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地域ブランド化活動からみる地域振興

一農商工連携で選定された江別の例から一

堤 i託子・飯 i¥;;; ~q!- E! I; 

REVITALIZING A REGION THROUGH REGIONAL BRANDING 
Ebetsu: a model case of collaboration between agriculture， 

commerce and industrγ 

Etsuko TSUTSUMI and Riichiro IIZAW A 

Summary 

MET1 (Ministry of Economy， Trade and 1ndustIγ) and MAFF (Ministtγof Agriculture， Forestty and 

Fisheries) are moving forward with efforts to invigorate regional economies by promoting collaboration be冊

tween the agriculture， forestJy and fisheries sectors and commerce and industrγsectors ("Agricultural田Com

mercial-1ndustrial Collaboration" support policy). The creation of high quality noodles made of rare wheat 

cultivatecl in the Ebetsu area as a regional brand was selectecl as one of the 88 advanced examples and as 

clemonstrating the best 30 practices by MET1 & MAFF. 

1n orcler to explore the effect of regional brancling， such as brancl-name penetration regarding the special 

wheat，“Ebetsu Komugi" (Ebetsu ~司1eat) namecl“Haruyutaka'¥we created ancl carried out a questionnaire 

survey， The survey showed that the brand name hacl been well-known inside the city (80%)， but less known 

(only 20%) in the neighboring commercial areas including Sapporo. If any policy is to be premisecl on a visit 

to Ebetsu where the eating ancl enjoying that brancl of noodles is involved， promoting it outside the area is ab 

solutely necessmy. The outsicle promotion strategy shoulcl be the task of the business people in Ebetsu. 

However， we also note that the brancling and promotion process itself creates many side benefits: e.g. culti-

vating leadership， fostering problem-solving abilities， improving management capacity， and knowleclge crea-

tlOn 

1. はじめに

本論の'~~~~ill は， liUJIJ小麦」を}J手例に， I地J攻ブ

ランド」化の現状と民間方向を検討することであ

る .liDJIJ小麦」は，民í~fjTj主J先の先進nせな例88選

(こj笠ばれた.ここにし、ぅ J1}lff~j ~-[述JH とは，

工業.i汚染にJJtわる企業や人が述JJEすることによ

り， ~.殺!Jî しい首産2ヲ芸~~ベやコ主梨1ちU日:JJll日1;7古1 カが{'-分iご まi1.て~~宇計子討iよ戸斉;守fカがf可lj市斤刑可干引4性|

J池也I域攻がi経:託王l済斉 i白山的)下'10守J に I~臼Eヨl立することを jねユらいとする呉l'政1守ネ余?下三去栄J 

i問;打勾¥jj述主封J携j先5の支;援乏I施伝策である. もっとも， 呉なる産業

IlJJの述携というイメージがつかみにくいため， 12材、

水産省と経済産業省が共同して，先進1I0な例が公

募され，平成20~1三 4 n (こ88i*が選ばれた. :4三稿で、

113 

は，その lつに選定された， i1別けiのJUl'Jl:I;n小去

をめぐるj也j点フランド化の活動を11Y.りJ:け、た¥

j也i攻ブランド化(J:，平成17'i1'-に地主主向際笠録の

~f!:がす五手11 されてからは，各地域でよくみられる

ようになった11Y.り組みで， i地也J"或x知川，i仏lj古斤削可千引，性|

ものである.出n¥'iT述Jjt支援施策も， 1/.1小企業の

支援を過して，地域経済が l三IW: しれ~î'I;1:化すること

を期待している.江別の地域ブランドイヒの活動は，

こうした施策の先駆けになったと考えられる.も

っとも地:ll'xブランド化は，フランドとされfニ地J点

のj}filf~ カfフランドとして主"られることで，上手なる

ぞ，liiJやシンボルという}:J、 1-.の{illi{irlが生みIL¥される
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ところにな義がある.さらに，こうした側依が地

域の合意で形成され共有されることによって，一

貫性のある差別化が生じる.つまり，地域ブラン

ド化の議論は，ブランド名が知られていることが

当然の前提となっているのである.そこで本稿で

は， I江別小麦Jというブランド名が知られてい

るかという切り口で調査を行い，その結果をもと

にして地域ブランド化・地域活性化活動の枢要点

や今後の方向性について考察を加えていくことに

したい.

2. I江別小麦めんjブランド化の動き

平成14ij三に，江別市は 2年後に来る江別市1!11]50 

1忍年記念にむけて， 1iiJか金阪をしようという場と

して「江別経済ネットワークjを立ち上げた.そ

の長I!S11m例会で，江別の製麹会社である菊水のS

常務が，i工7JU産小麦の「ハルユタカJを使ったブ

ランドラーメン構想を提案したに政府は後に商標

法を改正して，地域団体路標登録の要件を緩和し

た(平成17年)が，製麹業菊水の提案はこうした

時代の先を設んでいたとも見ることができょう.

f江別小麦めんJのブランド化活動では，地域団体

務標登録は目指されなかったとはいえ，まず「地

域フ矛ランドとはf可か」ということから検討が始ま

った.そして札幌のラーメン庖の純述が，ブランド

イヒ提案者の菊水提供のハルユタカ麹で俊勝したこ

とを契機に f江別小変めんJ の I~再発が始まった

ブランド化については，提案の舞台となり，ブ

ランド遜を完成させた「江別経済ネットワークJ
の機能に着目したい.これは先に述べたように，

記念行事の企爾を話し合う坊として，行政主導で

つくられたぺ江別における地域ブランド化活動

は，江別iiの小麦に付加鏑他をつけることを目指

す行動であるが，単にフランド商品を食繭するこ

とカfEl擦ではなかった.ブランドイヒにコミットし

た人それぞれが，属している職業や職場に，ブラ

ンド価値の創造に関する知識やノウハウを持ちか

えることができるところに意味があった.事業に

刺激が伝わって活性化し，知識水準が高まれば，

マネジメント能力が向上する.仔Ijえばフゃランド管

理が必姿だということに対する認識等，ブランド

化の取り組みに参加した人自身が，その所属する

実業の成長に応用できるヒントを得ることができ
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るのである.こうしたブランド化活動の副産物と

して，知識創造の連鎖が起こる.それが地域活性

化にも影響する

江別では， I江別小麦めんJのブランド仕活動

に，小麦流通の川上からJlITまで，域内の多くの

産業が関与した.当初江別製粉の提案で綾織イとさ

れた f変の会jは，後にできた日工別経済ネット

ワーク」に合流し，より大きな枠紹みで多様な意

見交換ができる場が形成された.そうしたブラン

ド化の取り組みは，本稿で述べるアンケート調査

からも読み取ることができ，市民が fハルユタカ

の初冬まき技術の発見jの物語を余白に記述して

きたからである.こうして，ブランド化は消費側

の江別11j"民も巻き込んで進められた工別経済ネ

ットワークという場は，ブランド化という目的を

通して，農家をはじめ，地元製粉会社や製麹業，

飲食応のみならず，学識経験者らが意見を活発に

交換する湯となり，これが地域の会ての住民も巻

き込むことで，地域のアイデンテイティーが確立

されていった. I場jでのインタラクションによ

って，参加者全体のコミュニケーション能力が高

まり，地域全体の総合カカf高まったのである.江別

の活動は，湖沼地域のモデルケースとして伝矯し，

北海道産小麦の活性化にまで支献している

3.アンケート譲査にみる「江別小麦めん」の認

知度

幾街工連携88選では，ブランド化活動の対象と

なった「江別小麦めんjを， m内完結の連携で希

少な小麦から高品質な麹としてっくりあげられ，

100万食以上売り上げたという報告をもって評価し

ている.その述携とは，農業者，製粉業者，製麺

会社，大学，公設試験場開の協力関係であり， I変

の会Jが，その中核にあると認定された.この会

は，地元の製粉会主1:である江別製粉が企画した「焼

き菓子コンペJ(平成10年)の人脈を存続させよ

うとして設立され，後に誕生したIiT別経済ネッ

トワークjに合流した.そして江別経済ネットワ

ークを中心にした連携が，農商工連携のベストプ

ラクティス30(平成22年4月)に選ばれた.そう

したブランド化のための迷携は評価の対象となっ

ているが，活動の結果ブランド認知が進んだとい

う検証はなされていない.そこで，ブランド名が
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<資手ヰ 1> アンケート

地域ブランドに IMl しておたす、ねします.該当する í]~Î所にOをつけ， I日JI，、には空間に書き込みをお願

いします.

1. 1夕張メロン」という言葉を1l.1iいたことがありますか? ①はい ②いいえ

2. 1ハルユタカjという言葉をIliJいたことがありますかっ ①はい ②いいえ

3. J二記2で「はいjと答えたブjに質問します.ハルユタカとは何だと思いますかっ

4. 1;工別小麦jという言葉をきいたことがありますか? ①はい ②いいえ

5. liI日IJ小麦(えべっこむぎ)Jとは，何だと思いますか?

6. I-.fi己についてお答えいただいたあなたはつ ①!出 ②女 ( 歳代)

7. どこに住んでいますか? 1)1・IIIJ

8. 職業を差し支えない範[JJIで教えてください. 主婦・勤め・学生他

商問に十三j韮しているかどうかを調うでした.

1 )アンケートの調査内容

J也J或フランドの典型としてjよい、浮かぶのは「夕

張メロン j である.夕張メロンは，夕日l~ という地

域名とメロンという部品の一般名が組み合わされ

た地J或フランド I171 の ~I!. t\'1である.夕張TUJ;!~I潟は，

すでに IJ日干1150年代に mii~~{笠録を果たし， 11在底的な

品質管理を励行している.これが1=1を;rTcねてイ吉川

となり，フランドとしての支持を得ている.そこ

で， 't'tlJl1t支は，夕張メロンというブランド名から

質問を開始し， iT別小麦というブランド品をJ:rlっ

ているか百かについてli[)いた.調査は， 3 [Eυ二施

した.1 1E1" は三I~成22jr~ 2 JJ に札1[ljswn周辺と札幌

Ilj I人jのオフィスで， 2 [m目は[;;)]'1ミ7月に江別i1iF''l

の3筒所て、実施した.なお， 3@日の調資は札IIIX

rJj'在住者に的を絞ったはずの 11iJ] [] HHu1Eが江別I打

主11らない

38% 
生11っている

62% 

tE1J41人，札幌rlitEiJ53人とあli抗してしまったた

めに，可能な|浪り札幌市在住者に的が当たるよう

に工夫しながら実施したものである (23年実施).

D耳目でフランド化が目指されたのは，地域名と

めんの原ギ|である小麦を私lみ合わせた日UJIJ小麦

めんJだった. もっとも，ブランド化1古動で、は，

初冬まさ技術の開発ストー 1)ーを絡めて，ハルユ

タカを前1mに押し 1'"しているにそこで， Iノ、ル

ユタカjと liDJIJ小女jについて，端的に，きい

たことがあるか否かを!日]うた • i]~別 rlî内の制査で

は，i也J或ブランド化に!おする印象や， [日l地および

その特FEll71に，どれだけ多くの住民が関心を寄せ

ているかということも調べた

2 )江部市外で実施した認知度の分析

夕張メロンの認知!支は100%だったが，ハルユ

タカという名前を|羽いたことのある人 (['R[1， 2 

っている 日知らない

iT 別

ハ叶
u

j
トぃ;
 

ーーし
ふ
ル
ー 44 

平成22-tjo実施 II 平成22年実施

図 1 ハルタカの認知11立(全体) 図2 ハルユタカの認知度(地域別)
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聞いたこと
がない
62% 

不明

北広島

岩見沢

江別

札幌

いたことがある 口聞いたことがない

平成22年実施I 一一一一一一一一一一一一ーヱ控笠空
間3 江別小麦の周知状況(全体) 図4 江別小麦の周知状況(地域別)

参照)は，江別市在住者で、は41人中37人 (90%)，

調査会体では53人 (55%)いた.江別小麦につい

て f江別小麦とは何だと思いますか ?Jという向

いに， rハルユタカのことだと思っていましたj

と答えている人も「開いたことがあるJという問

答に含めると(1'ill3，4参照)，江別市在住者41

人のうち， 36人 (88%)が開いたことがあるとい

う結果になった.一方，江別市以外に在住してい

る人の認知度は，札幌市民53人中ハルユタカにつ

いて知っているのは 9人(17%)，江別小麦につ

いても 9人 (17%) だった.

ヲ~i年の札幌市での調資は，お41LI二のデータを得た.

母集団を多くし，札幌市を中心に調査した結果，

属性としては，学生の回答;が半分以上の373人だ

った.また住所地の米記入者が11人いた。江別rli

在住者は13人，札幌市在住は435人，恵庭10人，

北広島3人，岩見沢5人，当別 6人，石狩 7人，

知らない
320人
57% 

小樽14人など，江別・札幌以外の道内在住者は77

人だ、った.その他に，東北や関東，関西，剖国に

在住中のおそらく北海道につながりのある人達28

人が回答している.これらの人に，まず夕張メロ

ンについて確かめたところ，認知度は99%，6名

(1 %)が知らないと回答した.ここでも母集団は

小さいが江別市民13人のハルユタカ・江別小麦の

認知度は高かった. (ハルユタカ:知っている 7人

(54%)江別小麦:開いたことがある 9人 (69%)) 

もっとも，江J.llj小麦について，何だと思うかとい

う笠間に， r小麦J， r江別でとれた麦jなど該当

する答えを出したのは 7人 (54%)だった.

ハルユタカについては，有効回答563人中243人

が知っているとしており，札幌市民では，不明な

1人を除く 434人中195人 (45%)が，聞いたこと

があると答え，江別小麦については88人 (21%)

が開いたことがあると回答した.もっとも「ハル

己知らない

匁136%/知らない64%

知32%/知らない68%

全日37%/知らない63%

239 

知45%/知らない55%

平成23年実施 三些空竺盟主竺笠平成23年実施

図5 ハルタカの認知度(会体) 毘sハルユタカの認知度(江別以外) (人数)
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口開いたことがある 日開いたことがない

1:1司いたこと
がない
441人.79% 

※i告は妥筒!濁

札 幌

札幌以外道内

道外

平成23年実施

密 7 iT'iJIj小麦の周知状況(全体)

※i隣接商鼠l主連I匂と意複 平成23年実施

図8 江別小麦の周知状況(江別外) (人数)

<資料2> 質問]禁

江別市の地域ブランドおよび活性化に関する調査

l.i工!JIjTliは住みやすいIllJですかっ ①はい ②いいえ

2. IハルユタカJという名前をご存知ですか?

①はい ②いいえ ③開いたことがある

何だと思いますか?

3. I江}]Ij小麦Jをご存知ですか? ①はい ②いいえ

4. I江別小麦Jを使った料理!や商品を召し上がった事がありますか?

①はい ②いいえ

仰がきっかけですか一一

!惑想をお聞かせください

5 ‘市内で様々な組織や個人が「江別小麦めんj のブランド化をすすめている ~jî-をご存知ですか?

この活動は，農商工述携の活動として，国から俊れた例と選定されています.ご存知ですか?

どう思われますか?

6.あなたが知っている江別ブランドがあれば教えてください. (モノに波らない)

7.江加でおすすめのエリア・スポットがあれば教えてください.

8. あなたは， 10年後の江別市がどのような池域になっていたらいいなあと思いますか?

差し支えなければ下記の質問にもお答えください.

性別:①野性 ②女性

年齢:①10代 ①20代 ③>30代 @40代 @50代 @6Oft 070代~

お住まい:江別m
年数:①3if三以内 ②3~9 年

職業:岳会社など勤務 ①自営業

職業地:①江別市内 ②札幌市

/江!J1jf!1以外の方

③1O~四年 ④20~29if三

③主婦 ③学生

③石狩管内 ③その地道内
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⑤>30年以上

①無!被

⑤道外.

⑤その他
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ユタカを何だと，1[1、うかJという質問には，変や小

麦の品種，パンや麹のブランド名だと答えた人も

含めても， 3割程度しか適切な答えをした人がい

なかった.ハルユタカという小麦の品種名が，競

馬騎手の名前に資が似ているため，馬の名前や人

の名前という誤解や銘板米の一つだという回答も

みられた.

f江別小麦」については，有効回答556の中で，

115人 (21%)が応いたことがあると答え， 441人

(79%)が聞いたことないと答えた.宇Li幌市民で

は， 88人 (21%)が附いたことがあり， 340人 (79

%)が|苦J~ 、たことがないと答えている.札幌以外

の道内在住者では14人(18%)が聞いたことがあ

り， 62人 (82%)が聞いたことがないとしている.

すなわち，江別市内以外のどの地域とっても fl渇

いたことがあるjと回答した人数は， 2割程度に

とどまっている.なお，江gJj小麦とは何だと思う

かJという i悶5に対して，回答104中74人が小麦

や江別のブランド、小麦と答え，ラーメン，パン，

うどん，粉，ハルユタカといった類似する問答も

入れると91人となり， 88%がおおむね的確と判断

される回答をしている.91人は全体(有効回答556)

からすれば16%余りにさ当たり，これらからブラン

ド浸透は 2割弱と判断される.

3 )江別市内の調査(第 2毘厨)

平成22年の夏の調査は，江5JJjr!1誌の夏祭り会場

とお:別!訳・野幌駅周辺の通行人，市内最大の商業

施設だったポスプールで， 7J~と 8 月に行った人質

問票は資料2のとおりである.ここでは，地域活

性化の見地から調査した.

回答者は， 10代30人， 20代66人， 30代25人， 40 

代52人， 50代62人， 60代56人， 70代54入で， 7入

が年代を答えなかった.回答者の職業は，会社な

とa勤務85人 (24%)，主婦83人 (24%)，学生81人

(23%)以外に自営業日人 (4%)，無職51人 (14

%)その他23人 (7%)，職業について回答しな

かった人15人 (4%)で，ほどよく分散している

(合計'353人1.全回答者のうちハルユタカを知っ

ていると答えた人は232人 (66%)，出いたことが

ある人は41人(1296)で(合計'7896)，fifJいたこ

とがない人は75人，無回答者が5人いた.江gJj市

内に伎んでいる299人の人うち，ハルユタカを知

っていると答えた人が209人 (70%)，開いたこと
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詔9 ハルユタカの認知度(r!r内)

表1 ハルユタカとは何だと思うか(人数)

全体 (353) 江別市(299)

小麦・小麦粉・麦 189 167 

米 39 31 

その他 24 17 

無回答; 84 

表2 ハルユタカの認知i皮の年代別分布 (345人)

年齢 説査人数 認知HllIJいたことあり 同年代

10ft 30 3十4ココ7 23% 

20代 66 21十13=34 5296 

30ft 25 18+3=21 84% 

40代 52 46+3口 49 94% 

50代 62 51 +3=54 87% 

60代 56 42+9口 51 91% 

70代 54 36十6=42 78% 

があると答えた人は33人 (1196)で，ド11)1]を合わ

せると8196がハルユタカを知っていていた.また

ハルユタカが，小麦の品種であると正確に把怒し

ている人は全体で、189人 (54%)，市内で、167人 (56

<J6) 1 半数以上の人が，小麦だということまで知

っていた.もっとも，小学生のハルユタカの認知

度は，あまりおくない.これはブランド化活動の

対象がハルユタカではなく「江別小麦めんjだか

らだろう. r江別小麦」の認知度は，主fIっている

と答えた人は，全回答者のうち255人 (7296)で

あり，知らないと答えた人は94人 (27%)，無回

答が4人(196)だった.これを，市内夜住者に

|浪るとうおっている233人 (78%)，知らない63人 (21

%)でハルユタカ向様，多くの人が江別小麦とい
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表3 江別小麦の認主111支の年代別分布 (345人)

年齢 調査対象人 知っている(人数) 年代f

30 21 70% 

20代 66 25 38% 

30代 25 21 84% 

40代 52 44 8 リ戸96 

50代 62 52 84% 

601¥: 56 42 75% 

70代| 54 80% 

う言葉を知っていた.なお同じ人が，ハルユタカ

は主Jlっていても江別小麦は知らないと答え，その

逆の場合もあった.

注目すべきは，小学生の江別小麦に!認する認知

度である.ハルユタカについては知らないのに，

iDJIj/j、交の認知度は飛躍的におかった， r!J内では

地元の製粉会社で、ある江別製粉や，製巡業の菊水

が，社会見学のコースを提供している.その教育

の成果ではないだろうか.なお，江別小麦めんの

ブランド化推進活動は，最近始まった.そのため

か20歳代には，あまり知られていない，彼らは，

i工別小麦について学校で学んでおらず，稀少小麦

に関心を持って!!存入するほどのこだわりを持たな

い府ともいえる.また， r1T内に 4つ大学 2つの

短大があり他から移住してきたため，江別小麦に

ついては教育を受けなかった人々も多いのではな

いかと考えられる.一方，他の年代では， (.工別市

内では， 7 ~ 8訓という高い認知11支となっている.

そして江別市民299人のうち168人 (56%)，すな

わち市民の半数が li:訪日小麦のフランド化の推進J
について知っていた.そのうち71人 (44%)の人

が，これが農商工連携の選定例だということも，

知っていた。また、こうした動きについて，感想

を吉:ける自 113阻答間を設けた.すると，約 3制の

人 (111人)が，良いことだと思う，熔しい，地

域活性化に役立っていると思う，素H育らしい，頑

張ってほしい，といった宵定または支持する意見

をi!i:き入れた.またブランドに対する関心の高さ

を調べるために，試みに「あなたが知っている江

別ブラン引をきいたところ、市内299人仁阿部人，

6剣(会体でも214人)もの人が，熱心にブラン

ド名を言己入した。因みに，総数の中で，ブランド

品としてあがった品目を，以下に多い阪に掲げる
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(玉吉宮1¥で、297品目)，これだけの人数の人が，掛け

値なしに答えているという現象は，住民が地域に

関心、を持っていることを示唆するものであるとは

いえないだろうか.なお，回答者の市内居住年数

は， 30年以上が100人 (28%) と最も多く，次い

でlO{j三~19i!ミ以ヒ住んで、いる人93人 (26%)であ

り，比絞的長く住んでいる人が，調査にも前向き

に応じているという点、にも，ヒントがあるように

思える.すなわち，江別はベットタウンとしての

側面もあるが，北海道では比較的， I必史ある地域

として発展したという聞も，地域を考察する!民

表 4 知っている江別のブランドは(自由記入複数可)

ブラ ド名 記入

れんが 104 
れんがもち 40 
やつめうなぎ 38 

IIJJ村技場(牛乳，乳製~(1) 20 

焼き物 18 

ヰミ 9 
麹類 8 
とんでんファーム

えべちえん(江別fb'が生み出したキャラクター) 5 

小支 16 
他 77 

表 5 江別で、おすすめのスポット(自由記入複数可)

ブランド名 記入

森林公|丞1， (里子I[見原始林，開拓の村) 41 
とんでんファーム 14 

野IVJ¥¥連動公民i 13 
ポスプール 12 

IIJ]判 J1-~j~j (牛乳，乳製品) 11 

大学(百台 fJ2学図，北海道情報，札幌学 l~t ， ;1 ヒj.jl) 10 
i易川公|室| 9 

その他公悶 8 
地域としてのill}1院 7 

石狩111，河川敷

四季の道 4 

!日い建造物

美!京大橋 3 

ll~ ，\~bLll 3 

その他 66 
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表 6 江別市内小麦主要品種別生産量(トン，括弧は歩留)

H18 Hl9 日20 H21 狂22 笠23

2，241.2 (81.3) 2，770.1 (76.0) 2，758.3 (78.7) 2，522.7 (6.3) l，765 (0.0) I 1，390.4 (84.9) 

9仏 2(日0)I 839.7 (79.6) 

1，785 (23.7) I 970.3 (79.3) 
1，284.5 (90.3) 1，666，1 (72.2) 1，143.0 (77.8) 972.5(68.5) 

2，245.4 (84.9) 2，644.1 (83.7) 2，727.6 (74.2) 2，667.5 (51.8) 

資料) J A 道央江別営農センター確認、

肴過できないといえよう.こうした点については

別稿にゆずることとする.

4.結論

本稿では， r江別小麦jを事例に，地域ブラン

ド化活動」を検討してきた.これは，農商工連携

の活動としては先進的な例とされたが，実際江l]U

ノト麦は，ブランド化したといえるかは問題として

残った.実証の結果，市内ではその認知度は高か

ったが，市外を対象とした調査では，夕張メロン

のような拡がりで一般に受け入れられるには烹っ

ていないことカqy~ らかになったからである.

ハルユタカは，もともと希少小麦であるため，

そのブランド戦略も域内限定としてきた. しかし

ながら，そうした希少伎のある小麦めんを目当て

に，問地を訪れる人があってこそ，真のブランド

になったといえ，集客によるj也t或j舌↑生fヒも期待で

きるといえよう.閉じた一位界で，ブランドfとが成

功したと発表しでも，それが隣接した商閣にさえ

主1]られていないのでは，ブランドとはいえないだ

ろう.従って，さらなるブランド化活動が行われ

ることが望まれる.

なお，王子成21:4三と22年は天候不服で、，小麦粉と

してのハルユタカは，一般人のそ子に入らなかった

7を参照のこと).もちろん，良質小麦として，

ハルユタカは灰分率が高く，焼くと香りがでるこ

とは，客観的にも実託されている 9すしかし，さ

らなる安定供給と収量確保にむけて，後継の開発

も必姿であろう.一時期後継として，より丈夫な

品稜に改良された(春よ恋Jの登場があった10

しかし現段階では， r江別小麦めんJ(土，依然、と

してハルユタカとホロシリのブレンドが最適だと

されている.そして農業改良普及協会では，江別

のような泥炭な地質には，今のところやはり「ハ

ルユタカ」が合っているという.とはいえ，十!路

地方では，すでに手がけられはじめた f春きらりJ
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があり，江別もようやく実験的に栽培を始めたよ

うである.従って，ブランド名にハルユタカを入

れなくても配合が替えられる「江別小麦めんJと

命名したことは，将来を見据えた，巧みなブラン

ド北の戦略だったといえよう.

表 7から明らかなように，平成22年は， Z長溜ま

り0%までになった.これが農家に危機感を持た

せ，作付けは，王子成20:4ミピークの627haから21年

度は585haに減少し，さらに平成22年度には314ha

まで減少した.ここに農作物や水産物を原料とし

たブランドイとは，天候にまつわるリスクもありき

わめて難しいことが窺える. しかし，その希少性

こそが，ブランドカともなりえよう.

によれば，食品産業クラスターの地域ブラ

ンドについては，すでにパフソレ期に農業サイドか

ら必要性や課題が提示されたが，消費者までをつ

ないだブランド管理には烹らなかったことが指織

されている11 そのj誌では，麦の会から発展して，

江別経済ネットワークに合流して提案された，ブ

ランド化活動は，地域内の消費者まで到達した先

進的例だといえる.斉藤は，地域ブランドを創出

する場合，経済主体がステークホルダーとしての

側面も有することから，コーデイネーターによる

利答調整カミ必要性だと指摘している.施策では，

1ill域における中小企業診断士にそうした役割を期

待しているようである.もっとも， iDJUTnと札!院

で活動するけi小食業診断ごとによれば，俊れた企業

は，ほとんどハンズオンの余地はなく，農商工連

携の申請にあたって，診断ことが後追いするような

状況だという.その一方で，地域のリーダー遠の

性向をわかっているまとめ役が，調整役として介

入することは必要である.こうした場の形成を|容

になって支援したのが， n工別経済ネットワークj

の母体である江l]UTfi経済部だ、ったといえるのでは

なかろうか.

以上より，地域ブランド化では，必ず、しも天然



J也I或フランドfヒ ù~ ，-fU)からみる j出 I攻Jぷ Dll

資源などに代表されるような当該地J攻にのみずがす

るものに頼る必要はなく，創造する力と，それに

むけた努力こそが走攻だということがし、えよう.

そして述践者!I¥Jに，気持ちがlijJ維に伝わ 1)，Iclt!'Ji 

を持って試行鈴誤しながら， [*I'}:!I'に!W.i)組めば，

述携者迭は，目標にむかつて[.tl紡する. :UJ~建夫

(2008)では，地:rbHfiJ立が，卒業の11&1性化， 7川オ

加臼jí官~\Î化のj述となり，地域一の独自性や卒業に !Ij( i)

込むことの必然性を強化するとされている.

江別点王i斉ネットワークでは，フランド化の提言

に参加者が夜ちに反応し、ブランドとは1i1fかち J也

j或に:1mもれているfh原とはMかというより:を踏んに

追究し，全j二l捌1EIこ近い背M交を尖施した(そのiIii

~l~ は， iiT別ブランド辞典」として，ウェブサイ

トにアップロードされているにこうしたフラン

ド化にIVJする検討と，その後におけるフランド化

活動は， きわめて'In弔今に， しかし，多くのIVJ係者与

ををき込みながら進反した.行政は，地域のこう

した1月初JをL千にまとめあげ，JJ)jを必供し続けた.

iUJ Ij~:f ì1Tネ y トワークは，ょう初の I1 (1なを来たした

後の現在も，さらなる pゐJとして，成長してい

る その坊をfil-りて，地元のrlr小企業は， j'j ~j'の

製品政策を光尖させる努力をする.また，そこに

投げかければ述携の怖を拡げられると，他の地域

の述主IVJが，アプローチを行い，すでに地成JI1J

の述+J~ も始まっている . í)~災iìíJのぞi 手~rM;';I'I r/ jや，

北九州の tfí~ ラーメンを llc.んだ j;î'i学 jilitJ0ji.Q WJが，こ

のiT別主f;斉ネットワークに，プレゼンターとして

参加し，立見する機会を何たり，ネ y トワーク!l¥]

での提Ji0や交流を1/1し入れている. iJ:別市の人11

;1設少は，他に光)3jA.げですでに始まっている. Walっ

て li可itt化(土，こうした人I1減少にN，j'JI二めがかか

らない場合も主拐で組織化することで， i'::ii');i1l 

によるf';叶i?をfEい止めることが可能となろう.そ

して ifk~'引]なに， 11 2¥，:が全体として活性{ヒすれば，

人が移入してくることが別待できる

iT別市内の両1tで、r:[Jf;!.fJ0だ、ったのは，M卜ijうも

在住している人が和杭的にアンケート訓資にも参

加する姿勢をみせ，推奨スポットも沢山あげてい

たことである.こうして人11127)人のこの1'ilir/Ji.:J:，

経i斉状況を先読みしながら，地道な努力を続けて

いる.域外への発信力もあるため，九州、!という1'iJ(

;!l.た地域の I~j にもとまった.おそらく，筆者が指
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ji;与するまでもなく， ['iT別小女めん」のフランド

化の近隣および外へのプロモーションを日i'J0とし

た対策は進んでいると忠われる.もっとも，ハル

ユタカとのストーリ -t!=.で、来fi立にτ1:1云しすぎたた
め，このブランド化については，安定的な供給で，

砲やかな成長を見守るという姿勢だという話も，

行政側からlおき匁iったところである.現在， ITIJl也

で取り剥lまれているのは，こうした成功を契機に，

他にもあるよfi々 な 主ilflの販売を1ft!j主しようとい

う活動である.そして池域の生き残りのために，

{也の i也Ji&との ìiliAi!; も f~l宗している.

付記

本fi::jは，北~íリ j立J)þJ 発 \'hJJ会より，王l勺&21 1，\ミ!文句f究

JJJJI&を受けてをわった.同協会に対して， !惑

H!)Jの7与を表したい.

表 7 ir日Ij小変めんの版うとrt:1/;: (!;\~JJ(~J{，jべ)

.i[: Jえ !収完全土 間ii 考

平成16{j'.Ji 104J5rと 初年)主

王!勺J比17ijol立 166H:ft 

、l勺&18{rミj支 2357Jtt 波及効身~28 i.，亡く 1IJ 

平成19{1ol支 283hrt 

'1とh文20{¥oliI 291)jrt 
'1勺&21ij'li 3247Jtt 

、|ぺ1&22{1ミJi 108hrt 天il)H~JIJr[の IJj[ 1''1不}{ I 

三l"I&23{¥oliI 30JJft 天候不IIIHのI)}(*'I不足

ff利)ir別1[j経済部JJ2政訪H;'t1Jt

5主
Cli 1) i 1:別は， '/，小企:)，'~の liJl'ヲ討すによって， よく 11)(

り!二げられるJIHxである 先行 {i!l 'Yt:としては、 I~， j

<1日:iI'，1，'(2oo8)， r叫ん〔 イを (2008). iYi 11刊IJt1J(2ω7)， 

二~!;;ii; J.z (2仰6)などがある

(，jJ 2) このIISJ引は， 11 本の !rqF~i抗争力をつけるため

には，知的llJi>目白が市:安であると 11，ぷ1114されて，政

U~ (¥0 id: -r~~Ujl~Jカfか1コされ， JUlJ&止文江主(こも， こうした

考えが反映された.平成17'1'- jJ白域フランドのIt'B

t;{法における保設のイl:i)ブjについてι経済夜業行

政栄 W~:i主宰示会知的財産政策部会は「地ほの-11、

jfが|おかして， ιF~~~~~II\jで統ーしたフランドをI/J

いて，当該地域とf可らかの w然(10，11と!と的，胤

H10，文化的， tj会i均等)WJ述れをギjする特定の

商品のιULえは役務のJitiJtを1jう取i'JIみjを，地

域フランド化 (iifi子IJJlとう主義づけている.

(口/:3) アメリカ・マーケティング1-th会によると，フ
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ランドとは r1間別の売り手もしくは売り手集団の

財やサーピスを幾百IJさせ，競合他社の財やサービ

スと区別するための名称， j;言葉，記号，シンボル，

デザイン，あるいはそれらを級み合わせたものj

である.すなわち他の燃やサーピスと一線を画す

るという識別性は，ブランドの本質である.そう

した本質から，地域ブランドイとも，少なくともそ

のブランド化の対象となっている財やサーピスが，

他から区別されていることが必要である.さらに

ブランド化活動という場合には，財やサービスを

ブランドイとすることで級値がつけられることであ

る.すなわち選択紋の中から，ブランド名がつい

た!討を選ぶ行為は，それがブランドであるという

認識をもってなされるときに， 71Jめてフランド化

したといえよう.ところがブランド総合研究所の

問中章雄(知財功労経済波業大臣賞受設)は，地

域ブランドは，認知度ではないとしている，その

m:味するところは，広く一般に知られていなくて

もいいという芯f:l1;¥とであろう. しかし夕張メロンで

いえば， 1発の柴山II!Jが，閃じ品種のメロンを栽拝f

して出荷しでも，タ猿メロンとしてj攻究すること

は途法行為である.このように，地域団体R話機設

録は，排他的な管理が可能だ，という点に!iff:i未が

ある.もしブランド管理をしないと，同じ名前を

もった製品やイメージが，別の地方から出荷され

る可能性が出てくる.これを紡ぐ効能が商標設録

にはあり，ブランドの維持管理のよで，重要な役

割を果たす.では，この江7JIJのケースのケースが，

最終的な I~I 際としているものは何なのだろうか.

ここまでは， IIJ仁IJi手放 (2∞8) を参照したうえで

考書写した.

(註4) 経済部の担場者は，今::)1:賢ーの著書?ネット

ワ一ク総品

てf食t耐凶1したという.何者では，イギリスの産業革

命が，市民の情報交換の坊である「サロンJから

発展したと記述されていた.そこで， r江別経済

ネットワークJで，誰もが}百ミ!?きなしで，倒人と

して参加できる場の形成が目指されたのである

その一方で，有益な知;台、を提供できる学識経験者

らに対しでは，一本釣りをして，参加を{だした

こうした rJ))j Jの形成は，野中有1¥次郎が rbaJ
として，知識創造社会におけるZ主要性を強調して

きた理論の実例であるといえよう.

(註 5) ここに地域路線間体主主録のWf牛緩和も，これ

によって地域を活性化させようというねらいがあ

った.もっとも，この場合は，尚標登録を成し遂

げるという明確な図様がある.これはしかし，受

録達成で一段落してしまうという混とし穴にもな

122 

るのである 実際，筆者が江別市の比絞対象とし

て調3ました，兵Jllf県の Srllでは，地域ブランドの

手同二の商様変録、を悶指し，一時期浦工会は，それ

で一丸となって品質向上にむけた盛んな活動を行

ったようである. しかしそれが達成されると一段

落してしまった.そして今，食欲i娠興会はその務

とし穴に気がつき，ブランド牛の売上げ増をiヨ擦

に舵を切りなおした.

Ol16 ) 江別の例に倣って，近隣の淀川で、も「沌)11ハ

)[，ユタカの会Jが形成された.また，美瑛では，

JIXc桧される小麦に限界があるという点に配[者、して，

地元ilIt100%をI滞在百に押し出した「呑麦Jを， ブ

ランドヨミとして売り出している.ここでは小ロッ

トの変も製粉できる江別製粉に，フレンドは任せ

るとした.同社{土，臼本のどの製粉会社よりも先

に， ミニプラントを導入し，そうした先行投資が

ここに，大きな成果をもたらしたといえる.

(註7) 完成時の中家主震の内容は，ハルユタカとホロ

シリ50%ずつが，主主ものど越しが良いとされた.

(註 8) その詳説11は，北海j玄関発協会発行の「開発

こうほう J 平成22年 4 月号pp.44~48を参JR-tされ

たい.

(設 9) 下の表は，新潟県終業総合研究所総合研究セ

ンターの「国内ilE小麦・大52を手IJfFJした10i品質ノf

ンの製逃技術のI!おきjの恭礎データ分析である.

ここでハルユタカは，ホロシ 1)やホクシンに比べ

て水分没にとみ，タンパク質最も多いことが示さ

れ，灰分lこも{愛れている.ハード系のパンに絞適

な強カ系の小変粉ハルユタカは，東京lJ2業大学小

泉武夫教授も，その甘味成分を;f;:i;焚したという.

(註10) 平成15年3月29日付毎日新向夕刊jでは， rr若手

よ恋J~士号で、Wíil~の危機，ハルユタカ復活へJ と

返して，王子成14年に総定管内女満別のホクレンの

採取|認が，ハルユタカの採耳えを打ち切ったが，初

冬;込ーきで安定JI又fifを確保できたことから，江別m
表 8 各品種等の成分構成

(%) 

T強ti力販粉
ノ、 }Lノ ホ ロ ヰ= ク

農61 林号ユタカ ン ン ン

水分 13.89 14.49 13.84 13.23 13.36 

2芝山 15.73 15.01 13.66 12.75 12.35 

灰分 0.42 0.46 0.45 0.43 0.39 

脂II方 0.53 0.74 0.55 0.73 0.62 

i箆委主 2.69 2.86 2.84 2.57 2.10 

乾委主 0.93 0.99 0.92 0.90 0.78 

資料)新潟県農業総合研究所総合研究センター

「閣内産小麦・大立を利用した高品質パン

の製造技術の関発」
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，[&されている.
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