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文脈価値の重要性
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The article examines value creation, co-creation and value-in-context in service-dominant logic
（S-D logic）
, which is defined as the
application of competences for the benefit of another party, in order to analytically define the value for customers and value-incontext in Tourism Marketing. It is because compared with the traditional view of Marketing（G-D logic）
, S-D logic is probably
applicable to understand and consider modern society and business. As a result, it suggests that value-in-context which is
formalized the unique and contextual interpretation of value is very important factor to define the value for each customer as
well as customer’s tourism experience. At the same time, it is necessary to more clarify value-in-context due to offer value
propositions for customers and interactive co-creation.
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１．はじめに（研究の背景と目的）

伊香保神社があることが明らかになり、

を及ぼし、前述したような新しい現象の

日本国内の観光地ではより多くの集客

冬にイベントを開催すると共に、周辺の

出現に関係している。
また言い換えれば、

や顧客満足を目標とし、季節ごとのイベ

観光地である伊香保温泉から観光客を誘

従来の団体旅行のような事前に明確な所

ントの開催や多様な媒体を活用したプロ

導するような施策が検討されている 。

与の目的を持って観光地を訪れるような

４

旅の動因や形態とは異なる観光行動であ

モーション等に日々努力し取り組んでい

しかし一方で、未だに東北地方には観

る。近年では、一過性の取り組みではな

光需要が戻らない実態 やインバウンド

く、DMO １（Destination Management/

ツーリズムでは、観光地ではない普段の

今後このような観光行動をする旅行者

Marketing Organization）やRESAS （地

日本文化に魅力を感じる場所に海外から

が増加してくると、伝統的なマーケティ

域経済分析システム）といったマーケテ

の個人旅行者が集まるなど、観光地側が

ングの考え方を観光に応用するだけでは

ィング戦略の考え方やビックデータを活

計画や予測した通りにいかない地域も見

需要を刺激することは難しくなるだろ

用した科学的な裏付けをもとに、人の流

受けられる。

う。庄司（2014）は観光の研究方法に関

２

５

る。

れや産業等を分析することで観光の商品

同様に、マーケティングやデータ等の

して、地域資源を活用した価値ある商品

やサービス、地域のマーケティングやマ

活用をせず、かつ旅行者にとって不便な

やサービスを生み出し、これを消費者に

ネジメントが展開されている。

場所でも、映画やアニメの舞台になって

提供することによって交換を成立させる

確かに、マーケティングの考え方や

いる所に国内外から聖地を巡る旅として

というモデルを元にしており、短期的な

データ解析を観光や観光地に応用するこ

人が訪れ、感動、感激をしている。また

価値を生み出すことには有効な手段であ

とで、地域の新たな魅力を掘り起し、集

最近では、幻想的な風景がSNSで話題と

るが、長期的な競争優位は獲得できず、

客に結びつけている観光地は存在してい

なり突如として人が訪れ、観光地化する

また地域には多様性が存在しているが故

る。例えば、玉造温泉では、従来比較的

といった現象も起きている 。

に結果、
伝統的な価値生産 ― 消費モデル

６

ではなく価値共創モデルにおいて検討す

高めの年齢層のターゲットを引き下げて

もちろんこのような現象はブームで終

旅日記風に描いたイラスト中心の観光パ

わる危険性もあるが、この背景には情報

ることができると主張している。さらに、

ンフレットを作成することで地域のイ

技術の進展、特にICTの普及があり、個々

井上（2014）は、現実の顧客・消費者の

メージを一新させ、新たな観光客層に結

人が自由に、好きなように、好きな所に

動向をみると、従来のような単なる購入

びつけた 。また、群馬県高崎市では榛名

いつでも出かけることが、今できるので

者あるいは提供される製品・サービスを

地域周辺で冬季に流動人口が多い場所に

ある。これは、観光旅行の動因にも影響

受け取る対象とはいえない行動をとり始

３
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めている、と指摘している。これらの主

的であった G－D ロジックよりも S－D ロ

向、顧客志向、関係性志向、そして社会

張からも、伝統的なマーケティングの考

ジックの方が有効であると述べている。

性志向へとその基本方針が拡大してきて

え方が現在の観光における現象を捉えき

次に、観光におけるマーケティング研

いる。

究は一体どのように進展をしてきている

しかしそもそも、G－Dロジックは有形

よって、本論文の目的は、マーケティ

のだろうか。Kotler et al.（1997）は、観

財の製造品を主たる対象として発達して

ング研究におけるサービス・ドミナント・

光を含むホスピタリティ業界では、基本

きたならば、観光といった本質的に物理

ロジック （以下 S－D ロジック）に依拠

的なマーケティングの原理をゲストの欲

的な形を持たない対象にG－Dロジックを

し、価値概念に関する文献を整理するこ

求を満足させることと、ゲストを接客す

応用することは、その効果や有効性に限

とで、現代社会における観光マーケティ

る従業員を満足させることに対して効果

界があるだろう。

ングでは文脈価値の解明が重要であるこ

的に適用し、また有形財の視点からでは

そして最も重要な事は、G－Dロジック

とを明らかにする。

なく無形財のサービス・マーケティング

からS－Dロジックへの移行は、マーケテ

が持つ基本的な特徴である無形性、不可

ィングの根本的な考え方に大きな発想や

分性、変動性、消滅性といった側面から

視点の変化が必要になることである。そ

の検討が行われてきたと述べている。さ

れは従来のような企業や消費者の捉え方

らに、大社（2014）によると、地域のマー

の変更を求めてくることにもなる（井上、

マーケティング研究における価値概念

ケティングの基本的な考え方には２つの

2014）
。したがって、
現代社会や今の消費

を 考 え る 上 で、2004 年 に Vargo and

方法があり、１つ目にプロダクト・アウ

者行動を反映した観光に関するマーケテ

Lusch によって提唱された S－D ロジック

ト型であり、地域資源を精査し、マーケ

ィングにおいても、このような発想の転

はマーケティグの価値概念に大きな影響

ットに合致するように磨くことで地域そ

換が生じる。要するに、S－D ロジックに

を与えた。Vargo and Lusch（2004）は、

のものも価値を高め、その資源を活用し

依拠した発想や視点が求められているの

S－D ロジックで交換されるのはグッズや

た商品やサービスを創造し、その価値に

である。次の節では、S－D ロジックの中

サービシィーズを包含する単数形の

共感する顧客を探し営業や販売する方法

心的概念のひとつである価値創造と価値

「サービス」と考え、「サービスを他者も

と、２つ目はマーケット・イン型であり、

共創を概観する。

しくは自身のベネフィットの為に専門化

顧客が欲求する商品やサービスを見つけ

されたコンピタンス（ナレッジやスキル）

出し地域資源を加工編集して商品やサー

を適用すること」と定義した。この S－D

ビスをつくり出す方法である。加えて、

ロジックが登場した背景には、マーケテ

Lumsdon（1997）は、観光マーケティン

よって作られた製造品に価値が内在して

ィングが有形財である製品（モノ）単発

グでの長期的な成功について、顧客と供

おり、その製品が消費者に運ばれ、消費

的な取引を中心とする時代から、無形財

給者の満足のいく相互作用に依存してい

者によって消費がされると考えられてい

であるサービスの関係性に焦点を当てた

ることや、消費者満足と同様に環境や社

る（井上、2014）
。一方、S－D ロジック

取引を中心とする時代への移行があり、

会的ニーズを得ることを意味していると

では、企業は価値を提供することはでき

研究面においてもこれまでのマーケティ

述べている。

ず、価値を提案することだけが可能であ

れているかどうかに疑問が残る。

７

２．価値提供から価値創造と価値共創へ
の転換
2－1．S－D ロジックの登場とその観点

2－2．価値創造と価値共創の構造
G－Dロジックでは生産者である企業に

り、そして顧客と常に共同で価値を創造

ング論ではモノとサービスを別々に考え

これらの観光マーケティングは先述し

ていたが、S－D ロジックの登場により独

た伝統的マーケティング、すなわちG－D

していくのである（Vargo and Akara、

自のサービス観で議論を展開している

ロジックを観点とするマーケティングが

2009）
。また、
Grönroos and Voima（2013）

（石川、2013）。これは、生産品に関する

応用されていると言える。なぜなら、顧

によると、価値共創は明確に定義付けさ

製造、流通、取引を含むグッズ・ドミナ

客満足や従業員満足を中心とする顧客志

れていないが、S－D ロジックに関する文

ント・ロジック（G－D ロジック）に対し

向に基づく有形財を主とした需要と供給

献では一般的にそれをサービス提供者と

てS－Dロジックの観点で議論がされてい

のマッチングを目的としているからであ

顧客を含むプロセスでの価値共創を意味

るのである（Vargo and Lusch、2008）。

る。それはまた、観光とは有形財の製造

する。この顧客と企業によって価値を創

また、このロジックは経済交換の基盤と

品とは異なる無形の体験活動であること

造する価値共創概念はS－Dロジックでの

なるマーケティングの新しい理論である

から、無形財として扱いサービスの概念

中 心 的 概 念 の ひ と つ で あ り（村 松 編、

（Vargo and Lusch、2004）。Lusch and

やサービスの持つ基本的特徴からの考察

2016、
）
、S－D ロジックにおける重要な特

Vargo（2014）は、個人や組織といった

がされてきた。さらに、
マーケティング・

徴 な の で あ る（井 上、2014）
。さ ら に、

主体間における社会的・経済的交換をよ

コンセプトの変遷と同様、観光でも現実

S－D ロジックでは、企業が行う活動と顧

り良く理解するためには、これまで支配

の社会の移り変わりを反映させた生産志

客が取る行動が価値を生むという前提を
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置き、企業のみでは価値の最大化を実現

による価値共創が行われ、価値共創者と

5b．②共有領域；ツアーオペレーターの

することができず、企業と顧客が価値を

なる。同時に企業も価値共創者となる。

サービスシステムが予約可能か確かめ、

共創するという世界観に立つ（西山と藤

③顧客領域では、生産からの視点には登

最終的に営業が予約する（実際の価値）。

川、2016）。すなわちこれは、前述の庄司

場人物はいない。生産は顧客領域に入り

６．①提供領域；ツアーオペレーターは

（2014）が主張している G－D ロジックの

込めないことを意味している。一方で、

メールで顧客にスケジュール等の確認を

「価値生産 ― 消費」からS－Dロジックの

価値創造の視点からは、提供者は顧客へ

する。７．③顧客領域；顧客は旅先での

「価値共創」へと価値を創りだす構造が大

の直接的な相互作用や価値共創は困難だ

日焼けを嬉しくコメントする（個々の価

きく変化することを意味しているのであ

が、間接的な相互作用による価値促進者

値創造）
。８．③顧客領域；顧客は休暇の

る。

となり、顧客は間接的な提案等を受け、

写真を眺めホテルの食事の美味しさを思

図－１は、価値創造の領域と役割につい

自主的に個々に価値創造することで価値

い出す（個々の価値創造）
。

て図解している。価値創造領域には３つ

創造者の役割を担い実際の価値を生み出

の異なる領域である①提供領域、②共有

す（Grönroos and Voima、2013）
。

このように、価値創造は常に交換関係
のユニークなセットの文脈で起こり、そ

領域、③顧客領域が存在しており、各々

具 体 例 と し て、Grönroos and Voima

れは協力的で相互作用的なプロセスなの

の領域において企業（提供者）と顧客の

（2013）は次のように観光（ツアーオペ

である（井上、2014）
。また、価値を創り

役割が多様であることがわかる。この図

レーター）を用いて３つの価値創造領域

だすためには、顧客も必然的に関わるこ

では、上部が生産からの視点、下部が価

におけるそれぞれの役割を１～８の時系

とになり、単なる受け手や使用者ではな

値創造からになっており同時に２つの視

列で説明している。１．①提供領域；提

く商品を創りだす共創者と捉える必要が

点で捉えることができる。まず、①提供

供者であるツアーオペレーターが新しい

ある（井上と村松編、2012）
。ようする

領域では、企業は生産者であり生産過程

観光パンフレットを年２回刷新し顧客へ

に、顧客領域と共有領域において実際の

の責任を担い、また価値促進者として顧

提案する。２．③顧客領域；顧客がパン

価値が創出され、反対に提供領域では実

客が使用する資源やプロセスの生産準備

フレットを読み、休暇を夢見る（個々の

際に価値を創造することはできず、顧客

を行うことで潜在的価値を提案する。②

価値創造）
。３．③顧客領域；顧客が夕食

と提供者が直接、かつ間接的な相互作用

共有領域では、実際の価値を生み出すた

時に観光地やホテルについて家族と相談

による価値創造で顧客の個々人の文脈に

めに、生産の視点からは企業と顧客の資

する（個々の価値創造）。４．③顧客領

おいて価値が創られている。

源とプロセスにおける共同生産者とな

域；同僚がお勧めのホテルを教える。ま

より詳しく価値創造と共創を理解する

る。価値創造の視点では、顧客の２つの

たいくつかのホテルに関する口コミサイ

ためには、資源についても理解すること

役割として、まず企業とジョイントする

トを確認する
（個々の価値創造）
。5a．②

が必要となる。なぜなら、
価値共創では、

ことで価値創造者の役割、また、提供者

共有領域；顧客が家族旅行をツアーオペ

相互作用の中で企業、従業員、顧客が資

と直接的な相互作用により、企業と顧客

レーターに電話予約する（実際の価値）
。

源を提供し合う必要があり、そこで生成
された価値は再び次の価値共創を生産す

図－１

価値創造の領域と役割

る資源となるからである（戸谷、2013）。
Vargo and Lusch（2004）は、資源をオ
ペランド資源とオペラント資源に分けて
説明をした。オペランド資源とは有形で
静態的、効果を生み出すためには操作が
必要となる。オペラント資源とは、オペ
ランド資源に操作を施し、
能動的で無形、
知識、スキル、技術などの無限なものが
含まれる。同時にオペランド資源を共創
の資源とし、継続的な学習プロセスにお
いてオペラント資源を向上させることが
できる。例えば、塙（2016）は、価値共
創による観光現地情報サービスにおい
て、観光地と観光客がオペランド資源を

出所：オリジナル版は Grönroos and Voima（2013）８で村松編（2016、p82）に太字箇所を筆
者が加筆修正して作成
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ることができると論じている。ここでは

れると説明している。このように交換の

いる。Grönroos and Voima（2013）によ

オペランド資源は、現地観光情報として

考え方が G－D ロジックと S－D ロジック

ると、交換価値概念の本質は有用性、及

のガイドマップ、ウェッブサイト、案内

では非常に異なるのである。

び提供側の労働プロセスの中でのデザイ

板等であり、これらの資源を操作する能

南と西岡（2014）によると、マーケテ

ン、開発、製造、流通で生産された資源

力がオペラント資源であり、それはガイ

ィング理論では「交換」が中核概念とさ

に内在された価値であり、それを他の実

ドマップやウェッブサイトを使用する観

れ、交換活動を通じて市場に価値を創造

体と交換、もしくは顧客の支払いにより

光客のスキルやノウハウである。

する考え方が支配的であった。この考え

交換が可能となり、一方で、使用価値概

ここで考慮すべきことは、企業から顧

方は、価値が製品の中に埋め込まれたモ

念は、使用や消費に関係する顧客の経験

客に提供された技術は、いかに高度なも

ノを交換するという見解でありG－Dロジ

が、より幸せでより良くなる、もしくは

のであっても顧客に受け入れられなけれ

ックを意味する。これに対し、S－D ロジ

より不幸でより悪くなる程度を活動の中

ば価値を創出しない、さらには顧客自身

ックでは取引、売買あるいは交換は供給

心としていて、またそれは、使用前に価

が資源統合者としてナレッジおよびスキ

者と需要者の関係で開始され、その関係

値が存在し、評価することはできないが

ルを持ち合わせていなければ価値を十分

はその後も継続するという考え方であ

使用期間中に価値が集積されていくこと

に引き出せないのである（井上、2014）。

り、これまでの供給者と最終需要者との

を意味するのである。

それは、企業は価値創造のために適用さ

交換が行われると、全てが終了するとい

れる資源を提供すること、および協働し

う考え方を転換させる必要がある
（石川、

顧客の購買前や購買時のマーケティング

て相互作用的価値を創り、価値提案を受

2013）。また、井上（2014）は、マーケテ

やマネジメント活動に焦点を置き、購買

容してもらうことだけはできるが、独立

ィング研究がアウトプットではなくプロ

後の顧客の価値に関して見落とすことが

して価値を創り出し、提供することはで

セスに焦点を当てるようになると、プロ

危惧される。Grönroos（2007）は、マー

きない（Vargo and Lusch、2008）こと

セス志向で関係的な交換の性質を内に含

ケティングは販売で終わらず、販売方法

を意味する。したがって、企業は価値創

んでいる文脈価値、使用価値、経験価値

と前向きな購買決定を形成することより

造や共創のための提案はできるが価値の

といった概念と繋がりが生まれてくると

も先を見据えた関心領域を広げ、消費及

提供はできないのである。そして、その

論じている。さらに、西川と藤川（2016）

び利用に直接的かつ積極的に関与するよ

提案を受けて提供者と顧客が直接的・間

によると、経営活動のゴールは、交換価

うにならなければならないことを強調し

接的な相互作用の中で、価値を創り出す

値の最大化に留まらず、その後の製品や

ている。

が、その組み合わせは一つとして同じも

サービスの使用段階における
「使用価値」

のはないのである。

や、共創の現場において顧客が個別に認

（2010）は、価値が常に共創されるという

識する「文脈価値」を最大化することと

ことだけでなく、他の資源との統合状態

論じている。

に左右され、文脈特殊的なものであるこ

次の章では、文脈価値を明らからにす
るために交換価値、使用価値、そして文

この比較から、交換価値では、企業が

次に文脈価値について、Vargo at al.

図－２では、
交換価値概念と使用価値概

とを示唆している。例えば、新車の購入

ける文脈価値を考察する。

念の本質と活動の中心について比較して

を検討する際には、その新車に支払った

３．交換価値から文脈価値への転換

図－２

脈価値の概念を整理した上で、観光にお

交換価値概念と使用価値概念の本質と活動の中心の比較

3－1．価値要因の変化
最初に、G－DロジックとS－Dロジック
の基本概念に基づいて、具体的な交換の
変 化 に つ い て 考 え て み る。Lusch and
Vargo（2014）は、物々交換を行う農夫
と漁師の例を用いて、G－Dロジックで交
換されるのは、小麦や魚といった有形な
生産物であり、S－D ロジックでは農夫が
小麦を育てるために農耕機具などに対し
て自分のスキルを適用することと漁師が
魚を捕るために綱などに対して自身の持
つスキルを適用すること、すなわちそれ
が農耕サービスと漁獲サービスが交換さ

出所：Grönroos and Voima（2013）
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代金が交換価値であり、この新車の使用

概念に関する問題も指摘されている。村

決定され、この価値は特異的、経験的、文

ベネフィットが使用価値を表している。

松編（2016）は、交換価値と文脈価値あ

脈 的を意 味 する」が 追 加された。井 上

しかし、その使用価値は他の資源（運転

るいは使用価値の関係が明らかになって

（2014）は、この現象論的という表現は、

能力、メンテナンス、燃料、道路）との

いないという点を挙げている。
Lusch and

今日のマーケティングにおいて広く用い

統合やその自動車が使用される文脈、た

Vargo（2006）も、S－D ロジックの発展

られている「経験（experience）
」という

とえば週末の家族とのサッカー観戦や

において、矛盾のない、完全な意味を反

用語と同じであると解釈してよいと述べ

日々の通勤では異なるのである。

映させた概念に関する術語を明確にする

ている。この経験とは、観光研究において

事 は 大 き な 課 題 で あ る と 認 め て い る。

は多くの研究者が観光ビジネスの本質は

よるG－Dロジック、S－Dロジック、過渡

S－D ロジックでは今後も議論が活発、か

「経験」にあると論じている（Song at al.、

期のロジックの概念変化を基に、交換価

つ継続的に実施されていかなければなら

2015）
。ま た、Stamboulis and Skayannis

値、使用価値、文脈価値の３つの価値の

ない点も存在しているのである。

表－１は、Lusch and Vargo（2006）に

（2003）は、観光における新しい経験のフ

異なりに関してまとめたものである。ま

以上を踏まえて、S－D ロジックの重要

レームワークの説明の中で、観光経験の最

ず、交換価値はG－Dロジックにおける中

概念である価値創造と価値共創、および

も重要な構成要素は、異なる環境へ訪問

心的な概念であり、主に有形財の製品に

文脈価値を整理することで、企業（提供

し、見て、学び、楽しむことであり、新し

その製品の特徴や形態として価値を内在

者）と顧客の直接的、もしくは間接的な

い経験の要素としては旅行者が目的地に

させ、実際に交換をする際にその価値は

価値の共創がおこなわれる消費や使用段

おいて短期間で過ごす中での大よそ包括

金額として提示される。顧客に対する価

階において、顧客経験は顧客特有の文脈

的な珍しい経験（living adventure）が加

値の浸透方法はプロモーションにより実

価値が存在し、その文脈により価値が左

わり、ある意味、全てが観光経験であると

施される。次に、使用価値であるが、こ

右されることが明らかとなった。
これは、

述べている。また Shen（2016）は、観光

れは交換価値から文脈価値への過渡期の

塙（2016）が指摘しているように、観光

経験の定義において、誰かにとっての出来

ロジックとして位置付けられている。そ

地に滞在する中でのプロセスや関係性で

事における経験の結果であり、そして観光

の 理 由 と し て Vargo at al.（2010）は、

その生産がされるが故に、交換取引で生

客は旅行での結果を印象や感想として表

G－DロジックからS－Dロジックへの矛盾

まれる価値である「交換価値」ではなく

現すると述べている。以上を踏まえて文脈

のない変化は困難であり、最初に使用価

「文脈価値」
によりその価値の生成を捉え

価値の観点から観光経験を捉えると、
その

値を用いることで、G－D ロジックから

ることの重要性を意味している。では一

経験は個別的で状況依存的である。言い

S－D ロジックの解釈の理解を試みると説

体、観光おける文脈価値とはどのような

換えると、ある主体にとって重要な価値あ

明している。使用価値は、交換後の顧客

考え方になるのだろうか。

る観光経験でも、別の主体にとっては、そ
れほど価値がないこともありえる。さら

の使用や消費プロセスにおけるベネフィ
ットの提供であり、時間経過により価値

3－2．観光における文脈価値とは

に、たとえ同一人物であっても、その状況

が蓄積され、浸透方法はマーケティング・

Vargo and Lusch（2008）は S－D ロジ

によって主体が認識する文脈価値は、
異な

コミュニケーションとなる。最後に文脈

ックの10個目の基本的前提に「価値は常に

る可能性もある。たとえば、同じ人が山登

価値はS－Dロジックでの重要な概念であ

独自の現象論的（phenomenologically）に

りへ行き晴れている場合と、雨が降ってい

り（石川、2013）、企業や提供者の提案に
基づき、顧客経験を通じて提供者と顧客

表－１

概念の変化；異なる３つの価値

が共創する価値であり、またそれは顧客
が判断する個別的、状況依存的なもので、

ロジック

顧客の抱える問題解決、ソリューション

主な対象

としてアウトプットされる。ここでは、
ダイアローグ（対話）により提供者と顧
客の間の信頼、学習、順応が行われ、お
互いの観点を理解することで適切な条件
下での相互作用が準備される。一対一だ
けでなくインターネットを利用して大勢
とダイアローグをすることも可能である
（Lusch, Vargo and Wessels、2008）
。
しかし留意すべき点として、これらの

交換価値

使用価値

文脈価値

G－D ロジック

過渡期のロジック

S－D ロジック

製

品

提供（物）

顧客経験

意

味

交換されるときに
貨幣表示される価値

消費プロセスでの顧客の
利用・消費段階での価値

使用や経験を通じて
提供者と顧客で
共創される価値

性

質

売り手側により
製品に価値が内在する

使用のプロセスで
価値が蓄積される

顧客が判断する、
個別的で状況依存的

アウト
プット

（製品の）特徴／形態

ベネフィット／便益

ソリューション／
問題解決

提示方法

価格／金額

価値提供

価値提案

浸透方法

プロモーション

マーケティグ・
コミュニケーションの統合

ダイアローグ

出所：Lusch and Vargo（2006）を基に加筆修正
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る場合では文脈が異なり、
その印象や感想

観等の公害となることである９。また、
事

より継続的な観光マーケティグの展開を

は異なるのである。

前に文脈価値を検討した上での提案では

示唆する。

図－３では、ここまでに明らかにした文

ないために、相互作用による価値共創は

脈価値を取り巻く構造やプロセスを、観

難しく、リピーターに繋がるような観光

光地や観光商品における現象を把握する

経験というよりは、顧客の一時的な興味

ためにまとめた。まず通常、観光地や観

関心に終わる可能性が高い。
ようするに、

関連する産業はその重要性を高めるだろ

光商品を提供する企業は、顧客に対して

単なる偶然的な発生で終わるだろう。

う。なぜなら、経済的という理由だけで

４．おわりに
今後益々、日本における観光やそれに

潜在的価値の提案をダイアローグにて試

したがって、観光における文脈価値と

なく、私たち一人ひとりが製造品による

みる。その提案をする際に考慮しなけれ

は、計画的、かつ持続可能な観光地や観

物質的な豊かさよりも観光経験で生まれ

ばならない重要な要素は、顧客の文脈価

光商品を創りだすために個々の顧客の文

るような経験的な豊かさを求める傾向が

値である。文脈価値に基づいた提案をし

脈価値の存在を発見し、カスタマイズし

強くなっているからである。すなわち、

なければ顧客は提案自体に関心を示さな

た情報として提案をしていくことであ

観光マーケティグとは、このような現代

い、すなわち自分の文脈価値に合わない

り、またそれは、文脈を共有した観光地

社会やその中で生活をする消費者の動向

可能性が高いと評価、判断をするだろう。

と顧客との相互作用を通じて共創される

を反映するものでなければならず、伝統

同時に、その提案を実際の価値が生み出

価値、すなわち観光経験が促進され、結

的な生産品を中心とする交換価値に重点

される相互作用の場である観光地の資源

果一人ひとりの観光客に喜んでもらえる

を置くG－Dロジックを中心とするマーケ

に対し共有をし、齟齬なく顧客へのダイ

観光地や観光商品になると考える。さら

ティングの考え方では、観光を取り囲む

アローグが準備される。提案を受諾した

に、近藤（2006）は、顧客価値は、顧客

今の社会の現象を捉えることは難しくな

顧客は観光地を訪れ、観光経験をする。

がそのモノやサービスを利用する「場や

ってきている。S－D ロジックは理論とし

この経験では、観光地と観光客がお互い

時」といった状況や文脈に影響されるの

てまだ発達段階ではあるが、伝統的マー

にオペランド資源を提供し、オペラント

で、その顧客が立っている状況や文脈を

ケティングのG－Dロジックの枠組みによ

資源を施すことで共創による価値が生ま

理解した上で、そこに新しい意味を生む

る発想や視点を転換するためにも、文脈

れ、最終的に顧客の持つ文脈価値により

生活価値や生活シーンを提案していくこ

価値の観点を取り入れた観光マーケティ

個々の価値が判断される。

とを重要視している。また同様に、加藤

ングを検討していくことが重要となる。
本論文では、S－Dロジックに依拠をし、

一方で非定常的なケース、たとえば

と松村（2014）も、文脈価値をコンセプ

SNS により観光地側や企業側が意図して

トで表現する研究において、企業は顧客

価値創造と価値共創、そして文脈価値を

いない集客が突然起きる、もしくは観光

にどのような生活を送って欲しいかを

整理することで、観光マーケティグ研究

地でない場所が一時的に観光化する現象

「意図」することの必要性を論じている。

では個々の顧客の持つ文脈価値を解明す

を説明する。主体でない誰かが情報を発

よって今後、観光における文脈価値を解

ることの重要性が明らかとなった。それ

信し拡散、共有、共感されていくことで、

明する際には、顧客に対して新しい生活

は、提供者（観光地）と顧客との相互作

それがあたかも提案となり、顧客は自分

価値を提案する視点を取り入れることに

用による価値共創においても、顧客個々

の文脈価値に合うだろう場所へ行き、そ
の場所（オペランド資源）と訪問者の知

図－３

観光地／観光の文脈価値

識（オペラント資源）で価値共創が起こ
ることが推測できる。例えば、映画やア
ニメが好きな人が自分のお気に入りのア
ニメのモデルとなった場所、もしくは似
ている場所がSNSで話題となり訪れるこ
とで、映画やアニメの中に入り込んだよ
うな気持ちとなり、また主人公や登場人
物の行為を模倣することで喜びを感じ
る。ここで問題となるのは、工場地帯や
住宅地、もしくは特別な時期以外は人気
のない所などに突然大勢の人が訪れるこ
とで平穏な暮らしをしていた住人にとっ
ては迷惑となり、時には騒音、ゴミ、景

出所：筆者作成
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人の文脈価値により観光経験の価値が判

できるイベントを開催すると共に、伊

断されることを意味する。今後は、個々

香保温泉の観光客を誘導するような施

捨てられるようになり、電柱に登る人

の文脈価値を発見しカスタマイズした情

策が考えられる（内閣官房まち・ひと・

も出てきた。君津市では、駐車場に入

報により観光での新しい生活価値を提案

しごと創生本部事務局経済産業省地域

りきらない車の列が渋滞を招き、苦情

経済産業調査室、2016）
。

が殺到した（朝日新聞、2016年11月９

2011年の震災後から2015年までの東北

日）。

する研究が必要となる。
５

本人観光客は2010年を100と指標にす


DMO
とは、地域の観光産業、自治体

ると85まで低下をし続けており、厳し

住民が一体となって地域の観光振興に

い状況が続いている（国土交通省観光
庁編、2016）
。

取り組むために、関係者の合意形成、
マーケティング戦略の策定等を行う法
２

６

内房地域では、木更津市の江川海岸が


・朝日新聞『SNSで話題突然観光地』2016
年11月９日（朝刊）
、25頁。
・石川和夫「サービス・ドミナント・ロ

ボリビアの絶景ウユニ塩湖の
「日本版」

ジックにおける価値の問題 ― 「過程



RESAS の目的は大きく分けて２つあ

として、君津市の濃溝の滝では、春と

（プロセス）価値」としての「文脈価

る。１．人口減少、過疎化が構造的に

秋に洞窟に差し込む日の光が水面に映

値」 ― 」『専修ビジネス・レビュー』

進展し、疲弊する地域経済を真の意味

りハート型になることで「ジブリの映

Vol.8 No.1、2013年、41～55頁。

で活性化させていくためには、自治体

画のワンシーンに出てきそう」と SNS

・磯田友里子「マーケティングにおける

が、地域の現状・実態を正確に把握し

にアップされてから人気となり、大勢

コンテクストの役割」
『マーケティグジ

た上で、将来の姿を客観的に予測し、

の人が訪れている（朝日新聞、2016年

ャーナル』第36巻第２号（通巻第142

11月９日）
。

号）
、2016年、162～174頁。

自発的かつ効率的な政策立案とその実

７

サービス・ドミナント・ロジックに関


・井上崇道「消費者と企業の文脈価値形

行が不可欠。２．このため、国が地域

しては本論文の2－1．で説明をするが、

成における共創プロセス ― サービス・

経済に関わる様々なビックデータ（企

Vargo and Lush（2004）を端緒として、

ドミナント・ロジックを基礎とし

業間取引、人の流れ、人口動態、等）

マーケティング分野の研究おいてすべ

て―」
『明治大学社会科学研究所紀要』

を取集し、かつ、わかりやすく「見え

ての経済活動をサービスとして捉え、

第53巻第１号、2014年10月、193～223

る化（可視化）」するシステムを構築す

価値創造を明らかにしようとする活発

頁。

ることで、自治体による様々な取り組

な議論が展開されている（西山浩平・

みにおける、真に効果的な計画の立案、

藤川佳則、2016）
。

ミナント・ロジック ― マーケティング



引 用 原 文 に は「Fig. 3Value Creation

研究への新たな視座 ― 』同文館出版、

閣官房まち・ひと・しごと創生本部事

spheres」とあり、下記が図解されてい

2012年、10頁。

務局経済産業省地域経済産業調査室、

る。

実行、検証（PDCA）を支援する（内

８

・井上崇道、村松潤一編『サービス・ド

・大社充『地域プラットフォームによる

2016）。

松江観光協会玉造温泉支部では、公式

のパンフレットのターゲット層を従来
の比較的高めの年齢層から「都会に住
む20～30代の女性」と明確化をし、リ
ニューアルを行った。写真を使用しな
いイラストによる観光スポットの紹介
は、ターゲット層の共感を呼んでいる。
土産や保存版として持ち帰る人も多
く、現在の発行部数は年間120,000部を
超えている（PIE BOOKS、2015）。
４
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