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【投稿論文】

「地域ブランド」による地域再生の方向
―長野県千曲市における「信州千曲ブランド」の取り組みから―

古平

浩

【要旨】
近年、地域の活性化が論議され、「地域ブランド」が注目されるようになっている。こ
の「地域ブランド」が注目されるようになった背景には、縮小傾向が続く社会・経済環境
にあって、都市間競争が顕著に見られるなど、地域の活性化・地域産業の振興など、再生
への鍵概念としての位置づけがある。とりわけ、2006 年４月に始まった「地域団体商標
制度」は、
それまで「企業ブランド」という形で進められてきたブランド構築のあり方に、
新たな潮流をもたらすことになる。
長野県千曲市における「信州千曲ブランド」の取り組みは、「千曲ブランド戦略」とし
て、
『千曲市産業振興ビジョン』において位置づけられる。その経緯は、
「千曲ブランド推
進協議会」が 2009 年７月に立ち上げられ、2009 年 11 月に初回の認定事業者が選定され、
80 品目が「信州千曲ブランド」として承認されている。
そもそも「ブランド」においては、企業自体をブランド化する「コーポレートブランド」、
製品やサービスをブランド化する「製品ブランド」といった「企業ブランド」を主に展開
されてきた。
「信州千曲ブランド」における「地域ブランド」の取り組みは、そうしたこれまでの「企
業ブランド」の展開も模倣しながら、地域再生の手法として注目されるところである。
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１．「地域ブランド」施策展開の背景

中心に進められてきた。一方の「地域ブラン
ド」については、農村の経済分野における地

近年、地域の活性化が議論されるように

域内零細企業や農家等の商品販売などを主目

なっている。わが国の総人口は、2006年を

的として構築され、これら概念の整理及び進

ピークとして長期減少傾向にあるが、総じて

め方は先の企業ブランドとは全く異なる。

縮小傾向が続く社会・経済環境に相反するよ

地域ブランドは、「地域団体商標制度」が

うに都市間競争が顕著に見られるようになっ

その盛行の契機となったが、その前段階とし

た。

て、2003年10月に政府が設置した「地域再生

この地域ブランドが地域の活性化、地域産
業の振興、再生への取り組みの鍵概念として

本部１）」が地域活性化についての議論を始め
ていた。

議論される契機となったのが、2006年４月に

戦後の地域開発は、地域外部からの工場誘

始まった「地域団体商標制度」である。もと

致を軸にして、地域雇用の確保と所得の上昇

もとブランド構築、研究については、「企業

を目指してきた。1962年の「全国総合開発計

ブランド」という形でマーケティング分野を

画」をはじめとして５次に渡る国の総合開発
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計画を踏まえ、各地方自治体では独自の開発
計画を立て、工業開発を中心とした地域開発
政策を展開してきた。それが、工業用地や交

２．積極化する地域ブランドへの取り組
み

通網の整備等への莫大な公共投資という形で

これら先の農林水産物やその加工品など地

地場建設業が発展し、誘致された工場・事業

域の特産物を、「地域ブランド」として売り

所による雇用の拡大へと繋がっていく。

出そうとする動きが、今日展開される主な地

しかしながら90年代にはいって、グローバ

域ブランドの取り組みである。またこれらの

ル化の進展によって海外への工場移転が進み、 みならず、モノに限定することなく、温泉地
地方から工場の撤退が見られ始める。さらに

や観光事業、商店街など地域固有のサービス

小泉政権が進めた行財政改革によって、公共

をブランド化しようとする動きも活発になっ

事業が抑制され、地方経済を支えてきた建設

ている。

業の衰退が著しくなる。こうした地域経済の

「地域ブランド」のモノに対する取り組み

低迷の中、その活性化のための切り札として、 と し て は、 山 形 県 の「 米 沢 牛 」、 静 岡 県 の
農林水産物などの一次産品の加工とそのブラ

「静岡茶」、和歌山県の「有田みかん」など

ンド化が注目されることになる。

がその一例である。また後者では、京都府の

本稿の「地域ブランド」はこの農業と密接
な関連があるが、農業を取り巻く環境は、都

「鴨川納涼床」、神奈川県の「横濱中華街」
などが該当する。

市労働者との所得格差による新規就農者の減

この地域ブランドへの取り組みが活発と

少と就労者の高齢化といった要因によって、

なったきっかけは、①2006年４月に始まった

農村の崩壊が進んでいた。他方、農産物輸入

「地域団体商標制度」である。これは、改正

自由化の進展で、大量に安価な輸入農産物が

商標法で創設された制度で、「地域名＋商品

国内市場を席巻するなど、農業経営は厳しい

（サービス）名」で、商標登録が可能となっ

状況下に置かれる中、農業の自立化の名の下

たものである。先に示した農産物等が該当し、

「大規模土地利用農業」が推し進められたが、 その具体例としては、岩手県の「比内地鶏」、
次第に「高付加価値型農業」に移行していく。 岡山県の「岡山白桃」などが登録された。こ
こうした中で、宅配便など物流システムの

の「地域ブランド」への出願資格を有する者

構築と農産物直売所の展開など流通チャネル

は、事業協同組合や農業協同組合、漁業協同

の多様化により、新たな特産品の創出とその

組合、森林組合などの法人格をもつ団体に限

域外出荷・販売が求められることになる。そ

定される。

こで、地域活性化や産業振興を図る切り札と

そして二つ目のきっかけとして、②1999年

して、
「地域ブランド」の創出や開発が農商

の改正合併特例法を受けた「平成の大合併」

工連携などの形で各地で積極的な取り組みが

下の自治体の地域産業強化への試みである。

行なわれ、とくに、市町村合併の影響を受け

例えば、和歌山県の旧南部町と旧南部川村が

た自治体は、その「アイデンティティの喪失

合併した和歌山県みなべ町は、日本一の梅の

を回避するために、確かな地域イメージの再

出荷高を誇り、梅の最高級品種「南高梅」の

構築を図って」
「農産物のブランド化を支援

産地である。ここでは、役場内に「うめ課」

す る よ う に な っ た 」 の で あ る（ 佐 藤・ 千

を設けて、栽培から加工、流通まで梅産業の

2011）
。

振興を積極化させている。またさらに、「紀
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州みなべの南高梅」を2006年に地域団体商標

「千曲ブランド推進協議会」を立ち上げ、

へ登録している。

「地域ブランド」への取り組みが始まってい

さらに三つ目のきっかけとして、政府や自
治体が地域ブランドの開発・育成等の支援に
積極的に関わるようになったことである。中
小企業庁では、2004年に「ＪＡＰＡＮブラン

る。

３．長野県千曲市と「信州千曲ブランド」
の取り組み

ド育成支援事業」
、2007年に「中小企業地域

長野県千曲市は、2003年、旧更埴市・旧戸

資源活用プログラム」と支援制度を設けた。

倉町（埴科郡）・旧上山田町（更級郡）の１

これらは地場の中小企業に対して、地域ブラ

市２町の合併により誕生した市である。昭和

ンド構築へのサポートを行うものである。と

初期、この地域は埴科郡と更級郡の２郡、５

りわけ、
「中小企業地域資源活用プログラ

町６村から成り立っていた。その後、30年代

ム」は、各地の強みとなり得る地域産業資源

の昭和の大合併を受けて、1955年（昭和30

（農林水産物、鉱工業品とその生産技術、観

年）に戸倉町と上山田町が、1959年（昭和34

光資源）を活用した新商品や新サービスの開

年）に更埴市が誕生する。その後、この１市

発・市場化を総合的に支援する制度である。

２町は隣接する自治体として、ゴミやし尿の

この他に農林水産省では、地域食材の活用や

共同処理、常備消防や中学校の共同運営など

産地ブランドの確立を支援する「地域食品ブ

様々な分野で広域組合による行政サービスを

ランド育成・管理支援事業」
（2005年～）な

行ってきた。さらに、戸倉上山田温泉に見ら

どの制度がある。国土交通省では、地域資源

れるような観光での協力など、経済文化での

を活用した自立的なまちづくりを支援する

広域的な交流が進み、行政のスリム化や健全

「地域資源等支援調査」
（2004年度～）が、

化を求める地方分権の流れを受けて、一体的、

総務省では「頑張る地方応援プログラム」

効率的なまちづくりを推進することを目指し

（2007年度～）が実施され、地域ブランドに

て、新生「千曲市」として、新たなスタート

対する支援制度が整えられていく（佐々木

を切った（千曲市政要覧2005）。

2011）
。

本稿における「信州千曲」ブランドはこう

なお、経済産業省産業構造審議会知的財産

した流れを受けて、また先に示した国の施策

政策部会では、
「地域ブランド化」について、

等を背景として、これまで地域において民間

「地域の事業者が協力して、事業者間で統一

レベルで行われてきた農林業・工業・商業・

したブランドを用いて、当該地域と何らかの

観光業等の各産業分野での連携（表１）と、

（自然的、歴史的、風土的、文化的、社会的

これにとらわれない異業種分野との連携を模

等）関連性を有する特定の商品の生産又は役

索する中から、誕生したものである。

務の提供を行う取組み」と定義している（経

この「信州千曲ブランド」は、「千曲ブラ

済産業省産業構造審議会知的財産政策部会

ンド戦略」として『千曲市産業振興ビジョ

2005）
。

ン』（2008年４月）において位置づけられて

本稿で取り上げる「信州千曲ブランド」は、 いる。
こうした政府の支援制度の整備や他の自治体
等で実施された「地域ブランド」への取り組

「千曲ブランド戦略」は、千曲市の地

みを受けて、長野県千曲市が2009年７月、

域資源を積極的に活用し、新たな価値を
17

生み出す取り組みを「千曲ブランド」と
定義し、千曲ブランドの開発の促進と市
内外への浸透を図ることを目的として取

商業振興協議会長があたることとされた。
そ し て こ こ に お い て、「 信 州 千 曲 ブ ラ ン
ド」の認定制度が実施されることになる。

り組む戦略体系です。
千曲ブランドの構築にあたっては、農
林業・工業・商業・観光等の産業分野に
とらわれない分野を横断した事業展開が
重要であるため、千曲ブランド戦略では
産業間の連携を基本に政策を展開します。

資料１

信州千曲ブランド認定要綱

１．信州千曲ブランドの認定制度につい
て
①目的（第１条）
千曲市内業者の振興と千曲市のイ

千曲ブランド戦略は、本市の宝である

メージアップ及び地域の活性化を図る

“自然・人・もの・技術”等の地域資源

ため「信州千曲ブランド」認定制度を

を内外の連携によって磨き上げ、産業の

作ります。

活性化につなげることを意図し、
「千曲

今回の認定制度は、初めての試みで

ブランド創出政策」と「内部連携強化政

もあることから、まず加工食品に絞っ

策」
、
「外部連携強化政策」の３本柱に

て始める事としました。
まずは、地元の皆さんへの周知とあ

よって取り組みます。

わせ、消費の拡大を目指すものです。
この「千曲ブランド創出政策」を受けて、

認定業者さんの売り上げ向上、農商

①千曲ブランドの発掘と活用（自然、文化、

工連携の推進とあわせ、広く「千曲

史跡、農産物等）、②千曲ブランドの情報発

市」及び「信州千曲ブランド」をＰＲ

信、③千曲ブランドのマネジメント（チェッ

していくことを目指します。

ク機能の確立等）が、具体的に実施されるこ

②認定とは（第２条）
認定とは、千曲ブランド推進協議会

とになる。
こ れ を 受 け て、「 千 曲 ブ ラ ン ド 推 進 協 議

（平成21年７月設立。以下「協議会」

会」が、2009年７月に立ち上げられている。

といいます。）が、一定の要件に適合

同協議会は、委員16名、顧問１名の計17名で

する商品を「信州千曲ブランド」とし

構成され、会長には市長、副会長には千曲市

て認めることを言います。

表１
名

称

等

設立時期

１

ものづくり千曲プラネットの設立

2006年９月

２

プレスネット千曲の設立

2007年５月

３

あんずクラスター研究会の設立

2007年５月

４

食品ネットの設立

2008年２月

５

千曲市産業振興ビジョンの策定

2008年４月

６

地域ブランドセミナーの開催

2008年12月

出所
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③認定対象商品（第１条・第３条）
今回の認定の対象となるものは、市
内で製造される加工食品又は市内で生
産された原料を使用する加工食品で、
次の要件を満たすものです。
④食品関係法規等の法令に違反していな
いもの
⑤千曲市内に本店又は主な事業所等を有
するものが、自社商品として市販して
いるもの
⑥千曲市のイメージを著しく損なう恐れ

図１ 「信州千曲ブランド」認定商品の一例
出所 千曲市産業振興課資料

のないもの
（市内で作られている商品を、まずは

す。

多くの市民に知っていただきたく、事
業所ができるだけ参加しやすくなる制

③任期２年

度としました。）

出所

⑦主な原材料は、国産に限る。
２．ブランドの認定審査について
千曲ブランド推進協議会ブランド認

千曲市産業振興課資料

４．地域ブランド研究の潮流と地域再生
の方向

定審査部会にて、審査を行います。

本稿で取り上げた「地域ブランド」につい

ブランド認定審査部会は、千曲ブラ

ては、もともとブランド構築、研究という形

ンド推進協議会規約の中の第９条を根

でマーケティング分野を中心に進められてき

拠として設置されます。

た。しかしながら、マクロ的な研究について

①ブランド認定審査部会については、人
員５名

は始まったばかりであり、地域ブランドの定
量化に関する調査分析を行っているのは、日

②活動内容について

経リサーチ（2008）の「地域ブランド戦略

応募された商品について審査をし、
評価および助言等をいただきます。

サーベイ」である（田北・岡田2011：180）。
この「地域ブランド」について、それは農村

基準に基づき評価いただき、認定に

の経済分野における地域内零細企業や農家等

関する最終案の作成をしていただきま

の商品販売などを主目的として構築され、こ

表２ 「信州千曲ブランド」認定状況
回数

業者数

品目

認定時期

１

22

80

2009年11月

２

13

28

2010年11月

３

32

120

2012年２月

※第２回の認定事業者数は追加募集につき、2010年11月では108品目が認定されている。
出所 千曲市産業振興課資料
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認められるようになったことである。この地
域名がつけられた産品を独占的権利として保
証したのが、商標法の地域ブランド制度で
あった。これを「狭義の地域ブランド」と呼
ぶ。しかしこの「狭義の地域ブランド」につ
いて村山は、傘に高い価値があれば有効であ
るが、傘に価値がなければ有効性をもたない
ことを指摘する。そこで、「広義の地域ブラ
図２ 「狭義の地域ブランド」
出所 村山研一、2011、「地域価値の創造を進めて
ゆくための視点と組織について」『地域ブランド研
究』６：１

ンド」の考え方を紹介している。「どうして
も、多くの地域でぶつかるのは、地域そのも
のの知名度が低い、地域イメージがほとんど

れら概念の整理及び進め方は先の企業ブラン
ドとは全く異なってくる。また他方では、競
合的関係となる場合もある。
こうした「地域ブランド」の特性について、
村 山（ 村 山2011） は、
「狭義の地域ブラン
ド」
（図２）と「広義の地域ブランド」
（図
３）という形で説明した。村山によると、商
標法の改正により「地域ブランド」の登録が
可能となった。それはつまり、「地域名」と
「商品・サービス名」とを組み合わせた商標
が、一定の条件を備えていれば、産地として
表３

図３ 「広義の地域ブランド」
出所 村山研一、2011、「地域価値の創造を進めて
ゆくための視点と組織について」『地域ブランド研
究』６：３

都道府県別の地域団体商標（2011年６月現在）

北海道

青森

岩手

宮城

秋田

山形

福島

茨城

栃木

群馬

15

3

5

4

5

7

4

2

4

9

埼玉

千葉

東京

神奈川

新潟

長野

山梨

静岡

愛知

岐阜

5

8

15

8

11

6

4

16

12

27

三重

富山

石川

福井

滋賀

京都

大阪

兵庫

奈良

和歌山

12

8

26

13

6

57

9

28

11

11

鳥取

島根

岡山

広島

山口

香川

徳島

高知

愛媛

福岡

4

5

5

12

6

2

7

4

8

13

佐賀

長崎

熊本

大分

宮崎

鹿児島

沖縄

国内

外国

7

5

8

8

5

13

15

478

2

出所 特許庁ホームページより作成
（http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm）
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湧かないという問題である。地域イメージ喚
起力がないのに地域名称を産品につけるのが
はたして効果的であろうか」（村山2011：2）。
そこで村山は、「広義の地域ブランド」の
考え方を紹介することにより、それを解決し
ようとしている。「広義の地域ブランド」と
は、
「地域そのものの『ブランド価値』を問
題にするものであり、それをいかに高めたら
良いかという課題を追求する」（村山2011：
2）ものである。
事実、2011年６月現在、478件の地域団体
商標の登録があるが、地域そのものの知名度
が低く、地域イメージが湧かない事例も多い

図４ 「地域ブランド」における３つのブランドの
組み合わせ（概念図）
出所 博報堂地ブランドプロジェクト、2006、『地
ブランド』弘文社：14

と見られる。
こうした課題に対して、佐々木（佐々木

社が有する知見を活かすことを目的に社内に、

2011）は、ブランドの統合化と創造について

「地ブランドプロジェクト」を立ち上げてい

説明する。佐々木は優れた統合ブランドとし

る。

て、
「京都ブランド」をあげる。京都は、先

その中では、地域ブランドについて、３つ

の地域団体商標に57件の登録があり、地域ブ

の領域で構成され、１つ目が、場に着目する

ランドへの取り組みが最も盛んな地域である。

観光ブランド。２つ目が、モノに着目する特

京都は、その優れた地域イメージから人気が

産品ブランド。３つ目が、そこに住む人に、

高く、京都の名前が入った商品やサービスの

生活に着目する暮らしブランド。この３つの

売れ行きは総じて堅調なものが多い。京都ブ

ブランドは、行きたい価値＝観光ブランド、

ランドの魅力や強さは、京都という地域性が

買いたい価値＝特産品ブランド、住みたい価

もつ特徴を色濃く反映したものである（佐々

値＝暮らしブランドとして整理できる。ここ

木2011：220-221）。

に地域呼称を付加することで、人々に「あ、

この「京都ブランド」については、株式会

いいな」とプラス価値を想起させ、「訪れて

社博報堂（以下、博報堂）の「地ブランドプ

みよう」「ちょっと根がはっても買おう」「い

ロジェクト」の中でも取り上げられている。

つかは住んでみたい」または「やっぱり、住

先にブランドは、マーケティング分野を中心

み続けたい」と思わせるものと説明する（図

に構築、研究が進められてきたことは指摘し

４）。

たところである。そこで大手広告代理店の博

観光地ブランドは、地域外の人々に場の魅

報堂では、2003年、民間企業の商品や事業ブ

力をアピールする活動。特産品ブランドでは、

ランディングのサポートで培った経験を、地

その土地から生み出される農産物、海産物、

域活性化「地域ブランド戦略」に活かすこと

地場産業の加工品などに地域名をつけること

を目的に、本社・支社を問わず、マーケティ

が付加価値につながる状態を目指す。そして、

ング、クリエイティブ、セールスプロモー

暮らしブランドの価値向上は、そこに住む人

ション、ＰＲ、営業、メディアなど、広告会

にとっての快適さや誇れる地域としての満足
21

度などにつながる。なお、この３つのうち、
どの「地域ブランド」を強化して特徴を出す
かは地域の事情で異なってくる。そして、こ
の３つのブランドが統合化し創造されること
により、
「地域ブランド」が築き上げられる
と説明する（博報堂地ブランドプロジェクト
2006：15）
。
また鈴木は、地域ブランドについて、山梨
県勝沼市のワイン産地としてのブランド形成
を引き合いに、
「ブランドはステレオタイプ
により形成される。地域の名前と良いイメー

図５

多くの商品アイテムを揃える杏加工品

ジがカテゴリー認識されるかどうか。これが、 千曲ブランドの即売会でも、杏加工品は人気であ
まちの評価の物差しになる。まちはイメージ

る。

筆者撮影

が良くないと経済的にも豊かになれない」

た景勝地である。また、旧戸倉町・旧上山田

（鈴木2012：10）と説明する。

町は、長野県を代表する温泉地「戸倉上山田

鈴木の説明では、ワインのまち「勝沼」が

温泉」を抱え、最も湯治などの観光客が訪れ

定着し全国的に注目されるようになった。単

た1979年には135万人を数えた。しかし昨年

なるぶどう産地では文化的なイメージがなく、 度の「戸倉上山田温泉」への観光客は63万人
どこにでもある農業のまちになってしまう、

と低迷しており、また「森・倉科地区」や

として、カテゴリー認識の重要性を説いてい

「姨捨」は通過型の観光客が多数を占めるな

る。これは、先の博報堂地ブランドプロジェ

ど（千曲市観光課）、総体としての「千曲ブ

クトの取り組みにも共通するところである。

ランド」は、難しい課題を抱えている。
一方、この日本一の杏の里で収穫された杏

５．「信州千曲ブランド」の評価と今後の
展開

を使った加工品は、「信州千曲ブランド」に

本稿で取り上げた「信州千曲ブランド」で

ど、商品づくりにおいて杏に特化した商品構

は、
「千曲市のイメージアップ及び地域の活

認定された120品目のうち43品目を数えるな
成が図られている。（図５）

性化を図るため」（信州千曲ブランド認定要

こうした事実を裏付けるかのように、千曲

綱）という目的を第一義に求めた。これは同

市産業振興課のS氏は「他の自治体関係者と

市が、2003年の旧更埴市・旧戸倉町・旧上山

の懇談では、『千曲市には、“杏”というウリ

田町の１市２町の合併を受けて誕生した新た

があって羨ましい』と言われるが、逆に言う

な地方自治体であるため、その特徴を形づく

と杏しかない気がする」と語る。しかしなが

る必要があったと言える。

ら、杏に着目して「信州千曲ブランド」とい

旧更埴市は、「一目十万本」と言われる日

う地域ブランドを考えると、「一目十万本」

本一の杏の里「森・倉科地区」を抱え、また、 の日本一の杏の里である「千曲市」は、村山
松尾芭蕉や小林一茶と言った俳人も多く訪れ

が指摘する「傘に高い価値があれば有効であ

た「姨捨」は「田毎の月」として全国にその

る」（村山2011：2）とみることもできる。

名を知られ、日本の棚田百選
22

２）

にも選ばれ

また及川が、「地域固有の（産業）資源と
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は、この『歴史』上で培った『文化』に起源

開プロセスを洗い直す必要があると言える。

があり、
『文化』とは現代風に言うならば、

そこでは、「千曲市のイメージアップ及び地

『地域コンセンサス』でもあった。それは地

域の活性化を図るため」という「信州千曲ブ

域に住む人びとが暗黙的に了解している暮ら

ランド」の展開方法に対して、地域の歴史に

し方や働き方であり、地域ブランドの第一番

裏付けられた「杏栽培」と「杏加工」の歴史

目の要素でもある」（及川2006：210）との説

を十分に考慮する必要が求められてくる。

明を裏付けるように、千曲市の杏は、「歴史」
上で培った「文化」にもその起源がある３）。

６．さいごに

千曲市の杏栽培と加工は地域の歴史に裏付

「ブランド」は1990年代から、マーケティ

けられており、事実、千曲ブランド認定業者

ング手法として注視され、多く論じられてき

には、大正期や昭和初期創業という歴史を

た。アーカー（Aarker, D）、ケラー（Keller,

もった加工業者数社が加わっている。特に、

K. L）、キャプフェレール（Kapferer, J. N.）

杏を原料とする加工品生産で千曲市を代表す

らは、物が溢れるようになって、物の価値が、

るM社は、明治期の1910年設立の森村杏改良

物自体の価値だけで判断されず、それ以外の

組合に起源を発し、1921年（大正10年）に杏

価値を含めて判断されるようになった現実か

の加工場を設立するなど、この地域での杏加

ら、機能価値も含めた期待、安心、好感その

工の歴史を物語っている。また、旧戸倉町に

他を意味するものとして、記号化され管理さ

1919年に創業したK社は、杏ジャムや杏シ

れる対象に対して、これを「ブランド」と捉

ロップ漬けの缶詰の製造を起源としている。

えた（長沢2009：19-20）。

こうした事実を物語るように、千曲市にお

しかし昨今、従来のマーケティングの考え

いて“杏”は、文化・伝統に裏づけられた栽

方では説明つかないモノの価値、「十分な品

培とそれを起点として展開される杏の加工、

質の製品を、低価格で、広い流通チャネルで、

そして、そこからジャムや菓子類など多くの

大量に広告・宣伝して売る」のではなく、

杏製品への展開過程を捉えることができる。

「最高の品質の製品を、高価格で、直営店舗

それは私たちが、地域名を冠した商品とし

のみで、ほとんど広告・宣伝をせずに売る」

て、
「有田みかん」「松阪牛」「宇治茶」「長崎

形に対して、これを“経験価値”として説明

カステラ」などを思い浮かべるが、これらは

づけた。それは、「製品としては良くできて

産地の長い歴史の中で形成されたものであり、 いたが、売れなかった」事実に対して、良い
言わば自然に形成された地域ブランドと呼ぶ

「製品」であっても良い「商品」ではなかっ

ことができる。「有田市」は、日本一の「温

たということ、換言すると高い技術や高い品

州みかん」の産地であると同時に、「温州み

質の「製品」が顧客に伝わらなければ、「商

かん」の日本一の産地は「有田市」なのであ

品」にならないということを指摘している

る。この「有田市」と「みかん」の例に倣え

（長沢2009：32-34）。

ば、
「千曲市」は、日本一の「杏」の産地で
ある

４）

と同時に、「杏」の日本一の産地は

この経験価値の考え方は、「地域ブランド」
を論じる上で、注目されるところと言えよう。

「千曲市」ということになる。こうした「千

従来、ブランドについての議論は、マーケ

曲市」と「杏」の関係性を考えた上で、「信

ティング分野を中心として語られてきたこと

州千曲ブランド」のあり方について、その展

は先に述べた。ブランドが商品に対しての品
23

質保証となり、それがロイヤリティとなって、

ンドの牽引役は行政の手を離れて、新たな牽

その商品に対して根強い支持となってくる。

引役の登場を求めてくる。

ゆえに、マーケティングの手法として、ブラ

都内を会場として、年数回開催される「信

ンドが議論されることは当然の帰結とも言え

州千曲ブランドフェア」の効果について、出

る。

店した認定事業者からは、「自社商品のＰＲ

さらに、地域ブランドを議論するならば、

の場になって嬉しい」、「ほかの皆さん（事業

地域の名前が品質の保証となっていることが

者）との仲間意識が生まれ、情報交換もでき

ここに加味されてくる。それは具体的に言え

るのでありがたい」といった声が聞かれた

ば、先の「有田みかん」であり、
「松阪牛」

（東京都庁での「信州千曲ブランド」フェア

である。
「有田みかん」や「松阪牛」という

会場にて聞き取り、2012.11.26）。この時点で

と、地域ブランドは農水産業の一次産品を対

は、「千曲」という地域の名前が品質の保証

象としたように考えられ易いが、同時に、

となっていることを、裏付けているとは言い

「宇治茶」のようにその地域固有の技術や製

難かった。

法により製造された製品に対して、付与され

他方、「信州千曲ブランド」の展開が、こ

たブランドとしての位置づけもある。「今治

れまでの「千曲市」という行政主体の活動か

タオル」
「三州瓦」「備前焼」等は、それを示

ら、次の展開へとその次元を移行しつつある

している。

ことも否定できない。それは、千曲市産業振

しかしながら、それが優れた製品であるな

興課のY氏が、
「今後の『信州千曲ブランド』

らば、この付加価値を担保したまま、高価格

フェアは、認定事業者の皆さんが、主体的に

でどのように販売していくのか。次の課題と

動いていく活動へと移行することが不可欠で

して、販売方法が浮かび上がってくる。「有

あり、そういう体制を整えたい」との発言か

田みかん」の場合も、そのブランド構築に際

らも汲み取れる。そしてこれは、「信州千曲

して、高品質生産対策とりわけ「集出荷組織

ブランド」のみならず、先の「有田みかん」

の整備」再編の必要性が指摘されている（佐

のブランド展開とも共通するところといえる。

藤・千2011：13）。つまりこの時、地域ブラ

そうした時、千曲市においては、「千曲」と
「杏」が鍵概念となってくるのである。その
扱いについては、今後の「信州千曲ブラン
ド」関係者の議論に委ねたい。
本稿では、「信州千曲ブランド」の現状に
ついてレポートすることを目的としたため、
ここでは現状の質的考察に留めた。しかしな
がら、地域そして行政が「地域ブランド」を
通して、地域再生を試み、これに積極的に取
り組んでいる実情を述べる必要があった。ま
たさらに、地域社会研究として「地域ブラン

図６ 東京都庁での「信州千曲ブランド」フェア
東京都内等で「信州千曲ブランド」商品の販売や
PR、観光誘致活動として実施している。 筆者撮影
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ド」を研究対象とすることへの試みであるこ
とも付言したい。
「信州千曲ブランド」を核として、長野県
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千曲市がますます発展することを期待したい。
謝辞、関係資料を提供いただいた千曲市経
済部産業振興課各位に感謝いたします。また、
論文投稿の機会をいただいた地域ブランド研
究会事務局の方々に、御礼申し上げます。
【注】
１）2007年に地域活性化関係の３組織と合同での開催と
なり「地域活性化統合本部会合」と称される。
２）わが国における代表的な棚田を「日本の棚田百選」
として認定し、その維持・保全の取組を積極的に評
価し、農業・農村の発展を図るとともに、国民的な
理解を深めることを目的として、農林水産省によっ
て、日本全国の117市町村、134地区の棚田が「日本
の棚田百選」に認定された。（1999年７月）
３）真田幸道候夫人豊姫が伊予宇和島から輿入れの際に、
故郷の春を忘れまいと２本の苗木を取り寄せ、植え
付けた。その後、松代藩では生産を奨励し杏を各村
に分与して、栽培に努めた。（千曲市ホームページ：
http://www.city.chikuma.nagano.jp）
４）杏の生産高は、長野県が1,023ｔで全国一、２位が青
森県で561ｔである。（平成20年産特産果樹生産動態
等調査）
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Course of Local Revitalization by Place Branding
― Efforts of "Shinshu Chikuma" Brand in Chikuma City, Nagano Pref. ―
Hiroshi

Kodaira

【Abstract】
In recent years, place branding has been attracting attention.
smaller, while competition among big cities is increasing.

Society and economy are getting
This makes it important to activate

local communities and promote business. Place branding will bring about a new trend.
In the efforts of the brand "Shinshu Chikuma," place branding is drawing attention as a method of
local revitalization by applying the development of corporate branding.
Keywords place branding ，community resources ，community regeneration
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