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デスティネーション・ブランド・エクイティの構造モデルにおける
デスティネーション・ブランド・エクスペリエンスの調節効果
イ

サ ン ジョン

李

相典

沖縄国際大学

This study has the question of how the evaluation of brand equity for tourist destinations changes depending on the evaluation of
tourist experiences. For the research purpose, we proposed six research hypotheses and analyzed 883 data from Seoul and Jeju,
Korea. As a result of the analysis, it was found that the destination brand image and the destination brand quality changed
significantly depending on the level of destination brand experience in destination brand trust. However, the causal relationship
regarding“Destination Brand Equity Structure”was higher in the lower group than in the higher group with experience
evaluation of tourism behavior at the destination. Therefore, regarding the direction of the moderating effect by the destination
brand experience, subsequent study will be required in consideration of environmental factors surrounding tourists such as
tourist characteristics and basic information.
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１．はじめに

く、観光客がデスティネーションで経験

スティネーションを１つのブランド視点

したすべての情報がオンラインの世界で

からアプローチし、その結果をデスティ

ム を 紹 介 し た 研 究 者 た ち（e.g., Munt,

すぐ共有できるようになった。つまり、

ネーションの中長期的なマーケティング

1994）は、観光客エクスペリエンスにつ

1990年代と比べてデスティネーションで

戦略樹立に反映することも、少なからず

いて、ただの日常的生活とは異なるエク

の観光客行動が一層多様化され、それに

意味があると考えられる。

スペリエンスとして捉えている（Uriely,

つれて観光経験に関する期待と欲求も増

本研究はデスティネーション・ブラン

2005）。しかし、この視点では1990年代の

加し始めた。観光客の経験の質を向上さ

ド・エクイティの構造モデルにおいて、

観光客エクスペリエンス行動しか説明で

せるのがデスティネーション・マーケテ

観光客のデスティネーション・ブランド・

きない。なぜならば、その当時の観光客

ィング戦略において重要な課題となって

エクスペリエンスという調節変数がどの

行動は現地の有名な遺跡や観光地に訪れ

いると言えよう。

ような効果をもたらすのかという研究の

1990年代からポストモダン・ツーリズ

るなど、限られたパターンが多かったか

一方、デスティネーションをブランド・

問いに着目する。これはデスティネーシ

らである。一方、現在の観光環境は1990

エクイティの視点から行った研究は2000

ョンの中長期的な成長方案として強力な

年代と比べて一層グローバル化され、個

年半ば以降から現れた。これはデスティ

デスティネーション・ブランド・エクイ

人や団体の旅行機会が拡大された。旅行

ネーションを１つの製品やサービスの総

ティの構築が求められるという前提の下

機会の拡大は一層多様な観光ビジネスを

体という視点から、その価値を測定しよ

で、そのためにはデスティネーション・

創出し、それによって合理的で新たな旅

うとした進歩的な研究である。しかし、

ブランド・エクスペリエンスという調節

行商品を発展させた。また、旅行パター

デスティネーション・ブランド・エクイ

変数が意味のあるソリューションになる

ンの変更を促し、団体旅行よりも、個人

ティ研究はまだ初期段階にあり、その歴

かどうかを解明する過程である。つまり、

や少人数グループの旅行を楽しむ傾向を

史的背景と理論的基盤の確立はまだ不十

デスティネーションでの旅行経験に関す

増加させた。特に、インターネットによ

分 で あ る と 研 究 者 た ち（e.g., Sirakaya

る評価水準の違いがデスティネーショ

る情報通信技術の発展は個人メディアの

and Woodside, 2005；Hankinson, 2007）

ン・ブランド・エクイティ構造モデルの

時代を開き、ソーシャル・ネットワーク・

は述べている。それにも関わらず、デス

中でどのような調節効果を起こすのかに

サービス（Social Network Service、SNS）

ティネーション間の競争がますます激し

ついて検証することで、デスティネーシ

の発展とともに普段の生活だけではな

くなりつつある今の状況においては、デ

ョン・マーケティングにおいて意味のあ
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る示唆を提案することを研究の目的とす

情緒・行動・知識）を、デスティネーシ

その結果、肯定的なブランド態度が形成

る。

ョンの場合も同じく考えるのが可能であ

される（Keller, 1998）
。つまり、ブラン

ると述べる。例えば、製品やサービスに

ド連想の強さ、好ましさ、そしてユニー

２．先行研究レビュー

対する感覚というのは、デスティネーシ

クさのレベルによって、そのブランド・

2－1

ョンの場合、食べ物の味、美しい空、自

エクイティの違いを規定することが可能

エクスペリエンスの概念

然の匂いなどのような属性に振り替えて

であると考えられる。

観光客は旅行の前にデスティネーショ

評価することができると主張した。

デスティネーション・ブランド・

一方、Aaker（1996）はブランド・エク
イティを構成する核心属性として知覚品

ンに関する間接情報を除き、経験しない
ブランド・エクイティの構造

質を挙げる。彼は製品やサービスに関する

2002）。観光客の経験というのは多様な

Keller（1998）によれば、ブランド認

消費経験から得られた知覚品質の評価に

サービスの消費経験から得られた感情

知はブランド・エクイティの源泉になる

よって、価格プレミアム
（Price Premium）
、

的・情緒的な評価の総体であり、その評

「ブランド知識」の１つであり、ブランド

価格弾力性（Price Elasticity）
、ブランド

価は複雑な過程を経た主観的な評価であ

認知は「ブランド再認」と「ブランド再

消費（Brand Usage）など、ブランド・エ

る。デスティネーション・ブランド・エ

生」から成り立つ。ここで「ブランド再

クイティの成果が左右されると述べる。

クスペリエンスという概念に関してはま

認」は消費者が以前に見たり聞いたりし

Konecnik and Gartner（2007）はデスティ

だ支持される定義はない（Barnes et al.

たことで、ブランドを正確に区別できる

ネーションの場合、製品やサービス、そし

2014）。ただし、Brakus et al.（2009）が

ことを、
「ブランド再生」は消費者が自分

て経験という３つの要素を複雑に含めて

定義したブランド・エクスペリエンスの

の記憶内から正確にブランドを再生でき

いるため、デスティネーションに関するブ

内容を見ると、
「ブランドと関連した刺激

ることを意味する。彼はブランドの認知

ランド認知やイメージより、観光環境品質

（色・形・デザイン要素・書体・スローガ

が高まると、購買検討対象の中で当該ブ

（製品やサービスの知覚品質）の方が観光

ン・マスコット・名称・ロゴ・商品の梱

ランドが含まれる確率が高まり、考慮集

客評価において重要な要素だと述べる。

包・マーケティング・コミュニケーショ

合内のブランド選択に影響を及ぼすと述

ンなど）によって構築された消費者の主

べている。

と知ることができない属性が多い（Cai,

2－2

サ ービ ス 分 野 で のブ ランド 信 頼 は、
サービスに関する顧客期待とサービス・

観的で内部的な反応や行動的な反応」と

ブランド・エクイティの源泉のもう１

ブランド・エクイティとの間に、密接な関

している。このような定義を参照し、本

つは、消費者とブランドとを連結させる

係を形成させる重要な媒介変数として認

研究では「多様なデスティネーションの

ブ ラ ン ド ・ イ メ ー ジ で あ る（Keller，

められる（Lee and Back，2008）
。Atilgan

ブランド・マーケティング活動によって

1998）。ブランド・イメージは消費者の記

et al.（2009）によれば、サービス・ブラ

刺激された観光客が、デスティネーショ

憶内にあるブランド連想を反映した知覚

ンドの場合にはそのブランド認知より、

ンでの観光（消費）活動によって得られ

であり、ブランド連想とは製品関連属性

ブランド信頼がブランド・エクイティ構

た感情的・情緒的で主観的な評価」とい

と製品非関連属性、機能的、象徴的、経

造の中でさらに重要な役割を果たすと述

う意味として捉えるようにする。

験的ベネフィットのような形態をとる。

べる。例えば、McDonalds のような世界

好ましいブランド連想が生じると、その

的なサービス・ブランドの場合、そのブ

ブランドに対する消費者の信頼が生じ、

ランド認知の高さよりも消費者から信頼

Barnes et al.（2014）はブランド・エ
クスペリエンスの４つの構成要因（感覚・

を高めることがブランド・エクイティの成
図－１

製品・サービスとデスティネーションのブランド・エクスペリエンス

果において重要であるという意味であ
る。これをデスティネーション・ブランド
に適用すると、ニューヨークやパリなど
世界的に有名な都市はデスティネーショ
ン・ブランド認知が観光客の選択に影響
を与えるのではなく、長い時間観光客か
ら信頼を得てきた結果が多くの観光客か
ら選択されているのだと解釈できる。
2－3

ブランド・エクスペリエンスの影

響
ブランド・エクスペリエンスは当該ブ

出所：Branes et al.（2014）参照、筆者作成
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ランドを経験した時の経験そのままにつ

素が複雑で幅広いデスティネーションに

ネーションでの観光経験に関する総体的

いての具体的な評価（例えば、
「このブラ

関する総体的な経験評価のためには様々

評価水準」を測定することで、デスティ

ンドに対しての経験が良かった」など）

な限界があるのではないかという疑問が

ネーション・ブランド・エクイティにど

に注目する（Brakus et al., 2009）。また、

まだ残されている。

のような変化が起きているのかを検証す
る方法が現実的であると考える。

ブランド・エクスペリエンスによって、
ブランドに関する具体的な評価（属性）

３．研究方法

が終わったとしても、経験したブランド

3－1

本研究の仮説は「デスティネーション

研究仮説

での観光経験に関する総体的評価水準に

に関するロイヤルティ（態度）が形成さ

先行研究で検証されてきた内容を見る

よって、当該デスティネーションのブラ

れる前に、そのブランド経験が自分にと

と、多数の研究からブランド・エクスペ

ンド・エクイティの因果関係の強度が如

ってどのような経験だったのかについ

リエンスと媒介変数、または従属変数と

何に変化するのか」
という問いに基づく。

て、客観的に評価（利益）する過程が存

の因果関係を検証している。しかし、本

つまり、デスティネーションでの観光経

在する（Keller, 1998）。

研究では、このブランド・エクスペリエ

験に関する総体的評価水準の高低によっ

ンスの役割を「説明変数や媒介変数」で

て、デスティネーション・ブランド・エ

ブランド・エクスペリエンスとプレース

はなく、エクスペリエンスの評価水準が

クイティ構造の因果関係が如何に変動す

依存（Place Dependence）との関係には

デスティネーション・ブランド・エクイ

るのかを確認する。先行研究ではブラン

部分的に有意な正の因果関係を、プレー

ティにどのような効果が起きるのかを検

ド・エクスペリエンスとブランド・ロイ

ス依存と口コミや再訪問意図との関係で

証する「調節変数」として捉えようとす

ヤルティのような従属変数との間には正

はすべて有意な正の因果関係を示した。

る。

の因果関係を示したが、それはあくまで

Beckman et al.（2013）研究によれば、

ここで、プレース依存とは「特定プレー

Keller（1998）によれば、ブランド・

因果関係の検証であり、調節変数として

スに対して個人的に持っている信頼また

エクイティの源泉になるブランド認知は

のブランド・エクスペリエンスの役割に

はそれと関連した連想」という概念であ

当該ブランドに対して、見たり、聞いた

ついてはまだその方向性が確実に検証さ

り、本研究のデスティネーション・ブラ

り、考えたりする経験の回数が増えるに

れていない。従って、本研究は探索的研

ンド信頼の概念と類似な概念である。つ

つれて、当該ブランドが記憶内に強く残

究としてデスティネーションを対象にブ

まり、ブランド・エクスペリエンスの評

される可能性が高まると述べる。要する

ランド・エクスペリエンスの調節効果を

価が高まると、そのサービス・プレース

に、ブランドの消費経験から生じるブラ

確認する研究仮説を次のように提案す

に対する信頼が高まる。それにつれて、

ンド知識によって生じるブランド・エク

る。

結果的に口コミや再訪問意図のようなブ

イティも、消費者の購入経験から得られ

Ｈ１．デスティネーション・ブランド

ランド・エクイティに肯定的な影響につ

た包括的な情報に関する感情的な反応で

認知がデスティネーション・ブランド信

ながるという意味である。

あり、ポジティブな購入経験の回数が多

頼に及ぼす影響は、
デスティネーション・

い消費者は高いブランド知識やブラン

ブランド・エクスペリエンスの評価水準

クスペリエンスとブランド認知・連想や

ド・ロイヤルティを持つ可能性も高まる。

が異なる集団間で有意な違いを示す。

知覚品質との間にはポジティブな因果関

しかし、デスティネーションの場合、

また、サービスに関するブランド・エ

Ｈ２．デスティネーション・ブランド

係を示す（Ding and Tseng, 2015）。これ

訪問経験（購入経験）の回数がそもそも

認知がデスティネーション・ブランド・

は経験したサービス・ブランドに関する

限られている。近年、同じデスティネー

イメージに及ぼす影響は、デスティネー

全般的評価が高まると、そのサービス・

ションに繰り返して訪問するリピーター

ション・ブランド・エクスペリエンスの

ブランドに関する認知や連想、知覚品質

観光客が増えている

評価水準が異なる集団間で有意な違いを

のようなブランド・エクイティ評価要素

客は同じデスティネーションに短い時間

にポジティブな影響を与えることを意味

の内に再訪問するケースは少ない。それ

Ｈ３．デスティネーション・ブランド

する。

故に、デスティネーション・ブランドは

認知がデスティネーション・ブランド品

デスティネーションを対象にしたブラ

訪問回数によって、そのブランド知識や

質に及ぼす影響は、
デスティネーション・

ンド・エクスペリエンス研究では、ブラ

ブランド・ロイヤルティのようなブラン

ブランド・エクスペリエンスの評価水準

ンド・エクスペリエンスの４つの要因の

ド・エクイティが変わることを評価する

が異なる集団間で有意な違いを示す。

中で感覚という要因だけ、満足・再訪問

には制約が存在する。したがって、デス

Ｈ４．デスティネーション・ブランド・

意図・口コミに有意な影響を与えた

ティネーションの場合は訪問回数の代わ

イメージがデスティネーション・ブラン

（Barnes et al., 2014）。つ ま り、製 品 や

りにデスティネーションでの旅行経験に

ド信頼に及ぼす影響は、デスティネーシ

サービスのブランドと比べてその評価要

ついて、観光客が感じた「当該デスティ

ョン・ブランド・エクスペリエンスの評

が、一般的な観光

注１）
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図－２

は先行研究に基づいて抽出した。

本研究の検証モデル

第１に、デスティネーション・ブラン
ド認知（Destination Brand Awareness：
以 下、DBA）は ８ 項 目 で 構 成 さ れ る。
DBA はデスティネーションに関する観
光客の認知水準４項目と、他のデスティ
ネーションとの違いやユニークさを区別
する４項目が含まれる。第２に、デステ
ィネーション・ブランド・イメージ
（Destination Brand Image：以下、DBI）
は８項目で構成される。DBI はデスティ
ネーションに関する全体的なイメージ４
項目と、観光地としてのイメージ４項目
価水準が異なる集団間で有意な違いを示

われた。すべての調査は韓国のソウルと

が含まれる。第３に、デスティネーショ

す。

チェジュに訪れた外国人観光客を対象に

ン ・ ブ ラ ン ド 品 質（Destination Brand

Ｈ５．デスティネーション・ブランド

し、観光活動中の休憩時間、ホテルのチ

Quality：以下、DBQ）は５項目で構成さ

品質がデスティネーション・ブランド信

ェックアウトの際、またはインチョン国

れる。DBQはデスティネーションの宿泊

頼に及ぼす影響は、デスティネーション・

際空港やチェジュ国際空港で観光客の待

施設やインフラ施設の水準、観光活動に

ブランド・エクスペリエンスの評価水準

ち時間を利用して、マンツーマンの形式

関する安全性や快適性などの項目が含ま

が異なる集団間で有意な違いを示す。

で進められた。

れる。第４に、デスティネーション・ブ

Ｈ６．デスティネーション・ブランド

ソウルの調査はミョンドン、チョンノ

ランド信頼（Destination Brand Trust：

信頼がデスティネーション・ブランド・

など多くの外国人観光客が訪れる観光

以下、DBT）は製品やサービスの分野で

ロイヤルティに及ぼす影響は、デスティ

地、そしてソウルのホテルや観光案内所

顧客の感情的信頼（Affective Trust）を

ネーション・ブランド・エクスペリエン

などで進められた。調査は韓国のキョン

測定する項目を参照し、デスティネーシ

スの評価水準が異なる集団間で有意な違

ヒ大学の観光学部の在学生10人と、ソウ

ョンに訪問した観光客に関する思いやり

いを示す。

ルのホテル（３ヵ所）のマネージャーの

や観光客の期待に応じる水準など４項目

協力によって進められた。チェジュの調

が含まれる。第５に、デスティネーショ

査はホテル（２か所）のマネージャー及

ン・ブランド・ロイヤルティ（Destination

びゲスト・ハウス（３ヵ所）の運営者、

Brand Loyalty：以下、DBL）は５項目で

調査対象地は韓国のソウルとチェジュと

そして韓国観光公社（チェジュ支社）の

構成される。DBLはデスティネーション

いう２つの観光地をデスティネーション

協力によって進められた。

に関する再訪問意図や口コミ、満足水準

3－2

調査設計

本研究は「韓国」を調査対象国とし、

とする。ソウルとチェジュは韓国の中で

ソウルとチェジュに訪れる外国人観光

などの５項目が含まれる。最後に、調節

外国人観光客が多く、観光客の観光活動

客の規模の差を考慮し、全体標本の比率

変数であるデスティネーション・ブラン

に必要なサービスや施設、体験プログラ

をソウル６割、チュジュ４割に調整し、

ド ・ エ ク ス ペ リ エ ン ス（Destination

ムを揃えているデスティネーションであ

計1,000部（ソウル600部、チェジュ400部）

Brand Experience：以下、DBEX）は12

る。また、ソウルとチェジュはそのデス

が 配 布 さ れ、そ の う ち 883 部（回 収 率

項 目 で 構 成 さ れ る。12 項 目 は 感 覚 的

ティネーションとしての環境や特徴が大

88.3％）が回収された。回収されたアン

（Sensory）
、感 情 的（Affective）、知 的

きく異なるため、本研究の「ブランド・

ケートの中から分析に不適合な58部を除

（Intellectual）
、行 動 的（Behavioral）と

エクスペリエンス」の効果を解明するに

き、最終的には825部（回答率82.5％、ソ

いう４つの要因にそれぞれ３項目が含ま

おいて、デスティネーションの特徴によ

ウル436部、チェジュ389部）が分析に使

れる。それぞれの測定項目はすべて、
「全

って提起される「一般化の偏り（bias）」

用された。

く同意しない（１点）
」から「強く同意す
る（７点）
」のリッカート尺度で測定され

を一部補完できると期待する。
本研究の調査は「非確率標本抽出法の

3－3

測定項目

た。

便宜的抽出法」を使用し、2016年３月10

本研究のデスティネーション・ブラン

日から７月31日まで、個人面接による

ド・エクイティとデスティネーション・

サーベイ・リサーチ調査方法によって行

ブランド・エクスペリエンスの測定項目
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４．分析結果
4－1

4－3

以上を基準にした。

回答者の特徴

まず、妥当性結果を見ると、構成概念

仮説検証

仮説検証のために、まずデスティネー

妥 当 性 の 基 準 と な る 標 準 係 数 の 場 合、

ション・ブランド・エクスペリエンスに関

DBA は0.680から0.833まで、DBI は0.648

する総体的評価水準として、２つの集団

回収されたアンケートの言語では、英

から0.787まで、DBQ は0.721から0.781ま

に分けるため大規模クラスター分析（Kク

語が243人（29％）、中国語（台湾を含む）

で、DBT は0.764から0.811まで、そして

ラスター分析）を行った【Appendix2参

が437人（53％）、そして日本語が145人

DBLは0.773から0.840までの水準を示し、

照】
。12 個 す べ て の 測 定 項 目 の 平 均 値

本研究の調査に参加した対象者の一般
的な特徴は次の通りである。

（18％）で あ っ た。旅行のタイプでは、

構成概念妥当性は良好であった。
続いて、 （4.424）を基準として、２つのクラスター

FIT（個 別 観 光）が 351 人（43％）で、

収束的妥当性を確認する AVE の値は

に分け、それぞれ「高経験評価集団（平

Package（団体観光）の474人（57％）よ

DBAが0.598、DBIが0.534、DBQが0.575、

均＝5.197、N＝245）
」
、
「低経験評価集団

りも低い割合を示した。性別では男性が

DBT が0.620、そして DBL が0.649の水準

（平均＝4.097、N＝580）
」という集団名を

315人（38％）、女性が510人（62％）を示

を示し、すべて良好な水準を示した。

付けた。

した。年齢では、20代が381人（46％）、

次に、信頼性結果を見ると、C. R.の値

30代が210人（25％）、40代が122人（15％）、

は DBA が0.922、DBI が0.901、DBQ が

10代が66人（８％）、50代が35人（４％）、

0.871、DBTが0.867、そしてDBLが0.902

エクスペリエンスの評価による

そして60代以上が11人（１％）の順番だ

の水準を示し、すべての結果から基準0.7

集団区分

った。

以上の良好な水準を示した。続いて、ク
ロンバックのαの値でも、DBAが0.924、

4－2

信頼性と妥当性

DBIが0.905、DBQが0.868、DBTが0.865、

デスティネーション・ブランド・エク
イティの構造モデルの信頼性と妥当性を

そして DBL が0.907の水準を示し、良好

表－２

デスティネーション・ブランド・

区分
クラスター１ クラスター２
経験平均
5.197
4.097
最終集団名 高経験評価集団 低経験評価集団
最終集団の
245
580
所属の数（N）

な水準を示した。
共分散を仮定した構造モデルの適合性

続いて、デスティネーション・ブラン

を確認する適合度指標では、すべての指

ド・エクスペリエンスの調節効果を検証

標で良好な水準の指数を示した（χ²/df

するため、
「多母集団同時分析（Multiple

は 標 準 係 数 0.5 以 上、収 束 的 妥 当 性

＝3.429（1289.432/376）
、RMR＝0.049、

Group Analysis）
」を実施した。この分析

（Convergent Validity）はAVE（Average

GFI＝0.904、IFI＝0.954、TLI＝0.947、CFI

に よ る 調 節 効 果 の 統 計 的 有 意 性 は C.

Variance Extracted）の値0.5以上を基準

＝0.954、RMSEA＝0.054）
【Appendix1参

R.（Critical Ratios）の値で判断する。C.

とした。また、内部一貫性による信頼性

照】。

R.の値が±1.64（p<0.1）
、±1.96（p<0.05）、

確 認 的 因 子 分 析（Confirmatory Factor
Analysis）により検証した。
構成概念妥当性（Construct Validity）

はC. R.（Construct Reliability）の値やク

そして±2.58（p<0.01）以上であれば、対

ロンバックのα（Cronhach’s α）の値0.7

応している集団間の因果関係の係数は有
意な差異があると認められる（Byrne,

表－１

本調査に参加した回答者の特徴

区分

言語

旅行
タイプ
性別

年齢

内容
英語
中国語（Taiwan を含む）
日本語
計
FIT（個別観光）
Package（団体観光）
計
男性
女性
計
10代
20代
30代
40代
50代
60代以上
計

全体
N
％
243
29％
437
53％
145
18％
825 100％
351
43％
474
57％
825 100％
315
38％
510
62％
825 100％
66
8％
381
46％
210
25％
122
15％
35
4％
11
1％
825 100％

2001；Kline, 2005）
。
ソウル
N
％
121
28％
224
51％
91
21％
436 100％
171
39％
265
61％
436 100％
137
31％
299
69％
436 100％
33
8％
219
50％
109
25％
55
13％
16
4％
4
1％
436 100％
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チェジュ
N
％
122
31％
213
55％
54
14％
389 100％
180
46％
209
54％
389 100％
178
46％
211
54％
389 100％
33
8％
162
42％
101
26％
67
17％
19
5％
7
2％
389 100％

仮説検証の結果は次の通りである。
H1からH3までの検証結果では、DBAと
DBT、DBA と DBI、そして DBA と DBQ
との因果関係の測定値に対する２つの集
団間の差がC. R.の値－1.047、－0.883、－0.496
をそれぞれ示し、集団間の因果関係の係数
は有意な差異はなかった。したがって、H1
から H3までの仮説は棄却された。反面、
H4から H6までの検証結果では、DBI と
DBT、DBQ と DBT、DBT と DBL との因
果関係の測定値に対する２つの集団間の
差がC. R.の値－1.918、2.838、－1.919をそれ
ぞれ示し、有意水準を満たし、採択され
た。
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この結果から、デスティネーション・

リエンスの評価水準によって、有意な調

が、当該デスティネーションに対する信

ブランド・エクスペリエンスの評価水準

節効果が示された。
つまり、
デスティネー

頼やロイヤルティがかつて形成されてい

はデスティネーション・ブランド・エク

ションに関する客観的な評価から生じる

るかもしれない。反面、今回のデスティ

イティの構造において部分的な調節効果

影響は当該デスティネーションに関する

ネーションに関する経験評価が高い集団

を及ぼすことが分かった。つまり、DBA

信頼やロイヤルティを評価する際に、個

の中では、今回団体旅行で初めて訪問し

から DBI、DBQ、そして DBT に及ぼす

人的旅行経験の水準が大きく影響を及ぼ

た観光客は、すべて新しく経験したこと

影響は２つの集団間による調節効果が有

すと解釈できる。

に対して評価が高いが、そもそも当該デ
スティネーションに関する信頼やロイヤ

意ではなかったが、DBIとDBQからDBT
に影響を与える場合と、DBT と DBL と

５．おわりに

ルティは形成されていないケースも想定

の因果関係では２つ集団による調節効果

5－1

できる。

ディスカッション

全般的にデスティネーションでの観光

要するに、デスティネーション・ブラ

これはデスティネーション・ブランド・

行動に関する経験評価が高い集団より

ンド・エクイティの構造において、デス

エクイティの構造の因果関係で、デステ

も、低い集団の方で「デスティネーショ

ティネーション・ブランド・エクスペリ

ィネーションに関するブランド認知から

ン・ブランド・エクイティの構造」に関

エンスというのは「理由→信頼→価値」

生じる影響はデスティネーション・ブラ

するそれぞれの因果関係の測定値が高く

の因果関係では意味のある調節効果を起

ンド・エクスペリエンスの評価水準によ

示された。このような結果はデスティ

こすが、
「認識→理由→信頼」というブラ

って調節されないという意味である。つ

ネーション・ブランド・エクスペリエン

ンド認知から生じる因果関係ではその意

まり、デスティネーションに関する全般

スが負の調節効果を起こすと解釈するよ

味が低いと考えられる。但し、デスティ

的な知識はそのデスティネーションに関

り、それぞれの集団に属している標本の

ネーション・ブランド・エクスペリエン

する客観的な評価には基本的に正の影響

性質を確認しながらその意味を把握する

スの評価水準による集団の特徴と調節効

を及ぼすが、それがデスティネーション

必要がある。例えば、海外旅行の回数が

果の方向性との関係性に関しては、本研

で経験した観光活動の評価水準によって

多い個人旅行者の場合、同じデスティ

究によって新しい研究課題として提起さ

大きく変わるほどの影響まではないと解

ネーションにリピーターするケースも少

れる。

釈できる。一方、DBIとDBQからDBT、

なくないため、このような観光客は同じ

そして DBT から DBL に与える影響はデ

デスティネーションに訪問した時、デス

スティネーション・ブランド・エクスペ

ティネーションに関する経験評価は低い

が有意であった。

5－2

研究の限界と今後の課題

デスティネーションでの「体験」を重
要な観光マーケティングの戦略として捉

表－３

区分

えるのは、単に観光客の満足だけではな

デスティネーション・ブランド・エクスペリエンスの調節効果

因果関係

高経験評価集団
推定値

標準
誤差

低経験評価集団

高－低
測定値差の検証

く、長期的に再訪問客や愛着の高い潜在
的訪問客を増加させることが重要だから

t値

推定値

標準
誤差

t値

C. R.

仮説

である。したがって、現在の観光マーケ
ティングにおいては体験プログラムによ

H1

DBA → DBT

0.084

0.047

1.765*

0.113

0.035

3.255***

－1.047

棄却

H2

DBA → DBI

0.724

0.042

17.363***

0.775

0.026

29.78***

－0.883

棄却

H3

DBA → DBQ

0.681

0.046

14.732***

0.728

0.027

27.224*** －0.496

棄却

H4

DBI → DBT

0.127

0.058

2.183***

0.259

0.037

7.062*** －1.918*

採択

ンド・エクイティの成果が高まる可能性

H5

DBQ → DBT

0.717

0.053

13.645***

0.537

0.036

15.018*** 2.838***

採択

のある集団を把握し、その集団の情報を

H6

DBT → DBL

0.763

0.036

21.357***

0.842

0.02

42.129*** －1.919*

採択

明確に把握することが何より重要な課題

＊有意確率：＊＊＊ p<0.01、＊ p<0.1

って、デスティネーションに関するブラ

となる。
「国土交通省の観光庁」の「観光白書
（平成27年）
」によれば、日本政府は日本
の観光振興政策の核心戦略の１つとし
て、
「インバウンドの飛躍的拡大に向けた
取組」
を目標としている。その内容では、
「和食の魅力発信」
「伝統文化やポップカ
、
ルチャーを活用した観光振興」
、
「観光地
域のブランド化」など、日本の伝統や生
活様式を海外観光客に体験させてもらう

－20－
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ための戦略が核心的な内容として含まれ

構造において、高経験評価集団より高い

（2014）“Destination brand experience

ている。これは観光客の直接的な参与行

調節効果を示されたのかを明らかにする

and visitor behavior: Testing a scale in

動を誘発させるプログラムを活性化する

ための後続研究が強く求められる。

the

ことで、中長期的に日本に対するポジテ

デスティネーション・ブランドは複雑

ィブなイメージを構築し、それによって

な属性や要素によって構成されるため、

tourism

context”
, Annals

of

Tourism Research 48, pp.121-139.
・Beckman E., Kumar A., and Kim Y-K.
（2013） “The

Impact

of

Brand

リピーター観光客を確保しようとする戦

「デスティネーション・ブランド」を「一

略である。つまり、観光活動に関する経

般化する理論モデル」を提案するのは困

Experience on Downtown Success”,

験価値を向上させる戦略はもう政策的ア

難であろう。しかしながら、観光産業の

Journal of Travel Research 52（5）,

ジェンダに取り上げていることである。

発展とともにますます激しくなっている

pp.646-658.

この観点から見ると、本研究は次のよう

デスティネーション間の競合環境を考え

・Bianchi C., Pike S., and Lings I.（2014）

な意義や限界を持つ。

ると、「デスティネーション・ブランド」

“Investigating attitudes towards three

本研究はデスティネーション・ブラン

に関する研究は非常に意義のある分野で

South American destinations in an

ド・エクイティに関する研究として、既

あると考える。今後の研究では、研究の

emerging long haul market using a

存先行研究の限界や課題を一部補完また

限界を補完し、本研究からの成果や意義

model of consumer-based brand equity

は発展に貢献できる内容として意義を持

に基づき、より具体的で明確な理論構造

（CBBE）
”
, Tourism Management 42,

つ。特にデスティネーション・ブランド・

の提案と説明ができるように後続研究を

マネジメントにおいて、観光客の観光経

進めていきたい。

・Boo S. Y., Busser J., and Baloglu S.（2009）
“A model of customer-based brand

験水準を増加させるのが課題になること
を構造的モデルによって証明したことで
意味を持つ。例えば、本研究の結果から
はデスティネーション・ブランド・ロイ

pp.215-223.

equity and its application to multiple-

注釈

destinations”
, Tourism Management 30,

観光庁の「訪日外国人の消費動向」を

注１）


pp.219-231.
・Brakus J. J., Schmitt B. H., and

ヤルティ（リピーター意図や口コミなど）
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【Appendix1】 デスティネーション・ブランド・エクイティ構造モデルの信頼性と妥当性
区分

記号
測定項目
標準係数 AVE
CR
DBA1 （A/B）には名声と評判がある
0.808
DBA2 （A/B）は有名な都市である
0.807
DBA3 （A/B）の特徴がすぐに思い浮かぶ
0.763
DBA4 旅行（ツアー）のことを考えると、
（A/B）がすぐ思い浮かぶ 0.680
DBA
0.598
0.922
DBA5 （A/B）は他の都市とは異なる
0.798
DBA6 （A/B）は他の都市と比べてユニーク（特徴的）な都市だ
0.833
DBA7 （A/B）は他の都市と比べて際立っている
0.727
DBA8 （A/B）は他の都市と比べて独特だ
0.761
DBI1 （A/B）は素敵な旅先であり、素敵な都市でもある
0.771
DBI2 （A/B）には興味深い歴史的観光名所がある
0.718
DBI3 （A/B）には楽しいナイトライフとエンターテイメントがある 0.668
DBI4 （A/B）にはレクリエーション活動の機会がある
0.762
DBI
0.534
0.901
DBI5 （A/B）にはリラックスした雰囲気がある
0.737
DBI6 （A/B）にはエキサイティングな雰囲気がある
0.787
DBI7 （A/B）は子供や家族にとって良い場所だ
0.746
DBI8 （A/B）には良いショッピング施設がある
0.648
DBQ1 （A/B）には上質な宿泊施設とレストランがある
0.772
DBQ2 （A/B）には上質な基本的施設や設備が整っている
0.789
DBQ DBQ3 （A/B）は高度な治安がある
0.575
0.871
0.781
DBQ4 （A/B）には魅力的な郷土料理がある
0.725
DBQ5 （A/B）は非常に清潔だ
0.721
DBT1 旅行者の興味に対して（A/B）はとても思いやりがある
0.764
DBT2 次回、（A/B）は自分の期待に応えてくれるだろう
0.811
DBT
0.620
0.867
DBT3 次回、（A/B）は私を失望させるようなことはないだろう
0.781
DBT4 （A/B）には誠実さがある
0.793
DBL1 （A/B）は休暇を取る際に望ましい選択肢になるだろう
0.785
DBL2 将来、（A/B）に行きたい
0.773
DBL DBL3 他の人が（A/B）を訪れることを薦める
0.649
0.902
0.814
DBL4 （A/B）での滞在には肯定的で良いイメージがある
0.813
DBL5 （A/B）を考えると楽しい気分になる
0.840
※χ²/df＝3.429 / RMR＝0.049 /GFI＝0.904 / IFI＝0.954 / TLI＝0.947/CFI＝0.954 / RMSEA＝0.054

Cronbach’s

参考

0.924

Konecnik and Gartner
（2007）
Boo et al.（2009）
Pike（2010）
Hsu et al.（2012）

0.905

Konecnik and Gartner
（2007）
Qu et al.（2011）

0.868

Konecnik and Gartner
（2007）
Qu et al.（2011）
Bianchi et al.（2014）

0.865

Lassar et al.（1995）
Lee and Back（2008）

0.907

Konecnik and Gartner
（2007）
Hsu et al.（2012）

注）A＝ソウル、B＝チェジュ

【Appendix2】 デスティネーション・ブランド・エクスペリエンスの12測定項目の平均値
区分

記号

測定項目

DBEX1 （A/B）は視覚的にも他の意味でも強い印象を残す
DBEX2 感覚的に（A/B）は興味深い
DBEX3 （A/B）に惹かれない（R）
DBEX4 （A/B）によってある種の感情が引き起こされる
DBEX5 （A/B）に強い感情はない（R）
DBEX6 （A/B）は情緒のある地域だ
DBEX
DBEX7 私は（A/B）にいる時、体を使った活動や行動を楽しむ
DBEX8 私は（A/B）で多様な身体的経験をする
DBEX9 （A/B）は活動に向いていない（R）
DBEX10 私は（A/B）にいる時、色々な思いをめぐらせる
DBEX11（A/B）で考えることはない（R）
DBEX12（A/B）は私の好奇心と問題解決能力を刺激する
注）A＝ソウル、B＝チェジュ、R＝Reverse-coded
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項目平均
4.725
4.650
4.498
4.580
4.352
4.605
4.511
4.457
4.298
4.200
4.094
4.114

平均値
標準誤差
0.043
0.041
0.043
0.043
0.043
0.041
0.043
0.040
0.051
0.049
0.048
0.047

全体平均

4.424

参考

Barnes et al.（2014）

日本国際観光学会論文集（第27号）March,2020

Case Study: Tracking Brand Equity
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An

Emerging

Destination

Between 2003 and 2007”, Journal of
Hospitality & Tourism Research 34
（1）,pp.124-139.
・Qu H., Kim L. H., and Im H. H.（2011）
“A model of destination branding:
Integrating
branding

the
and

concepts
destination

of

the

image”,

Tourism Management 32, pp.465-476.
・Sirakaya E., and Woodside A. G.
（2005）
“Building and testing theories
of decision making by travelers”,
Tourism Management 26, pp.815-832.
・Uriely

N. （2005） “The

Tourist

Experience Conceptual Developments”
,
Annals of Tourism Research 32（1）
,
pp.199-216.
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