地価が上昇傾向にある中心市街地ではなく、

地価が安価で開発の余地のある郊外地域にSCなどの大型小売店や移出産業に該当する卸売業

や製造業を誘致することにより事業所得を得ようとするインセンティブが働く。

特に地方都市はいくら移入産業である小売業が発展したとしても、それを経済的に支えるた

めの外部所得を獲得する移出産業が脆弱であり、そのような産業構造下においては郊外に比較

的安易に誘致できる製造業に外部所得の獲得を依存せざるを得ない状況にある。

このような状況に追い打ちをかけるように近年、地方都市の製造業は経営の存続が危ぶまれ

る状況にある。

2009年に三重県亀山市のシャープ第 1工場がテレビ向けパネルの生産設備を中国メーカー

に売却し、閉鎖したことの例を見ても29）、市場シェアの縮小が相次ぐ中で製造業の工場が閉

鎖に追い込まれている。もはや地方都市は外部所得の獲得を卸売業だけでなく製造業にさえ依

存できないのが現状である。

したがって、小売産業（卸売業を含む）だけでなく製造業の撤退も危惧される地方都市は独

立商圏を持つ都市特性から小売業（サービス業）が外部市場で外貨を稼ぐ移出産業とはならな

いために卸売業、製造業に代わって移出産業となる産業として地域ブランドを創出させる必要

があった。
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地域ブランド戦略を採る地方都市の今後の課題としては、地域ブランド品の市場シェアを拡

大し、それをきっかけに都市間競争の中でいかに多くの来街者を観光地となる都市内の施設に

惹きつけられるか、であろう。とはいえ、地元購買率が高い独立商圏を持っているという都市

特性のもと、長浜市の株式会社黒壁の事例は地域性とはあまり関係性が見られないガラス工房

という突出したアイデアから生まれたものであり、なおかつガラス工房や街路の整備には相当

なコストがかかっており、観光地としての維持費も大きいと予測される30）。それを考えると、

我が国のすべての都市が地域ブランド戦略による都市商業活性化を実現できるとは言い難く、

中心市街地に大型の商業施設を誘致するなど他の方法により都市商業活性化について模索しな

ければならない都市も存在すると考えられる。

他方、大都市衛星都市の都市特性について言えば、大都市のベッドタウンとして機能するた

めの消費者人口が十分に存在し、大都市との都市間競争に晒されていながらも大都市衛星都市

の労働力を大都市に提供することにより個人所得（外貨）を衛星都市内に持ち帰り、域内で還

流させることで移入産業である小売業の繁栄を促している。このような大都市－大都市衛星都

市の産業構造の関係について考えると、大都市衛星都市は域内の労働力をもって移出産業を大

都市の産業集積に「委託」することにより、大都市と大都市衛星都市は機能分担（互恵）の関

係にあるといえる。

つまり、繰り返しになるが移出産業による外貨の獲得を外部都市に委託している大都市衛星

都市の商業発展について言えば、このような商業環境下にあるため財政負担を伴ってまで地域

ブランド品を作り出し都市商業を発展させるメリットが少なく、地域ブランド戦略に対するイ

ンセンティブが働かない要因になっている。

とはいえ、大都市衛星都市において「域内所得の循環が都市内外で均衡を保っているまたは

それ以上であるために地域ブランドの創出は必要がない」と断定することはできない。なぜな

らば、大都市衛星都市において都市商業活性化の一つの手段として地域ブランド戦略を立案す

ることの意義として①大都市衛星都市では所得を域内都市に還流させる大都市との産業機能分

担には大都市の産業集積（就労先）が撤退するというリスクがあるために失業者の増加（外部

取引における所得の減少）の受け皿として移出産業である地域ブランドを創出せねばならない

という面と、②地域ブランド創出により大都市に依存しない都市商業活性化をおこなうという

面が存在するためである。特に後者の大都市からの自立ということは、大都市の産業に依存せ

ずとも域内で内発的発展を促し、都市特性（産業の振興、人口の増加など）を高めるうえで重

要である。

したがって、地域ブランド創出による都市商業活性化の議論に関して言えば、卸売業、製造

業という移出産業に依存してきた地方都市の産業の衰退などの諸要因のもとに、地域ブランド

を移出産業に据えて都市商業活性化に舵を切らざるを得なかった地方都市と大都市のベッドタ

ウンとして都市の移出産業を外部都市に「委託」できる産業構造となっている大都市衛星都市
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では、都市の地域ブランド創出の必要性や地元消費者の考え方、地域ブランド戦略の整備環境

が異なることに留意しなければならない。

5 結語

これまで地方都市における観光地化及び地域ブランド創出の議論では主に地域ブランド品の

開発のプロセス、観光地の開業及び観光地の内部組織のマネジメントやいかにして地域ブラン

ド品を販路に乗せるか、などの議論が中心におこなわれてきた。地域ブランド創出の特徴は製

品ブランドとは異なり、都市商業の活性化を目的として、商品及び都市をブランド連想させ、

消費者の地域ブランド品購買または観光地である都市への来街者を増やすという特徴を持って

いる。とはいえ、そのような特殊な商品・（都市観光地）であっても都市間での所得の獲得競

争からは逃れることはできない。

観光地の開業及び地域ブランド品の開発は移出産業の創出を意味する。そこで消費者の観光

地への出向や地域ブランド品の購買を通じて都市への来街者を増やすことで所得（外貨）が地

域に還流され、都市商業は活性化する。つまり、観光地及び地域ブランド品が移出産業である

ことから地域ブランド創出による都市商業活性化の議論を都市間競争の理論的枠組みの中で分

析する必要がある。そこで本稿では従来なされてきた地域ブランドの研究における販路の拡大

や観光地の内部組織の問題に加え、地域ブランドを移出産業として位置づけ、都市特性を背景

に地域ブランドの創出による都市商業の活性化について都市間にわたる所得の獲得競争つまり、

都市間競争の理論的枠組みの中で分析をおこなってきた。

他方で大都市衛星都市が都市特性の視点から「地域ブランドが育たない都市」として議論さ

れることはなかった。本稿ではこの点にも論考し、明らかになったように、それは大都市衛星

都市の消費者が大都市の産業集積において稼いだ所得を域内に十分に還流させることが可能で

あるがゆえに、地域ブランド品開発のための組織づくりや地域ブランド品を販路に乗せるため

の時間と財政的なリスクを負ってまで地域ブランド創出の必要性が無いことが理由の一つに挙

げられる。

とはいえ、全国の諸都市で以上のようなリスクを負ってでも地域ブランド創出によって都市

商業を活性化させようという動きが見られる。

そこで今後の研究課題として、都市商業活性化の手段は地域ブランド品の創出及び観光地化

しか方法はないのかという疑問に基づき、都市間競争の理論的枠組みの中で地域ブランド品の

創出及び観光地化によって活性化した都市とそれ以外の方法で活性化した都市の比較分析をお

こなうことにより、これからの都市商業活性化の手法のあり方について分析しなければならな

いといえる。
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注

1）本稿における「都市（の）特性」とは外部市場から所得を域内都市にもたらす移出産業の割合及び移

入産業である小売業の割合と産業構造、消費者人口（就労人口を含む）、都市の持つ商圏範囲の都市ご

との差異を指す。

2）本稿における「都市間の経済循環における都市商業活性化」とは都市経済学における移出ベース理論

を基礎理論とした都市間競争の理論的枠組みのことを指す。

3）「地方都市及び大都市衛星都市」とは本稿では、都市経済学の移出ベース理論を念頭に、前者が移出

産業（卸売業、製造業）の立地の割合が後者と比較して低く、外部市場において所得を域内に還流する

割合が低い都市であるのに対し、後者は移出産業（卸売業、製造業）の立地の割合が大都市と比較して

低いが、大都市のベッドタウンとなっているために外部市場である大都市において所得を域内に還流さ

せることができる特徴を持つ都市のことを指す。

4）Coxetal.（1965）は「都市に奉仕する産業」を「製造業及び流通業の各部門を含むばかりでなく、政

治、教育、保健、宗教、リクリエーションなどの“産業”」とし、「都市を形成する産業」を「製造及び

加工のサービスを含む多くのサービス」と位置付けた（pp.9192）。

5）川野（1999）は「…都市を形成する基盤としての役割を、卸売業に収斂させてしまってよいのだろう

か、という素朴な疑問が出てくる。…例えば、W/R比率で各都市を比較すると、1994年時点で大阪市

の12.4倍から川崎市の1.3倍までと、中枢都市の間でも10倍近くもの開きがある。製造業の集積にも

左右されようが、中枢都市間でこれだけの開きがあると、商業の中で卸売業は特に『都市を形成する産

業』という性格をもっていると言い切れるのだろうか」という（川野，1999，227228頁）。

6）伊藤（2014）4144頁の説明による。伊藤（2014）は地域産業振興の視点から特に製造業に焦点を当

て、地域内外の経済循環について分析をおこなっている。

7）青木（2004）は地域ブランドについて「…製品ブランドに対して上位に位置する企業ブランドにも似

て、地域ブランドは地域資源ブランドを束ね導く存在である」という（青木，2004，16頁）。

8）消費者の「距離抵抗」とは「消費者がある位置から小売店に買い物出向をするのにどれぐらいの距離・

時間がかかるか」というものである。消費者はなるべくある地点（買い物起点）から距離及び時間的に

近い小売店で買い物をしようとする傾向があり、反対に距離及び時間がかかる遠方の小売店での購買を

できるだけ避けようとする。

9）消費者特性とは消費者のライフスタイル、年齢、性別などを指す。

10）2017年6月2日に株式会社黒壁企画部広報・デザイン課、K氏にヒヤリングをおこなった。

11）黒壁HP（WWW.KUROKABE.CO.JP/ABOUT_KUROKABE）を参照した（2017年3月13日閲

覧）。

12）まちなか再生ポータルサイト

（WWW.FURUSATO-ZAIDAN.OR.JP/MACHINAKA/PROJECT/CASESTUDIES/SHIGA01.HTML）

より（2017年3月13日閲覧）。

13）長野県中小企業振興センター（WWW.ICON-NAGANO.OR.JP/MENU/KIJI/MISE/200109）より

（2017年3月13日閲覧）。

14）長野県中小企業振興センター（WWW.ICON-NAGANO.OR.JP/MENU/KIJI/MISE/200109）より

（2017年3月13日閲覧）。

15）「黒壁スクウェア」とは1號館黒壁ガラス館、2號館スタジオクロカベ、3號館ビストロ・ミュルノワー

ルなどの株式会社黒壁設立当初（1989年7月）から開業している株式会社黒壁の中心となる施設のこと

を指す。本稿では、それらの施設を中心とした株式会社黒壁の諸施設や株式会社黒壁グループに参加し
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ているテナント及び街並みなどを「黒壁スクウェア一帯」という。

16）産経ニュース（WWW.SANKEI.COM/REGION/NEWS/140408/RGN1404080041-N1.HTML）を

参考した（2017年3月13日閲覧）。

17）2017年6月2日に実施した株式会社黒壁企画部広報・デザイン課、K氏（仮名）へのヒヤリングか

ら筆者が考察をおこなった。

18）2017年6月2日に実施した株式会社黒壁企画部広報・デザイン課、K氏（仮名）へのヒヤリングに

よる。

19）日本経済新聞（WWW.NIKKEI.COM/ARTICLE/DGXNASJB29020_Z21C10A0LDA000）を参考と

した（2017年3月13日閲覧）。

20）2017年6月2日に実施した株式会社黒壁企画部広報・デザイン課、K氏（仮名）へのヒヤリングに

よる。

21）商業中心性指数とは、以下の式

商業中心性指数＝
市内の小売年間販売額/市の人口

都道府県内小売年間販売額/都道府県の人口

で求められ、1.0を基準にそれを上回れば消費者を吸引し、反対に下回れば消費者は外部都市で消費購

買をおこなっている、と推定する指標のことである。

22）株式会社黒壁開業年近年（1991年）において、周辺の都市である彦根市にはスーパーや専門店しかな

く、広い商圏を持つ寄合百貨店である「パウワース」が立地しているのは長浜市だけであったためにこ

のような高い数値になったと考えられる（週刊東洋経済，1992，992993頁を参照）。

23）2017年5月27日、グーグルマップを参照した。

24）長浜市周辺の都市である彦根市の人口は2017年現在で約11万人である（彦根市HP、2017年5月27

日参照）。

25）2017年5月27日、グーグルマップを参照した。

26）吉田・加藤（2015）は滋賀県草津市の消費者の買い物出向について国土交通省「パーソントリップ調

査」を用いて分析をおこなっている。それによると、特に平日では電車・バスにより30代までの層と

40代及び50代の層の多くが京都市、大阪市へ通勤及び通学の折に勤務先、学校付近の小売店に買い物

出向していることが明らかとなった（吉田・加藤，2015，6366頁）。

27）2016年11月6日に草津商工会議所N氏（仮名）にヒヤリングをおこなった。

28）日経リサーチによる「地域ブランド戦略サーベイ（名産品編）」は2006年から隔年ごとに実施され、

最新のものは2010年調査である。この調査では調査対象になった特産品は389である。調査項目は特

産品に関する消費者との関係性の多様な側面であり、その内容は浸透状況、評価項目、接点、魅力点、

経験価値などに及んでいる（田村，2011，2627頁参照）。

29）毎日新聞WEB（MAINICHI.JP/ARTICLES/20160807/DDN/008/020/035000C，2017年3月13日

閲覧）。

30）2017年6月2日に実施した株式会社黒壁企画部広報・デザイン課、K氏（仮名）へのヒヤリングに

よれば、黒壁はレトロな街並みを開発及び維持するための修繕費の多さに加え、旧商店街の敷地や空き

店舗を借りている箇所が多いために借り賃の支出が大きいという。
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Differences in regional brand strategies
in inter-city competition

─A comparative analysis of regional cities and metropolitan satellite cities─

Hajime Yoshida

Summary

This study considers the revitalization of urban commerce in the creation of

regional brands. The theoretical framework for the study is based on the devel-

opment of the outgoing-transfers industry, which drives urban industries. The

industry expansion is being stimulated by an increase in city visitors due to the

creation of regional brands and the development of cities as tourist destinations.

Consequently, the inflow of external income resulting from the increase in the

number of visitors generates inter-city competition. Specifically, based on this

framework, the activation of city centers from the creation of regional brands

compared to cities where regional brands are not developed is considered. Fur-

thermore, the differences in the revitalization of urban commerce through re-

gional brand strategies in accordance with urban characteristics, including

commercial functions, the consumer population, and the urban areas’ positions

in relation to metropolitan cities, are analyzed.
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