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はじめに ‒ ブランドと地域ブランド

「ブランド」という言葉は、家畜の所有者を示す焼き

印に由来すると言われています。本来は単にその商品の

属性を示す名称や記号を指す言葉ですが、現在ではその

商品の属性が、商品に本来の価値以上の付加価値を与え

る場合に、その属性を「ブランド」と表現することが一

般的です。

例えば、一見同じ素材、同じデザインの商品でも、信

頼のある有名企業の製品は「ブランド商品」と呼ばれ、

より高い価格で取引されることがあります。この場合は、

その企業の製品であるということが、それを支持する消

費者にとってはより高い価値を持っているということに

なります。

ブランドとは何か、ということについては、次のよう

に定義されます。

第一義には、「商品を差別化し、買い手に選んでもら
うための手段」のことです。
商品の買い手に対し、その商品の他との違いや優位性

（アイデンティティ）を認識して選択してもらうための

シンボル（名称、デザイン、記号など）がブランドです。

ただし、その商品のアイデンティティを買い手に予め理

解してもらうことが前提で、そのプロセスが「ブランド

化」となります。

また、その商品が提供する価値は、誰にとっても優位

性を持つとは限りません。むしろ、多くのブランド商品

は特定の買い手にとってのみ高い価値を持つことが一般

的です。誰にとっての価値を示すかということを考えれ

ば、ブランドとは「商品（の作り手）が市場を選ぶため
の手段」であるとも言えます。どのような市場に訴求す
るシンボルを提示するかは、ブランド化の過程では重要

な検討事項となります。

前述のように、ブランドとは商品の属性であり、また

それを示すシンボルを指します。一方、商品の属性を示

す概念は、商品のメーカーやデザイナーなどにとどまり

ません。「イタリア製のスーツ」「スイス製の腕時計」「新

潟の米」など、その商品（群）の産地が消費者にとって

高い付加価値を持つ場合には、産地そのものがブランド

となります。これが、「地域ブランド」です。

国内における地域ブランドの形成には次のようなパ

ターンがあります。

独自の気候・風土などの条件により高い品質の商品が

生産されている

例「静岡のお茶」「新潟の米」「愛媛のみかん」など

特定分野で高い品質の商品を生産する事業者が集積し

ている

例「鯖江（福井）の眼鏡」「三条（新潟）の刃物」「今

治（愛媛）のタオル」など

地域の文化や習慣に由来する独自の商品が生産されている

例「讃岐うどん」「京都の漬物」「鹿児島の芋焼酎」など

これらの例では商品ジャンルと地域が密接に結びつい

て消費者に認識されており、特定の事業者の製品でなく

てもその地域で生産された製品であれば価値を認められ

る場合が多くあります。

また、地域そのものにファンが多く、それらのファン

にとっては特定の商品群でなくても、その地域の産品で

あれば特別な価値を持つ、という場合があります。年間

に全国200以上の百貨店で400回以上の物産展が開催さ

れている北海道や、全国14箇所に常設のアンテナショッ

プがある沖縄県などはその代表的なものです。

すなわち、「地域の価値を体現する商品は、その地域
に価値や魅力を感じる消費者にとって特別なブランド価
値を持つ商品である」と言え、地域の魅力や価値を高め、
それをブランド化することによって、地域発の多様な商

品の販路が拡大し、地域経済を活性化する効果が生まれ

ます。これが「地域ブランド」の本質であり目標なのです。

本冊子では、こうした「地域ブランド」の形成に向
けて、地域の価値を明らかにし、それを表現し、地
域経済の活性化を実現していく手法を紹介します。

地域のブランド価値とは何か？ブランドとは何か？
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地域の価値を体現する商品であって、独自の付加価値

を持つ商品はどうしたら創造することができるでしょう

か。

個々の事業者においては、「地域の資源（産品や地域

イメージ等）」と「自社の技術・その他の資源（販路・ネッ

トワーク等）」を組み合わせて商品化することがその基

本となります。次のような手順で考えてみましょう。

■地域にはどのような資源があるかを探してみましょう
□地域で多く生産されているものには何がありますか

□それらのうち、他地域でも広く知られているものは何

でしょうか

□あまり知られていないけれど優れた産品や、未利用・

未活用の資源はないでしょうか

□他地域の人は、この地域にどのようなイメージを持っ

ていますか

■自社にどのような資源があるかを見直してみましょう
□自社の技術やノウハウ、生産設備や人員体制等の状況

を整理してみましょう

□そこにはどのような強み・弱みがあるでしょうか

□顧客から評価されている点は何でしょうか

□取引先や販路に特徴はありますか

□地域の研究機関や他社の資源で活用できるものはあり

ますか

■それらの資源が商品づくりにどう活かせるか考えてみま
しょう
□地域の資源と自社の資源を組み合わせるとどのような

商品開発が可能でしょうか

□それは地域の価値を十分に表現していますか、また地

域の価値を高めることが期待できますか

□商品化に向けての課題や不足していることは何でしょ

うか

□その課題解決は可能でしょうか、それは自社だけで可

能でしょうか

商品開発にあたって…❶
商品開発のための資源を考えてみましょう

●例えば本事業で平成21年度に実施した流通事

業者向けのアンケート調査では、北海道の商品

が強化すべきイメージとして「商品の製造方法

のこだわり」「価格が手ごろであること」「ブラ

ンド管理がしっかりしていること」「原材料の

生産方法のこだわり」「高級感・高質感がある

こと」が上位に挙げられています。

商品開発にあたって重要なことは、その商品の顧客は

誰か、ということです。もちろんその顧客のニーズに合

わせた商品に仕上げることは不可欠ですが、それだけで

なく市場の規模や期待できる販売価格、また販売数量の

見込みを予め想定することが、開発投資や生産・流通コ

ストを考える上では重要です。

■その商品を誰に売りたいか、誰が買ってくれるのかを
考えてみましょう
□どのようなシーンや目的で使われる商品を作るか（作

りたいか）、考えてみましょう。例えば日常の食卓な

のか、特別なお祝いの場なのか、など

□そのシーンや目的ではどのような人がそれを使ってれ

るでしょうか。あるいは、どのような人にそれを使っ

てもらいたいですか

■その顧客が何を求めているかを考えてみましょう
□上のようなシーンで、想定する人に使われるためには、

どのような商品でなければならないでしょうか

□想定した顧客のニーズは正確に把握できているでしょ

うか

■想定した顧客に対応した商品開発の可能性を考えてみま
しょう
□想定した顧客が求める商品開発は自社の資源で可能で

しょうか

□想定した顧客に至る販路は確保可能でしょうか

□想定した顧客が求める価格や生産量に対応できるで

しょうか

□その他、商品開発の達成に向けてどのような課題があ

るでしょうか。それは解決可能でしょうか

商品開発にあたって…❷
商品の顧客を考えてみましょう

●地域のイメージや消費者ニーズを個々の事業

者が把握することは難しい場合がありますが、

行政機関や経済団体が調査を行っている場合が

ありますので問い合わせてみましょう。

Hint & Data
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1 ー  地域ブランドの形成手法

開発した商品を市場に展開するにあたっては、その商

品の周知・アピールの方法について十分な検討と準備が

必要です。商品の差別化を図り、優位性をアピールする

ことがすなわちブランド化であり、販売にあたっては

その優位性をいかに市場に浸透させるかが重要だからで

す。

そのための重要な取り組みは、商品のイメージや優位

性を伝えるストーリーを作成し、それを表現する方法を

考えることにあります。なぜこの地域でこの商品が生ま

れてきたか。なぜその商品は他地域の商品にはない特徴

があるのかを、多くの人が腑に落ちるような説得力ある

言葉で表現することが望まれます。そのストーリーを、

ネーミングやパッケージデザインで表現すること、また

様々なPRツールを用いて伝えていくことが、ブランド商

品としての付加価値の獲得や地域イメージの向上につな

がることとなります。

商品開発にあたって…❸
商品の特徴を的確に示す
ストーリーを作りましょう

●ネーミングとパッケージデザインは商品の特

徴を表現し、売りたい顧客に注目してもらうた

めの最大の武器です。そのためにも商品の背景

を含めて説明するためのストーリーを構築し、

「ストーリーの可視化」を意識したネーミング

やパッケージデザインの検討が重要です。

●ストーリーの作成にあたっては、個別の商品

のストーリーを考える前に、地域におけるその

商品分野の優位性を示すストーリー、さらに地

域の風土や特徴を伝えるストーリーなど、多層

的に作成することで、より商品の優位性を的確

に伝えることが可能です。例えば、「十勝帯広

地域のチーズ製品」であれば、右上図のような

多層的なストーリーが考えられます。

●他の地域ブランド商品が、どのようなストー

リーを持ちそれをどう表現しているか、またど

のような周知活動を行っているかを参考にして

みましょう。

●「地域ブランド商品」を目指すのであれば、よ

り広域で売れる商品、地域外の顧客を想定した商

品とすることが望まれます。一方で、小規模事業

者にとっては地域外の顧客のニーズを把握するこ

とは容易ではありませんが、これも行政機関や経

済団体が過去に調査を行っている場合があります。

●想定した顧客のライフスタイルや環境の変化を

考えることも重要です。例えば食品であれば、健康

志向の高まりや世帯人数の減少などは無視できな

いものです。このような変化に対しては、原材料の

安全性の強調や食品添加物を減らすこと、内容量

を少人数向けにするなどの工夫が考えられます。

●また、類似の商品や他地域の商品の事例（売り

上げや価格、市場形成プロセス等）を把握するこ

とも検討の材料となります。具体的に目標とした

い先行商品が想定できれば、販路や価格設定等

の参考にすることができます。十勝帯広地域ブラ

ンド化推進研究会でも、多くの先行事例に触れ、

なぜその商品が売れるようになったのか、研究を

重ねてきました。巻末に、「ブランド化支援イエロー

ページ」として、具体的事例の掲載された公表資

料の参照先を掲載していますのでご参照ください。

Hint & Data ■商品のイメージや優位性を伝えるストーリーを作成し
てみましょう
□なぜこの地域でその商品が生まれてきたのか、なぜ他 

の商品より優れているのかなど、商品の背景を表現す

る文章やキーワードを考えてみましょう

□地域の歴史や風土、自社の歴史や技術の中に、その商

品の優位性を示す要素がないか考えてみましょう

□想定した顧客が商品やこの地域に対して持つイメージ

と、そのストーリーは乖離していませんか。また、想

定した顧客に共感されるストーリーになっていますか

■作成したストーリーを用いて商品をアピールする手法
を考えてみましょう
□ストーリーを表現し、商品の優位性や特徴を示すよう

なネーミングやパッケージデザインを考えてみましょ

う

□パンフレットやPOP、ホームページなどのPRツールを

用いてストーリーを多面的に伝えていくことを考えて

みましょう

□商品と地域との関わり、また地域の資源や原材料の持

つ優位性なども併せて周知してみましょう

Hint & Data
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1 ー  地域ブランドの形成手法

独自に開発した商品も、知的財産（知財）に関して適切

な対応を怠ると、他の事業者との競合に陥る場合や、最

悪の場合は事業の継続ができなくなる可能性もあります。

例えば開発した商品が特許や意匠、商標等に関して他者の

権利を侵害していたり、商品を市場に出す前に権利化して

いなかったために他者に模倣されたりする場合です。

このようなリスクを避けるためには、開発着手や市場化

検討などのタイミングで適宜先行調査を行い、状況に応じ

た特許等の出願を検討する必要があります。

■開発前、開発中の知財対応を考慮しましょう
□開発テーマが浮上した段階で、先行する製品の有無や

その製品の権利化状況を確認しましょう

□市場環境や競合先からみて、完成した商品を知財で守

る必要がありますか。また、守らない場合のリスクはど

の程度と考えられますか

□開発中、また完成した商品には特許等で保護できるよ

うな新規性がありますか

■市場化にあたって知財対応を再確認しましょう
□試作品段階でも社外に出す際には知財対応の必要性を

確認しましょう

□先行商品の権利を侵害していないか再度最新情報を確

認しましょう

商品開発にあたって…❺
知的財産に関して適切な
対応を図りましょう

●他者の権利状況の調査やリスク判断、権利保

護の必要性の判断等については経験がないと困

難と考えられますので、専門家の支援を受ける

ことが望まれます。先行調査等に関する支援策

などが行政機関で整備されている場合もあり、

また無料の相談会なども各地で開催されていま

すので、巻末の窓口等にご相談ください。

●特許等の出願や登録には出願料等規定の費用

の他、弁理士費用等が必要になります。出願内

容によっては大きな金額となる場合もあります

ので、商品化が実現し、市場を独占できた場合

に期待される収益等を考慮して出願を検討する

ことも考慮すべきです。「模倣されるリスクの

ない商品に関する権利を保護する意味はない」

ことも念頭に置いておくべきでしょう。

●一方、商品に関する権利が保護されているこ

とは、流通事業者の取り扱いに際して安心感を

与える効果があります。本事業で平成21年度

に実施した流通事業者向けのアンケート調査で

は、知財で保護されていることを重視する流

通事業者の割合は特許の場合で40％、意匠で

74％、商標で75％に達しており、高い水準となっ

ています。

東京での商談会に出展し、様々な意見をいただきました

Hint & Data

「熟じゃが」の商品展示の様子

いかがでしたでしょうか？ブランド化できそうな商品

は思い描けましたか。

それでは次に十勝帯広地域での取り組み例を見ていき

ましょう。
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商品の価値を伝えるストーリーづくりにあたって、ス

トーリーを構成する要素やキーワードを検討します。十

勝帯広地域ブランド化推進研究会では、地域の歴史や環

境を踏まえ、十勝帯広の優位性や価値として伝えたいこ

とを、「雄大な大地と自然に形づくられる風土」、「どこ

にも負けない『農』の生産技術」、「十勝を愛し、十勝に

誇りを持つ人々」と定めました。それぞれをコアバリュー

に定めた「1100％」と組み合わせ、以下のようなキー

ストーリーを組み立てました。十勝帯広地域ブランド化

推進研究会のメンバーは、農業、製造、流通、マーケティ

ングなど幅広い視点から十勝帯広を見つめてきた「十勝

人」です。深い見識のある地域人が描くキーストーリー

は力強く、訴える力を持っている、そう考えます。

1100％の大地
・日高山脈と太平洋に囲まれた水と緑の大地、それが

十勝平野です。

・年間を通して穏やかで冷涼な気候と凛とした空気に、

生命が豊かに育まれています。

・全国的にも有数の恵まれた陽差しは「十勝晴れ」と

呼ばれ、作物の生育を助け躍動感を高めています。

・一日の中で寒暖の差が大きいことで、農作物の美味

しさがアップしています。

1100％の技術
・開拓民の熱意と創意工夫が、火山灰地の開拓を成し

遂げました。

・時を重ね培った高い技術により、大規模農業経営が

確立しています。

・技術を高め農薬使用量の抑制を実現し、安全性の向

上を図っています。

・地場産業を背景とした地域資源型食品製造業が「十

勝型産業スタイル」を形成しています。

1100％の情熱
・先人が切り拓いた土地を愛し、雄大な自然を愛する、

それが「十勝人」です。

・十勝への誇り、高い自立心と団結力が地域のアイデ

ンティティを確立しています。

・スローフード運動、地産地消運動などが盛んで、十

勝の産品を大切にする意識が浸透しています。

・産地認証やエコファーマーの認定など、グリーン農

業の拡がりからエコな暮らしへの指向が高まっていま

す。

・ながいも、ゆり根、枝豆など、農作物の海外輸出を

たゆまぬ努力で実現しています。

十勝帯広ブランドをつくる…❸
ストーリー構築のためのキーワード

【1100％の大地】のヒントとデータ
●十勝の畑の面積は神奈川県の全面積を上回る

25万ha。国内の全ての畑（211万ha）の12％を占

めています。

●年間日照時間は国内有数の2,016時間です（昭

和46年～平成12年の帯広市の平均値、全国平均

は1,886時間）

●帯広市は厚生労働省「水道水のおいしい都市」

に、国内32都市の一つとして選定されています。

北海道からは帯広市と苫小牧市のみが選ばれてい

ます。

【1100％の技術】のヒントとデータ
●十勝帯広地域は、農業生産が奇跡といわれる

火山灰地です。今日の“農業大国十勝”は、130年

に及び排水改良や火山灰層の反転・混合や客土、

除礫といった土層改良に取り組んできた先人の知

恵や技術、そして多大な努力により成し遂げられ

ています。

●農薬使用量の抑制に、地域の農業生産者が古

くから取り組んでいます。

【1100％の情熱】のヒントとデータ
●農家一戸あたりの平均耕地面積は37.8ha（全国

平均の24倍）、乳牛飼養農家一戸あたりの飼養頭

数は118頭となっており、いずれもＥＵ諸国の水準

に匹敵しています。

●専業農家の割合は72.9％となっており、これは

全国平均の3.2倍です。これらの数字は、高い情

熱と誇りを持って取り組まれているからこそのも

のです。

十勝帯広の食に関する「日本一」
●小麦の作付面積、収穫量日本一

（音更町/平成20年度/7,470ha/44,400ｔ）

●馬鈴しょの作付面積日本一

（帯広市/平成17年度/3,600ha）

●てん菜（ビート）の収穫量日本一

（帯広市/平成19年度/258,000t）

●大豆の収穫量日本一

（音更町/平成17年度/3,890t）

●小豆の作付面積、収穫量日本一

（音更町/平成17年度/1,960ha/5,630t）

●ながいもの収穫量日本一

（帯広市/平成18年度/16,300t）

●スイートコーンの作付面積、収穫量 日本一

（芽室町/平成18年度/808ha/9,770t）

●市民団体「十勝ピザ立国チーム」が日本一長い

ピザを作製（大樹町/平成21年8月2日/70m60cm）

Hint & Data
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これまで紹介してきた地域ブランド形成に役立つ商品開発手法について、
主なチェック項目を以下にまとめました。本文と併せてご確認ください。

ブランド商品開発のためのチェックリスト

地域資源の活用
□地域の産品を活かした商品が想定されていますか

□消費者が地域に抱くイメージや求めるものを把握していますか

□商品は地域のイメージやニーズに対応していますか

□商品に地域のイメージを伝える工夫がされていますか

□自社の技術や強みを活かした商品が想定されていますか

□開発に必要な資金や体制（協力先を含む）は確保されていますか

□販売に従来の販路や取引先の活用が可能ですか

顧客の想定
□商品の顧客や利用シーンが明確ですか

□その顧客や利用シーンに合致した商品になっていますか

□その顧客に対応した価格や販路、販売量が想定されていますか

ストーリーとPR
□商品のイメージや優位性を伝えるストーリーになっていますか

□地域の風土や歴史、特徴を伝えるストーリーになっていますか

□顧客が求めるものにそのストーリーは対応していますか

□デザインやブランディングのための体制や協力者は確保されていますか

□ストーリーを表現するネーミングやパッケージになっていますか

□パンフレットやホームページ等のPRツールの制作に要する費用や体制は確保されていますか

□ストーリーを表現するPRツールになっていますか

□PRツールの具体的な使用方法が明確ですか

商品のブラッシュアップ
□商品の評価情報や市場の反応を収集する仕組みが想定されていますか

□試作品を用いたマーケティングが想定されていますか

□収集した情報に対する改良などのための体制が準備されていますか

知的財産対応
□特許や商標などの知的財産に関する基礎的な知識（制度、メリットやリスクなど）を習得していますか

またはそれを相談する先が確保されていますか

□先行商品の有無やその権利化状況を把握していますか

□当該商品の知的財産対応の必要性を判断する体制や相談先が確保されていますか
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ブランド化支援イエローページ

北海道知的財産情報センター
〒060-0807 札幌市北区北7条西4丁目 新北海道ビルヂング
TEL.011-747-1440
http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/chizai/center/index.htm

北海道知的財産情報センター・帯広サテライト
財団法人十勝圏振興機構（とかち財団）
十勝産業振興センター
帯広市西22条北2丁目23番地9 TEL：0155-38-8850
http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/chizai/satellite/
index.htm
※帯広サテライトのほか、北見、旭川、釧路、苫小牧、
室蘭、函館にもサテライトが開設されております。

地域ブランド《必携》ガイドブック
http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/cb_book/index.htm
育てよう！まちのブランド～北海道の地域団体商標事例集～
http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/machib/index.htm

地域団体商標2010
http://www.hkd.meti.go.jp/hokip/syouhyou10/index.htm

ものづくり企業のための意匠権活用マニュアル
http://www.jpo.go.jp/torikumi/chushou/
mono_manual.htm

地域団体商標制度
http://www.jpo.go.jp/torikumi
/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

サポートします！地域ブランド（動画サイト）
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chiiki_video.htm

知っておこう 商標のキホン（動画サイト）
http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/kihon_video.htm

意匠権 ものづくりの強い味方（動画サイト）
http://www.jpo.go.jp/seido/s_ishou/syoukai_video.htm

食と農林水産業の地域ブランド協議会
http://www.syoku-brand.com/

発 行 経済産業省北海道経済産業局
 帯広市
 十勝帯広地域ブランド化推進研究会
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本冊子に関する問い合わせ先

北海道経済産業局地域経済部産業技術課特許室 tel.011-709-2311
十勝帯広地域ブランド化推進研究会事務局（帯広市工業労政課） tel.0155-65-4167

 

今、全国でさまざまな地域ブランドづくりが取り組まれ

ています。地域ブランドも競争の時代です。こうした状況

の中で、ブランド力を増していくことは容易ではありません。

 十勝の最大の地域資源はいうまでもなく農畜産物です。

しかし食料品製造出荷額を見てみると、北海道全体では

農業産出額が１兆円に対して食料品製造出荷額が1.9 兆円

と2倍近くもあるのに対し、ここ十勝ではいずれも2,500

億円前後でほぼ同額となっています。十勝において農業産

出額に対する食料品製造出荷額がいかに小さいかがわか

ります。地域資源が持つ価値を十分発揮させることができ

ていない証拠です。しかし逆にいえば、十勝にはまだまだ

価値が発揮される余地＝潜在力がある、ということです。

 研究会では2年間にわたり地域産品のブランド化につ

いて研究し、ブランド化のための手引書「ブランドショー

ケース」もできあがりました。私たちは、この2年間の成

果をもとに、十勝帯広地域の発展のために、地域一丸となっ

て「十勝ブランド」の認知・拡大をすすめていかなくてはな

りません。いよいよこれからが本当の意味で「ブランド化」

へのスタートです。

この「ブランドショーケース」が、少しでも地域ブランド

化のために役に立つことを願ってやみません。

～おわりに～
十勝帯広の潜在力の最大限発揮を目指して 

十勝帯広地域ブランド化推進研究会 座長 岩橋 浩

※十勝帯広地域ブランド化推進研究会は、「帯広市産業振興ビジョン」（平成21年2月策定）で定められた「地域ブランドの形成」を推進するため、
同ビジョンの進捗管理等を担う「帯広市産業振興会議」の下部組織として設置されたものです。
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