
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 25年度  

中国地域における地域団体商標の活用状況と 

今後の支援方策に関する調査 

報告書 
 

 

要 約 編 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 26年 2月 

 

経済産業省中国経済産業局



 

 

【目 次】 

 

第１章 調査の概要 ......................................................... 1 

１． 調査の目的 ....................................................... 1 

２． 調査の内容 ....................................................... 1 

３． 調査対象団体 ..................................................... 3 

 

第２章 地域団体商標の出願、取得に関する現状把握 ........................... 4 

１． 地域団体商標出願・登録動向の統計 ―中国地域の比較考察― ......... 4 

２． アンケート調査結果の再分析 ....................................... 6  
 

第３章 地域団体商標制度の活用による地域活性化に向けた地方自治体の状況調査 . 9 

１． 中国地域における各県ヒアリング調査の概要 ......................... 9 

２． 各県ヒアリング調査結果 .......................................... 10 

 

第４章 中国地域における地域団体商標取得団体へのヒアリング調査 ............ 12 

１． 地域団体商標取得団体ヒアリング調査の概要 ........................ 12 

２． 地域団体商標取得団体ヒアリング調査結果の検証 .................... 15 

 

第５章 地域団体商標を活用した先進事例のヒアリング調査 .................... 20 

１． 先進事例ヒアリング調査の概要 .................................... 20 

２． 先進事例ヒアリング調査結果 ...................................... 21 

３． 先進事例の重要成功要因 .......................................... 24 

 

第６章 地域団体商標制度活用に向けた提言 .................................. 26 

１． 中国地域における活用効果の阻害要因と先進事例の成功要因の整理 .... 26 

２． 地域団体商標制度活用への提言 .................................... 27 

 



 

 

 



要約編 

 

要約編-1 

 

第１章 調査の概要 
 

１．調査の目的 

平成 18年に地域団体商標制度が導入されて 8年目を迎えた。この間、各地において地域ブランド

の育成と確立に向けたブランド戦略の策定が進められ、平成 26年 1月末時点で全国で 562件、中国

地域では 60件出願されたうち、35件が地域団体商標として登録されている。 

しかしながら、地域団体商標は登録が目的ではなく、有効活用により地域ブランドを育て、地域

経済の活性化を実現していくことが重要である。そのため、制度導入から一定期間を経過した今、

中国地域における地域団体商標の活用状況や得られた成果、抱える課題等を把握するとともに、先

進事例の調査分析により、成功要因や効果的な活用方法を調査し、さらには効果的な支援方策を取

りまとめることとした。 

本調査結果は、特許庁及び中国経済産業局における地域団体商標制度の活用促進や各種支援施策

の企画立案、実施に資するとともに、地域団体商標取得者である各種組合等における戦略的かつ効

果的な地域団体商標の活用戦略の策定・実行にも資するものである。 

 

２．調査の内容 

(1) 地域団体商標の出願、取得に関する現状把握 

・文献調査により地域団体商標の出願、取得に関する現状や傾向を整理する。 

・全国動向との比較により、中国地域各県の地域団体商標の出願、取得状況の特徴を調査・分

析する。 

 

(2) 地域団体商標制度の活用による地域活性化に向けた地方自治体の取材状況調査 

・文献調査及び現地ヒアリング調査により、地域団体商標の活用による地域ブランド化、地域

活性化に向けた取組状況について、中国地域各県の現状と課題を調査・分析する。 

 

(3) 地域団体商標取得者による地域団体商標の活用状況調査 

・文献調査及び現地ヒアリング調査により、中国地域における地域団体商標取得者（29団体 35

件）の地域団体商標の活用に関する現状と課題、支援ニーズ等を調査する。 

 

(4) 先進事例調査 

・文献調査等を通じ、地域団体商標の活用により地域活性化に一定の成果をあげており、中国

地域の地域団体商標取得者や取得予定者にとって参考となる事例を把握する。 

・その上で現地ヒアリング調査を実施し、取組状況、成功要因や地域団体商標の効果的な活用

方法、行政の効果的な支援のあり方について調査・分析する。 

 

(5) 調査報告書のとりまとめ 

・調査報告書には下記項目を盛り込むこととする。 

① 地域団体商標の出願、取得の動向（全国及び中国地域の現状把握、傾向分析） 

② 地域団体商標の活用による地域活性化に向けた地方自治体の取組状況 

③ 地域団体商標取得者による地域団体商標の活用状況 

・各地域団体商標取得者の地域団体商標取得前から現在に至るまでの活動状況、課題、支援ニ

ーズ 

④ 先進事例調査結果 

⑤ 地域団体商標の効果的な活用方法や留意点、今後の支援のあり方等に関する提言 

 

 (6)その他 

  ・調査対象地域は、中国地域とする。 
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３．調査対象団体 
調査対象団体は、以下の中国地域における地域団体商標取得者である（30団体 35商標）。 

NO 地域団体商標名称 団体名称 所在地 

鳥取県   4団体   

1 三朝温泉 三朝温泉旅館協同組合 東伯郡三朝町 

2 東伯和牛 
鳥取中央農業協同組合 

東伯郡琴浦町 

3 東伯牛 東伯郡琴浦町 

4 因州和紙 鳥取県因州和紙協同組合 鳥取市 

5 大山ブロッコリー 鳥取西部農業協同組合 米子市 

島根県   6団体   

1 石州瓦 石州瓦工業組合 江津市 

2 しまね和牛 全国農業協同組合連合会 出雲市 

3 玉造温泉 玉造温泉旅館協同組合 松江市 

4 十六島紫菜 漁業協同組合ＪＦしまね 出雲市 

5 多伎いちじく いずも農業協同組合 出雲市 

6 石見和牛肉 島根おおち農業協同組合 邑智郡邑南町 

岡山県   5団体   

1 岡山白桃 全国農業協同組合連合会 岡山市 

2 千屋牛 阿新農業協同組合 新見市 

3 湯郷温泉 湯郷温泉旅館協同組合 美作市 

4 湯原温泉 湯原町旅館協同組合 真庭市 

5 備前焼 協同組合岡山県備前焼陶友会 備前市 

広島県   10団体（13商標）   

1 福山琴 福山邦楽器製造業協同組合 福山市 

2 広島みかん 広島県果実農業協同組合連合会 竹原市 

3 広島の酒 広島県酒造組合連合会 広島市 

4 広島はっさく 広島県果実農業協同組合連合会 竹原市 

5 府中家具 府中家具工業協同組合 府中市 

6 広島かき 広島県漁業協同組合連合会 広島市 

7 高根みかん 三原農業協同組合 三原市 

8 広島レモン 広島県果実農業協同組合連合会 竹原市 

9 広島針 広島県針工業協同組合 広島市 

10 びんご畳表 広島県藺製品商業協同組合 福山市 

11 三次ピオーネ 広島県果実農業協同組合連合会 竹原市 

12 福山のくわい 福山市農業協同組合 福山市 

13 大長レモン ※ 広島ゆたか農業協同組合 呉市 

山口県   5団体   

1 下関うに ※ 
山口県うに協同組合 

下関市 

2 北浦うに ※ 下関市 

3 長門ゆずきち 

長門大津農業協同組合 

下関農業協同組合 

あぶらんど萩農業協同組合 

長門市 

4 厚保くり 山口美祢農業協同組合 美祢市 

5 下関ふく 下関唐戸魚市場仲卸協同組合 下関市 

6 長門湯本温泉 湯本温泉旅館協同組合 長門市 
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第２章 地域団体商標の出願、取得に関する現状把握 

 
１．地域団体商標出願・登録動向の統計 ―中国地域の比較考察― 

中国地域における地域団体商標の出願、取得に関する現状を把握するため、「平成２４年度 

商標出願動向調査報告書－地域団体商標に係る登録後の活用状況調査－（特許庁）」掲載の全体動向

に関する資料及び取得団体を対象として実施されたアンケート調査結果をもとに、中国地域につい

て再整理した上で、その結果に関する分析を行った。 

 

（１） 出願・登録件数の推移 

① 出願件数 

◯出願件数がもっとも多かった圏域は関東甲信越地域 164件 

◯各圏域１都道府県あたり平均値では、最多は近畿地域 45.5件 

◯中国地域は 11.6件で全国平均 21.4件を下回り、四国地域の 9.5件に次いで低い状況 

 

■圏域別出願件数の 1 都道府県あたり値 

 
 

② 登録件数・登録率 

◯登録件数最多域は近畿地域 126件 

◯各圏域１都道府県あたり平均値では、最多は近畿地域の 21.0件 

◯中国地域は 6.6件で全国平均 10.6件を下回り、四国地域の 5.8件に次いで低い状況 

◯登録率のもっとも高い地域は北陸地域 68.1％ 

◯中国地域は 56.9％で、全国平均値 49.4％を上回り、圏域別で 3番目に高い 



要約編 

 

要約編-4 

 

■圏域別登録件数の 1 都道府県あたり値 

 
 

■圏域別登録率 

 
 

■出願・登録件数・登録率でみた中国地域の特徴 

◯出願件数、登録件数ともに少ない。 

◯登録率では全国平均を超え全国で３番目に高い圏域である。 

◯以上から、中国地域は、申請数は少ないものの、申請された案件が登録される確率は高い傾向に

ある。 

（ただし、登録については申請後、一定の審査期間を有することを考慮する必要がある。） 



要約編 

 

要約編-5 

 

２．アンケート調査結果の再分析 

 

（１）概要 

 本項では、前述のとおり「平成２４年度 商標出願動向調査報告書－地域団体商標に係る登録後

の活用状況調査－（特許庁）」掲載の取得団体へのアンケート調査結果を活用し、中国地域における

地域団体商標の活用状況、成果及び課題等を把握することを目的に再分析を行った。 

 

（２）中国地域における回収率 

発送数 回収数 回収率 

35件 27件 77.1％ 
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（３）再分析結果のポイント 

 「平成２４年度 商標出願動向調査報告書－地域団体商標に係る登録後の活用状況調査－（特許

庁）」掲載の取得団体へのアンケート調査結果について、中国地域の傾向を再分析した結果、特に以

下の項目についての特徴が明らかになった。 

 

① 商標権取得後に積極的に「地域団体商標」や「登録番号」を記載する団体が多い 

中国地域における出願理由として最も多かった回答が「商品・サービスの知名度を上げる」

であることを反映し、知名度向上に活用策として実施された結果と推測できる。 

 

② 出願の理由（商標権取得によって期待する効果）が取得後に効果として現れていない 

全国的な傾向では、出願の理由と取得後の効果がほぼ対応している傾向が現れているのに対

し、中国地域では出願理由に対して取得後の効果への実感が薄い傾向が明らかになった。 

 

 
 

③ 地域ブランド価値の高まりを実感している割合は全国を大きく下回るが、生鮮食品では高い数

値となった。 

地域ブランド価値の高まりについて取得後も「大きな変化はない」との回答が全体値を大き

く上回っていることが注目される。ただし、類型別でみると生鮮食品の 7割超が「そう思う（ブ

ランド価値が高まった）」と回答しており、効果の実感できている分野とそうでない分野の違

いが鮮明になった。 

 

④ 管理規定の策定状況は全国水準を大きく下回り、策定済みは約 2割にとどまる。 

中国地域では、「策定済み」が全国を 40.7ポイントも下回っており、取得後も管理規定がほ

とんど整備されていない状況にあることが明らかになった。 
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■商標権を取得した中国地域の団体の傾向 

「商品・サービスの知名度向上」「模倣品対策」「団体構成員（組合員）のモチベーション向上」

をめざして商標を取得し、登録後は他圏域に比べて積極的に「地域団体商標」や「登録番号」を記

載してきたが、期待ほどには効果を感じることのできない状況にある。 

一方、管理規定については、取得後もほとんど策定されておらず、他圏域に対して大きく出遅れ

ている。 

これらの結果、地域ブランド価値については、取得前とほとんど変わらないと感じている団体が

多い。ただし、生鮮食品において取得した団体の 7 割は、取得により地域ブランド価値が高まった

と考えており、類型により大きな違いが生じており、類型の現況を踏まえた対策の必要性が高まっ

ていることが明らかになった。 
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第３章 地域団体商標制度の活用による地域活性化に向けた 

地方自治体の状況調査 
 
１．中国地域における各県ヒアリング調査の概要 

 

（１）調査のねらい 

地方自治体（県・関係機関）の地域団体商標制度取得及び活用に関する支援策の実施状況及び内

容等について把握し、成果に応じた成功要因または阻害要因について把握することを目的として実

施した。 

 
（２）調査対象及び調査方法 

 対象は中国地域５県（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）の各県産業部局を対象として

実施した。なお、調査にあたっては、当該産業部局において、地域ブランドに関する業務を所管す

る担当課を窓口として協力を仰ぎ、県独自の認定制度等を所管する関係課に照会を依頼、その上で、

訪問により聞取り形式で調査を実施した。 

 
① 調査項目 

 聞き取り調査の主な項目は以下のとおり。 

 

① 地域団体商標制度活用や地域産品ブランド化にかかる基本方針 

② 地域団体商標制度活用や地域産品ブランド化にかかる主な施策 

③ 地域団体商標取得と成果達成状況からみた産業振興上の課題 

④ 地域団体商標制度活用と県認定制度の連携・補完・分担 

⑤ 申請団体及び取得団体と行政（県・自治体）等の連携状況 

⑥ 申請団体及び取得団体と研究機関（大学・公的研究機関）等の連携状況 

⑦ 販路開拓支援など関連施策との連携状況 

⑧ 今後の施策展開方向 

⑨ そのほか 
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２．各県ヒアリング調査結果のポイント 

 

各県所管部局への訪問形式による聞き取り調査結果から、以下のような特徴が明らかになった。 

 

（１）地域団体商標制度の産業政策における位置づけ 

◯地域ブランドの確立を目的とする取り組みとして「地域団体商標制度の活用」が、県独自の認

定制度の活用とともに明記されている県が複数ある。 

 

 ２）地域産品ブランド化全般に対する基本的な考え方  

  

【ねらい】 

◯地域産業の競争優位性の創出 

◯地域イメージの向上 

◯地域独自の産品の高付加価値化 ブランド化 

 

【取り組みの基本方向】 

◯研究開発支援 

◯知的流通の調整及び機能の充実 

◯産学官連携支援 

◯地域固有の資源を活用した新たなブランドの創出 

◯ブランド育成に向けた事業者の技術開発、販路開拓支援 

◯地域団体商標取得品等については、地域ブランドの知名度向上や販路拡大を支援 

 

【地域団体商標制度活用や地域産品ブランド化にかかる主な施策】 

◯中小企業地域産業資源活用促進法に基づく地域産業資源の指定 

◯地域産業資源を活用した地域産品開発 

◯地域産品の商品力向上支援 

◯販路開拓支援 、域外への情報発信 

◯WEB活用によるネットショップサイト運用ほか販売促進 

◯県産品の独自認定制度への認定・登録 

◯農商工連携支援 

◯知的財産活用手法の普及啓発・人材育成 
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■中国地域の各県の地域ブランド化への取り組みと地域団体商標への認識 

 

地域ブランド化への取り組みは各県ともに重要政策として位置づけられており、知財活用、産

学官連携などをはじめ各種の支援策が用意されている。 

 

取り組みの中心は県ブランド品認定制度であり、その取得活用を軸として「ブランド育成～マ

ーケティング、プロモーション支援、販路拡大支援」等に注力されている。 

 

一方、地域団体商標制度については、権利保護機能による模倣品対策効果は認識されているも

のの、県ブランド品認定制度とは制度の目的が異なると考えられており、連携は難しいとの意見

が多数を占めた。 

 

また、地域団体商標制度が何に対する評価なのかが消費者にわかりにくく、販売促進には結び

つきにくいとの指摘も複数あり、総じて地域団体商標制度との連携意欲は低い結果となった。 

 

取得団体ヒアリングにおいても、自治体との連携を行っているケースの多くが県ブランド認定

品として実施しており、地域団体商標取得との関連は希薄であることがうかがえる。 
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第４章 中国地域における地域団体商標取得団体へのヒアリング調査   

 

１． 地域団体商標取得団体ヒアリング調査の概要 
 

（１）調査のねらい 

中国地域における地域団体商標の出願、取得に関する現状把握結果を踏まえ、中国地域における

地域団体商標取得団体を対象とし、地域団体商標取得に至った経緯、取得後の活用状況、今後の活

用等に関する意向について把握し、課題を抽出することを目的として実施した。 

 
（２）調査対象及び調査方法 

調査対象は、中国地域５県（鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県）の地域団体商標制度取

得団体を対象として協力を依頼し、３３団体３５商標のうち３１団体３２商標について回答を得た。

なお、調査方法は訪問による聞取り方式で実施した。 
 

□調査を実施した団体・商標（２７団体３２商標／３３団体３５商標） 

NO 地域団体商標名称 団体名称 所在地 

鳥取県   4団体（5商標）   

1 三朝温泉 三朝温泉旅館協同組合 東伯郡三朝町 

2 東伯和牛 
鳥取中央農業協同組合 

東伯郡琴浦町 

3 東伯牛 東伯郡琴浦町 

4 因州和紙 鳥取県因州和紙協同組合 鳥取市 

5 大山ブロッコリー 鳥取西部農業協同組合 米子市 

島根県   6団体（6商標）   

1 石州瓦 石州瓦工業組合 江津市 

2 しまね和牛 全国農業協同組合連合会 出雲市 

3 玉造温泉 玉造温泉旅館協同組合 松江市 

4 十六島紫菜 漁業協同組合ＪＦしまね 出雲市 

5 多伎いちじく いずも農業協同組合 出雲市 

6 石見和牛肉 島根おおち農業協同組合 邑智郡邑南町 

岡山県   5団体（5商標）   

1 岡山白桃 全国農業協同組合連合会 岡山市 

2 千屋牛 阿新農業協同組合 新見市 

3 湯郷温泉 湯郷温泉旅館協同組合 美作市 

4 湯原温泉 湯原町旅館協同組合 真庭市 

5 備前焼 協同組合岡山県備前焼陶友会 備前市 

広島県   10団体（12商標）   

1 福山琴 福山邦楽器製造業協同組合 福山市 

2 広島みかん 広島県果実農業協同組合連合会 竹原市 

3 広島の酒 広島県酒造組合連合会 広島市 

4 広島はっさく 広島県果実農業協同組合連合会 竹原市 

5 府中家具 府中家具工業協同組合 府中市 

6 広島かき 広島県漁業協同組合連合会 広島市 

7 高根みかん 三原農業協同組合 三原市 

8 広島レモン 広島県果実農業協同組合連合会 竹原市 

9 広島針 広島県針工業協同組合 広島市 
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NO 地域団体商標名称 団体名称 所在地 

10 びんご畳表 広島県藺製品商業協同組合 福山市 

11 三次ピオーネ 広島県果実農業協同組合連合会 竹原市 

12 福山のくわい 福山市農業協同組合 福山市 

山口県   6団体（4商標）   

1 長門ゆずきち 

長門大津農業協同組合 

下関農業協同組合 

あぶらんど萩農業協同組合 

長門市 

2 厚保くり 山口美祢農業協同組合 美祢市 

3 下関ふく 下関唐戸魚市場仲卸協同組合 下関市 

4 長門湯本温泉 湯本温泉旅館協同組合 長門市 
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（３）主な調査項目 

 本調査の実施にあたっては、現状把握の際に行った平成 24年度特許庁調査のアンケート再分析結

果を踏まえ、より個別具体的な状況の把握を行うことで一体的な考察を行うこととし、同様の調査

項目を大項目として設定した。 

その上で、同再分析結果から抽出された重要課題要因について深耕を図るため、調査スキームに

詳細な視点に基づく具体的な小項目を設けて実施した。 

 

聞き取り調査の主な項目は以下のとおり。 

 

□主な調査項目 

大項目 小項目 

①商品・サービスの売上または取引価格の上昇 

 

【地域産業振興】 

【販売効果】 

②模倣品対策 【権利取得の防衛的効果】 

③品質の維持・向上 【品質基準・管理体制】 

【大学等研究機関との連携】 

【デザインの工夫】 

④地域ブランド化 

（サービスの宣伝とイメージ向上など） 

【地域イメージの確立】 

【地域団体商標活用の基本方針・活用戦略】 

【自治体と連携した活用】 

【地域団体商標取得の PR効果】 

⑤組合員のモチベーション向上 【業務改善・人材育成効果】 

【取得費用、申請書類・エビデンス作成等の負担】 

【各事業者にとっての取得メリット】 
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２．地域団体商標取得団体ヒアリング調査結果の検証 

 

地域団体商標取得団体へのヒアリング調査結果に基づき、取得前の期待－取得後の効果の程度を

団体の実感の傾向により検証した。（次ページ以降に掲載） 

検証にあたっては、対象団体の「効果達成に関する実感の程度」を基準とし、その上で、以下の

ように整理を行った。 

 

□効果達成の程度に関する評価基準 

評価 A  おおむね半数以上の団体において効果が実感できている 

評価 B  効果を実感できている団体とそうでない団体が２分されている 

評価 C  ほとんどの団体において効果が実感できていない 

評価 D  類型によって効果の実感が著しく異なる 

 

（１） 項目順 

 

① 商品・サービスの売上または取引価格の上昇 

  取得前の期待 取得後の状況 
効果実感

の程度 

地域産業振興 
地域産業活性化を期待 

 

回答なし 

 
C 

販売効果 販路拡大、単価上昇を期待 
消費者や取引先からの信頼向

上 
B 

 

② 模倣品対策 

  取得前の期待 取得後の状況 
効果実感

の程度 

権利取得の防衛的効果 
権利保護・濫用防止 

 

未然防止効果あり 

 
A 

 

③ 品質の維持・向上  

  取得前の期待 取得後の状況 
 効果実

感の程度 

品質基準・管理体制 
品質基準の統一化・徹底 

 

新基準作成、既存基準の活用、

証明の表示 
D 

大学等研究機関との 

連携 

回答なし 

 

栽培研究、機能性研究、商品開

発、デザイン、広報、品質管理

活動 

B 

デザインの工夫 
回答なし 

 

デザイナー等クリエイターと

の連携ニーズには濃淡あり 
B 
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④ 地域ブランド化（商品・サービスの宣伝とイメージ向上など） 

  取得前の期待 取得後の状況 
 効果実

感の程度 

地域イメージの確立 

ブランド化、認知度向上への期

待 

 

一定の知名度向上効果はあっ

たが、販売効果創出のための活

用方法がわからない 

C 

地域団体商標活用の 

基本方針・活用戦略 

ブランド力向上、創出への期待 

 

販売効果創出につながる活用

法がわからず、戦略が立てられ

ない 

D 

自治体と連携した活用 
助成事業の活用 

 

助成事業、イベント連携、PR

活動の連携、外部専門家招致 
B 

地域団体商標取得の

PR効果 

競合地域との差別化、首都圏消

費者・販売先への訴求 

パンフレット等作成し PR、ま

たは作成のみで PR はしていな

い 

D 

 

⑤ 組合員のモチベーション向上 

  取得前の期待 取得後の状況 
 効果実

感の程度 

業務改善・人材育成効

果 

会員企業等の職員モチベーシ

ョンの向上に期待 

 

 

モチベーション向上に成果を

達成しているケースもあるが、

優先順位が低く対応不足のケ

ースもあった 

C 

取得費用、申請書類・

エビデンス作成等の負

担 

回答なし 

 

 

 

 

 

「特に困ったこと・負担はなか

った」という団体と「困った」

との回答に分類。後者は「名称

に関する資料不足で困った」が

多かった 

B 
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（２）評価順 

 

■評価 A 

  取得前の期待 取得後の状況 
効果実感

の程度 

②模倣品対策 

権利取得の防衛的効果 権利保護・濫用防止 未然防止効果あり A 

 

■評価 B 

  取得前の期待 取得後の状況 
効果実感

の程度 

①商品・サービスの売上または取引価格の上昇 

販売効果 販路拡大、単価上昇を期待 消費者や取引先からの信頼向上 B 

③品質の維持・向上  

大学等研究機関との 

連携 
回答なし 

栽培研究、機能性研究 商品開発 

デザイン、広報、品質管理活動 
B 

デザインの工夫 回答なし 
デザイナー等クリエイターとの

連携ニーズには濃淡あり 
B 

④地域ブランド化（商品・サービスの宣伝とイメージ向上など） 

自治体と連携した活用 助成事業の活用 
助成事業、イベント連携、PR 活

動の連携、外部専門家招致 
B 

⑤組合員のモチベーション向上 

取得費用、申請書類・

エビデンス作成等の 

負担 

回答なし 

「特に困ったこと・負担はなかっ

た」という団体と「困った」との

回答に分類。後者は「名称に関す

る資料不足で困った」が多かった 

B 

 

■評価 C 

  取得前の期待 取得後の状況 
 効果実感

の程度 

①商品・サービスの売上または取引価格の上昇 

地域産業振興 地域産業活性化を期待 回答なし C 

④地域ブランド化（商品・サービスの宣伝とイメージ向上など） 

地域イメージの確立 
ブランド化、認知度向上への

期待 

一定の知名度向上効果はあった

が、販売効果創出のための活用方

法がわからない 

C 

⑤組合員のモチベーション向上 

業務改善・人材育成効

果 

会員企業等の職員モチベーシ

ョンの向上に期待 

モチベーション向上に成果を達

成しているケースもあるが、優先

順位が低く対応不足のケースも 

C 
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評価 D 

  取得前の期待 取得後の状況 
 効果実感

の程度 

③品質の維持・向上  

品質基準・管理体制 品質基準の統一化・徹底 
新基準作成、既存基準の活用、証

明の表示 
D 

④地域ブランド化（商品・サービスの宣伝とイメージ向上など） 

地域団体商標活用の基

本方針・活用戦略 

ブランド力向上、創出への期

待 

販売効果創出につながる活用法

がわからず、戦略が立てられない 
D 

地域団体商標取得の

PR効果 

競合地域との差別化、首都圏

消費者・販売先への訴求 

パンフレット等作成し PR。また

は作成のみで PRはしていない 
D 
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（３）全体の傾向 

 

① 評価 A（おおむね半数以上の団体において効果が実感できている項目） 

ほぼすべての団体が効果を実感している項目は商標取得による「模倣品対策」であった。制度

本来の権利保護機能については達成されているといえる。 

 

② 評価 B（効果を実感できている団体とそうでない団体が２分されている） 

効果についての評価がほぼ２分されたのは、「商品・サービスの売上または取引価格の上昇（販

売効果）」、「品質の維持・向上（大学等研究機関との連携、デザインの工夫）」、「地域ブランド化

（自治体と連携した活用）」「組合員のモチベーション向上（取得費用、申請書類・エビデンス作

成等の負担）」の４項目であった。 

 

③ 評価 C（ほとんどの団体において効果が実感できていない） 

ほとんどの団体で効果が実感できていない項目は、「商品・サービスの売上または取引価格の

上昇（地域産業振興）」、「地域ブランド化（地域イメージの確立）」、「組合員のモチベーショ

ン向上（業務改善・人材育成効果）」であった。 

同じ大項目でも取得団体における効果と異なり、地域全体への波及性に関係する項目が評価 C

となっており、団体での販売効果を実感している場合でも、効果は限定的な段階にあることが推

察される。また多くの団体が人材育成の必要性を感じているものの、販売効果創出に注力する傾

向が強く、力点を置くことができていないと回答していることを反映した結果といえる。 

 

④ 評価 D（類型によって効果の実感が著しく異なる） 

「品質の維持・向上（品質基準・管理体制）」「地域ブランド化（地域団体商標活用の基本方針・

活用戦略、地域団体商標取得の PR効果）については、類型により回答が異なる結果となった。 

該当項目におけるポイントは以下のとおりある。 

 

「品質の維持・向上（品質基準・管理体制）」 

■品質基準を設けている団体の多くが生鮮食品分野であった。 

■伝統工芸品では、海外展開を図っている団体が基準をもうけている。 

【品質感基準の導入契機】 

・導入契機は、生鮮食品分野、伝統工芸品ともに、消費者ニーズや取引先の要請によるもので 

あり、必ずしも商標取得が契機になったとはいえない。 

【導入効果】 

・品質基準等を導入した結果、取引先等からの信頼性向上、生産者の品質管理への意識醸成 

といった効果について実感されている。また、基準を活かした運用管理を適正に行えるよう 

体制を整えたケースでは、クレーム対応の迅速化も効果と感じている。 

「地域ブランド化（地域団体商標活用の基本方針・活用戦略） 

■活用の方針を設定し、戦略的に活動を行った団体ほど効果を実感しており、その多くが生鮮 

食品分野であった。 

■伝統工芸品では、海外展開を図っている団体が目的を明確にした活動を行い、一定の効果を 

感じている。 

「地域ブランド化（地域団体商標取得の PR効果） 

■PR効果があったと回答したのは、生鮮食品の一部の団体であった。 

■当該団体では、商品認知度向上に向けた組織を設立。活動を通じて認知度向上が図られたと 

している。 
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第５章 地域団体商標を活用した先進事例のヒアリング調査  

 

１．先進事例ヒアリング調査の概要 

 

（１）調査のねらい 

 

地域団体商標の活用により地域活性化に一定の成果をあげており、中国地域の地域団体商標取得

者や取得予定者にとって参考となる事例を把握した上で、当該事例団体へのヒアリング調査を実施

し、取組状況、成功要因や地域団体商標の効果的な活用方法、行政の効果的な支援のあり方を調査・

分析し、中国地域の課題解決に資する方向の検討資料とする。 

 

（２）調査対象団体の選定 

 先進事例調査先の選定にあたっては、中国地域の取得団体における課題解決に資する事例を有す

る団体であることを前提とした。 

 

 

■中国地域の現状 

・登録件数 33件の約 4割を「生鮮食品」が占めている。 

・ヒアリング調査から明らかになった「生鮮食品」の課題は下記のとおりである。 

１．少量生産なので販路拡大、6次産業化が困難 十六島紫菜、石見和牛等 

２．収穫作業に手間（時間、人）が掛かる 厚保くり等 

３．販売の主体は卸なので、POPやシールを配るのが限界 しまね和牛等 

 

■中国地域の課題解決に資する先進事例の成功要因 

地域団体商標を取得した商品において、地域ブランド化に成功している事例の取り組みをみてみ

ると、その多くは「徹底した品質管理」に取り組んでいるという共通点がである。こうした取り組

みが取引先、消費者の信頼へと繋がり、最高級品としての評価・高い人気を維持している。 

中国地域においても、生鮮食品をはじめ効果を実感している団体の多くが、品質管理基準を導入

し運用体制を整備している傾向が明らかになった。 

以上を踏まえ、具体的な選定基準を以下のとおり設定した。 

 

１） 品質基準の導入及び運用に取り組んでいる団体であること 

２） 販売効果や地域ブランド育成に一定の成果を達成していること 

３） 地域団体商標制度と地方自治体認定制度を組み合わせて活用していること 

４） 組織の活性化に積極的に取り組んでいること 

 

（３）選定団体 

 以上の基準をもとに先進事例先として下記団体を選定し、訪問形式で調査を実施した。 

 

  地域団体商標名 「京の伝統野菜」 

取得団体 全農京都 ／ 運用団体 公益 社団法人 京のふるさと産品協会 

取得年 ２００７年 
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２．先進事例ヒアリング調査結果 

京都府内産の農林水産物のうち、京都らしいイメージを持つ品質の優れたものを「京のブランド

産品」として認証。京の伝統野菜を先導品目と位置づけて「おいしさと信頼」を表すブランドシー

ルを貼り、販路拡大や料理店との連携等による販売促進と食文化の継承・発展をめざしている。 

 特に注目される取り組みは、ブランドマネジメントの巧みさである。同団体は、目的に応じて複

数の制度や仕組みを組み合わせて戦略的に展開を図っている。 

 

 

（１）申請に至った経緯 

京都府では、農業研究所において、昭和 49年頃から京都の伝統野菜の原種保存の取り組みを開始

した。 

その後、昭和 62年、京都の料理店や流通関係者において京野菜への期待や関心が高まったことを

受け、園芸・特産物の育成、京都の有利性に着目した流通システムの確立、食料消費が飽和する中

での新たな消費ニーズの開拓、京の食文化の継承・発展等を図ることを目的に、京の伝統野菜や黒

大豆、小豆等のブランド化を進めることとし、「京の伝統野菜」18品目 38種を認証し、あわせて

地域ブランド推進事業等が開始された。このように、京都府及びその関係機関が、京都の伝統野菜

をブランド化を図ることにより、全国的に知名度は上がったが、市場等で類似品が出回る結果を招

いた。 
 

（２）申請のための活動経過 

1988年には、京の伝統野菜を先導品目として、京都らしいイメージを持つ品質の優れた

ものを「京の伝統野菜」の基準に基づ認証した。 

「京の伝統野菜」の基準を決定。（現存するもの36品目、絶滅したもの2品目。） 

■京都に導入されたのが明治以前 

■京都府内全域が対象 

■たけのこを含み、キノコ・シダは除く 

■絶滅した品目も含む 

その後、模倣品、類似品が大量に市場に出回り、権利保護を主たる目的として2007年に

地域団体商標を取得した（「京の伝統野菜」、出願人は全国農業協同組合連合会京都府本

部、京都市農業協同組合）（「京たんご梨」出願人は全国農業協同組合連合会京都府本部）。 

地域団体商標登録にあたっては、京野菜のうち18種類の取得をめざしたが、他県でも使

用されている名称については、一般名称と判断され、名称を変更する等、工夫したケース

もあった。 

 

（３）当初の取得目的 

・市場での模倣品対策 

・他県農産物との品質の違いを明確にするため 

 

（４）当初活用によって得られると期待した事項 

・類似品との区別 

・高品質を PR 

・京都産の産物の需要拡大 
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（５）取得後を想定して行った活動 

販売先（卸・市場、消費者)への PRとして、出荷箱の統一、製品イメージの統一に関する活動を

行った。これに先駆けて平成 8年から「京野菜宣伝販売強化事業」をスタートさせていたため、「京

マーク」はすでに商標登録され、ブランドとして統一化を進めていた。 

 

（６）取得コスト 

全農と JAがコストを負担した。従来よりブランド力向上を共通目的として関係者の協力体制が築

かれていた。 

 

（７）標準化対策など申請にあたって克服した課題 

京野菜は、既に一般名称となっていると特許庁から指摘を受け、登録に至らなかった野菜が相当

数あった。このため一部は地域名に名称を変える等の対策を行った。一方、平成 2年から府のブラ

ンド対策事業、ブランド品の認証制度を開始していたことから、ブランド化に向けた推進体制は整

っていた。 

 

（８）整備した品質管理基準等の標準化のための規約内容 

平成 16年に、京都農村水産部が京都こだわり栽培指針を定めた。土づくりから肥料、化学農薬低

減等の規約が定められ「京の伝統野菜」の基準が設けてあった。 

 

（９）取得後の運用体制・運用コスト対策 

基準の運用体制は既に整備されており、生産者コードを用いて、栽培の履歴等を把握する仕組み

が運用されている。 

 

（１０）活用のための取り組み状況 

地域団体商標が主体ではなく、京都府のブランド推進事業が基本となっている。具体的には「京

のブランド産品三ツ折りハンドブック」「ほんまもん京野菜取扱店掲載冊子・チラシ」、「京野菜検定

ガイドブック」などを実施している。 

 

（１１）活用により得られた成果 

もっとも効果を実感したのは類似品対策であった。万願寺甘とうを生産する地域で地域ブランド

としての誇りが高まり、生産に対するモチベーションがあがった。 

「ほんまもん京野菜取扱店」「旬の京野菜提供店」ともに増加。これにより、京のブランド産品の

販売・利用とともに、情報提供、京野菜のＰＲなどが効果的に行われるようになった。  

 

（１２）成果達成に至らない事項の阻害要因 

京の伝統野菜のブランド化が促進されることにより、他地域での伝統野菜の栽培がしにくい状況

が生まれた。 

 

（１３）活用に必要な産業人材の確保・育成対策 

売上は平成 14～15年をピークに近年は減少傾向にある。現在は、生産品種を増やして横ばいには

なっているが、個々の売上では減っている。また、売上のほとんどが水菜の売上であり、京都の野

菜の売上げは、水菜に頼っている状況である。 

安定的でない農業分野の後継者対策は難しいが、地域での農業人材育成活動は活発である。 

 

（１４）自治体との連携状況と支援への要望 

人材育成に関しては、京都府特産物育成協議会と連携を図っている。販売促進については、京都

府をはじめ関係機関との連携体制ができている。 
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（１５）大学等研究機関との連携状況 

伝統野菜の機能性強化の研究について京都府立大学と京都府に協力を得て進めている。 
 

（１６）今後の活用戦略と課題 

これまでの水菜のシェアのみでなく、多品種で安定経営を図ること (新たに伝統野菜を増やす努

力) 。消費者に向けては、地域団体商標登録に入っていることを知らない生産者もいる、また、消

費者にはあまり知られていない。 
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３．先進事例の重要成功要因 

 

（１）品質管理を基盤としていること 

先進事例では、「京」「伝統」という地理的表示に商品の文化性を組み合わせ、その実態を担

保する品質基準を設け、適正に管理することで、市場や消費者にとっての価値を生み出してい

る。 

 

（２）生産者に「何が商品価値」になるか明確に伝わっていること 

   品質基準の徹底はブランド価値を創出する基盤となる仕組みであるが、それは生産者一人ひ

とりの意識醸成により、遵守・検証する運用体制があってはじめて信頼を生むものである。し

かし、価値向上が販売価格や取引件数の維持／拡大につながると生産者に実感されなくては、

負担感だけが積み上がってしまい、やがては基準そのものが形骸化してしまう。本事例におい

ては、マーケティングのための仕組みとして、「ほんまもん京野菜取扱店」認定制度、「旬の京

野菜提供店」認証制度を組み合わせていることで、生産者に基準遵守がどのように販売先や消

費者に評価されるのか、その仕組があらかじめ可視化されている。これにより、生産者にとっ

て基準遵守の意識が醸成されている。 

 

（３）品質管理・マーケティング・権利保護の各要素が三位一体となって展開されていること  

【ブランドマネジメント】 

   この次項が本事例においてもっとも重要な成功要因と考えられる。京の伝統野菜のブランデ

ィングは「品質管理の仕組み＝京の伝統野菜認証」と「権利保護の仕組み＝地域団体商標」を

基本として、組み立てられている。しかし、取得すれば一定の効果が得られる「地域団体商標」

の権利保護機能と異なり、京の伝統野菜認証の販売促進効果は認証制度の販売先、消費者理解

の深耕、プロモーションなどの仕組みが組み合わされてはじめて成果を生むためのツールが整

うものである。京の伝統野菜ではこうしたブランドマネジメントが全体像をもって進められて

いることで、各機能が相乗的な作用を創出しているといえる。 

   また、このブランドマネジメントは、地域団体商標取得団体である全農だけでなく、公益社

団法人京のふるさと産品協会が中心となって運用しており、商標管理とブランディングが

それぞれの目的に応じて、必要な情報と人材を有する組織によって推進されている点も重

要な意味を持っている。 

 

【制度利用】 

① 地域団体商標 

主目的 模倣品対策、権利保護、他産地類似品との差別化 

② 京の伝統野菜認証 

主目的 品質管理、販売先や消費者への訴求性の向上 

 

【商標や認定を活かした販売促進の仕組み】 

① 「ほんまもん京野菜取扱店」認定制度 

消費者が本物の京野菜を購入できる店舗を認証。京野菜ブランドの販売拠点とし、食べ方の情

報提供や京野菜フェアの開催等を行っている。認定店は、首都圏１８店舗、関西圏２０店舗に拡

大している。 

② 「旬の京野菜提供店」認証制度 

京野菜の消費拡大と定着、食文化のＰＲ推進。１９９７年、府内産の京野菜等を食材に使用し

て自店で調理、提供できる府内の店を「旬の京野菜提供店」に認定する取組を開始。認定店は、

旬の京野菜提供店の看板を掲示し、府民や観光客を対象に京野菜の食文化をＰＲしている。 
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■品質基準に裏付けられた販売促進活動が進み、消費拡大を達成することで、類似品、模倣品が増

加するリスクが高まる。これを権利保護の仕組みである地域団体商標取得による抑止力が機能し、

市場を守るという効果が発揮されている。 
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第６章 地域団体商標活用に向けた提言  

 

１．中国地域における活用効果の阻害要因と先進事例の成功要因の整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

    

      

      

 

 

 

 

 

 

 

先進事例の成功要因 

（ 先進事例調査）  

（１）ブランド戦略があって必要な認証等を
取得している。（目的志向の徹底） 

（２）品質管理を基盤としていること。 
（３）生産者に「何が商品価値」になるか明

確に伝わっていること。 
（４）品質管理・マーケティング・権利保護

の各要素が三位一体となって展開され
ていること。 

（５）組織連携によるコンソーシアム型でブ
ランドマネジメントが展開されてい
る。 

 

中国地域における活用効果の阻害要因 

（ アンケート 再分析 団体ヒアリ ング）  

（１）活用目的が絞り込めていない。 
（２）管理基準や品質管理基準を設けていない 

団体の割合が多い。 
（３）４類型により地域ブランド化の取組状況に 

違いが生じている。 
（４）ブランドマネジメントが行われておら 

ず、活用法がわからない団体が多い。 
（５）品質管理、販売促進、内部管理など、目

的に応じた情報や人材を投入できる最適
な機能を組織化または連携する体制が
構築されていない。 

地域団体商標取得の 

直接的メリット 

地域団体商標取得の 

間接的メリット 

登録商標の機能として得られる。 

 

(1)品質保証機能（ブランド力維持）  

(2)出所表示機能（ブランド力維持，販路拡大）  

(3)宣伝広告機能（販路拡大） 

 

⇒地域ブランドを適切に保護  

⇒地域ブランドの価値向上 

取得に向けた取組みを通じて得られる。 

 

(1)地域活性化の理念・目的の共有化  

(2)関係者及び地域住民の意識の変化  

(3)体制の整備  

(4)マニュアルの整備  

 

地域団体商標取得の課題 

（１）地域団体商標の取得に時間、費用を要する。  

    ・商標の使用及び周知性の証明  

    ・他の団体との関係の調整 同意書の提出 

（２）地域団体商標取得のメリットが実感できない   

    ・売上増につながらない ＊地域団体商標の取得目的＝活用戦略の明確化 

    ・食・工業製品・温泉について同一の制度で消費者にわかりにくい 

（３）地域団体商標の登録要件から来る課題  

    ・周知性が必要： これから立ち上げる地域ブランド（商品）には、利用できない  

    ・法律の認める組合でなければ、権利者になれない 

（４）地域団体商標制度の理解が進んでいないケースが多い 

    ・販売先や消費者が地域団体商標制度を理解できていない 

県との連携可能性 各県ブランド認定制度との連携を行うには、それぞれの強みの理解深耕、
共有を踏まえ、連携による成功モデルを創出する必要がある。 
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２．地域団体商標活用への提言 
 

（１） 提言にあたって 

  本調査により、中国地域における活用の状況は全体のなかでは低調であり、その阻害要因は、

ブランドマネジメント考え方にたった活用目的の不明瞭さ、ブランドマネジメント体制、専門人

材の人的配置の脆弱性、品質管理等管理規定の整備の遅れなどが明らかになった。 

  また、本調査においては、制度そのものへの改善要望や指摘が少なからずなされたところであ

る。 

以上を踏まえ、本調査においては、現在の地域団体商標調査のなかで改善すべき項目に対応し

た支援策の提言を中心とし、調査及び調査委員会での委員意見を踏まえた制度そのものへの改善

ポイントを記載する。 

 

 

（２） 現行制度のなかでの提言 

 
１）ブランドマネジメントのなかでの地域団体商標制度の重要性 

  本調査においては、地域団体商標の活用においては、販売効果の実感が伴わない限り今後の活

用や新規申請が先細りしていきかねない状況にあることが明らかになった。 

  しかしながら、地域団体商標制度は品質の優位性を証明する仕組みを有していないため、多く

の団体や県から指摘されるとおり、ブランド化を図る上での必要十分の概念を備えているとはい

えない。 

  そこで、多くの団体が地域団体商標以外に、品質基準に基づく認証を受け、販売促進を目的と

して展開されている、各県のブランド認証等を受けていることを踏まえ、それぞれの有する機能

を組み合わせ、さらにより具体的な販売促進策と連動したブランドマネジメントを推進すること

が重要と考える。 

 

２）地域団体商標制度活用によるブランド化を促進するための仕組み 

  地域団体商標制度の根幹は管理規定等の導入、運用であるが、取得にあたっての目的が明確に

なっていないケースが多いため、規定の導入、運用に対する負担感だけが募る傾向にある。 

  管理規定の導入、運用がブランド化へと進化するモデルを生み出すため、地域団体商標制度活

用によるブランド化を促進するための仕組みをつくることが求められる。 

  そこで、以下の方向に基づく支援スキームを提言する。 

 

① 地域ブランド戦略の計画認証を行い、そのなかで県ブランド認証やマーケティング活動などと

ともに地域団体商標を位置づける 

② 上記①で計画認証を受けた団体へのインセンティブの付与と既存支援策の活用による補完 

③ 支援内容は「目的志向の管理規定等の整備」「専門家活用による商品・サービスの磨き上げ」

「ブランドマネージャーの人材育成」 

④ 「ブランドマネジメント推進のための地域連携帯＝コンソーシアムの編成」支援 

⑤ ４類型に基づく選択可能なメニューとする 

 

以上を踏まえた支援スキームを次頁に掲載する。
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先進事例の成功要因 

（ 先進事例調査）  

（１）ブランド戦略があって必要な認証等を

取得している。（目的志向の徹底） 

（２）品質管理を基盤としていること 

（３）生産者に「何が商品価値」になるか明

確に伝わっていること 

（４）品質管理・マーケティング・権利保護

の各要素が三位一体となって展開され

ていること 

（５）組織連携によるコンソーシアム型でブ

ランドマネジメントが展開されてい

る。 

 

中国地域における活用効果の阻害要因 

（ アンケート 再分析 団体ヒアリ ング）  

（１）活用目的が絞り込めていない。 

（２）管理基準や品質管理基準を設けていない 

団体の割合が多い。 

（３）４類型により地域ブランド化の取組状況に 

違いが生じている。 

（４）ブランドマネジメントが行われておら 

ず、活用法がわからない団体が多い。 

（５）品質管理、販売促進、内部管理など、目

的に応じた情報や人材を投入できる最適

な機能を組織化または連携する体制が

構築されていない。 

地
域
団
体
商
標
の
メ
リ
ッ
ト
を
最
大
化
す
る
総
合
的
な
ブ
ラ
ン
ド
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

１地域団体商標活用によるブランド戦略の策定 

■専門家派遣による活用目的と実施手法、体制の明確化 

（１）品質管理規定の整備・運用に関する支援 

■専門家派遣による策定支援 既存支援策の優先的対応 

支援制度活用のための要件 

（２）商品・サービスの磨き上げに関する支援 

■専門家派遣による磨き上げ支援 既存支援策の優先的対応 

（３）ブランドマネージャーの確保・育成支援 

■人材育成のための担い手候補の成功団体への長期研修 

２．地域内コンソーシアム組織化支援（県と連携） 

■相乗効果を生み出すための緩やかな連携体形成支援 

３．類型の特性に応じた選択制を担保  

■上記１に反映 


