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１．は じ め に

　自らが関わる何らかのものをブランド化したい。こ
の想いはさまざまな分野のひとびとが抱く夢であり、
目標となっている。農産物もその例に漏れない。ただ
しそこでは地域ブランドとしての発展が期待されるこ
とが多い。というのも農産物は基本的に、土地土地の
自然環境がもたらす特産品として生産されるためであ
る。
　「郡山ブランド野菜」も、そのような想いを背景に、
福島県郡山市を地盤とする農家の有志によって生み出
された地域ブランド野菜の一つである。
　本稿は「郡山ブランド野菜」の地域ブランド化に向
けて、１次データと２次データに基づき、今後の展開
の基礎資料とするものである。

２．地域ブランドとしての郡山ブランド 
　野菜

⑴　ブランド、ブランド化、地域ブランドの定義
　ブランド（brand）とは、製品・サービス等の提
供者が付与する名称のことである１。そして、ブラ
ンドを有する製品・サービスに対して顧客が愛着心
（loyalty）を抱いたり他者推奨行動（recommendation）

を行うことで、価格や数量の割増（premium）効
果が発生することや、そのような効果を獲得する行
動のことを、ブランド化（branding）という２。
　顧客に期待される品質水準を常に維持するなど、
持続的な経営活動の実態に支えられてブランド化は
果たされる。したがって製品・サービス等にブラン
ドを付与しただけではブランド化を実現できない。
ブランド化が容易ではないのはそのためである。
　また、特定の地域がブランド化の対象となったブ
ランドのことを地域ブランドという。地域ブランド
の対象には大きく３つある。それは、①地域の特産
品（地域の特産食品、地場産業による工業品）、②
観光地、③観光地ゾーンを超えたより広い領域とし
ての都市や都道府県である（田村2011）３。本稿は
郡山ブランド野菜に焦点を当てているため、以下で
は特に断りのない限り、「地域の特産品」という意
味で地域ブランドという用語を用いることとする。

⑵　郡山ブランド野菜と協議会
　郡山産野菜の地域ブランド化という着想は、郡山
農業青年会議所に所属する農家たちが、郡山農業の
今後のあり方を模索するなかで、2003年に浮かび上
がったものである。その中心となったのは、同会議
所の有志が形成した「あおむしくらぶ」のメンバー
である。
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　野菜の地域ブランド化には、大きく２つの成り立
ちがある。ひとつは、「京野菜」（京都府）や「加
賀野菜」（石川県金沢市）のように、その地域で古 
く４から育てられてきた地野菜を出発点とするもの
である。もうひとつは、種苗会社が新規開発した品
種の中から地域の農業者が選定し、一から地域ブラ
ンド野菜として育成していくものがある。
　郡山ブランド野菜を立ち上げるにあたって、あお
むしくらぶのメンバーには、自分たちの手で、価値
の高い新たな特産品をつくりたいという思いがあっ
た。そのため、後者の方式が採用されることになった。
　郡山ブランド野菜を構成する野菜は、2016年10月
現在で11品目12品種にのぼる５。種苗メーカーが開
発した多様な品種の中から、あおむしくらぶのメン
バーが厳選したものである。それぞれ、200～300品
種の中から、食味、栄養価、個性、郡山の土地や気
候との相性を総合的に判断し、2003年から１年に１
品種のペースで選ばれ、栽培されている。市場流通
においては日持ちなど流通業者にとっての扱いやす
さが優先されがちであるが、郡山ブランド野菜では
食味や栄養価といった、野菜そのものの価値を優先
した開発が行われているのが特長である。
　ただし、こうして開発された野菜群がブランドと
して確立するには、品種や生産者による品質のばら
つきを抑え、顧客（消費者、料理人、市場流通関係
者）がそのブランドに期待する水準を一定以上に維
持することが大前提となる。そこで、あおむしくら
ぶのメンバーたちは、栽培方法の統一や生産履歴の
管理、施肥設計、栽培勉強会といった地道な取組み
を重ねることで、品種や生産者による品質水準のば
らつきを減らしているのである。
　一方、郡山ブランド野菜の品種が増えるにつれて、
地域ブランド化を専門的に担う組織体制の必要性が
メンバーの間で認識されるようになった。そこで、
あおむしくらぶとは別に、「郡山ブランド野菜協議
会」という組織が新たにつくられた。2011年１月の
ことである。
　このようにして、ようやく郡山ブランド野菜の土
台が形作られていったわけだが、その矢先に起きた
のが、同年３月の福島第一原子力発電所事故（以下、
原発事故）であった。原発事故によって空気中に放
出された放射性物質は、風の流れにのって郡山市に
も降り注いだ。地域ブランド化の道筋はゼロに戻る
どころか、マイナスからの再出発とならざるを得な
くなったのである。

３．原発事故への対応

⑴　風 評 問 題
　原発事故がもたらした悪影響はさまざまなものに
及んでいるが、農産物の生産・流通に関していえば、
放射性物質汚染による「実害」と「風評被害」の２
種類がある（小山編2012、小山・小松編2013、濱田
ほか2015）。
　実害とは、放射性物質による汚染そのものがもた
らす経済的被害である。例えば、原発事故後に福島
県産の農産物に含まれる放射性物質が基準値６を超
えたことで出荷停止になる事例が多発したが、これ
は実害である。
　他方、風評被害とは、ある社会問題（事件・事故・
環境汚染・災害・不況）が報道されることによって、
本来「安全」とされるもの（食品・商品・土地・企
業）を人々が危険視し、消費、観光、取引をやめる
ことによって引き起こされる経済的被害のことであ
る（関谷2011、2015）７。
　福島県では、農産物の生産において放射性物質を
制御する方法の解明や普及、検査体制の整備が急速
に進んだ結果、農産物の「実害」は大幅に減ってい
る。しかし風評被害については根深いものがある。
　ここでは代表的な２つの調査を挙げる。一つは消
費者庁によるものである。図１は、「放射性物質の
含まれていない食品を買いたい」という理由から普
段の買い物で食品の生産地を気にする消費者が、食
品を買うことをためらう産地として挙げた結果を示
している８。
　二つめの調査は関谷ほか（2015）によるものであ
る。図２は福島県産の農作物に対する購入意欲を尋
ねた結果を示している９。
　いずれの調査においても、原発事故から４～５年
が経過し、農作物への実害が減ってもなお、15～
20％ほどの消費者が放射性物質への不安から福島県
産の食品を忌避していることがわかる。

⑵　風評対策からの脱却
　こうしたことから、さまざまな風評対策が公的機
関や民間団体によって盛んに行われている。例えば、
主要な消費地である首都圏において、大規模な広告
を展開したり、福島県産食品のイベントを開催する
といったものである。
　効果的な風評対策を実施することは依然として重
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要である10。しかし風評対策だけに注力すればよい
わけではない。なぜなら、風評対策は原発事故によっ
て生じたマイナスの評価をゼロに戻すための、いわ
ば「ネガティブ対策」にすぎないからである。つま
り、ネガティブ対策だけでは消費者の購買意欲はほ
とんど喚起されないのである。
　これは、少し考えれば当たり前のことである。風
評被害のない地域の農産物も、需要を高めるために
日夜さまざまなマーケティング努力を行い、しのぎ
を削っている。そうしなければ、物が行き渡り経済
的に成熟した市場では顧客に選ばれないからであ
る。したがって、安全は前提であり、顧客が「美味
しいから買いたい11」と思うように購買意欲を喚起
することが重要である。つまり、いかにして郡山ブ
ランド野菜自体のブランド価値を高めていくかとい
う「ポジティブ対策」が求められるのである。

４．地域ブランドの顧客化階層

　さて、ブランドのポジティブ対策についてであるが、
ここでは田村（2011）による、地域ブランドの顧客化
階層と市場発展という視点から考えてみよう。
　顧客化階層とは、表１に示されるように、消費者が
ある商品（地域ブランド）の顧客になる際に踏んでい
く一連の段階である。いわばそのブランドの浸透度と
いうべきものである。とりわけ試買者や常用者を増や
すことは、ブランド化の必要条件である（田村2011）。
　顧客化階層という枠組みによって、消費者が各階層
にどのような割合でいるかを調べることは重要であ
る。なぜならば、ブランド化に向けた具体的な目標設
定が可能になるからである。
　例えば、不認知の顧客が多いことが判明したならば、
まずは認知を高めることに注力することが望ましい。

図１　放射性物質の含まれていない食品を買いたいという理由から
　　　消費者が食品を買うことをためらう産地

出所：消費者庁（2016）
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図２　福島県産の農作物に対する購入意欲　　　出所：関谷ほか（2015）
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というのは、顧客化階層の各階層に顧客を推移させる
ための経営資源（ノウハウ、ネットワーク、人的資源、
費用など）は異なるため、多くの顧客を下位階層（不
認知）から上位階層（常用）へと一足飛びに推移させ
ることは難しいからである。ブランド化に時間を要す
るのはそのためである。
　また、地域ブランドにおいては、地元市場（特産品
の産地）で市場発展をすることがブランド化の最初の
関門となる。以上のことから、地元市場で顧客化階層
という視点による現状把握が有効だといえる。そこで、
次節では郡山ブランド野菜に関する質問紙調査につい
て取り上げよう。

５．質問紙調査

⑴　調査の目的と概要
　この調査の目的は、2016年現在時点での郡山ブラ
ンド野菜の顧客化階層を把握するとともに、顧客が
郡山ブランド野菜の認知に至った経緯を明らかにす
ることである。認知に着目するのは、不認知段階の
消費者（潜在顧客）が大多数を占めることが協議会
メンバーへの聞き取りにより想定されたためであ
る。加えて、調査協力を得るには質問項目を厳選し
なければならないという事情もあった。
　調査概要は以下のとおりである。

•調査日：2016年８月27日㈯
•調査地：郡山表参道マルシェ（福島県郡山市中町）
•回答者：郡山表参道マルシェに当日来訪した顧客

にその場で回答の協力が得られた方（無
記名）

•調査責任者：福島大学経済経営学類 遠藤明子
•調査員：福島大学経済経営学類 遠藤明子研究室 
　　　　　３年生12名
•調査方法：質問紙法
•有効回答：30

　調査地である郡山表参道マルシェは、郡山市の中
心市街地で開かれる青空市である。福島県の食の復
興を目的に設立された、一般社団法人 食大学 12が
主催する。一般の消費者が郡山ブランド野菜を購入
できる数少ない販売チャネルの一つである 13。その
ため、後述する通り、マルシェへの来訪回数やマル
シェを認知したきっかけについても尋ねている。
　回答者は、当日マルシェに来訪した顧客に対して、
当研究室の学生が調査員として声をかけ、その場で
回答への協力が得られた方々である。
　調査方法は質問紙法を採用した。回答は無記名式
であるものの、対面で回答してもらった。また手荷
物の多い方には、調査員が聞き取りを行い質問紙に
代筆している。このような調査方法を用いる関係上、
質問項目にはプライバシーに関わったり対面では回
答しづらいものは極力含めないこととした。
　当日は雨天であったため、総来訪客数が晴天時に
比べて非常に少なかった（20％程度）。そのため有
効回答数は30にとどまっている。

⑵　質問項目と集計結果
　質問項目は以下の７つである。質問項目が多けれ
ばさまざまな情報を収集できるが、他方で回答者の
負担が増すため調査協力が得られにくくなる。今回
の調査の回答者はマルシェの買い物客であり、１-
２分で回答できる程度の質問数を抑える必要がある
と判断した。そこで以下の７つに絞った。

•回答者の性別
•回答者の年齢層
•回答者の居住地（市町村レベル）
•郡山表参道マルシェへの来訪回数
•郡山表参道マルシェを認知したきっかけ
•郡山ブランド野菜の顧客化階層（浸透度）
•郡山ブランド野菜の名前を知ったきっかけ

　表１　顧客化の階層

顧客化階層 顧客化階層を確認するための質問

常　用 「よく購入している」「たまに購入している」という回答者
試　買 「過去に購入したことがある」という回答者
理　解 「どんなものか見聞きしたことがある」という回答者
認　知 「名前だけは聞いたことがある」という回答者
不認知 「名前も聞いたことがない」という回答者

出所：田村（2011）p.32を加筆修正。
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　では、調査結果について概説しよう14。
　第一に、回答者の属性については、性別、年齢層、
居住地（市町村レベル）を尋ねた。結果は図３～図
５に示すとおりである。

性が高い。他方、50代後半以降のシニア世代も約
20％を占めることも留意すべきである。また、居住
地は75％が郡山市、県内のその他の地域が16％であ
ることから、地元住民が顧客の殆どを占めているこ
とがわかる。

郡山市
75%

その他
県内
16%

県外
9%

図５　居住地

男
25%

女
69%

未回答
6%

図３　性別
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41%
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40代前半
31%

40代後半-
50代前半
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50代後半-
60代前半
10%

60代後半以降
9%

図４　年齢層

　性別は約70％が女性であり圧倒的に多い。年齢層
は20代後半～40代前半をあわせて約70％を占める。
つまり、仕事においては中堅的役割を果たし、私生
活においては子育てに従事する人が多い世代が、郡
山表参道マルシェの顧客のボリューム層である可能

初めて
60%

2-3回目
34%

4回目以上
6%

図６　郡山表参道マルシェへの来訪回数

　第二に、郡山表参道マルシェへの来訪回数である
が、初めての顧客が60％、２-３回目が34％である。
郡山表参道マルシェは2015年10月に始まったばかり
であり、2016年の開催も８月の調査時点で２回目で
あることから、初めての顧客が多いのは当然であろ
う。

通り
がかり
28%

新聞
3%口コミ

22%

ネット
22%

その他
22%

未回答
3%

図７　郡山表参道マルシェを知ったきっかけ

　第三に、郡山表参道マルシェを知ったきっかけは、
通りがかり28％、口コミ22％、ネット15

22％、その
他22％となっており、１つの情報源に偏っていない
ことが注目される。
　郡山表参道マルシェは郡山市の中心市街地で開催
していることから、通りがかりによって認知に至る
ことは自然である16。情報探索をしていない消費者
が思いもよらずに認知に至ることは、顧客層を広げ
る上で重要である。通りがかりはまさにそれに当た
る。
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　他方で、ネットは積極的に情報探索している消費
者をターゲットとする上では特に有効なツールであ
る。また、そうした高関与の消費者は、SNSや対話
をつうじて他者推奨行動（口コミ）を起こしやすい
ため、潜在顧客の新たな認知のきっかけをもたらし
うる。
　なお「その他」の回答内訳は、友人の店、開成マ
ルシェ、福ケッチャーノ17、食大学である。

　第五に、郡山ブランド野菜を知ったきっかけで
ある19。「その他」の回答内訳は、郡山検定、朝市、
観光会社、農業関係者、仕事上、イベント、フリー
ペーパーである。回答はさまざまな情報源に分散し
ているのが特徴である。つまり、メディアに有料で
広めてもらう広告を用いなくとも、無料で可能な多
様な手法によって認知に至っているのである。

６．お わ り に

　本稿では、郡山ブランド野菜のブランド化に向けて、
ブランドの定義や成り立ち、原発事故による風評問題
の捉え方、顧客化階層という視点での現状把握を行っ
てきた。今回の質問紙調査は試験的なものであり、ま
た天候の影響により回答者数が少数に限られた。そこ
で開成マルシェと郡山表参道マルシェを拠点に、質問
紙調査を継続的に実施し、より精度の高い現状分析を
行っていくことが課題である。
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図８　郡山ブランド野菜の顧客化階層（浸透度）

　第四は、郡山ブランド野菜の顧客化階層（浸透度）
についてである。不認知（名前も聞いたことがない）
および認知（名前だけは聞いたことがある）がそれ
ぞれ25％ずつであり、合わせて半数を占める。試買
（過去に購入したことがある）および常用（たまに
購入している、よく購入している）を合わせて「購
入経験者」とすると、44％にのぼる。上述のとおり、
郡山表参道マルシェへの来訪回数が２回目以降の回
答者は40％であり、購入経験者とほぼ重なってい 
る18。
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１　製品・サービス等の提供者に対して、他者の模倣
を防ぐために専有的な使用権が法的に保証されたブ
ランドは、特に商標（trademark）とよばれる。
２　ブランドの専門的議論については、1990年度中
頃からマーケティング研究分野において盛んに行
われている。代表的なものとして、ケラー（2010；
2015）などを参照のこと。

３　これらは相互に関連しあって全体としての地域ブ
ランドを形作っているが、ブランド管理の議論や実
務において混乱を避けるためには、まずはいずれか
１つに焦点を定めることが重要である（田村2011）。

４　京野菜は明治（1868年）以前の導入の歴史をもつ
もの（JA京都）、加賀野菜は昭和20（1945）年以前
から栽培されているもの（金沢市農作物ブランド協
議会）と定めている。
５　カブ（あこや姫）、タマネギ（万吉どん）、サツマ
イモ（めんげ芋）、ニンジン２品種（御前人参、紅
御前）、カボチャ（おんでんかぼちゃ）、インゲン（さ
さげっ子）、エダマメ（グリーンスウィート）、ナス（佐
助ナス）、中ネギ（ハイカラリッくん）、キャベツ（冬
甘菜）、ホウレンソウ（緑の王子）である（カッコ
内は郡山ブランド野菜の品種ごとの個別ブランド）。

詳しくは、郡山ブランド野菜協議会の公式サイトを
参照のこと。
６　国が定める基準値は以下のとおりである。原発事
故直後の2011年３月17日には、原子力災害対策特
別措置法に基づいて、暫定規制値として500Bq/kg
（乳製品は200Bq/kg）が設定された。その後、食品
安全委員会（内閣府）の議論や、国際的な政府間
機関である食品規格委員会（Codex Alimentarius 
Commission：CAC）のガイドラインを踏まえて、
厚生労働省は100Bq/kg（牛乳および乳幼児用食品
50Bq/kg、飲料水10Bq/kg）と食品衛生法において
定めた。ただし、原発事故から数年が経過した現在、
流通段階において事実上広まっている「安全」基
準（de facto standard）は、国が定めた基準値より
もはるかに低い「N.D.（not detected：検出限界
値以下）」となっている（関谷ほか2015）。なお、検
出限界値は食品によって異なり、25Bq/kg、12Bq/
kg、10Bq/kgがある。
７　放射性物質が基準値以下の水準で検出された場
合、それを実害とするか風評被害とするかは、その
リスクを評価する立場によって意見が分かれる（関
谷2011）。基本的に行政機関は基準値以下の汚染が
もたらすリスクは確率的にきわめて小さいという立
場をとるため、風評被害と考える。一方、基準値以
下であってもリスクを高く見積もる人にとっては実
害となる。上述のとおり、N.D.が事実上の安全基
準として一般に広まっている現在では、N.D.にも
関わらず危険視され、経済的被害が生じる場合を風
評被害と捉えることができる（関谷ほか2015）。
８　調査対象となった消費者は、被災地域（岩手、宮城、
福島、茨城の各県）および被災地産品の主要仕向先
の消費地である都市圏（埼玉、千葉、東京、神奈川、
愛知、大阪、兵庫の各都府県）に在住する、20代～
60代のインターネットモニターである。第１回から
第７回調査までの回答者全体はそれぞれ5,176名で
ある。第７回調査ではその5,176名の内、普段の買
い物で食品の生産地を「気にする」または「どちら
かといえば気にする」と回答した消費者は3,323名
であった。さらにその理由として「放射性物質の含
まれていない食品を買いたいから」と回答したのは
993名である。そしてその993名の中で、購入をため
らう産地として「福島県」と回答したのは813名で
ある。したがって、回答者全体（n＝5,176）に対
して15.7％を占める計算となる。なお、上記の「北
関東」は茨城、栃木、群馬、「東日本全域」は青森、
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岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、
埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟、静
岡の各都県を示す。
９　調査対象となった消費者は、福島市300名、その
他の地域3,539名のインターネットモニターである。
その他の地域は、北海道、岩手、宮城、山形、茨城、
栃木、東京、新潟、愛知、大阪、福岡、沖縄の12都
道府県である。

10　関谷ほか（2015）の調査では、風評対策のうち、
テレビCMや新聞広告などにおいてキャラクターや
著名人に頼って情緒に訴える手法は、実はほとんど
効果を伴っていないことが明らかになっている。消
費者の不安を払拭するには、そうしたイメージでは
なく、具体的で客観的な安全対策がテレビ番

・

組
・

や新
聞記

・

事
・

として噛み砕いて特集されることや、検査済
みシールのように端的に安全性が伝わる形での情報
提供が必要である。

11　これは元々、日本調理師専門学校（福島県郡山市）
のフランス料理主任教員兼広報企画室長である、奥
野正道氏が、後述する食大学の立ち上げについて発
した言葉である（藤田2015）。

12　食大学は郡山市において「開成マルシェ」と「郡
山表参道マルシェ」の２つを主催している。青空市
の目的は、食と農の生産者が地元の消費者に直接対
面し福島県産食材の魅力を知ってもらうことにあ
る。開成マルシェは、郡山市役所や開成山公園の近
隣である「開成柏屋 中庭ポケットガーデン」を立
地としており、2014年６月28日に始まったものであ
る。一方、郡山表参道マルシェは、開成マルシェに
触発された郡山中央商店街振興組合が、郡山市の中
心市街地に位置する安積国造（くにつこ）神社表参
道でのマルシェ開催を食大学に打診したことに端を
発する。開始は2015年10月10日である。2016年は６
月から12月まで、表参道マルシェと開成マルシェが
交互に月１回開催されている。

13　2016年10月時点では、郡山ブランド野菜の主要顧
客は、地元市場の料理人（プロユーザー）である。
現時点では生産量の制約があるため、スーパーマー
ケットに代表される、一般的な小売店ではほとんど
販売されていない。そのため消費者が購入できる場
は、郡山ブランド野菜協議会のメンバーが出店する
直売市（食大学主催の開成マルシェおよび郡山表参
道マルシェ、郡山ブランド野菜協議会が中心に運営
する「あぐり市」）および直売所（JA全農福島が運
営する愛情館、郡山ブランド野菜協議会メンバーが

運営する鈴木農場）に限られる。
14　有効回答数が少数であることから、複数の質問項
目間の関係を記録する分割表（クロス集計表）は作
成せず、単純集計のみの記述統計結果を示す。

15　FacebookやTwitterなどのSNS（Social Networking  
Service）は「ネット」に含めた。

16　同じく食大学主催の開成マルシェについては、立
地が中心市街地から離れており、また、道路から奥
まった場所に位置しているため、通りがかり以外の
手法で認知を高める必要がある。

17　「福ケッチャーノ」とは、開成マルシェの会場に
隣接するイタリアン・レストランである。郡山ブラ
ンド野菜の卸先の１つであり、それらを使用した料
理を味わうことができる。

18　全回答者数が30であるためここではクロス表を示
さないが、個票を確認した結果、マルシェに複数回
来訪している回答者と購入経験者はほぼ重なってい
ることがわかった。

19　これは、顧客化階層（浸透度）に関わる質問にお
いて、不認知以外の回答者に尋ねているため、全回
答者の内、約70％の回答者を対象とした質問である。


