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要 約 日本各地において食肉のブランドづくりが盛んに行われているが．産地間競争や国際競争が激化

する中で強いブランドを構築する重要性は益々高まっており，その効果的な手法の確立が求められている．

そこで本稿では，食肉のブランドづくりにおける示唆を得ることを目的として，銘柄食肉の管理担当者に対

するアンケート調査を実施し，どのようなブランディング活動が銘柄の業績に影響を与えているのか．その

関係性について重回帰分析により検証した．調査の結果①独自コンセプトをもつこと，②消費者との交流

実食によるプロモーションをしていること，③ブランドづくりを推進する組織間で連携していること，④パッ

ケージなどのデザインや見た目を重視していること の4つの活動が食肉銘柄の業績に対して正の影響を与

えていることが明らかとなり，特に，「独自コンセプトをもつこと」の重要性が高いことが示された
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近年， 8本の各地において食肉のブランドづくりが盛ん

に行われ，銘柄名を付した食肉の国内出荷割合は牛肉で

58.7%, 豚肉で 41.3%, 鶏肉で 45.3%と約半数にのぼつ

ている（農林水産省農林水産政策研究所編 2013). 今後，

EUとの EPAやTPP11などの自由貿易の進展また人口

減少による国内市場の縮小など国内食肉産業の経営環境は

厳しさが増すものと予想される中，食肉のブランドづくり

においてはいかに収益を確保できる強いブランドを作って

いくかが重要であり，その効果的な手法を確立することが

必要である．

ブランドづくりについては， Aakerの「ブランド・エ

クイティ論」 (1994), 「ブランド・アイデンテイティ論」

(1997), Kellerの「顧客ベース・ブランド・エクイティ論」

(2000), Schmittの「エクセティクス・マーケティング」

(1998)などの基礎的な枠組み論を基に多くの研究が行わ

れている例えば，岩崎 (2013)は消費者および経営者を

対象としたアンケート調査を行い，強いブランドには製品

の基本的品質以外に，コンセプトの明確性，感性への訴求，

情報発生力，ロコミ発生力，独自ポジションが必要である

品種生産・カ0エ技術，品質管理などを差別化の源泉とし

て．その価値を高めることが重要としているまた，堀EB

(2005). 徐 (2007).池澤 (2006).藤島と中島 (2009).

梶原 (2011). 羽EBと渡邊 (2013). および坂本 (2015)

は，農産物ブランドの主体組織の視点からその問題点や条

件について論じ，各ブランドが提示する品質などの保証を

誰がどのように行うのか．その責任の所在を明確にし，関

連する組織間で連携し取り組むことの重要性を指摘してい

るさらに，柴田 (1997)は消費者との関係性について

論じ．消費者と直に交流することで的確なニーズを把握で

きること．また消費者との信頼の醸成につながる効果があ

るとしている．

しかしながら．これらのことが食肉に対してもそのまま

当てはまるのか検証されているものはこれまでない．堀EB

(2005, 2006a. b)は牛肉と豚肉を対象にそのブランド

化の実態を調査しているが，ブランドづくりの手法につい

ては言及していない．財団法人日本食肉消費総合センター

の調査 (2011)では，全国の銘柄牛肉における取組みを詳

細に調査しているものの．各取組みがどのようにブランド

ことを実証している一方，食肉を含む農産物をブランド の強さと結びついているかという検証はされていない．ま

化の対象とした場合一般的な工業製品とはその性質が異 た，巳本政策金融公庫 (2009)は，どんな要素で牛肉・豚

なることが多く，農産物に特化した研究が行われている 肉の銘柄が選ばれているのかを実需者視点から調査し，「安

波積 (2002,2003), 後久 (2007),藤島と中島 (2009), 全性」や「品質の良さ」などが重要な項目としているが，

秋元 (2014)などは農産物ブランドの価値に着目し，産地 上で述べた組織連携や消費者との交流活動などの要素が
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入っておら型上記の検証としては不足があるさらに， 表 1 質問紙調査回収結果

農産物ブランド全体としても前述の事項についてその有効

性を定重的に実証している報告は見当たらない．したがっ

て，今後の食肉におけるブランドづくりを考えた場合，食

肉に対するこれらの事項の効果を検証する必要がある．

そこで，本稿では食肉のブランドづくりにおける効果的

な手法について検討することを目的に，わが国の銘柄食肉

の管理主体に対するアンケート調査を実施し，既往研究で

指摘されているブランドづくりにおける重要点が実際の銘

柄食肉の業績に対しどのように影響を与えているのか，そ

の関係性について検証した

材料および方法

1. アンケート調査の対象と調査方法

アンケートの調査対象は，銘柄牛肉ハンドブック 2015

（食肉通信社 2015), 銘柄牛肉検索システム（公益財団法

人日本食肉消費総合センター 2016), 銘柄豚ハンドブッ

ク2016(食肉通信社2016).全国地鶏銘柄鶏ガイド（一

般社団法人日本食鳥協会2016)に掲載されている計957

の銘柄食肉（内訳：牛肉 358, 豚肉 416, 鶏肉 183)と，

これらのリストに掲載はないが著者が知る銘柄豚肉 1つ

を合わせた計958銘柄の各管理主体としたこれらの調

査対象に対しアンケート調査票を郵送し，各管理主体の担

当者に記入してもらい返信用封筒で返送してもらったな

お，調査票は平成 28年9月中旬に発送し， 10月中旬ま

でに返信を依頼した

アンケートの回収結果は表 1に示したとおり，送付し

た958銘柄のうち 444銘柄から回答があり，このうち

13銘柄は銘柄を廃止した旨の回答で，残りの 431銘柄を

有効回答（有効回収率 45.6%)として分析に用いた

2. 質問項目

アンケートの質問項目は，銘柄の管理組織の種類や取り

組み年数などの基本属性（表 2), 銘柄の業績評価に関す

る事項6項目（表 3), および先行研究を参考に「コンセ

プトの明確性」「独自性」「機能的価値」「情緒的価値」「組

織連携」「ブランドコミュニケーション」などブランディ

ング活動に関連すると想定される事項50項目（表4)を

設計した銘柄の業績評価，およびブランディング活動に

関する具体的な質問項目については，藤島と中島 (2009),

日本政策金融公磨 (2009), および岩崎 (2013)の調査を

参考に設定したなお，銘柄の業績に関する質問とブラン

ドづくりに関する質問については， 5段階のリッカート尺

度法 (5: その通り， 4:ややその通り， 3:どちらとも言

えない， 2:やや違う， 1: 違う）により回答を得た

3. 分析方法

ま9',現在の銘柄食肉おけるブランドづくりの現状につ

いて把握するため，銘柄の基本属性に関する質問について

その割合などを集計した．次いで，銘柄の業績とブラン

ディング活動の関係性について明らかにするため，銘柄の
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牛肉 豚肉 鶏肉 計

送付総数 358 417 183 958 

返答数 161 196 87 444 

（ブランド廃止回答） 2 

゜
11 13 

正味対象数 356 417 172 945 

有効回収数 159 196 76 431 

有効回収率（％） 44.7% 47.0% 44.2% 45.6% 

表 2 銘柄の基本属性に関する質閤項目

項目

推進主体組織の種類

ブランドづくりの取り組み経過年数

生産規模（最近3年間の平均出荷額）

ポジショニング① ー高級か日常品か

ポジショニング② ー全国展開か地消か

表 3 銘柄の業績に関する質問項目

項目

このブランドの業績は好調である

このブランドの知名度は高い

略称

業績

知名度

このブランドにはリピーターが多くいる

このブランドには安定的な販売先がある

このブランドは価格競争に巻き込まれにくい

このブランドにはロコミ客が多い

リピーター

安定販路

価格競争

ロコミ

業績に関する項目を目的変数とした重回帰分析を実施し

た具体的な方法として，ま酉①銘柄の業績に関する尺

度と，②ブランディング活動に関する評価尺度をそれぞれ

作成した①は，表3に示した 6項目における回答をその

まま得点とするものと，これら 6項目と「業績は好調で

ある」との相関係数をそれぞれの項目の重みとして乗じ，

これらを合計した「総合ブランドカ」の計 7項目を尺度

として用いたなお，「総合ブランドカ」をこのように算

出した理由として，ブランドづくりの目的は最終的にその

業績を向上させることにあると考えられ，「業績は好調で

ある」とその他の変数の相関係数を重み付け係数として利

用することで，業績についてより多面的に評価できると考

えたからである②では，ますブランディング活動におけ

る評価構造を把握するため，表4の質問項目について因

子分析を行った．次に，抽出された各因子についてその内

的整合性 (Cronbach1951)を精査し，選出された項目

の平均値を下位尺度得点として算出したそして，この②

を説明変数に，①の銘柄の業績評価に関する各尺度得点を

目的変数とした計 7つの重回帰モデルを作成し，業績と

ブランディングの諸活動の関係性について検証した

なお，上記の統計解析には， IBMSPSS statistics 19.0J 
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表 4 ブランドづくりの取り組み等に関する質問項目

項

〈コンセプトの明確性に関する項目〉

コンセプト（ブランドの基本的な考え方）は明確である

願客に持って欲しいイメージが明確にある

ターゲット（想定顧客）は明確である

ブランドのあるべき姿は明確である

〈機能的価値に関する項目〉

食昧に優れている

栄養性に優れている

鮮度に優れている

品質が安定している

生産量が安定している

安全•安心である

〈情緒的価値に関する項目〉

パッケージやロゴなどの見た目を重視している

消費者の感性に訴えている

デザインにセンスがある

覚えやすいネーミングである

独創的なネーミングである

コンセプトに沿ったロゴマークを作成している

覚えやすいキャッチフレーズを作成している

コンセプトに沿ったパッケージデザインを作成している

ロコマーク パンフレット，ホームページなどには統一性がある

〈独自性に関する項目〉

飼料に特徴がある

品種に特徴がある

飼育方法に特徴がある

流通方法に特徴がある

地域文化，または地域産業と関連した特徴がある

希少性がある

他のブランドと比べて独自性が高い

競合品が少ない

for Windows, および R3.3.1を用いた

結果と考察

1. 分析対象銘柄の概要（食肉銘柄の状況）

回答のあった銘柄の概要を表 5に示したま9",食肉

ことの内訳は牛肉 36.9%, 豚肉 45.5%, 鶏肉 17.6%と，

アンケート調査対象の食肉内訳割合とほぽ一致していた

ブランドづくりの推進主体については，食肉ごとにその

内訳に相違が見られ (P< 0.01 : X二乗検定），牛肉では

JAが最も多く，次いで生産者団体の順であったが，豚肉

では一戸の生産者で取り組んでいる銘柄が圧倒的に多かっ

たまた，鶏肉では生産者団体が最も多く，流通業者が比

較的多いことも特徴的であった

ブランドづくりの取り組み経過年数ついては食肉ことの

内訳に違いはなく，いすれの食肉銘柄においても 10年以

上 20年未満のものが最も多かったまた，牛肉と豚肉で

は3年未満の銘柄もあり，各地で新たな銘柄が誕生して

いることがうかがえた

銘柄の生産規模の指標として最近 3年間における出荷

額についてみると，牛肉，および鶏肉の銘柄では 5億円
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目

〈ブランドコミュニケーションに関する項目〉

積極的に情報発信をしている

ホームページでの情報発信に力を入れている

Facebookなど SNSでの情報発信に力を入れている

パンフレットの作成に力を入れている

有料の広報誌等に積極的に掲載している

商談展示会に積極的に参加している

百貨店など小売店での催車・実演販売に積極的に参加している

試食提供など消費者に食べてもらう取組みを積極的に行っている

消費者と交流するイベントを独自に開催している

消費者の評価や意見を積極的に聞いている

販売店ではポスターやのぽり旗などを用いた PRに力を入れている

戦略的にロコミを生む活動を行っている

〈組織体制に関する項目〉

ブランドを推進する組織体制は万全である

生産側と流通販売側の連携は強い

ブランド管理に関わる各メンバー・組織の役割は明確である

各メンバー・組織は共通認識のもとでブランドづくりを行っている

ブランドづくりを推進する強いリーダーがいる

ブランドづくりに女性の力を積極的に活用している

〈その他の取組みに関する項目〉

加工品を積極的に製造・販売している

飼育マニュアルがあり徹底されている

生産履歴に関する情報を積極的に開示している

クレームには誠実さを心がけ対応している

常にブランドの改良を心がけている

以上の銘柄が最も多いのに対し，豚肉銘柄では 1億円以

上 3億円末満のブランドが最も多かった

高級品か日常品かの軸によるポジショニングでは，約

60~70%と多くの銘柄が高級品としていたまた，全国

展開か地産地消かの軸によるポジショニングでは食肉の種

類によって状況が異なり，牛肉と豚肉では地産地消として

いる銘柄が約 50%であったが，鶏肉では全国展開として

いる銘柄が約 50%であった

2. 銘柄の業績とブランディング活動の関係性

(1) 評価尺度の作成

ア 銘柄の業績評価に関する尺度

銘柄の業績評価に関する尺度として， 7つの項目の平均

値などを表 6に示したいすれの項目も平均値は 3を超

えており，自己の業績を高く評価している銘柄が比較的多

いものと推察されたまた，「総合ブランドカ」の算出に

利用する重み付け係数（「業績は好調である」との相関係数）

は，「知名度」が 0.534, 「リピーター」が 0.522, 「安定

販路」が 0.520,「価格競争」が 0.386,「ロコミ」が 0.514

であった．
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表 5 対象銘柄の概要

全体 牛肉 豚肉 鶏肉

〈食肉の種類〉

牛肉 36.9% 

豚肉 45.5% 

鶏肉 17.6% 

（回答数） (431) (159) (196) (76) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〈ブランドづくりの推進主体〉

一戸の生産者 26.8% 14.6%▼ 44.1%△ 7.9%▼ 

生産者団体 24.0% 24.7% 15.4%▼ 44.7%△ 

JA 21.4% 36.1%△ 17.4% 1.3%▼ 

自治体 3.0% 4.4% 0.5%▼ 6.6%△ 

流通業者 9.3% 5.7% T 10.3% 14.5% 

その他 15.4% 14.6% 12.3% 25.0%△ 

（回答数） (429) (158) (195) (76) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〈ブランドづくりの取組み年数〉

3年末満 3.1% 3.8% 3.7% 0.0% 

3年以上 5年未満 3.1 % 2.5% 4.7% 0.0% 

5年以上 10年未満 19.1 % 17.8% 21.6% 15.8% 

10年以上 20年未満 40.9% 37.6% 42.1% 44.7% 

20年以上 30年未満 22.2% 22.9% 19.5% 27.6% 

30年以上 11.6% 15.3% 8.4% 11.8% 

（回答数） (423) (157) (190) (76) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

〈最近 3年間の平均出荷額〉

3千万円末満

3千万円以上5千万円未満

5千万円以上 1億円未満

1億円以上 3億円未満

3億円以上5億円末満

5億円以上

（回答数）

〈ポジショニング①〉

10.7% 

8.6% 

10.9% 

23.0% 

14.5% 

32.3% 

(421) 

9.1% 

3.2%T 

7.8% 

21.4% 

15.6% 

42.9%△ 

(154) 

11.0% 

12.6%△ 

12.6% 

26.7% 

14.7% 

22.5%▼ 

(191) 

13.2% 

9.2% 

13.2% 

17.1% 

11.8% 

35.5% 

(76) 

高級品 61.4% 61.0% 58.5% 69.7% 

日常品 14.9% 17.6% 15.4% 7.9% 

どちらでもない 23.7% 21.4% 26.2% 22.4% 

（回答数） (430) (159) (195) (76) 
------------・・・・-・-------------------------------・・-------------------------------------------------------・・・----------------------------------・--------------------

〈ポジショニング②〉

全国展開

地産地消

30.2% 

45.7% 

どちらでもない

（回答数）

24.1% 

(427) 

下線太字の数値は項目内での最大値を示す

△：有意に多い，▼：有意に少ない（残漬分析）

イ ブランディング活動に関する評価尺度（探索的因子

分析）

ブランディング活動に関する評価尺度を作成するため．

ます表4に示した 50の質閤項目について探索的因子分析

を行い，ブランディング活動における評価構造を把握し

た因子分析では，予めすべての質問について平均値と標
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28.5% 

48.1% 

23.4% 

(158) 

23.7%▼ 

51.0%△ 

25.3% 

(194) 

50.7%△ 

26.7%▼ 

22.7% 

(75) 

準偏差を算出し，天井効果※（※得点の分布が高い方に偏

り独立変数の効果が検出できない状態のことを天井効果と

いい，ここでは平均値＋標準偏差がとりうる最高値 (5)

以上となったものを天井効果ありと判断した）の見られ

た 9項目を除外し分析を実施したなお，除外された項

目のうち，「食味」「鮮度」「品質安定」「安全安心」の 4項
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表 6 銘柄の業績・強さに関する尺度の基本統計量

尺度項目 有効 N 平均値 標準偏差 中央値 「業績」との相関係数

業績 428 3.69 1.00 4.00 

知名度 428 3.27 1.08 3.00 0.534 

リピーター 422 4.03 0.87 4.00 0.522 

安定販路 427 4.19 0.89 4.00 0.520 

価格競争 428 3.55 1.03 4.00 0.386 

ロコミ 424 3.33 1.02 3.00 0.514 

総合ブランドカ 419 12.81 2.60 

表 7 ブランドづくりの活動評価における探索的因子分析結果

項目
第 1因子 第 2因子 第 3因子第4因子 第 5因子

デザイン性 交流・実食 情報発信 組織連携 独自コンセプト 共通性

デザインのセンスがある 卑 -.145 -.047 .043 -.036 .657 

パッケージなどの見た目を重視している 印 -.048 .050 .021 -.111 .610 

コンセプトに沿ったパッケージを作成している .770 .072 -.040 -.016 .006 .606 

コンセプトに沿ったロゴマークを作成している .688 -.030 .038 .034 .011 .518 

消費者の感性に訴えている 臨 -.002 -114 -.090 .311 .491 

ロゴマーク，ホームページなどには統一性がある 卑 .063 .133 .138 -.089 .514 

覚えやすいキャッチフレーズを作成している 臨 .184 -.040 -.127 .213 .468 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

催事・実演販売に積極的に参加している -.101 卑 -.095 -.016 .080 .630 

消費者に食べてもらう取組みを行っている -.070 .876 -.113 .029 -.055 .611 

消費者と交流百るイベントを開催している -.043 .693 -.052 .056 -.103 .422 

商談展示会に積極的に参加している -.066 .658 .132 -.077 .090 .500 

ポスターなどを用いた PRに力を入れている .151 寧 .002 .088 -.156 .463 

戦略的にロコミを生む活動を行っている .151 臨 -.017 -.078 196 .440 

有料の広報誌等に積極的に掲載している .030 堡 .260 -.070 -.084 .411 

ホームページでの情報発信に力を入れている —.040 -.052 .954 .011 .050 .843 

SNSでの情報発信に力を入れている —.010 -.005 .621 -.117 .275 .470 

積極的に情報発信をしている .059 .206 .619 .076 -.001 .709 

パンフレットの作成に力を入れている .202 .236 .457 .053 -.096 .599 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

メンバー・組織の役割は明確である .027 -.092 .004 .895 -.098 .707 

共通認識のもとでブランドづくりを行っている .041 -.081 .096 .790 -.015 .670 

生産側と流通販売側の連携は強い —.055 .012 -.148 .789 -.014 .510 

ブランドを推進百る組織体制は万全である .014 .152 .075 .660 -.113 .553 

ブランドづくりを推進する強いリーダーがいる .075 .126 .003 .576 .075 .519 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

他のブランドと比べて独自性が高い —.046 -.064 .107 -.039 .749 .535 

顧客に持って欲しいイメージは明確だ —.095 .026 

競合品が少ない

飼育方法に特徴がある

あるべき姿は明確だ

ターゲットは明確だ

希少性がある

独創的なネーミングである

飼育マニュアルがあり徹底されている

品種に特徴がある

回転後の負荷平方和

因子抽出法：最尤法 Promax回転

因子負荷量 0.4以上を下線太字で記載した

項目は一部内容を要約して記載した．
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-.054 .267 

.013 .002 -.020 -.190 

-.084 .048 .106 -.032 

.004 -.038 -.021 .339 

.049 .097 -.060 .243 

.021 -.133 .113 -.098 

.283 -.064 -.069 -.021 

-.061 -.044 .073 .242 

-014 .071 .067 -.182 

7.698 6.478 6.303 6.144 

悶
塁
晨
一
塁
叩
5

.329 

.376 

.600 

.476 

.244 

.368 

.307 

.161 

239 
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目は機能的価値に関する項目であり，多くの銘柄において

これらの価値について高く評価しており，日本政策金融公

庫 (2009)の報告と一致していた．次いで，残りの41項

目について最尤法による因子分析を行った．因子数は，掘

(2005)を参考に MAP法，平行分析法，および因子の解釈

可能性から検討し， 5因子構造が妥当と考えられたそこ

で5因子と仮定して再度最尤法 Promax回転による因

子分析を行い，いすれの因子にも因子負荷量0.4以上を示

さなかった項目を分析から除外し．残りの項目に対して再

度分析を繰り返したその結果 8項目が分析から除外さ

れ，最終的に 33項目での因子パターンが決定された（表

7). なお，回転前の 5因子で項目の全分散を説明する割

合は約 58%であった

因子の解釈および因子名は各因子における各観測変数の

因子負荷量から検討し．第 1因子は「デザインにセンスが

ある」などの項目が高いことからデザイン性の高さを捉え

ていると言え，「デザイン性」因子と命名した第2因子は，

「消費者に食べてもらう取り組みを行っている」などの項

目が高いことから消費者との交流や実食によるプロモー

ションの重視度を捉えていると言え．「交流・実食」因子

と命名した．第3因子は，「積極的に情報発信している」

などの項目が高いことから情報発信の積極性を捉えている

と言え．「情報発信」因子と命名した．第 4因子は．「メ

ンバー・組織の役割は明確である」．「共通認識のもとブラ

ンドづくりを行なっている」などが高いことから組織連携

の強さを捉えていると言え．「組織連携」因子と命名した

第5因子は，「他のブランドと比べて独自性が高い」，「顧

客に持って欲しいイメージが明確にある」などの項目が高

いことから独自性とコンセプトの明確性を捉えていると言

え，「独自コンセプト」因子と命名した．

これらの因子分析の結果から以下の 3点を指摘したい．

1点目は．「機能的価値」に関する因子が抽出されなかっ

たことである前述したとおり，因子分析を行う前に全質

問について天井効果の有無を確認しており，このとき機能

的価値に関する項目の多くが分析から除外されたこのこ

とが「機能的価値」に関百る因子が抽出されなかった主な

理由と考えられるが，この背景として．「食味」や「安全

安心」などの機能的価値は食肉ないし食品を生産販売する

上で当然訴求すべき基本的な品質であり，殆どの銘柄にお

いてこの価値を向上させる努力をし．その自己評価を高め

ているものと推察されたしかし，和田 (2002)や岩崎

(2013)が指摘するように，強いブランドになるには機能

性や品質を訴求するだけでは不十分で．これ以外の感覚価

値や観念価値を高め競合との差別化を図ることが重要と考

えられる 2点目は．ブランドコミニュケーションに関わ

る項目が，「交流・実食」と「情報発信」の 2因子に分け

られた点であるこれは．ブランドコミュニケーションに

対する意識・行動として．消費者との交流イベントや試食

提供に取り組もうとする意識・行動と.webや紙面など
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での情報発信に取り組もうとする意識・行動とは同じプ

ロモーション活動でもその認識・行動は異なり，それぞれ

これらに力をいれる銘柄とそうでない銘柄があることを示

している 3点目は，独自性に関する項目とコンセプトの

明確性に関する項目が同一の因子として抽出されたことで

ある前出の岩崎 (2013)が行ったブランドに関百る消

費者アンケート調査では，「独自性」と「コンセプトの明

確性」はそれぞれ別の要因として検証していたが，今回の

食肉における調査では独自性の高さとコンセプトの明確性

の相関性が高く，同一の因子として抽出されたこれは，

例えば「あっさりした脂で焼肉にあう牛肉」のようなコン

セプトが明確にあり，そのコンセプトに基づき飼料や飼育

方法のエ夫によって品質の独自性を高く作り上げている銘

柄や，沖縄のアグー豚など地域特産品種等での独自的な特

徴が先すあって，これをコンセプトの軸として設定してい

る銘柄が多いものと考えられる

ウ ブランディング活動に関する評価尺度（内的整合性

による精査）

前項の探索的因子分析にて抽出された因子について，そ

れぞれブランディング活動評価尺度としての内的整合性

（信頼性）を検証するため，各因子に 0.4以上の負荷量を

示した項目における Cronbachのa係数※（※目的とす

る特性を測定するのにふさわしい質問項目群であるかを検

討する際に利用する指標で，一般的には 0.8以上で侶頼性

があると判断される）を算出したその結果いすれの

下位尺度もそのままの項目でa係数が0.8以上あり内的整

合性は十分なことが確認されたが，「情報発信」因子の

「SNSでの情報発信に力を入れている」，および「独自コ

ンセプト」因子の「品種に特徴がある」についてはそれぞ

れの尺度においてa係数を低下させる項目であったため，

より信頼性を高めるため尺度得点の算出にはこれらの項目

を除外することとしたなお，最終的なa係数は，「デザ

イン性」，「交流・実食」，「情報発信」，「組織連携」，「独自

コンセプト」でそれぞれ 0.88, 0.86, 0.86, 0.87, 0.84 

であった

(2) 重回帰分析

ブランドづくりの諸活動が銘柄の業績評価に与える影響

を検討するため，前節の下位尺度得点を説明変数に，後者

の尺度得点を目的変数とした重回帰分析（強制投入法）を

行い，その結果を表8に示した

ま9", 「デザイン性」については，「業績」，「知名度」，

および「総合ブランドカ」に正の影響を与えていた特に，

「知名度」への係数が高く，知名度に対するデザイン性の

重要性が示された知名度は強いブランドにおける前提条

件 (Keller2000)であり，その重要性は高い．食肉のデ

ザインとしては， 0ゴマークや webページなどに限られ

るが，これらに注力することが知名度を高めることに繋が

ることが示唆された

次に，「交流・ 実食」については， 7つの業績評価項目
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表 8 銘柄の業績に対するブランドづくりの諸活動の影響（重回帰分析結果）

業績 知名度 リピーター 安定販路 価格競争 □コミ客 総合ブランドカ

デザイン性 0.103+ 0.150* 0.012 -o.orn 0.076 0.052 o.o9r 

交流・実食 0.077 0.207** 0.222** 0.144* -0.018 0.111 * 0.160** 

情報発信 0.071 -0.032 -0.042 -0.022 0.021 0.029 0.028 

組織連携 0.209** 0.014 0.061 0.259** -0.059 -0.063 0.118** 

独自コンセプト 0.272** 0.297** 0.467** 0.244 ** 0.543** 0.516** 0.488** 
-------------------------・------------------------------------------------------------------------------・ー・-----------------------------------------------------------------------------------------
決定係数 (R2) 0.307** 0.242** 0.332** 0.221 ** 0.319** 0.321 ** 0.476** 

決定係数 (R2)行以外の数値は標準化偏回帰係数を示す．

** : P < 0.01, * : P < 0.05, +: P < 0.10 

のうち 5つで有意な影響を与えていた一方，「情報発信」

では銘柄の業績に関するいすれの尺度に対しても有意な影

響を示さなかったこの事に関連し， Schmitt(2004)は

機能面で差別化が困難なコモデイティ市場においては，体

験を通して生み出される感覚的経験により顧客との強い絆

を作るあげることが重要だとしている食肉市場では，先

に述べたとおり食味や安全性などの機能面は非常に多くの

銘柄がその品質を向上させる努力をしており，その言葉だ

けで差別化することは困難な状況にあると思われる．「情

報発信」と「交流・実食」は同じブランドコミュニケーショ

ンに関する項目であるが，食肉においては言葉だけの情報

発信ではなく，消費者と直に交流し，また試食など実際に

食べる経験をさせることが銘柄の業績を向上させる上で重

要であることが示唆された

次に，「組織連携」については，「業績」，「安定販路」，

および「総合ブランドカ」に正の影響を与えており，特に

「安定販路」に対する影響が強かった安定した販路の確

保には生産者と流通販売者など組織間が連携しブランドづ

くりを進めていくことの重要性が示唆された．

「独自コンセプト」についてはいすれの業績尺度に対し

ても有意な影響を与えており， 7つの業績尺度のうち 6項

目で最も影響（偏回帰係数）が大きかったこれは，岩崎

(2013)の調査と同様本項目は銘柄の業績を向上させる

上で特に重要であることが示唆された今回の調査では独

自コンセプトの具体的な内容までは聞いていないが，「独

自コンセプト」因子には飼育方法や品種などの項目がある

ことから，これらによって独自性を築いていることが伺え

たなお，独自的であればその内容は何でも良いわけでは

なく，消費者が価値を感じるものにすることは当然に必要

であろう

以上のとおり，前述の既往研究で指摘されたブランドづ

くりにおける重要点については，食肉のブランドづくりに

おいてその業績に影響し重要性が高いことが実証された

また一方で，目的とする業績尺度の種類によって，影響を

与えるブランディング活動が異なることが明らかとなっ

たこのことは，例えば知名度を上げることが課題の銘柄

や安定販路の確保が課題の銘柄など，その課題内容によっ
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て重視すべきブランディング活動が変わる可能性が示され

た．

3. まとめ

以上のとおり，食肉おけるブランディングの活動は「デ

ザイン性」「交流・実食」「組織連携」「情報発信」「独自コ

ンセプト」の 5因子構造をとることが確認され，このう

ち「情報発信」を除く 4つの因子が業績に正の影響を与

えていることが確認された特に， 4因子の中で「独自コ

ンセプト」が業績に対して最も影響を与えており，その重

要性が示されたまた，業績の評価尺度の種類により，影

響を与えるブランディング活動やその大きさが異なること

も明らかとなった．

しかしながら，今回の調査で測定した銘柄の業績につい

ては各銘柄の主観的な評価に基づいており，銘柄間で評価

の程度に差が有り得ることは否めない．この様な評価方法

としたのは，各銘柄の生産状況や目標数値などが異なる状

況下において販売額などの絶対的な基準によるブランディ

ング活動との関係性の検証は困難な為だが，より精緻な検

証を行うには，評価の程度を斉ー化しうる尺度を作成する

か，評価の程度の分散を補正し測定する必要がある．

また，今回の調査はあくまで既存研究で指摘されている

強いブランドづくりの手法の食肉に対する有効性を実証し

たに留まっている．今後の国際競争下においていかに強い

食肉ブランドを構築していくには，新たな視点からその手

法について検討していく必要があるこれについては，消

費者サイドからの分析や，食肉に限らす幅広い分野でのブ

ランドづくりの事例について分析し検証百ることが有用と

思われる

本稿ではすべての銘柄食肉を一括して解析し検証した

が，食肉の種類生産規模または各銘柄が狙うポジショ

ニングなどによってはその業績とブランディング活動の関

係性が異なる可能性があるこれらについて明らかにする

ことができれば，各銘柄の個別状況に即したより有用な示

唆が得られると思われる．今後はこれらのことについて解

析を進めたい．
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Branding for meat is being actively pursued in all parts of Japan. but against the backdrop of 

intensifying competition. both domestic and internationally, it is increasingly important to build a strong 

brand. and more effective methods of doing so are required. Accordingly, this study attempts to find 

further suggestions for the branding of meat products, a questionnaire was conducted with representatives 

of existing meat brands, and a multiple regression analysis was performed to examine what sort of 

branding activities had an effect on the brands performance. As a result of this survey, it became clear 

that the following four branding activities had a positive effect on performance : 1. having a unique 

brand concept, 2. interaction with consumers and promotions that allow them to actually taste the 

product, 3. cooperation between organizations to promote the brand, and 4. an emphasis on 

appearance and the design of the packaging. In particular. it was shown that having a unique brand 

concept was highly important. 
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