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論 文 内 容 の 要 旨 
 

研究の目的 

現在，地域イベントは各地域で実施されているが，その戦略や分析・評価に関する研究は数少な

い．本研究では，地域ブランド創生に寄与する地域イベントの効果的な戦略企画・運営方法の一助

となる研究を目指した． 

地域ブランディングを成功裏に導く戦略的仕組みに関しては，原田・三浦（2011）が示している

が[1]，地域イベントへの適用についてはまだ明らかにされていない．イベントは，他のメディアに

ない特殊な特徴を多様に合わせ持っている．ブランドエクイティはメディアを活用したコミュニケ

ーションによって形成されるが，地域イベントのコミュニケーションにおいてはこの特徴ゆえの特

殊な機能が働くと予想する．このため，本研究では，地域イベントの機能構造を確認した上で，地

域ブランド論で語られる戦略論を地域イベントに適用し，最終的な結論に至ることとする． 

研究のアプローチとして，本稿の構成を次のとおりに考える． 

 

第１章 日本における地域イベントの時代変容 

この研究に着手するにあたり,第１章では現在の地域イベントを概観し「地域ブランドの高まりに

よって地域イベントがどのように変化してきたのか」「地域イベントがどのようにメディアとして機

能しているのか」という点について確認を行った．その方策は次のように考えた． 
イベントは，他のメディアにない特殊な特徴を多様に合わせ持っており捉え方が難しい．このた

め，イベントの構造について初期の設定を行った．その上で，全国の地域イベントのサンプルを用

いてこの構造に対応した分類化を行った．  
その結果，現在の地域イベントがテーマとする内容は，地域ブランド論で語られる「地域資源」

の分類内容と近似していることがわかり，メディアとして地域イベントが地域ブランド創生に寄与

していることが確認できた．また，その分類を時代別にわけ，その分類項目の出現頻度で変容を確

認する作業を行ったところ，その変容が現在行われている「地域ブランド」の掘り起こしの作業と

連動したものであると推測できた． 
 
 第２章 地域ブランドに寄与する地域イベントの戦略の構図仮説について 

第１章では，地域イベントが地域ブランディングにメディアとして寄与していることを確認した．

第２章ではさらに議論を進め，ブランド論で語られる戦略が地域イベントにも適応できるのか，そ

の可能性を探った． 

方策としては，議論により地域イベントの実施自体が，地域ブランディングという行為につなが

るという推測に導き，原田・三浦（2011）のトライアングルモデルをイベントの概念に適用した「地

域イベントの戦略構造」の仮説を提示した． 

その上で，北九州の代表的な地域イベントである「わっしょい百万夏まつり」という事例への適

用を定性的に試みた．その結果，この事例では戦略構造の仮説が成立していることが確認された． 



第３章 地域イベント構図の検証 ―地域イベントの実施による事例研究― 

第２章における議論は仮説の提示と，あくまでも北九州市の代表的な地域イベントの事例による

検証であった．第３章では，実際の地域イベント実施において，この仮説が有効に働くかを確認す

るため，第２章とは逆からのアプローチを行った．具体的には，仮説の「地域イベントの戦略構造」

を意識してプランニングを行った地域イベントを実施し，その効果の確認を行った． 

確認方法としては，サンプルとして筆者が主催者となり「北九州×にじのはし」「こくらハロウィ

ン 2015」という二つの地域イベントを実施し，評価を行なった．その際に，岩崎・栗原（2005）の

研究[2]をもとに地域イベントに特化した評価方法を用いた． 

その結果，２つのサンプルイベントで「地域イベントの戦略構造」の適応について確認ができた． 

 

5. 最終章 まとめと今後の展望 

今回の研究では，３つの事例により，ブランドの二重性や，時間軸によるゾーニングが，地域イ

ベントが繰り返されるごとにブランドアイデンティティとして確立される可能性を示唆することが

出来た．これらの知見を集約し，地域ブランド創生に寄与する地域イベントの戦略構造を提示し，

今後の展望を述べた． 
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Research Objective 
Regional events are carried out all over Japan today, but there has been a dearth of research 

on strategy, analysis, and evaluation in regard to regional events. This study aims to enhance 
the effectiveness of strategic planning and operations for regional events that contribute to 
creating regional brand images. 

Harada (2011) indicated the strategic devices that make regional branding successful[1]; 
however, the application of such devices to regional events has not yet been made clear. Events 
feature a combination of special characteristics not found in other media. Communication 
through media is what builds brand equity; it may be expected that these characteristics 
facilitate communication through the medium of local regional events in special ways. 
Therefore, this study aims to determine the functional structure of regional events and to apply 
regional branding theory strategies to regional events to come to a final conclusion. 

In terms of the study’s approach, this article is structured as follows: 
 
Section 1. Changes in regional events in Japan over time 
This study opens with a general review of regional events today, investigating the questions 

of “How have regional events changed in response to the surge in regional branding?” and 
“What are the media functions of these regional events?” I came up with the following measures 
in this regard. 

Since events feature a combination of special characteristics not found in other media, they 
are difficult to interpret. Therefore, I established certain initial settings for the makeup of 
events. I then took sample regional events from across Japan and classified them according to 
this framework. 

I found that the themes of regional events closely corresponded with what is called in regional 
branding theory the “local resources” of the regions in which such events take place, confirming 
that these events contribute to the regional brand in a media capacity. Furthermore, when I 
looked at each theme on a timeline and detected changes over time by frequency of appearance, 
I was able to surmise that these changes were tied to the work to unearth regional brands being 
built today. 

 
 Section 2. A hypothetical framework for regional event strategy that contributes to regional 

branding 
Section 1 shows that regional events are media that contribute to regional branding. In 

Section 2, I develop this argument further to propose that the very act of holding a regional 
event can itself be an act of regional branding and explore whether branding theory strategies 
can be productively adapted to regional events. 

My argument led to the conjecture that regional events were fundamentally connected to 
regional branding; I presented a hypothetical model that applied Harada and Miura’s triangle 



model (2011) to the concept of events. 
I then attempted to qualitatively apply this model to a successful case: a typical regional 

event in Kitakyushu, “Wasshoi Hyakuman Natsu Matsuri.” The results confirmed that the 
hypothetical model worked in this case. 

 
Section 3. Verifying the Proposed Framework: Analyzing a Regional Event as a Case Study 

In Section 2, I presented a hypothesis and verified it against a representative regional event 
in Kitakyushu; however, this alone would not have been sufficient. To determine whether my 
framework would be effective in practice, for Section 3, I came at regional events from the 
opposite direction. Specifically, I conducted events planned with my postulated regional event 
framework in mind, then examined the effects. 

To determine effects, I hosted two regional events—Kitakyushu × Nijinohashi and Kokura 
Halloween—and evaluated them both quantitatively and qualitatively. My method of 
evaluation was a version of the method used in Iwasaki and Kurihara’s 2005 study[2] but 
customized for regional events. 

The two sample events demonstrated the suitability of the regional event framework. 
 
Section 4: Conclusions and Future Prospects 
Through the three case studies, this research was able to suggest the possibility that brand 

duality and zoning according to a timeline could be used to establish a brand image each time 
regional events are repeated. I integrated these findings to outline this article’s final 
framework for regional events that contribute to regional branding and its prospects. 
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