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 ま　え　が　き

　我が国の農林水産業の競争力の強化を図るには、国際化に対応した農林水産分野全
般にわたる知的財産の創造・保護・活用を戦略的に推進することが重要となっていま
す。
  農林水産分野における知的財産の重要性が高まる中、知的財産に関する知識は、農
業生産や産地育成など農業の様々な場面で指導的立場にある普及指導員にとって重要
であり、その内容を理解した上で普及指導活動に取り組む必要があります。
　そこで、全国農業改良普及支援協会では、平成19年度に、知的財産権の啓発普及
体制整備事業において、普及組織による知的財産の取組に関する基本的な考え方や留
意点等を「普及組織における知的財産への取組のあり方」として取りまとめ、平成
20年度には、農林水産分野知的財産人材育成総合事業により、農業特有の知的財産
権である育成者権に焦点を当て、「普及組織による育成者権取扱いマニュアル」とし
て取りまとめました。
　本書は、商標権、特に普及指導活動の中で遭遇する農業者等の商標・地域団体商標
に関する権利の創造、保護や権利活用によるブランド化、地域農業振興、さらには権
利侵害への対応等について、普及組織が担うべき役割と具体的な支援方策、活用事例
等を「普及組織による商標・地域団体商標活用事例集」として取りまとめたものです。
　お忙しい中、本書の内容についてご検討いただくとともに、執筆にあたられた検討
会委員の方々に深くお礼申し上げます。
　また、併せて、本事業の実施に当たりご指導いただいた農林水産省関係者に厚くお
礼申し上げます。
　本書を普及組織における知的財産の取組に活用いただければ幸いです。

　　平成22年3月

社団法人　全国農業改良普及支援協会　
会　長　　大　森　　昭　彦　　　
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Ⅰ　は  じ  め  に
                                        

はじめに

　農業分野でも知的財産権を取得・活用して農業経営・地域の発展・活性化に取り組む事
例が増えていることから、この二年間にわたり、知的財産権と普及組織の対応についてと
りまとめてきました。
　本年度はその一環として商標権と普及組織の対応についてとりまとめました。
　農業経営の改善に向けて、ブランド化などによる収益性の向上を図ろうとする動きが一
層活発になっていますが、特に最近は、農商工連携や六次産業化により、地域全体の収益
を上げる取組が重要になっています。このような取組に向けて、各種支援措置も準備され
てきましたが、その際、このような取組により新たに作り出す、あるいは定着しつつある
ブランドを守り、発展させていくために、商標の重要性が増してきました。
　いうまでもなく、商標権は特許権や実用新案権と同じく知的財産権の一種であり、特許
権と同様に一般社会に広く知られています。
　だた、商標権は、商標を使用する者の業務上の信用の維持を目的として設定されており、
例えば特許権のように、権利の取得に創造性が要件となることはありません。
　このようなことから、私達が通常使っており、その言葉で一定の性質や産地をイメージ
できるような言葉やその組み合わせが商標となっている場合や、例えばある企業の名称や
それをイメージさせる文字のデザイン、更にその会社の製品に統一的に使用されるブラン
ド名などが商標として登録されている場合があります。
　最近認められた地域団体商標は、地域名と商品名（役務名）の組み合わせからなり、産
地の活性化のシンボルとして活用しやすいのではないかと考えられます。
　このように、商標権には新規性・創造性が求められることがないという点で、他の知的
財産権に比べて取得が比較的容易といえるでしょう。
　また、特許権などと異なり、更新を続ける限り、存続期間に制限はありません。
　このような商標権の性格から、農業の分野でも、特に、地域の振興・活性化を図るため
の手段として、商標が使用される場合が見られるようになってきたわけですが、本報告書
では、農業者やその組織、さらには地域事業者等が商標を取得し、活用してその発展、活
性化を図る際に必要な事項や普及組織としての関わりについて整理し、とりまとめていま
す。
　一方で、商標は、前述のように比較的取得が容易であり、思わぬものに商標権が設定さ
れていることもありますし、故意であろうと無かろうと、商標権が侵害される可能性も考
えられます。
　更に、加工原料として使用するのであれば、どのような商品に加工するのかを考え、該
当する複数の区分に登録する必要がある場合もあります。
　このため、本書では、まず、商標権に必要な条件、取得の手続等を紹介しています。
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　また、その維持管理に必要な事項、権利侵害への対応等についても整理しています。
　ただ、商標権を取得しても、その商標を使用した商品が自動的に販売上有利であるとい
うことにはなりません。商標を使用する以上、消費者はその商品に対して一定の品質等を
期待するわけですし、仮に、品質の悪い商品が出回ったりすれば、商標の使用がかえって
販売上不利になることも考えられます。
　更に、商標権を取得し、使用する場合は、それを使用する商品の維持に責任を持って取
り組む必要があります。
　一方、他の知的財産権と同様、普及組織が権利取得の当事者となることは通常は考えら
れず、普及組織の支援・対応についても農業者や法人が商標権を取得・活用して農業経営・
地域の活性化を図るということを前提に進めていくことが必要です。
　本書では、これらに関する普及組織の支援方策もとりまとめています。

　地域の発展・活性化を図る場合に商標権を取得し、それをシンボルとして地域をまとめ、
生産振興・販売活性化を図ることは有効と考えられますし、各地で取組が行われています。
普及組織にとっても地域の支援を行うに当たり活用したい知的財産権と考えます。
　しかし、商標権の取得・維持には他の知的財産権と同様費用がかかります。対象とする
農産物の生産・販売規模等を考慮することが必要です。
　また、前述のように商標を使用した農産物・商品の品質が一定以上でなければ商標を使
用することがかえってデメリットになるので、農業者や地域が、その商標を使用する農産
物や商品の品質を維持できるよう継続的な指導支援が必要です。例えば、地域で協議して
出荷する農産物の規格や品質等が一定以上であるようにしておく必要があります。
　最近の「普及活動全国コンクール」の受賞事例等で商標や地域団体商標に着目すると、
普及組織は「試験研究と連携し、在来種の優良系統選抜や収穫機械の開発」、「実需者のニー
ズに応えるための栽培技術や品種管理の徹底」、「流通販売まで見据えたしくみづくり」等
の支援について取り組んでいます。
　また、ブランド協議会等を設立して地域ブランドを確立していく場合には、普及組織は
生産者、市町村、JA等多くの関係機関をコーディネートする調整機能が期待されていま
す（本事例収録の長野県「市田柿」の事例など）。
　こうした地域資源の掘り起こしから始まり、生産技術や経営管理、流通販売までの支援
は、全国各地で取り組まれている普及活動です。
　知的財産権に関する知識は、普及指導員が身につける知識の一つとして求められる時代
だといえます。
　本書では、最後にこのような取組の事例を紹介しています。

　普及現場で本書の内容が活用され、農業経営や地域の活性化につながることを期待して
います。　
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Ⅱ　商標制度の概要と商標権について
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項　目　一　覧

１．商標制度の目的と概要
　　　Ｑ1  ：商標とは何ですか。
　　　Ｑ2  ：地域団体商標制度の概要を教えてください。
　　　Ｑ3  ：商標登録することのメリットやデメリットは何ですか。

２．商標、地域団体商標出願前にすべきこと
　　　Ｑ4  ：商標登録出願前に準備すべきことはどのようなものがありますか。
　　　Ｑ5  ：商標登録をするか否かの判断基準について教えてください。
　　　Ｑ6  ：地域団体商標で出願するか、通常の商標で出願するかの判断基準について教

えてください。
　　　Ｑ7  ：指定商品・指定役務・類似群コードについて教えてください。
　　　Ｑ8  ：商標の類似、商品・役務の類似について教えてください。
　　　Ｑ9  ：商標登録出願の費用はどのくらいかかりますか。
　　　Ｑ10：弁理士に依頼するか、自分で出願するかの判断基準について教えてください。
　　　Ｑ11：弁理士に依頼する際の注意点について教えてください。

３．商標、地域団体商標出願・登録について
　　　Ｑ12：商標登録出願の手続から登録までの流れについて教えてください。
　　　Ｑ13：商標登録出願は誰を出願人とすべきですか。
　　　Ｑ14：商標登録されるためには、どのような要件を満たす必要がありますか。
　　　Ｑ15：キャッチフレーズは商標登録することはできますか。
　　　Ｑ16：種苗法で品種登録された品種名を商標登録することはできますか。
　　　Ｑ17：過去に商標登録出願し、「識別力がない」という理由で拒絶された商標ですが、

その後も使用し続けた結果、市場でよく知られるようになりました。これを
再度商標登録出願することはできませんか。

　　　Ｑ18：実際に商標を使用していなくても商標登録することはできますか。
　　　Ｑ19：地域団体商標が登録されるためには、どのような要件を満たす必要がありま

すか。

４．商標権の維持・管理について
　　　Ｑ20：商標権の存続期間と登録料の納入方法について教えてください。
　　　Ｑ21：登録料を分納する場合の料金を教えて下さい。
　　　Ｑ22：更新管理で注意すべきことについて教えてください。
　　　Ｑ23：商標登録はしましたが、現在、使用する予定がありません。商標を使用しな

い場合の問題点があれば教えてください。
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５．商標、地域団体商標の活用について
　　　Ｑ24：商標の活用事例について教えてください。
　　　Ｑ25：地域団体商標の活用事例について教えてください。

６．権利侵害の対応
　　　Ｑ26：商標権の効力はどの範囲にまで及びますか。
　　　Ｑ27：商標登録はしていませんが、昔から使っていれば大丈夫ですよね？
　　　Ｑ28：県内でもいくつかの団体が「地域名＋作物名」で地域団体商標を登録してい

るところですが、その団体に属せず、個人でその作物を販売する場合、注意
点があれば教えてください。

７．外国での出願・登録
　　　Ｑ29：外国での商標登録をする必要性について教えてください。
　　　Ｑ30：外国における模倣被害・不正登録事例を紹介してください。
　　　Ｑ31：外国出願で注意すべきことは何ですか。
　　　Ｑ32：マドリッド・プロトコルの概要を教えてください。

８．その他
　　　Ｑ33：商標調査を実施したところ、同一の商品に使用する同一の商標が登録されて

いることがわかりました。今までも使用していた商標なので何とか今後も使
用したいのですが、何か方法はありませんか。

　　　Ｑ34：商標登録されていても、３年以上使われていなければ取消される場合がある、
と聞いたのですが、詳しく教えてください。

　　　Ｑ35：ⓇマークやＴＭマークをよく見かけますが、これは何の意味があるのです
か。
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Ｑ １

Ａ

商標とは何ですか。

１）商標とは
　商標とは、消費者に対して、事業者が、自社の取り扱う商品やサービス（役務）
を他社の商品やサービスと見分けができるように、商品やサービスに使用する目印
（識別標識）のことです。そのため商標は、「商品の顔」とか「物言わぬセールスマ
ン」のように表現されることもあります。
　なお、商品に付して使用する商標をトレードマーク（Trademark）、サービスに
使用する商標をサービスマーク（Servicemark）といいます。
　サービスマークについて説明を加えると、サービス業者が提供するサービスにつ
けられている名称のことをいいます。例えば、サービスの提供を業務とする輸送業、
ホテル、レストラン、銀行、保険、広告代理店等のマークがこれにあたります。ヤ
マト運輸株式会社の「宅急便」はサービス名を表すものとして知られています。

２）商標の種類
　以下に商標の種類を紹介します。商標には、「文字商標」、「図形商標」、「記号商
標」、「立体商標」、「結合商標」があります。商標登録出願をする際には、どのよう
な商標にするかを決め、色彩を付す場合はその色彩も決める必要があります。

文字商標 図形商標 記号商標 立体商標 結合商標

文字からなる商標
（カタカナ・ひら
がな・漢字・ロー
マ字・外国語・数
字等の組み合わせ
によって表わされ
る商標） 

マーク・キャラク
ター・ロゴ状に表
記した文字や図形
を含む商標 

のれん記号・仮名
文字・アルファ
ベット文字を輪郭
で囲んだもの、文
字を図案化して組
み合わせた記号
（モノグラム）等 

キャラクターの立
体看板・文字や
マーク付きの容
器（容器自体を特
殊な形状にしたも
の）等
 

異なる意味合いを
持つ文字と文字、
図形と記号、図形
と図形等と文字の
二つ以上を組み合
わせた商標 

１．商標制度の目的と概要
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３）商標の機能
　商標には、次に説明する「本質的機能」と「派生的機能」があるといわれています。
（1）本質的機能（自他商品・サービスの識別機能）
　商標には、自社の商品・サービスを、他社の商品・サービスと区別するという機
能があります。商標の「識別標識」としての本質的な機能です。商標があるからこそ、
消費者は自分の求める商品を購入したり、サービスを受けることができるのです。
（2）派生的機能
　①　出所表示機能
　出所表示機能とは、同じ商標をつけた商品やサービスは、同じ事業者が製品の製
造や販売を行ったり、サービスを提供していることを示す機能のことです。この商
品やサービスの出所を示す機能は商標を使用する事業者にとって顧客を獲得した
り、ブランド化を進めていくための重要な機能といえます。 
　②　品質・質保証機能
　品質・質保証機能とは、同じ商標をつけた商品やサービスは、同じような品質の
商品や同じような質のサービスであることを示す機能のことです。同じ商標が付さ
れた商品の品質やサービスの質に対する期待感は消費者がもつものなので、この機
能は消費者の利益に関わるといわれています。
　③　広告宣伝機能
　広告宣伝機能とは、商標をきっかけに、需要者などに購買意欲を起こさせる機能
のことです。商標をパッケージや看板などに使うことでその商標が消費者に記憶さ
れ、商品や店舗を宣伝、広告することになるのです。

　商標を継続的に使用することでこれらの機能が発揮され、やがてその商標に「業
務上の信用」が発生します。商標制度は、そのような商標の使用をする者の業務上
の信用を保護することを目的のひとつとしています。

【商標の機能】
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　近年、地域の事業者等が協力して、当該地域と関連性を有する特産品等を地域ブ
ランドとして差別化を図り、付加価値を高めようとする取組が盛んになっています。
このような地域ブランドは、当該特産品の名称にその地域名を付す等、地域名と商
品名からなる商標であることが通常です。しかしながら、このような地域名と商品
名からなる商標は、商標としての識別力を有しない、特定の者の独占になじまない
等の理由により、図形と組み合わされた場合や全国的な知名度を獲得した場合を除
き、商標登録を受けることはできません。
　このような地域名と商品名からなる商標を適切に保護し、地域ブランドの価値の
向上・育成を図り、これらをつうじて地域産業の競争力強化につなげることを目的
として、地域名と商品名からなる商標について、出願人適格等の一定の要件を満た
すことを条件として、全国的に周知とはいえないまでも一定範囲の需要者の間で広
く知られるに至っている商標については、「地域団体商標」として商標登録を認め
る制度です。
　地域団体商標制度を利用することにより、このような地域名と商品名からなる商
標が、通常の出願と比較して、より容易（周知度が全国レベルに達していない段階）
に商標登録を受けられるようになり、地域ブランドの育成に資することになると考
えられます。
　地域団体商標制度は、平成18年4月1日より施行され、平成2年2月9日現在、
447件が登録査定されています。
　ちなみに、都道府県別の登録内訳は、

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 栃木 群馬

12 3 5 4 5 6 4 2 4 8

埼玉 千葉 東京 神奈川 新潟 長野 山梨 静岡 愛知 岐阜

5 7 15 8 10 6 3 14 12 26

三重 富山 石川 福井 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山

12 6 25 11 6 57 8 24 10 10

鳥取 島根 岡山 広島 山口 香川 徳島 高知 愛媛 福岡

4 4 5 10 6 2 7 4 8 13

佐賀 長崎 熊本 大分 宮城 鹿児島 沖縄 その他 　 　

7 4 8 7 4 11 15 2 　 　
＊ 複数都道府県にまたがるものはそれぞれカウントする（栃木県､ 茨城県：本場結城紬、
　 東京､ 埼玉：江戸木目込人形）。

【参考】
１位：京都（57件）　２位：岐阜（26件）　３位：石川（25件）　４位：兵庫（24件）　５位：東京、
沖縄（15件）　７位：静岡（14件）　８位：福岡（13件）　９位：北海道、愛知、三重（12件）　
12位：福井、鹿児島（11件）

Ｑ ２

Ａ

地域団体商標制度の概要を教えてください。
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　また、産品別内訳は、

農水産一次品 加工品 菓子 麺類

154 47 9 7

酒類 工業製品 温泉 その他

11 181 34 4

となっています（出典：特許庁資料より）。

１）メリット
（1）登録商標を独占的に使用することができる
　商標登録されると、商標権者のみが登録商標を使用することができ、第三者は商
標権者に無断で登録商標を使用することはできません。商標権は10年間有効です。
しかも、10年ごとに更新することができるので、理論的には半永久的に商標権を
維持することができます。
　ある農産物をブランド化したい場合、第三者の無断使用を阻止できなければ、だ
れが（どこが）生産した農産物なのか分からず、品質もバラバラになってしまいます。
商標登録をすれば、一定の出所から一定品質の農産物を供給することができ、ブラ
ンド化もしやすくなります。
（2）無断で登録商標を使用する者に対して差し止めや損害賠償の請求ができる
　商標権を侵害する者に対しては、商標の使用をやめさせたり、商品の廃棄を請求
することができます。また、損害が発生している場合は損害を賠償させることがで
きます。
（3）商標権の売買やライセンスができる
　商標権は知的「財産」です。そのため、第三者に商標権を売ることもできます。
特にブランド価値が高い商標は時として高額な価格で売買されることもあります。
また、他人に登録商標の使用を許諾し、ライセンス収入を得ることも可能です。
　産地化・ブランド化を狙う場合、１個人や少数の農家だけでは安定供給や広告宣
伝などの面で実現が難しいですが、農協や地域の複数の農家に登録商標の使用を許
諾することで産地化やブランド化を図りやすくできます。

２）デメリット
（1）費用がかかる
　商標登録をするには、出願費用、登録費用がかかります。また、手続きを弁理士
などの代理人に委任した場合は、代理人の費用もかかります。
（2）手続きの負担がかかる
　手続きを代理人に委任しない場合は、自分で手続きを行う必要があります。特許

Ｑ ３

Ａ

商標登録することのメリットやデメリットは何ですか。
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庁から来た通知を理解し、期限内に手続きを完了するためには、商標法の正確な知
識が必要となります。
（3）商標権の管理が必要
　商標権の存続期間は登録日から10年間ですが、何度でも更新することができま
す。但し、所定の期間に更新手続きを行わなければ、商標権は消滅してしまいます。
そのため、更新する期間を忘れないように管理しなければなりません。期限管理は
登録商標が複数ある場合、特に注意が必要です。
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１）どのような商標にするのかを決める
　商標は商品やサービス（役務）の顔になるものです。商標の種類もいろいろあり
ますから（Q1参照）、消費者にアピールするにはどのような商標にするか（文字だ
けにするのか図形だけにするのか文字と図形の組み合わせにするのか…etc）、よく
検討することが必要です。プロのデザイナーにデザインを依頼するという手もあり
ます。

２）どのような商品、サービス（役務）に使用するのかを決める
　商標登録出願を行うには、商標だけではなく、どのような商品又はサービス（役
務）に使用するかを指定しなければなりません（そのような商品又は役務のことを
「指定商品」又は「指定役務」といいます）。指定商品、指定役務は、現在使用して
いる商品／サービスのほか、将来使用する予定の商品／サービスも指定することが
できます。なお、商標登録出願の費用は、指定商品／指定役務の区分の数に応じて
高くなります。

３）商標調査を行う
　商標を出願しても、同一又は類似の商標が先に登録されている場合は登録を受け
ることができません。そこで、出願前に商標登録を受けたい商標について、先に登
録されていないか否か、商標調査を行いましょう。商標調査は、専門家に依頼して
やってもらうこともできますが、特許電子図書館（IPDL）を使って調べることも
できます。
　文字商標を調査する場合は、特許電子図書館（IPDL）の「4．称呼検索」を使用
するのが一般的です。このとき、「指定商品・指定役務」や「類似群コード」につ
いての理解が必要になります（Q7参照）。
　図形商標を調査する場合は、文字商標の場合と異なり、その図形がウィーン図形
分類のどのコードに該当するかを調べる必要があります。ウィーン図形分類とは、
図形要素を含む商標の検索を容易にするため、その形状の特徴を細かく分類したも
のです。ウィーン図形分類を調べるには、特許電子図書館（IPDL）の「商標検索」
から「6．ウィーン図形分類リスト」にアクセスして調べることができます。該当
すると思われるウィーン図形分類がわかったら、次に「5．図形商標検索」を使っ
て調べたウィーン図形分類を入力するとともに、類似群コード（Q7参照）を入力
して検索します。

Ｑ ４

Ａ

商標登録出願前に準備すべきことはどのようなものがありますか。

２．商標、地域団体商標出願前にすべきこと
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４）出願人を決める
　個人で商標登録出願を行う場合は問題ありませんが、グループで商標登録出願を
行う場合や地域団体商標として出願する場合は予め出願人をだれにするか決めてお
く必要があります。
　グループで商標登録出願する場合は、それが任意団体の場合は出願人にはなれま
せんので、グループのメンバーの共同名義で出願したり、グループの代表者が単独
で出願し、使用についてはグループのメンバーがそれぞれ使用できるような契約を
結んでおく方法があります。また、法人格を有する組織を新たに作って、その組織
名で出願する方法もあります。
　地域団体商標として出願する場合は、農業協同組合など、事業協同組合その他の
特別の法律により設立された組合でなければなりません（Q19参照）。

　商品やサービスに独自の名称や図案などを考えた場合などは、すべて商標登録を
しておくのが望ましいといえますが、出願には相当の費用もかかりますから、その
すべてを商標登録するのは困難でしょう。そこで、商標登録するか否かについては、
その商品等がどれだけ重要なものなのか検討し、その上で商標登録をするか否かを
判断することになります。
　商品等の重要度は、個別経営体、組織経営体、農協や都道府県などの農業支援組
織によって変わってきますが、共通すると思われる事項は以下のものが考えられま
す。

１）商品等の使用予定期間
　将来にわたって長期に出荷する商品等（農産物や加工品）であれば商標登録をす
る必要はありますが、数ヶ月など短期間しか市場に出荷しない商品であれば商標登
録をする必要は低いでしょう。

２）産地化・ブランド化
　その商品等を地域の特産品として産地化やブランド化を目指す場合は、商標登録
が必要でしょう。また、すでにニセモノが出回っている場合（その恐れがある場合）
も、それらのニセモノを排除し、ブランドが汚されることを防止するためにも、商
標登録をしておく必要があるでしょう。

３）商品等の広告宣伝
　産地化・ブランド化にも関係しますが、その商品等を広告宣伝する予定がある場
合は、広告宣伝に係わる費用が発生します。その場合に商標登録しないのは、他人

Ｑ ５

Ａ

商標登録をするか否かの判断基準について教えてください。
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に先に商標登録されるリスクが発生します。仮に他人に先に商標登録され、その商
標が使用できなくなれば、パッケージの変更や商品の廃棄など、大きな損害が発生
することは避けられません。そのようなリスクを回避するためには、商標登録をし
ておいたほうがよいでしょう。

　商標が「地域名」と「商品名」等を普通に用いられる方法で表したもののみから
なる場合は、地域団体商標で出願します。例外的に、例えば「西陣織」（指定商品：
第25類　絹織よりなる長着等）や「夕張メロン」（指定商品：第31類　メロン等）
のように既に当該商標が全国的な知名度を獲得している場合は、通常の商標出願で
よいでしょう。
　また、当該商標がロゴ等デザイン化されている場合や、図形と組み合わされてい
る場合には、地域団体商標の要件をみたしませんから、通常の商標出願をします。
　なお、商標登録出願について査定又は審決が確定するまでは、出願人は、地域団
体商標の商標登録出願と通常の商標登録出願を相互に変更することができます。
　したがって、例えば筆文字風の書体からなる商標について、普通に用いられる方
法で表したもののみからなると考え、地域団体商標で出願したところ、審査官より
「普通に用いられる方法で表したもののみからなる」商標に当たらないとして拒絶
理由を受けた場合には、通常の商標出願に変更すれば（この場合、変更にかかる新
出願は原出願の時にされたものとみなされます）、他の拒絶理由がない限り登録さ
れると考えられます。
　また、その逆に全国的な知名度を獲得していると考え、通常の出願をしたところ、
「全国的に周知」とまではいえないとして拒絶理由通知を受けた場合、出願人適格
等他の要件をみたせば地域団体商標出願に変更することにより（地域団体商標の主
体適格をみたす組合等を設立して移転することも可能です）、登録を受けられる場
合があると考えられます。

１）指定商品・指定役務とは
　「指定商品・指定役務」とは、登録を受けようとする商標を使用する商品又は役
務（サービス）、或いは使用を予定している商品又は役務（サービス）を出願時に
出願人が指定するもので、商標と同様に、商標権の権利範囲を定める上で極めて重
要となります。

Ｑ ６

Ａ

地域団体商標で出願するか、通常の商標で出願するかの判断基準について
教えてください。

Ｑ ７

Ａ

指定商品・指定役務・類似群コードについて教えてください。
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商品や役務（サービス）の指定にあたっては､ 省令別表（商標法施行規則第6条）
で決められている「区分」に従って、明確に指定する必要があります。この省令別
表では、商品についての区分は第1類～第34類となっており、役務（サービス）に
ついての区分は第35類～第45類となっています。
　1つの出願で、1区分を指定することも、複数の区分を指定することもでき、商
品と役務（サービス）を指定することもできます。
　指定商品・指定役務を選択する際には、十分な注意が必要です。例えば、さつま
いもについて商標登録をしようとする場合、指定商品として第31類の野菜を選択
するだけでは十分とはいえません。干しいもや焼きいもは第29類、ポテトチップ
やさつまいものペーストを利用したアイスクリームは第30類と、別の分類に属し
ています。さらに、芋焼酎は第33類、さつまいもを原料としたジュースは第32類、
さつまいもを使った燃料は第4類、さつまいも料理をレストランで提供する場合は
第43類を選択する必要があります。
　このように、農作物などは、その加工レベルや提供の方法によって、商標登録を
受ける分野が大きく異なります。原材料レベル（例えば「野菜，果物」など）だけ
の保護に止まらず、半加工品レベル（「カット野菜，ドライフルーツ」など）、さら
には最終製品レベル（「菓子，総菜，飲料」など）の保護なども考慮すれば、より
広い範囲にわたって商標権の防衛効果を発揮することができます。
　指定商品・指定役務を選択する際には、将来のブランド展開も想定した上で、漏
れのない選択をすることが大切です。このことについては、Ⅳ. 3の「かほくっり」
の事例（ｐ87）についても参照して下さい。
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【指定商品・指定役務の区分表】

第１類 工業用、科学用又は農業用の化学品
第２類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品
第３類  洗浄剤及び化粧品
第４類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第５類 薬剤
第６類 卑金属及びその製品
第７類 加工機械、原動機（陸上の乗物用のものを除く。）その他の機械
第８類 手動工具
第９類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育

用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、
変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具

第10類 医療用機械器具及び医療用品
第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第12類 乗物その他移動用の装置
第13類 火器及び火工品
第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第15類 楽器
第16類 紙、紙製品及び事務用品
第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第19類 金属製でない建築材料
第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第23類 織物用の糸 
第24類 織物及び家庭用の織物製カバー
第25類 被服及び履物
第26類 裁縫用品 
第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け
第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具
第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第30類 加工した植物性の食品（他の類に属するものを除く。）及び調味料
第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール
第33類 ビールを除くアルコール飲料
第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ
第35類 広告、事業の管理又は運営及び事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対す

る便益の提供
第36類 金融、保険及び不動産の取引
第37類 建設、設置工事及び修理
第38類 電気通信
第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第40類 物品の加工その他の処理
第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開

発
第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務（他の類に属するものを除く。）、

警備及び法律事務 
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２）類似群コードとは
　特許庁の審査においては、商品や役務（サービス）が類似するか否かを判断します。
その際、互いに類似する商品又は役務（サービス）であると推定されるものを「類
似商品群」又は「類似役務（サービス）群」とし、個々の商品又は役務（サービス）
に５桁の「類似群コード」をつけています。
　これらの類似群コードは、先願・既登録調査、権利範囲の確認、拒絶理由解消の
ための指定商品又は指定役務（サービス）の補正、他人の登録商標との権利の抵触
の有無の判断等に利用されています。

１）商標の類似
　商標が類似するか否かは、商標の「外観」、「称呼」、「観念」で判断するのが基本
です。「外観」は見た目、「称呼」は呼び方、「観念」は意味、とそれぞれ言い換え
ることができます。

【商標が類似する例】
【外観】 「ライオン」と「テイオン」 「SONY」と「SOMY」
【称呼】 「NHK」と「MHK」 「LYARA」と「ライカ」
【観念】 「KING」と「王」 「マダム」と「奥様」

２）指定商品または役務の類似
　指定商品又は指定役務が類似するか否かは、類似群コードで判断することができ
ます（Q7参照）。類似群コードは、特許電子図書館（IPDL）の「商品・役務名リスト」
で調べることができます。

　つまり、商標が類似しているか否かは、下記の表のように、商標の類似・非類似
と、商品・役務の類似・非類似を総合的に判断して行うのです。

例１）そば（類似群：33A01）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品が類似　　　そば粉（類似群：33A01）

例２）そば（類似群：33A01）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商品が非類似　　　そばを使用した穀物の加工品（類似群：32F03）

Ｑ ８

Ａ

商標の類似、商品・役務の類似について教えてください。
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【商標の類否判断】

指定商品・指定役務

同一 類似 非類似

商標

同一 商標同一 商標類似 非類似

類似 商標類似 商標類似 非類似

非類似 非類似 非類似 非類似

　下記の表は、出願から登録までの主要な手続に要する費用の一例を示したもので
す。代理人（弁理士や弁護士）から請求される費用は、「代理人に支払う費用」と
「特許庁に納付する特許印紙代」に分類できます。そのうち、「代理人に支払う費用」
については平成15年に日本弁理士会が行ったアンケートの平均額を示したもので
す。
　なお、代理人に手続きを委任しない場合は、代理人費用は発生しません。

【出願から登録までの費用の一例】

手　続 代理人費用 特許印紙代

商標出願
（1商標1区分1出願） 約￥67,000 ￥12,000

拒絶理由対応 （*1） ￥0

登録査定時
（登録料10年分納付） 約￥45,000 ￥37,600

小　　計 約￥112,000 ￥49,600

合　　計 約￥161,600

*1　拒絶理由が通知された場合、弁理士報酬平均は意見書提出約￥48,000、手続補正書提出
　　約￥40,600です。拒絶理由が通知されない場合は発生しません。

　特許庁ではペーパーレス化が進められており、特許庁に提出する書類の多くはイ
ンターネット回線を使ったオンラインシステムで提出できるようになっています。
そのため、オンライン手続の対象となっている手続を書面で行った場合は、書面に
記載した内容をデジタル化するための手数料、すなわち「電子化手数料」が特許庁
から請求されるため注意が必要です。
　電子化手数料は、1件につき基本料金1,200円と書面1枚につき700円を加えた額
です。例えば、商標登録出願を書面で提出したとき（商標登録願1枚）の電子化手

Ｑ ９

Ａ

商標登録出願の費用はどのくらいかかりますか。
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数料は、
　　　　　　　　1,200円　＋（１枚×700円）＝　1,900円
　となります。
　また、商標権は原則として登録日から10年間保護されますが、更新登録により
更新することが可能です。更新登録にかかる費用は下記の通りです。

【更新登録にかかる費用の一例】

手　　続 弁理士報酬 特許印紙代

更新費用
（1商標1区分）

約￥43,000 ￥48,500

合　　計 約￥91,500

　ちなみに、弁理士又は弁護士以外の者が業として商標登録出願を代理することは
法律で禁止されています。

　弁理士は商標法や実務に精通していますから、商標登録の手続きは弁理士に依頼
するのが最も安心です。それでも、弁理士に依頼する場合は費用が発生するため、
予算の関係上、なんとか費用を節約したい場合もあるでしょう。
　その場合は自分で出願する方法がありますが、この場合、少なくとも以下のこと
が自分でできるか否か確認しましょう。
　ア　指定商品・指定役務を適切に選択することができるか否か
　イ　商標調査が行えるか
　ウ　商標及び商品・役務の類否判断が適切に行えるか
　エ　特許庁に対し適切に手続きできるか
　オ　拒絶理由通知に対して適切に対応できるか
　カ　期限管理を適切に行えるか
　上記は代表的なものですので細かい点を挙げればまだありますが、少なくとも上
記を一つでも怠ると商標登録を得るのは困難です。その場合は弁理士に依頼するこ
とを検討しましょう。また、出願は自分で行い、拒絶理由通知が来てから弁理士に
依頼するなど、部分的に弁理士に依頼する方法もあります。

Ｑ 10

Ａ

弁理士に依頼するか、自分で出願するかの判断基準について教えてください。
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　弁理士の選定については、弁理士はあなたに代わって（代理人として）手続きを
行うのですから、その弁理士が信頼できるかどうかが重要です。最近は安さを売り
にしている弁理士もいますが、それで手続きがいい加減であっては意味がありませ
ん。もちろん、何かにつけてあれやこれやと高い費用を請求してくる弁理士なども
考えものです。専門性、費用の安さ、スピード、実績…あなたの重視する選定ポイ
ントを明確にしておきましょう。
　商標登録をするには、（ア）商標登録を受けたい商標、（イ）指定商品又は指定役
務、が最低限必要です。後者については、具体的にどの商品やサービスに使用した
いのかを伝えることによって、弁理士は適切な商品区分を選択し、指定商品や指定
役務を決めてくれます。
　同時に、その商標の登録の可能性を検討するため、多くの場合、商標調査を行い
ます。その調査には費用が発生しますが、商標登録出願に至れば調査費用を無料に
してくれたり、値引きしてくれる特許事務所などもあります。

Ｑ 11

Ａ

弁理士に依頼する際の注意点について教えてください。
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１）出願に必要な書類
　商標登録出願を行う場合は、「商標登録願」（しょうひょうとうろくねがい。願書
ともいう。）という書類を作成し、特許庁に提出します。
　なお、商標登録願を書類（紙）で提出した場合は、電子化手数料1,900円が請求
されます（Q9参照）。

【出願書類の記載例】
 

３．商標、地域団体商標出願・登録について

Ｑ 12

Ａ

商標登録出願の手続から登録までの流れについて教えてください。



22

２）出願から登録までの流れ
　商標登録出願から登録までの流れは以下の通りです。出願人が行う手続きについ
ては、青で示してあります。

【出願から登録までの流れ】
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　商標登録出願の出願人は、登録後には商標権者となるため、誰を出願人とすべき
かは重要な問題です。農業分野には○○協議会など、任意の団体が数多く存在して
いますが、法律上、法人格のない任意団体は出願人にはなれません。商標権は財産
権の一種であるとともに、公的機関に対して手続を行い、登録という行政処分を受
けるものであるため、民法にいう権利能力を必要としているからです。
　具体的には、以下の通りです。
　・個人
　・法人…株式会社、社団法人、財団法人など
　・特別の法律によって法人格を付与された団体…独立行政法人、農業協同組合、

事業協同組合など
　・国、地方公共団体
　・外国人…日本国内に住所または居所を有する者、法人であれば営業所を有する

者
その他、団体商標、地域団体商標については、別途、特別な要件があります（地
域団体商標の出願人となれる者はＱ19参照）。

１）商標登録のための要件
　商標登録出願を行うと、特許庁の審査官が、出願された商標が登録されるべき要
件を満たしているか否かの審査を行います。
　消費者が商品又はサービスの出所を混同しないように、他者によって特許庁にす
でに登録されている商標と指定商品又は指定役務（サービス）が同一又は類似する
ものは登録できません。
　また、特許庁に登録されていなくても、（1）自他商品・役務の識別力がない商標、
（2）不登録事由に該当する商標は、やはり登録されません。
（1）自他商品・役務の識別力がない商標
　次のような商標は、自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有しないものとし
て登録を受けることができません。

Ｑ 13

Ａ

商標登録出願は誰を出願人とすべきですか。

Ｑ 14

Ａ

商標登録されるためには、どのような要件を満たす必要がありますか。
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　①　指定する商品・役務の普通名称そのものや、その略称、俗称

商品又は役務 商　標

時　計 時　計

靴の修理 靴修理

損害保険の引き受け 損　保

パーソナルコンピュータ パソコン

　②　指定する商品・役務（サービス）について慣用されている名前（慣用商標）
　　　（「慣用商標」とは、当初は識別力を有していたが、同種類の商品やサービス

について多くの同業者が普通に使用した結果、識別力を失った商標のことで
す。）

商品又は役務 商　標

清　酒 正　宗

宿泊施設の提供 観光ホテル

興行場の座席の手配 プレイガイド

餅菓子 羽二重餅

　③　指定する商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、 数量、形状（包
装の形状を含む。）、価格等を普通に用いられる方法で表すにすぎない名前

商品の産地 足　袋 行　田

商品の販売地 洋　服 東京銀座

商品の品質 自動車 デラックス

商品の効能 薬　剤 万　能

商品の用途 靴 登　山

商品の数量 鉛筆　 １ダース

商品の包装の形状 自動車 自動車と認識させる立体的形状

商品の価格 ボールペン 百　円

商品の生産の方法 コーヒー 炭焼き

役務の提供の方法 洗　濯 ドライクリーニング

　④　ありふれた氏名又は名称を普通に表示することや、それに「株式会社」、「商
会」、「研究会」を付した名前

ありふれた氏・名称

「山田」「YAMADA」

「佐藤商会」

「TAKAHASHI  Co. Ltd.」
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　⑤　極めて簡単で、かつありふれた文字・図形

極めて簡単・ありふれた文字
や図形

「 ― 」 （一本の直線）

「  　　」 （円柱）

　⑥　商品・役務を識別できないもの
　　　例えば、地模様のみからなるものや「大切なお金で上手なお買物」のような

キャッチフレーズなどがこれに該当します。

　　　また、特定の役務について多数使用されている店名も本号の規定に該当しま
す。例えば、「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」及び「茶、コーヒー、
ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」について「愛」、「純」、
「ゆき」、「蘭」、「オリーブ」、「フレンド」などがこれに該当します。

　但し、上記③～⑤に該当するような商標であっても、使用した結果、需要者が何
人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものは、例外
的に登録を受けられます。
　商標が使用によって識別力を有するに至ったことについては、実際に使用した商
標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類
の提出が必要となります。
　登録された事例としては、指定商品「ハム」について、商標「ニッポンハム」な
どがあります。

（2）不登録事由に該当する商標の例
　出願された商標は、前述のような商標として前提となる「自他商品の識別力」又
は「自他役務の識別力」を有していても、次に掲げる事項に該当する場合には、公
益的見地や私益の保護の立場から登録を受けることができないこととなっています。

①　我が国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章若しくは外国の国旗と同一又は類似の
商標

　 ここでいう「勲章、褒章又は外国の国旗」は現に存在しているものに限られ
ます。

②　パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋
章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一又は類似の商標

　（例）バチカン市国の紋章及び記章

③　国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定す
るものと同一又は類似の商標

　（例）国際連合の標章（国際連合、国連、Ｔhe Ｕnited Ｎations、ＵＮ）など
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④　赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の標章若しくは名称
又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1
項の特殊標章と同一又は類似の商標

　（例）「赤十字」「ジュネーブ十字」「赤新月」「赤のライオン及び太陽」の名称な
ど

⑤　日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締
約国の政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち経済産業大臣
が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章・記号が
用いられている商品（役務）と同一又は類似の商品（役務）について使用をする
もの

　（例）カザフスタン共和国の監督用及び証明用の印章

⑥　国、地方公共団体若しくはこれらの機関、営利を目的としない公益団体あるい
は営利を目的としない公益事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標

　（例）都道府県、市町村、都営地下鉄、都バス、市電、市バス、水道事業、大学、
宗教団体、オリンピック、ボーイスカウト等を表示する著名な標章など

　　但し、当該団体自身が出願した場合はこの規定で出願が拒絶されることはあ
りません。

⑦　公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標
　（例）（イ）構成自体がきょう激、卑わいな商標、（ロ）指定商品又は指定役務に

ついて使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標、（ハ）
他の法律でその使用等が禁止されている商標、（ニ）特定の国や国民を侮辱す
る商標その他の国際信義に反する商標、差別的若しくは他人に不快な印象を与
えるような商標など

⑧　他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標（その他人の
承諾を得ているものを除く。）

　　ここでいう「他人」とは、内外人の如何を問わず現存する自然人及び法人を指
します。

⑨　政府等が開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設される国
際的博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標（その賞を受けた者が商標の
一部としてその標章の使用をするものを除く。）

　　博覧会には、品評会も含まれます。

⑩　需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標で
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あって、同一又は類似の商品（役務）について使用をするもの
　　「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識されて
いるものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、
全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているも
のも含まれます。

⑪　他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の
商品（役務）について使用をするもの

　　おそらく商標の審査で最も多いケースと思われます。

⑫　他人の登録防護標章と同一の商標であって、同一の商品（役務）について使
用をするもの

⑬　商標権が消滅した日（異議申立における取消決定又は無効審決があったとき
は、その確定の日）から一年を経過していない他人の商標と同一又は類似の商
標であって、同一又は類似の商品（役務）について使用をするもの

⑭　種苗法の規定により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標で
あって、その品種の種苗又はこれに類似する商品（役務）について使用をする
もの

　　種苗法による品種登録の有効期間経過後は、その品種の名称の多くは普通名
称化していますので、上記（1）①に該当するものとされます。

⑮　他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標
　（例）他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う商品・役務

とは非類似の商品・役務について使用した場合において、その商品・役務が
著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・
販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるときなど

⑯　商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標
　（例）「ビール」について「○○ウィスキー」、「自動車による輸送」について「△

△空輸」など

⑰　日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを
表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表
示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう
酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標
であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用
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をするもの
　（例）「ボルドー」という地理的表示のみの商標又は当該地理的表示を含む商標

を「日本産のワイン」について使用する場合など

⑱　商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保
するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

　　「機能を確保するために不可欠な立体的形状」の例としては、「丸くせざるを
得ない自動車のタイヤ」、「球の形状にせざるを得ない野球用のボール」など当
該商品と同種の商品を製造・販売するためには必ず採らざるを得ない形状が想
定されます。もっとも、このような商標は、前記した（1）③に該当するもの
ですので、本号の適用が問題となるのは、実質的に使用によって識別性を獲得
するに至った商標ということになるでしょう。

⑲　他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国にお
ける需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不
正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目
的をいう。）をもって使用をするもの

　（例）（イ） 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国で登録され
ていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願する
ケースや、外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制した
りする目的で出願するケース、（ロ） 日本国内で全国的に著名な商標と同一
又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能
を希釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願するケースなど

２）拒絶理由通知
　上記のいずれかの登録要件を満たさないと審査官が判断した場合、審査官は出願
人に対し「拒絶理由通知」を送付します。
　例えば、出願した商標が
　『⑪　他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似
の商品（役務）について使用をするもの』
　という拒絶理由に該当すると審査官が判断した場合は、次のような拒絶理由が通
知されます（出願人保護のため、記載の一部を黒塗りしています）。
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【拒絶理由通知の例】
 

　拒絶理由通知が来たからといって権利化を諦めなければならないということはあ
りません。上記の例でいえば、審査官は「出願商標と引用商標が同一又は類似だ」
と考えているので、「出願商標と引用商標が同一又は似ていない」、ということを意
見書で論理だてて説明できればよいのです。その意見書に基づき審査官が再度審査
し、拒絶理由が解消したと判断すれば登録査定が通知されます（Q12参照）。
　一方、指定商品・指定役務に関する拒絶理由が通知された場合は、補正書により
指定商品又は指定役務の一部を削除又は減縮する補正を行うことにより、拒絶理由
が解消することもあります。

３）拒絶査定
　出願人が拒絶理由通知に対して提出した意見書及び／又は補正書に基づき、再度
審査を行ってもなお、審査官が拒絶理由を解消していないと判断した場合は、拒絶
査定となります。拒絶査定は拒絶理由通知と異なり審査官の最終判断（結論）を通
知するものですので、審査官に対して意見書や補正書を提出することができません。
　そのため、拒絶査定に対して反論したい場合は、拒絶査定不服審判という審判を
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請求します。拒絶査定不服審判は3名の審判官が審理を行い、登録すべきか、拒絶
すべきかの判断を行います。

　特許庁の商標審査基準では、「標語（例えば、キャッチフレーズ）は、原則とし
て需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできな
い商標」に該当するため、商標登録を受けることができないとされています。
　しかしながら、キャッチフレーズが、商標登録できる場合もあります。例えば以
下のケースに該当する場合です。
　ア　商品や役務を識別する標識となる（識別力を有する）と考えられる場合
　　（例）独創的な表現（変わったロゴとか）で構成されているもの
　イ　長年の使用や宣伝などにより有名になって、商品や役務を識別する機能を有

するようになった場合
　ウ　キャッチフレーズ単独ではなく、他の名称やマークなどと組み合わせること

により、全体として商品や役務を識別できる場合

【キャッチフレーズを含む商標の登録例】
 

Ｑ 15

Ａ

キャッチフレーズは商標登録することはできますか。
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　できません。種苗法で品種登録された品種の名称は、一般に普通名称化すると考
えられるからです。これは品種登録をした本人が商標登録をしようとしても同じで
す。
　このことについては、Ⅲ. 1. 3）（ｐ54）についても参照して下さい。

　商標法では、識別力がないという理由で拒絶された商標であっても、使用により
何人かの業務にかかる商品又は役務であることを認識することができるようになっ
た場合は、例外的に商標登録を受けることができる場合があります。
　このような例として、「前沢牛」、「夕張メロン」、「佐賀海苔」などがあります。
　また、地域名称と一般名称との組み合わせであったために商標登録されなかった
のであれば、今度は地域団体商標として出願すれば登録を受けることができる可能
性があります。

　日本の商標制度は実際に商標を使用した事実がなくても、所定の登録要件を満た
せば商標登録されます。そのため、近い将来使用する予定があれば、先に商標登録
をしておき、商品パッケージは後から考える、という手段もとりえます。
　その一方で、事業と全く関係のない者が先取り的に商標登録をしてしまい、その
結果、実際には使用されていない登録商標（不使用商標）が数多く存在していると
いう問題が起きています。
　そこで特許庁は不使用商標対策として、平成19年4月1日以降の商標登録出願に
ついて、本当にその商標を指定商品・役務について使用する予定があるのか、出願
人の使用意思を厳しく審査するようになりました。
　審査の運用では、1区分内に8以上の類似群にわたる商品又は役務を指定してい
る場合に、下記の拒絶理由が通知されることになっています。
　「この商標登録出願は広範な範囲にわたる商品を指定しているためそれらの指定
商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があ
るといわざるを得ません。従って商標法3条1項柱書の要件を具備していません。」
　「商標法3条1項柱書の要件」とは、いわゆる「商標を使用する意思」の要件のこ

Ｑ 16

Ａ

種苗法で品種登録された品種名を商標登録することはできますか。

Ｑ 17

Ａ

過去に商標登録出願し、「識別力がない」という理由で拒絶された商標で
すが、その後も使用し続けた結果、市場でよく知られるようになりました。
これを再度商標登録出願することはできませんか。

Ｑ 18

Ａ

実際に商標を使用していなくても商標登録することはできますか。
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とです。このような拒絶理由通知が来た場合の対応策としては、例えば以下のもの
が挙げられます。

【商標の使用意思についての拒絶理由が来たときの対応】

１ 指定商品又は指定役務に係る業務を行っていることを証明する書面を提出する。

２

指定商品又は指定役務に係る業務を行う予定があることを証明する書面を提出する。
具体的には以下の書類を提出する。
・商標の使用を開始する意思を証明する書面
・事業計画書

　地域団体商標が登録されるためには、以下の要件を満たすことが必要です。
１）出願人が事業協同組合等の適格な団体であること
　まず、出願人が事業協同組合等の適格な団体であることが求められます。組合員
の資格を有する者の加入の自由が設立準拠法により担保されていることが必要です
（例えば、農業協同組合法第20条や中小企業等協同組合法第14条）。出願人が複数
の場合、出願人全員が適格団体であることが必要です。
　したがって、県などの地方公共団体は主体適格を満たさず、地域団体商標の出願
をすることはできません。これは、地域ブランドの「地域」は必ずしも行政区画と
対応するものではなく、地域ブランドの主体として適切とはいえないと考えられる
ためです。

２）出願人の構成員に使用をさせる商標であること
　地域団体商標は、事業者を構成員に有する団体がその構成員に使用をさせること
を前提としています。したがって、明らかに地域団体商標を構成員に使用させるこ
とを目的としていないと認められる場合には、地域団体商標の登録を受けることは
できません。団体が自ら使用することは差し支えありませんが、構成員の使用を禁
止して団体自らのみが使用できるとすることを定めている等の場合には、この要件
を満たさないと考えられます。

３）商標が使用された結果、出願人又はその構成員の使用に係る商品又は役務を表
　　示するものとして周知になっていること
　地域団体商標は、全国的な知名度を獲得していない段階であっても商標登録を認
めて地域ブランドを適切に保護しようとするものですから、全国的な周知性までは
求められません。としても、本来的に識別力を欠く商標について登録を認めるもの
ですから、地域ブランドとして保護するに足りるだけの信用が蓄積していることが

Ｑ 19

Ａ

地域団体商標が登録されるためには、どのような要件を満たす必要がありますか。
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必要であると考えられます。そこで、地域団体商標として登録されるためには、当
該商標が実際に使用され一定範囲で周知となっていることが求められています。ど
の程度の範囲で周知となっていることが必要であるかは、商品又は役務の種類、需
要者層、取引の実情等の個別事情を総合してケースバイケースで判断されます。特
許庁の説明では、例えば、隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていること
が必要であるとされていますが、これは例示であり、これ以外の場合、例えば、産
地が沖縄で主として首都圏で販売されていることから首都圏で周知であれば「需要
者の間に広く認識されている」と認められるものと思われます。また、産地が県の
中央や県境等で結論が左右されることは不合理ですし、マニアックな商品であれば
遠く離れた地域の特定の需要者の間で周知であるということも考えられます。結局、
保護するにたるだけの使用及び信用の蓄積があるか否かが実質的に判断されると思
われます。なお、周知性は商標の使用の程度により日々変化します。したがって、
一度拒絶査定がされた場合であっても、その後積極的に使用して周知性を獲得した
段階で、再度出願することにより登録することは可能です。

４）商標が地域名と商品名（役務名）の名称等の文字のみからなること
　地域団体商標は、地域ブランドを保護するためのものです。したがって、ある意
味では当然の要件といえます。ここで、地域名は、地域を特定できるものであれば
よく、現在の行政区画名に限らず、旧地名、旧国名、河川名、山岳名、海域名等の
地理的名称が含まれます。商品名（役務名）とは、その名称が取引界において、そ
の商品又は役務の一般的な名称であると認識されるに至っているものです。
　なお、商品名表示として慣用されている名称（例えば、「織」「焼」「塗」等）や
商品等の産地表示の際に付される文字として慣用されている文字（例えば、「本場」
「特産」）は商品名（役務名）の名称等として認められます。なお、商標が地域名と
商品名（役務名）の名称等の文字のみからなるものではない場合、例えば当て字や
地域や商品を暗示させるが地域や商品の名称のみからなるものではない商標につい
ては、地域団体商標で出願登録することはできません。この場合は、通常の商標と
して登録可能です（通常の登録要件を満たすことが必要です）。

５）商標中の地域の名称が商品（役務）と密接な関連性を有すること
　密接な関連性とは、例えば商標中の地域名がその商標の指定商品の産地であると
か、指定役務の提供の場所等であることです。この関連性については、一般には産
地や提供の場所であることが多いと思われますが、必ずしもそれに限られることな
く、例えば、海産物については、指定商品が水揚げ又は漁獲された地域、工芸品で
あれば、主要な生産工程が行われた地域であっても認められます。さらに、商標中
に地域名を使用する理由・由来はさまざまであると考えられますから、「関連性」
が証明できる限り、加工品について重要な原材料の産地（「硯」について原材料で
ある「石」の産地）や由来地が重要性を有する伝統工芸品について伝統的製法の由
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来地等であっても認められる可能性があります。

６）その他
　（1）地域団体商標が、商標全体として普通名称又は慣用商標でないこと
　例えば、「さつまいも」「いよかん」のように全国的に同一名称で生産されている
ような商品は普通名称と考えられます。
　（2）他人の先願
　地域団体商標は、地域名と商品名とからなりますから類似する先願登録は通常は
ないと考えられますが、例外的に全国的な知名度を獲得しているとして登録されて
いる先願登録が存在する場合には、これを類似するとして拒絶されます。
　（3）他人の周知商標と同一又は類似する商標でないこと
　地域団体商標であっても、他人の周知商標（未登録であっても）が存在する場合
には、商標登録を受けることはできません。例えば、地域ブランドが複数の団体又
はその構成員が使用していずれも周知となっている場合、一部の団体による地域団
体商標の出願は、他の団体（他人）の周知商標と同一又は類似する商標であるとし
て拒絶されます。
　この場合は、これらの複数の団体がまとまって共同出願をすれば、他の要件を満
たすことを条件として登録を得ることができます。
　（4）その他の一般的な登録要件
　上記のような地域団体商標特有の要件のほか、一般的な商標の登録要件を満たす
ことが必要です。
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　商標権の存続期間は、設定登録日から10年をもって満了します。しかも、設定
登録日から10年経過の後、更に10年ずつ権利を存続させることができます。
　商標権は特許権等とは異なり、独占使用の期間を一定年限に区切って、その後は
自由に開放するという制度ではありません。ある者の営業活動によって蓄積された
信用を保護することを目的としていますので、その商標が使用され続ける限り何回
でも更新を行ない、半永久的に権利を保護することができます。
　権利を保持するには登録料の支払いが必要です。登録料は10年分を一括納入す
る方法と5年ごとに分納する方法があります。したがって、商標権を5年以上使用
するつもりのないような場合であれば、登録料を５年分のみ納入する分納の方法を
採用するとよいでしょう。

　商標権の存続期間は原則として10年間ですので、登録録料は10年分を一括納入
するとことが一般的ですが、5年ごとに分割納入することも可能です。
　納入方法により登録料が異なります。10年一括納入の場合は設定時：37,600円、
更新時：48,500円、5年ごとの分納の場合は設定時：21,900円（5年分ですので
10年分の支払は21,900円×2回＝43,800円）、更新時：28,300円（28,300円×2
回＝56,600円）です。
　権利行使の期間を考慮して一括納入、或いは分割納入を使い分けることにより登
録料の支払を少なくすることが可能になります。例えば、商標権をトータルで13
年しか使用するつもりがないような場合であれば、更新時の登録料は５年分分納す
ることで、37,600円（設定時一括納入）＋28,300円（分割納入）＝65,900円で、更
新時も一括納入した場合の37,600円＋48,500円＝86,100円より20,200円負担を
軽減することが可能となります。　　

１）特許庁から商標権の更新時期が通知されることはありません！
　商標権の存続期間は「自己管理」が原則です。特許事務所を利用して手続きした
場合、その特許事務所から更新時期が通知されることもありますが、過信せず、うっ
かり更新し忘れることがないよう慎重に管理しましょう。

Ｑ 20

Ａ

商標権の存続期間と登録料の納入方法について教えてください。

Ｑ 21

Ａ

登録料を分納する場合の料金を教えて下さい。

Ｑ 22

Ａ

更新管理で注意すべきことについて教えてください。

４．商標権の維持・管理について
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２）商標権を更新し忘れても、一応の救済措置があります
　万一、更新できなかった場合でも、商標権の存続期間満了日から6ヶ月以内であ
れば、通常の「2倍」の更新登録料を納付することによって、商標権を更新するこ
とができます（一部例外あり）。また、天災地変その他避けることができない事変
や本人の重篤などの理由によって商標権を更新することができなかった場合も、商
標権を回復できることがあります。これらの例外適用が受けられない場合は、もう
一度最初から商標登録出願をしなおすしかありません。しかし、自分の権利を失っ
てしまった後に、他人が同じ商標を出願して、権利を取られてしまうおそれがあり
ます。十分に気を付けてください。

３）商標権を更新しないまま使用し続けるのは危険です！
　商標権の存続期間が満了すると、他人がいつでもそれと同一・類似の商標を登録
できるようになります。そのため、存続期間満了後も商標を使用し続けると、新し
い商標権者から、ある日突然、商標権侵害の責任（損害賠償請求等）を問われるこ
とがあります。継続的に使用する見込みがあれば、必ず商標権を更新されることを
お勧めします。

　登録商標を使用しない状態が「3年以上」続くと、第三者からの求めによって登
録を取り消されてしまうおそれがあります。ストック商標（いつでも使える手持ち
の商標）を保有することはブランド戦略上大きなアドバンテージになりますが、全
く使用せずにいつまでも維持し続けるのは困難です。どうしても維持したい商標に
ついては、最低でも3年に一度はその商標を使用するなどして、不使用に基づく登
録取消請求に備えることをお勧めします。

Ｑ 23

Ａ

商標登録はしましたが、現在、使用する予定がありません。商標を使用し
ない場合の問題点があれば教えてください。
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１）「ももいちご」（イチゴ）
　徳島県佐那河内村（さなごうちそん）で栽培されているイチゴ（品種名：愛知2
号）で、果実は普通のイチゴより大きく、形が桃に似ているため「ももいちご」と
命名されたそうです。ももいちごは生産量が限定されており、佐那河内村の36軒
の農家でのみ生産されているため、希少価値が高いものとして人気を呼んでいます。
16粒で１万6000円ですから、１粒1000円という高級イチゴです。

２）「太陽のタマゴ」（マンゴー）
　宮崎県JA宮崎中央等が生産するマンゴーで、果実を一つ一つネットで包み、樹
上で熟し自然に落果したものをネット袋でキャッチし収穫するという完熟マンゴー
です。
　商品ブランド認定基準として、（ア）自然に落果するまで樹上で完熟させた、特
に食味・外観の優れた果実、（イ）経済連が定める県統一基準を満たす果実、（ウ）
出荷期間中に月２検体以上の残留農薬検査の実施、などを設け、品質管理を厳密に
行っています。

３）「五福」（梅干し）
　和歌山県みなべ市の梅干し製造メーカーが製造販売する梅干しで、「申年にとれ
た梅は縁起が良く薬になる」という風習に習い、甲申年（きのえさるどし）の恵方（吉
方・東北東位）に近く、直営梅園で五度の神事を行った大粒の完熟南高梅に限定し
て漬け込んだ梅干しです。この梅干しは、かめ壺に1粒だけ入れられて販売されて
います。

４）「おみたまプリン」（プリン）
　茨城県小美玉市の商工会で、地域の活性化を図るために、地方商工会と有名シェ
フ達がコラボして小美玉市の小川町商工会を中心に地元の特産品を生かして作られ
たブランドです。
　原料の卵は、鶏が卵を産み始める一カ月以内の貴重な初生卵のみを使用し、牛乳
はノンホモジナイズ（無均質化）牛乳を使用しています。器は北茨城市の陶芸家が
手掛けた特注の天心焼。器のデザインは世界の恒久平和を願うポスター「テロと報
復」がフランスルーブル広告美術館に永久収蔵されている小美玉市在住のデザイ
ナーが考案しました。「日本一高級なプリン」というコンセプトで話題になってい
ます。
 

Ｑ 24

Ａ

商標の活用事例について教えてください。

５．商標、地域団体商標の活用について
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登録商標
（商品） 登録番号 商標権者 数量 販売価格

（イチゴ）
第4323578号 個　人 16粒 ￥16,000

太陽のタマゴ
（マンゴー）

第4297593号
宮崎県経済農業
協同組合連合会

２個 ￥29,800

五福
（梅干し）

第5216198号 ㈱東農園 １個 ￥3,150

（プリン）

第5246426号 ㈱山西商店 ２個 ￥10,000

参考文献：田中章雄著「事例で学ぶ！地域ブランドの成功法則33」光文社

　地域団体商標として登録されたものとしては、例えば、以下のようなものがあり
ます。
　 十勝川西長いも（北海道）
　 苫小牧産ほっき貝（北海道）
　 たっこにんにく（青森県）
　 南郷トマト（福島県）
　 足柄茶（神奈川県）
　 伊勢たくあん（三重県）
　 富山名産 昆布巻かまぼこ（富山県）
　 京の伝統野菜（京都府）
　 神戸肉、神戸ビーフ、神戸牛（兵庫県）
　 紀州みなべの南高梅（和歌山県）
　 紀州備長炭（和歌山県）
　 千屋牛（岡山県）
　 関あじ、関さば（大分県）

 　特許庁HP及び農林水産省HPにおいて、地域団体商標活用事例が紹介されてい
ます。
 　詳しくはこちらをご参照下さい。
   http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tiikibrand.htm
 　http://www.maff .go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_kankei/index.html

Ｑ 25

Ａ

地域団体商標の活用事例について教えてください。
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　商標権とは、特許庁に登録された商標に与えられる権利です。商標権があること
で、登録された商標を独占的に使用することができ、他人はその登録商標を無断で
使用することはできなくなります。
　また、商標権の特徴として、まったく同じ商標だけでなく、似たような商標の使
用を禁止することもできます。この「類似」の概念は、Ｑ8で説明したものと同じ
です。
 

　ここで注意したいのが、商標権の効力が及ぶ範囲というのは、「商標」と「商品
又は役務（サービス）」の2つを考慮する点です。つまり、「商標」と「指定商品又
は指定役務」が共に同一又は類似する場合に初めて商標権侵害が成立することにな
ります。そのため、極端なことを言えば、商標が同一・類似であっても、商品又は
役務が同一・類似でなければ原則として侵害とはなりません。
　なお、指定商品・指定役務との類似・非類似は、商品が同じ区分に属するか否か
で類似するか否かが決まるのではなく、類似群コードによって判断されます（Ｑ7
参照）。

【商標権の効力が及ぶ範囲・及ばない範囲】

指定商品・指定役務

同一 類似 非類似

商標

同　一 効力及ぶ 効力及ぶ 及ばない

類　似 効力及ぶ 効力及ぶ 及ばない

非類似 及ばない 及ばない 及ばない

　但し、例外もあります。商標が著名な場合です。全国的に知られているような有
名な商標は、たとえ商品・役務が非類似であっても「もしかしたらあの会社に関係
する商品（役務）かもしれない…」と思われる場合があります。そのような場合、

Ｑ 26

Ａ

商標権の効力はどの範囲にまで及びますか。

６．権利侵害の対応
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非類似の商品・役務（サービス）であっても商標権の効力が及ぶ場合がありますの
で注意が必要です。

　商標法は、昔から商標を使用している、使用していないにかかわらず、原則とし
て先に商標登録出願をした者に権利を付与することになっています（先願主義）。
　つまり、昔からその商標を使用していても、後から他人に同じ商標を登録されて
しまったら、原則としてその商標を使用することは商標権を侵害することになって
しまいます。そのため、使用している商標と同一又は類似する商標が登録になって
いるが、今まで権利者から何も言われないから大丈夫、思っていても、突然権利者
から警告が来て商標を使用することができなくなる場合があるのです。
　ただし、例外もあります。「先使用による商標の使用をする権利」です（商標法
第32条）。
　これは、（ア）他人（商標権者）が商標登録出願する前から、（イ）その登録（出
願）商標と同一又は類似する商品又は役務（サービス）において、（ウ）同一又は
類似する商標を日本国内において使用し、（エ）その商標がある程度有名（周知商
標）になっている場合は、引き続きその商標を使用することが認められるという権
利です。先に商標を使用していた者が築き上げた業務上の信用を既得権として保護
しようとするものです。
　しかし、不正競争の目的で使用していたのであれば、「先使用による商標の使用
する権利」は認められません。

　地域団体商標が登録されると商標権が発生し、商標権者は、指定商品又は指定役
務について登録商標の使用をする権利を専有します。また、地域団体商標について
は、地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は、当該法人又は当該組合
等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について地域団体商標に係る登録
商標の使用をする権利を有します。すなわち、地域団体商標が登録された後は、地
域団体商標の商標権者である団体又はその団体の構成員以外は、その地域団体商標
を使用することはできないのが原則です。
　地域団体商標制度は、地域の事業者の団体が地域団体商標を登録することにより、
その商標が付される商品の品質を適切に管理して地域ブランドを育成発展に資する

Ｑ 27

Ａ

商標登録はしていませんが、昔から使っていれば大丈夫ですよね？

Ｑ 28

Ａ

県内でもいくつかの団体が「地域名＋作物名」で地域団体商標を登録して
いるところですが、その団体に属せず、個人でその作物を販売する場合、
注意点があれば教えてください。
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ことを目的としています。この趣旨からは、地域団体商標が登録された後は、当該
商標の使用を希望する者は、基本的には当該団体に加入して（又は当該団体の許諾
を受けて）当該団体の定める基準に従って商標の使用をすることが期待されている
といえるでしょう。
　しかしながら、地域団体商標は、地域名と商品名とからなるものであり、従前か
ら団体に属さず地域ブランドを使用している生産者等や、また、様々な事情から団
体に属することを希望しない者が少なからず存在することも当然に予想され、この
ような第三者の利益を保護することも必要です。
　そこで、商標法は、このような第三者に対して、一定条件の下、継続的使用権と
いうものを認めています。つまり、地域団体商標の商標登録出願前から日本国内に
おいて、不正競争の目的でなく、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役
務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商
標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をす
ることができるのです。したがって、この条件に該当するのであれば、当該地域ブ
ランドを継続して使用することがきます。
　ただし、このような継続使用が認められるのは、地域団体商標が出願される前か
ら使用していた商標及び指定商品等に限られることに注意する必要があります。ま
た、このような継続的使用権が認められる場合、地域団体商標権者は継続的使用を
する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係
る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することがで
きる点にも注意が必要です。
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１）属地主義　（日本の商標登録の効力は外国には及ばない）
　日本で商標登録を受けた商標の効力は日本国内に限って有効です。日本で登録し
ているからといって、外国でも登録になるとは限りませんし、いくら日本国内で有
名な商標であっても、外国ではその著名性が考慮されずに他人に商標登録を取得さ
れてしまうというケースもあります。
　このため、外国で商標を使用して商品の販売・サービスの提供を円滑に行なう場
合には、それぞれの国で有効な商標登録を取得しておく必要があります。商標登録
を取得することにより、他人の模倣に対して商標権を行使して防止することができ
ます。また、各国の商標制度によりますが、他人による同一又は類似の商標の登録
を審査段階で拒絶することができたり、あるいは、既に取得している商標登録に基
づいて登録異議申立てを提起することで他人の同一又は類似商標の登録を阻止する
ことができます。
　
２）外国でも独占排他的な使用をするため（トラブル防止。安全な使用）
　商標登録を取得することのメリットは日本国内でのそれと基本的には同じです
（Ｑ3参照）。
　商標登録を取得しなかったために外国で商標権侵害事件に巻き込まれた場合、現
地で対応するためには現地の弁護士費用を含み多大なコストと時間を要します。ま
た商標権侵害の問題は会社のイメージダウンにもつながります。このようなトラブ
ルに巻き込まれないためにも、外国で使用する商標については使用する国毎に商標
登録を取得しておくことが、結果的にはコストの削減にもつながります。
　他人の模倣に対して権利を主張する場合、問題が生じている国において商標登録
されていれば、登録された商標はそれぞれの国で公報に掲載されているため、模倣
者が商標登録の存在を知らなかったからといって侵害の責任を逃れることはできま
せん。登録が無かった場合でも、その国で長年使用した結果、一定の知名度を得て
いれば権利主張が可能な場合はあります。しかし、その場合には、知名度を得てい
る事を十分な証拠によって自ら立証しなければならず、それには大変な労力やコス
ト（弁護士費用など）を要します。

　中国では日本の自治体名、地域名、酒類、米の銘柄などについて、第三者による
不正な商標出願が相次いでおり、その多くが登録されています。以下に一例を挙げ

Ｑ 29

Ａ

外国での商標登録をする必要性について教えてください。

Ｑ 30

Ａ

外国における模倣被害・不正登録事例を紹介してください。

７．外国での出願・登録
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ます。
　自治体名としては、「徳島」（第5類　医薬品）、「千葉」（第16類　印刷機）、「福島」
（第20類　家具）、「富山」（第20類　自転車）などがあります。
　地域名としては、「有田／ YOUTIAN」（第31類　果物、海産物）、「丹波黒大豆
（図形あり）」（第31類　未加工豆、穀類）、「宇治」（第30類　茶）、「宇治金時」（第
30類　食用氷）、「近江」（第29類　肉、干肉）、「信州味噌」（第30類　醤油、パン）
などがあります。
　酒類としては、「八海山」、「隠蔵」、「南部美人」、「越乃寒梅」、「上善如水」（全て
第33類　米酒、清酒等）などがあります。
　米の銘柄としては、「越光／ KOSHIHIKARI」、「一目惚」、「秋田小町／
AKITAKOMACHI ／ QUI TIAN XIAO DING」（全て第30類　米、穀類製品他）な
どがあります。
　上記のような第三者による商標登録が存在するため、日本から中国に商品を輸出
する際に、本来の商品名を名乗れないという事態が発生しています。
　近年では模倣も巧妙化、複雑化しており、日本の正規の商標権者が対応に苦
慮する事例もあります。有名な事例としては、中国企業がオートバイに「日本
YAMAHA株式会社」と、「日本YAMAHA」の部分を強調した態様で表示して販売
したことに対して、日本のヤマハ発動機株式会社が中国における「YAMAHA」、「雅
馬哈」(中国語で「ヤマハ」に相当)などの商標登録に基づき商標権侵害訴訟を起こ
した事件があります。この事件では、商標権侵害が認定され、被告である中国企業
に対して830万元（約1億3千万円）という当時の最高額の損害賠償が命じられま
した。
　被告は日本国内で「日本雅馬哈株式会社」という会社を設立し、この会社から「日
本YAMAHA株式会社」の商号を使用するための使用許諾契約を締結するなど、非
常に手の込んだ準備をしていました。しかし、ヤマハ発動機株式会社は関連する商
標について中国で商標登録を済ませていたので、適切な法的対応をとることができ
ました。

　各国はそれぞれ独自の商標制度を採用しており、各国の制度に合わせた出願をす
ることが必要ですので、適切な提案を受けられる現地代理人を選定することが重要
です。しかし、各国での代理人を選定することは一般には容易ではないため、まず
は外国商標に詳しい弁理士に相談することをお勧めします。

１）出願商標の選定、指定商品・役務記載の検討
　商標が対象国で持つ意味、親しみ易さ、現地語でなくてよいかどうか等のマーケッ

Ｑ 31

Ａ

外国出願で注意すべきことは何ですか。
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トにおけるインパクトも考慮するとよいでしょう。指定商品・役務も、各国で認め
られる記載が異なりますので、出願前に検討することが必要です。

２）必要書類・情報の手配
　国によって、出願書類が異なります。現地代理人の委任状が必要な国が多く、単
なる署名でいいのか、認証がいるのか、というのも国によって違います。各種宣誓
書、証明書が必要な場合もあります。出願人の名称の英語表記や漢字表記が必要な
国もありますので、出願前に確認しておきましょう。

３）優先権主張（パリ条約）
　日本と同一内容の外国出願をする場合、日本の出願日から6カ月以内に優先権を
主張して外国に出願したときは、外国でも日本の出願日と同日に出願したのと同様
な保護を与えようという条約上の制度があります。日本の出願の公開情報を見て、
悪意ある第三者が自国で先に出願してしまうというケースも実際発生していますの
で、日本と外国の出願のタイミングを見ながら、優先権制度をうまく利用しましょ
う。

４）出願ルートの選択
　外国出願をする場合には、2つのルートが考えられます。一つは現地代理人を介
して対象国に直接出願するルート、もう一つはマドリッド・プロトコルという条約
に定められた国際出願をするルートです（後者についてはＱ32参照）。直接出願は、
出願時から現地代理人が付くことによって、その国に応じた適切なアドバイスを商
標採択時から受けることができる一方、必要書類や翻訳手配の手間、出願時の各国
代理人費用がそれぞれかかります。マドリッド・プロトコル締約国に出願する場合
には、国際出願を積極的に検討するとよいでしょう。

　マドリッド・プロトコル（マドリッド協定議定書）とは、商標の国際登録につい
て定めた条約です。日本も条約締約国です。
　日本の商標出願又は商標登録の名義人は、その出願又は登録を基礎に、保護を求
める他の条約締約国を指定し、日本国特許庁を通じて世界知的所有権機関（WIPO）
国際事務局に国際出願をすることができます。国際出願の言語は英語です。国際事
務局の管理する国際登録簿に国際登録を受けることにより、国際登録日から、各指
定国の官庁に直接出願されていた場合と同一の効果が得られます。また、各指定国
官庁が国際事務局から国際登録の通報を受けた日から12か月（又は、各国の宣言
により18か月）以内に拒絶の通報をしない限り、国際登録日から、その商標が各

Ｑ 32

Ａ

マドリッド・プロトコルの概要を教えてください。



45

指定国の官庁に登録されていた場合と同一の効果が得られます。国際登録の存続期
間は、国際登録日から10年で、その後10年毎の更新が可能です。指定国ごとに更
新申請をする必要はありません。

　国際登録は基礎出願・登録への従属性があるとされていることに注意が必要です。
国際登録の日から5年の期間が満了する前に日本の基礎出願が拒絶又は基礎登録が
無効・取消しになった場合には、国際登録も取消されます（セントラルアタックと
言います）。その際、救済措置として各指定国において国際登録を国内出願へ変更
することが認められています。
　国際出願を利用することで、一つの手続で複数国での権利取得や商標権の管理が
可能となり、各指定国で現地代理人を介さずに出願手続きができるため、特に指定
国数が多い場合にはコストの低廉化も図ることができます。

 

出願人
出願人

日本国特許庁

国際事務局
（国際登録）

英国 独国 仏国 英国 独国 仏国

通報

出願

（出典：特許庁ＨＰ）

マドリット協定議定書 通常の各国への出願の場合
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　まったく同じ商標が他人によりすでに登録されていたとなると、もう打つ手がな
いと考えてしまいがちですが、冷静に考えれば、以下の3つの方法が考えられます。

１）商標権の譲渡
　商標権者から商標権を譲渡してもらうという方法です。その登録商標のブランド
価値によって金額は異なりますが、使用していない商標であれば比較的安く譲渡し
てもらえる可能性があります。全部譲渡が無理なら一部譲渡という方法もあります。

２）使用許諾
　いわゆるライセンスです。使用許諾には、独占的に登録商標を使用できる「専用
使用権」、非独占的に登録商標を使用できる「通常使用権」の2種類があります。

３）商標登録の取り消し
　商標登録を取り消せれば、自己の商標を登録したり、現在の使用を継続すること
ができます。具体的には、（ア）不使用取消審判を請求する、（イ）登録異議の申し
立てを行う、（ウ）無効審判を請求する、という３つの方法があります。
（ア）不使用取消審判については後述します（Ｑ34参照）。
（イ）登録異議の申し立ては、本来登録されるべきではなかった商標の登録を取り

消すための申し立てです。申し立ては、商標登録の後に発行される商標掲載公
報の発行の日から2ヵ月以内に行う必要があります。審理のやり取りは特許庁
と異議申立人との間で行われます。異議申し立てが認められれば、その商標権
は初めから存在しなかったものとみなされるため、その後も継続して商標を使
用することができます。

（ウ）無効審判も商標権を遡及的に消滅させる手段という点では登録異議申し立て
と同じですが、商標権消滅後も請求できる点（但し一部の無効理由については
商標権の設定登録後5年を経過すると請求できない）、審理のやり取りは商標
権者と無効審判の請求人との間で行われる点（間に特許庁審判官が入ります
が）、などが登録異議申し立てとは大きく異なります。

８．そ の 他

Ｑ 33

Ａ

商標調査を実施したところ、同一の商品に使用する同一の商標が登録され
ていることがわかりました。今までも使用していた商標なので何とか今後
も使用したいのですが、何か方法はありませんか。
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　登録した商標を使用していない場合は、その商標に業務上の信用は発生しませ
ん。そのため第三者は、「日本国内で継続して3年以上不使用の状態にある登録商標」
に対して、登録を取り消す審判を請求することができます。これを「不使用取消審
判」（ふしようとりけししんぱん）といいます。
　「3年以上」ですから、登録になってから3年未満の商標は要件を満たさないので、
たとえその商標が指定商品において使用された事実が無いとしても、取消の対象と
はなりません。
　不使用取消審判の請求があった場合、被請求人である商標権者は、登録商標を使
用していること又は請求のあった日から過去3年以内に登録商標を日本国内で使用
していた事実を証明しなければなりません。
　そして、商標権者が使用の事実を証明できなければ、商標登録は取り消されます。
登録商標が不使用だと判断されれば、判断された日からではなく、審判請求の日ま
で遡ってその登録が取り消されます。
　なお、不使用による取消を免れるため、不使用取消審判が請求された後に慌てて
登録商標を使用しても、それが不使用取消審判請求前3ヵ月の使用だった場合は、
「駆け込み使用」であると認定され、適正な「使用」とは認められず、取消を免れ
ません。
　不使用取消審判の審理期間は、特許庁のデータによれば平均で約7ヵ月です。

１）「Ⓡ」マークとは
　Ⓡとは「Registered Trademark（登録商標）」の略称で、特許庁で商標登録を
されていることを示す表記として、日本でもよく使われています。
　もともと「Ⓡ」マークはアメリカで商標登録を認められたときにつけるもので、
アメリカでは登録商標には「Ⓡ」マークをつけることが義務付けられています。
　日本においては登録商標に「Ⓡ」マークの表記を義務付けられていませんが、「登
録商標」または「登録○○号商標」と書くことが努力義務として課されているので、
同じ意味をなす「Ⓡ」マークも慣習的に使用されています。
　表示がなくても罰則はありませんが、「登録商標」、「登録○○号商標」又は「Ⓡ」
マークを表示することは、他人が無断で使用することを防止する効果があると考え
られます。
　ただし、登録されていない商標に「Ⓡ」の表示を付すと虚偽表示とされる恐れが
あるので、気をつけましょう。

Ｑ 34

Ａ

商標登録されていても、3年以上使われていなければ取り消される場合が
ある、と聞いたのですが、詳しく教えてください。

Ｑ 35

Ａ

ⓇマークやＴＭマークをよく見かけますが、これは何の意味があるのですか。
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２）「TM」マークとは
　TMとは「Trademark」の略語で、単に「商標」を意味するだけで、商標登録さ
れていることを示す表記ではありません。
　一般的にその商標を自己の商品に使用していることを主張するために使われ、
「TM」マークに法的な意味はありませんが、こちらも他人の無断使用を牽制する
目的で、登録商標出願中の場合に「TM」マークを使うことがあります。
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Ⅲ　普及組織による支援方策について
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１.　商標権の取得に対する支援
　要約

○出願しようとする商標が商標登録できるかどうかを見極め、登録後の商標活用方策
だけでなく、地域農業への貢献度合い等、明確な経営戦略をたてましょう。

○地域団体商標については、登録によるメリットや費用対効果、維持等負担のバラン
スを踏まえて出願を検討するとともに、商標を使用する構成員全員のブランド化に
向けての意識統一が必要となります。

○登録商標と登録品種名に関する両制度の違い
　・商標登録と品種登録には審査期間に差があります。
　・品種登録期間は有限ですが、商標登録は更新ができます。
　・登録品種名であっても非類似の商品（役務）であれば商標登録ができます。

１）商標について
（１）商標登録に取り組む際の方針の明確化
　農業者等から商標の相談を受けたら、出願しようとする商標が登録できるかどうかを見
極める必要があります。商標登録出願には受ける事ができない商標が大きく分類して３つ
あります。
　ア．自己の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができないもの
　イ．公益に反する商標
　ウ．他人の商標と紛らわしい商標
　そのため、商標を出願する前には、出願しようとする商標が上記ア～ウに抵触していな
いか先行調査しなければなりません。商標出願の詳細や先行調査については、特許庁ホー
ムページを参考にすると便利です。
　商標登録が可能と判断された場合には、商標登録者は、権利の維持・管理するための負
担を負うことを理解した上で、実際にどの様な商標を申請するか検討する必要があります。
これまで使用してきた名称を引き続き使用するのか、または、新たな名称やロゴを作成し
出願するか、個人又は団体での出願か、地域ブランドとして出願するか等を検討します。
また、出願には商品又は役務を指定しなければならないので、今後の経営方針について長
期的な計画を明確化する必要があります。登録後の商標権の利用方法や利用許諾の範囲・
方法等の活用戦略だけでなく、地域農業への貢献度合い等商標活用方策について関係機関
の合意を得る必要があります。
　普及組織の役割は、農業者等が適切に経営判断を下せるよう、これら商標登録の仕組み
や特徴について理解を深めさせ、その上で可能な限り権利化を検討するよう助言・指導す
ることになります。
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（２）商標登録への支援
　出願書類の作成については、普及指導員がその作成の支援を求められることもあります。
ただし、先行調査や出願書類作成まで全てにわたって請け負うような習慣は望ましいもの
ではないので、どんな支援をどこまで行うのか前もって取り決めておく必要があるでしょ
う。
　また、広範囲にわたる指定商品又は指定役務がある場合等の複雑なケースは、専門的な
知識を要するので、経費はかかりますが、弁理士に相談するとよいでしょう。
　出願書類の記入方法、提出方法についてはQ12からQ19や特許庁ホームページを参考
として下さい。

（３）支援に当たっての留意事項
　商標権は個人の権利であるため、普及指導員の支援にはおのずと限界があります。予め、
普及組織として支援範囲や支援基準を決めておき、商標登録の段階から農業者等や地域の
関係者等にも理解してもらう必要があります。例えば、個人の農業者の中には、地域貢献
や権利化による経営向上等の意識はなく、商標登録という名誉だけのために出願する方も
います。そうした場合の普及組織としての支援について、一定の基準を決めておく必要が
あります。さらには、商標登録後の権利侵害の対応を見据えて、普及組織としての支援は、
権利侵害の防止策や対抗策等の基礎的な知識の説明や相談助言までとし、権利侵害への対
応に普及指導員が直接関与しないこと等、支援の範囲には限界があることも予め説明して
おくことが必要です。
　普及組織が商標登録等の支援を円滑に行うためには、権利を取得する目的や経営戦略に
おける位置付けを農業者に明確化させ、農業経営の発展や地域農業の活性化に寄与する事
を地域の関係者に理解してもらうことが重要になります。
　したがって、商標登録するかどうかの判断をする場面では、取得した商標権の効力等の
メリットや、出願や権利維持に係る費用及び労力の負担等のデメリットを十分に理解して
もらい、その上で出願するか経営判断するよう助言します。商標登録の権利やそれに付随
して発生する利益（不利益）は、全て登録者に帰するものです。最終的な判断は必ず農業
者等が下すように支援する必要があります。
　また、農業者等への指導に当たっては、支援事例を他者への指導資料として活用する場
面が多くなりますが、守秘義務に違反することがないよう注意が必要となります。
　商標を活用したブランドの育成には、商標が使用されている商品・サービスの品質を確
保していくことが前提となります。このためには、構成員自らの自覚が重要であり、商標
を使用する構成員全員の意識がブランド化に向けて一丸となる必要があります。特にモノ
づくりについては、普及センタ－が持つ技術の強みを活かした取組みが望まれる事になり
ます。
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２）地域団体商標について
（１）地域団体商標制度とは
　地域団体商標は、地域ブランドの生産を担う地域の生産者（構成者）が、歴史、食、特
産品などの地域資源の「付加価値」を高め、「地域ブランド」として保護し、一定の広範
囲の消費者等の信頼を得て、地域農業の活性化を図る目的で登録されています。

（２）出願にあたっての留意点
　地域団体商標を出願するかどうかの判断は、出願・登録のメリットと費用対効果、事務
量のバランスを踏まえる必要があります。
　また、地域農業の活性化に結びつけるためには、出願団体、団体の構成者（事業者）だ
けではなく、地域の関係機関が問題意識や解決意識の共有化を図り、連携して地域振興を
目指す必要があります。地域団体商標の範囲が広がる場合は、普及センタ－の管轄外に及
ぶことも考えられますが関係機関と連携して課題解決を図る必要があります。

（３）地域団体商標の登録要件について
　① 出願人が備えるべき主体要件
　出願・登録が出来るのは、中小企業等協同組合法、農業協同組合法、水産業協同組合
法、森林組合法等によって設立された法人格を有する事業組合、協同組合等で、構成員
の加入自由の担保規定が必要です。また、出願人となれないのは、個人、地方公共団体、
株式会社、財団法人、NPO法人、有限責任事業組合等です。

　② 地域と商標の密接な関係が明確であること
　地域の名称を含み、地域と密接な関わりがある商品や役務に対する商標で、「地域の
名称」+「商品・サービスの名称」で構成されます。表示は文字のみです。
　地域団体商標だけでは、他と明確に差別化出来ない場合、文字商標を図形とともに通
常の商標（地域団体商標ではない）と組み合わせて複数を登録している地域ブランドも
あります。

　③ 指定商品・役務の限定について
　「地域の名称」には、現在、過去の地名、国名、山名、河川名、海域等が使用できます。
農産物の場合は、「商品・サービス」が地域の生産物（収穫物）であること。海産物の
場合は、商品が水揚げ又は漁獲された地域。工芸品の場合は、主要な工程がその地域で
なされていること又は製法の由来地であること。加工品の場合は、原材料の産地である
ことが必要です。

　④ 使用商標には周知性が必要です
　特許庁から拒絶査定された理由の多くに、出願商標が需要者の間に広く認識されてい
ることが認められなかったことがあります。登録団体の構成員が使用し、複数県にまた
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がる一定程度の周知性が既に獲得されているかどうかの証明が重要なポイントです。

３）登録商標と品種登録名について　
　登録商標と登録品種名はそれぞれ異なる法律に基づいて登録されているものです。これ
らの両制度を活用して農産物や加工品を戦略的にブランド化し販売しようとする場合、登
録商標と登録品種名の違いとその活用方法について良く理解しておく必要があります。

種苗法第四条 （名称の適切性）
　品種登録は、品種登録出願に係る品種（以下「出願品種」という。）の名称が次の
各号のいずれかに該当する場合には、受けることができない。 
一 　一の出願品種につき一でないとき。 
二 　出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の商品に係る登録商標と同
　一又は類似のものであるとき。 
三 　出願品種の種苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一
　又は類似のものであるとき。 
四 　出願品種に関し誤認を生じ、又はその識別に関し混同を生ずるおそれがあるも
　のであるとき（前二号に掲げる場合を除く。）。

商標法第四条 （商標登録を受けることができない商標） 
　次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることがで
きない。 
　（中略）
十四　種苗法（平成十年法律第八十三号）第十八条第一項の規程による品種登録を受
けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似す
る商品若しくは役務について使用するもの

（１）審査期間に差があります
　商標出願の場合、登録の時点で、種苗法による「品種登録を受けた品種の名称と同一又
は類似の商標であって、その品種の種苗又は類似の商品若しくは役務について使用するも
の」でない場合、登録されることとなり、通常、出願後数ヶ月で登録されます。
　一方、品種登録制度では、品種の名称について「出願品種の種苗に係る登録商標又は当
該種苗と類似の商品に係る登録商標と同一又は類似のものである」場合と「出願品種の種
苗又は当該種苗と類似の商品に関する役務に係る登録商標と同一又は類似のものである」
場合には登録することができないと規定されています。品種登録制度ではまず出願公表の
前に上記条件について登録商標との重複があるかどうかの確認が行われます。重複があれ
ば名称の変更が必要となります。重複がなければ出願公表となりますが、この場合、出願
品種の名称が商標法において暫定的に登録されるものではありません。単に重複があるか
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どうかの確認だけが行われます。その後、出願品種の審査が行われますが、現状では約３
年弱の期間が必要となります。その間、第三者により出願品種と同じ名称が出願されると
種苗又は類似の商品が指定商品であったとしても、商標登録されることとなります。出願
品種の審査が終了時（品種登録の直前）にもう一度登録商標と重複がないかの確認が行わ
れます。この時、品種名称が商標として種苗又は類似の商品（役務）に登録されていると
品種登録出願者は品種名称の変更が求められます。出願した品種名称を使った販売の準備
が大々的に行われている場合、大きな損害ともなります。
　一般的に以下の方法により問題を回避する方策がとられています。
　出願者はまず、品種登録出願と同時に（あるいは少し遅れて）品種名称を商標登録出願
しておきます。種苗法による出願品種名称の最初の重複確認時には商標登録はまだ行われ
ていませんので品種名称の変更命令はありません。その後、通常であれば商標登録が先に
行われます。品種登録審査終了時の二度目の確認で重複が判明し品種名称の変更が通知さ
れますが、その時商標登録の取消手続きを行なえば出願品種名をそのまま登録品種名にす
ることができます。しかし、商標登録の費用が無駄になるデメリットがあります。
  
（２）品種登録期間は有限ですが、商標登録は更新し半永久的に利用できます
　品種登録の期間は25年（果樹等30年）であり、登録品種の名称は期間が過ぎれば普通
名称扱いとなります。一方、商標登録は10年毎に更新すれば半永久的にその使用を専有
し続けることができます。この点を上手に活用しブランド化を目指しているのが福岡県の
いちご「あまおう」でしょう。
　福岡県は県で育成したいちご品種を「福岡S6号」の名称で品種登録をしました。一方
でJA組織が「あまおう」の商標登録を出願しました。両者が協力し、「福岡S6号」のい
ちご果実を「あまおう」の商品名で販売しています。「あまおう」の名称が著名になりブ
ランド化が成功すれば、品種登録期間の終了後、誰でも品種を利用することができるよう
になっても商品名「あまおう」として独占的に販売していくことが可能となります。さら
に、将来品種改良により優れたいちごが開発された時、ブランド名として著名となった商
品名「あまおう」を使って新しいいちごを販売することも可能です。育成者権と商標権の
メリットを生かして立てられた販売戦略と言えるでしょう。
  
（３）登録品種名であっても非類似の商品（役務）に商標登録を出願できます
　商標登録は、商品若しくは役務を指定して登録されます。逆を言えば、非類似の商品（役
務）であれば、原則として同一名称であっても、登録されます。
　ある品種名称で品種登録された場合、商標法の規定では「品種の名称と同一又は類似の
商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用するも
の」については商標登録することはできません。しかし「種苗又はこれに類似」しない商
品や役務であれば出願商標が同一であっても商標登録されることとなります。
　例えば、そば品種が品種登録された場合、「そば、そば種子、そばの苗」の商品につい
ては同一又は類似の商標を登録することができませんが、指定商品が「そば粉、そばがき、
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そばのめん等」であれば登録品種の名称と同一であったとしても商標登録されることとな
ります。
　登録品種を利用して地域振興を図ることを計画している場合、当該品種の収穫物の利用
や加工品についても事前に戦略を立てておくことが必要です。

　　普及指導上のポイント

○商標権のメリットやデメリットを十分に理解してもらった上で、出願するか最終
的な判断は必ず農業者等が下すように支援する必要があります。また、予め普及
組織として支援範囲や支援基準を明確化し、農業者等や地域の関係者等にも理解
してもらう必要があります。

○地域団体商標は、地域農業の活性化を図ることを目的としているため、出願団体
や関係機関等が連携して課題解決に取り組むことが重要です。

○登録商標と登録品種名は異なる法律に基づいていることを理解し、上手くこの制
度を活用して経営戦略をたてるよう農業者等に指導しましょう。
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２．商標権の活用に対する支援
　要約

○商標権の活用の目的を明確にし、最適な活用方法を選択できるよう支援します。
○広告宣伝や、偽物の排除だけでなく、産地の協働意識やモチベーションの醸成、
品質管理、販売チャンネル管理などの観点からも、商標権の活用を検討します。

○普及組織は、取組主体の自主性を尊重しつつ、地域農業の競争力強化や地域の活
性化を促進を図る観点から、必要に応じてコーディネート機能を発揮し、ブラン
ド化戦略の策定、取組体制の整備、品質管理、マーケティング、などの各場面で、
商標を活用したブランド化等の取組を支援します。

１）商標活用支援の目的
　商標権は、商品やサービスの差別化を図り、ブランド力を高めていくための手段ですが、
商標権を取得したことだけで商品等への評価や信頼が高まるわけではありません。
　普及組織は、商標権の取得をゴールと捉えるのではなく、品質管理、マーケティング活
動、産地関係者の協働意識やモチベーションの醸成などにこれを活かすことにより、商品
やサービスのブランド化を図り、生産者等の所得の向上や地域経済の活性化に結びつける
ことを目標として支援する必要があります。

２）商標権の活用方針の明確化
　商標を活かしてブランド化を図るためには、何を目標に、どのようにブランド化の取組
を進めていくのか、方向性と全体を見通した戦略（ブランド化戦略やマーケティング戦略）
を明らかにし、これに基づいて最適な商標の活用方法を検討する必要があります。特に、
以下の点を明確にしておくことが重要です。
　ア．商標使用のルール
　　　ブランドの定義、品質基準、使用権を許諾する相手方の基準など
　イ．商標の管理体制
　　　誰が権利を取得し、どのように権利維持、使用権の許諾、侵害対応などを行うか

３）商標権の活用方法　
（１）商標権の利用方法　　
　商標権者は、商標を自ら独占的に使用するだけでなく、他者に使用を認めたり（使用権
の許諾）、権利を譲渡することもできます。
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利　用　方　法 通常の商標 地域団体商標

自分だけで使用する 〇 〇※

他者に使用を

認める　　　

独占的な使用を認める　 専用使用権の許諾 〇 ×

非独占的な使用を認める 通常使用権の許諾 〇 〇

他者に権利を譲渡する 〇 ×

※団体の構成員も商標を使用することができます。       

（２）使用権の許諾
　商標権者以外の者が商標を使用するには、原則として商標権者から使用権の許諾を受け
る必要があります。例えば、地域でブランド化に取り組む産品についてＪＡが商標権を取
得した場合に、組合員が商標を使用する場合であっても、商標権者から使用権の許諾を受
ける必要があります。
　これに対して、地域団体商標では、商標権者の構成員(組合員等)は、許諾なしに商標を
使用する権利を有します。但し、この場合も商標権者が定めた商標使用のルールに従う必
要があります。
　使用権の許諾は、対象商標、使用権の範囲、使用料（ロイヤリティ）などを明記した使
用権許諾契約書を交わすのが一般的です。少なくとも、上記のような商標使用のルールを
規約等の形で文書化し、使用者に明示しておくことが望ましいでしょう。なお、契約書の
作成にあたっては、専門的な知識を必要とするので、専門家に相談することがよいでしょ
う。

４）地域ブランドの取組体制の整備　　
（１）地域協議会等の立ち上げ　　
　ブランド化は、長期的な視野に立った継続的・組織的な取組が必要であり、特に地域で
ブランド化に取り組む場合は、生産者、流通・販売関係者、県ブランド推進課室、関係市
町村など、取組にかかわる関係者全員が、商標の活用方法を含むブランド化戦略を共有し、
一体的に取り組むための意識形成の場が必要です。
　普及組織は、必要に応じて、地域のコーディネーターとして、地域協議会などブランド
化の取組体制の立ち上げや、ブランド化に向けた関係者の合意形成を支援することが期待
されます。

【「かほっくり」の取組】普及組織が、生産組合（商標権者）、地元自治体、行政機関、民間専門
家等で組織する「大崎さつまいもブランド検討会」の設立を主導し、同検討会を通じて、ブラン
ド名や販売戦略を提案するなど、産地のブランド化に向けた取り組みをコーディネートしていま
す（P87）。
     ※他「市田柿」の取組参照（P113）
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（２）人材育成等　　
　ブランド化は、生産者等による主体的・継続的な取組が必要であり、地域でブランド化
に取り組む場合にも、生産者等の中に、商標の管理・活用を含めたブランド化の取組を継
続的にマネジメントできる人材が必要です。
　普及組織は、必要に応じて、商標制度やマーケティングに関する研修会、アドバイザー
紹介・招聘などにより、こうした人材の育成を支援できるとよいでしょう。

５）品質管理
　商品のブランド力を高めていくには、消費者の信頼を高め、これを裏切らないような品
質の管理が極めて重要です。品質を保証するため、ブランドの定義、品質基準（栽培・出
荷基準）などを満たす物に限り商標の使用を認めるルールを定めるなど、消費者の信頼を
裏切らないよう、品質と表示をコントロールすることが適当です。
　普及組織は、技術（栽培、貯蔵、輸送等）の普及にとどまらず、ブランド化戦略と商品
コンセプトをふまえた品質基準（栽培・出荷基準）づくり、これを遵守するための検査体
制づくりなどをアドバイスできるとよいでしょう。
　この場合、例えば、品質・等級別にブランド階層化を図り、階層に応じた販売を行うな
ど（（例）トップブランドは贈答品、ミドルブランドは量販店向け、規格外品は加工品と
して付加価値を付けて販売）、マーケティング戦略と一体的な品質管理の提案ができるこ
とが望まれます（なお、千葉大学
大学院の斎藤修教授は、図のよう
な望ましい産地のブランド階層を
提案しています。詳しくは斎藤修
編著「地域ブランドの戦略と管理」
農村漁村文化協会、2008年8月
を参照して下さい）。また、生産
者の農業経営に与える影響（費用
対効果や労力配分）に配慮するこ
とも必要でしょう。
　研修会や先進地調査等を通じ
て、生産者にブランドづくりにお
ける品質管理の重要性を啓発する
ことも重要です。

図　望ましいPB産地ブランド階層
（平成21年度知的財産専門研修  斎藤教授資料より）
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【「夕張メロン」の取組】夕張市農協（商標権者）が定めた細かな品質基準（糖度や重量、ネット
のかかり具合、色などによって選別）に従い、検査員が選果場で１個づつ手作業検査を行い、基
準をクリアしたものだけを「夕張メロン」ブランドで農協が一元的に出荷することで、消費者の
信頼とブランドイメージを維持し、高値販売を実現している。

６）販売チャネル管理
　商標権の第三者への使用権の許諾は流通ルートや販路の拡大のため有効な手段の１つで
す。一方で、偽物や粗悪品の流通などによりブランドメージが損なわれないよう、取組主
体が販売チャネルを適切にコントロールできることが必要です。
　普及組織は、以上の点をふまえ、権利者が一元的な販売を行うのか、第三者に使用権を
許諾するのか、どのような相手方にどのような条件で許諾するのか等についてアドバイス
できるとよいでしょう。
　　

７）マーケティング
　商標を活用して、商品のブランド力を高め、売上と所得に結びつけるためには、顧客の
ニーズを的確に捉えたものをつくり、その価値を効果的に伝え、顧客の信頼に結びつけて
いくマーケティングの取組が重要です。
　あくまで生産者等による主体的な取組が基本となりますが、普及組織も、必要に応じて
これらの取組を支援することが期待されます。  
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 【マーケティング活動において普及組織に期待される支援内容】

普及活動（支援内容）例

商
品
企
画

○産地分析（SWOT分析等）の実施
○消費者ニーズ調査方法の助言
○市場統計情報等の収集と提供
○商品コンセプト作り（ターゲット、形状・品質等）への助言

商
品
開
発

○新品種や新技術の実証（試験研究機関との連携）
○加工技術、鮮度保持技術等の実証（　　〃　　）
○新品種の品種登録等支援
○栽培・加工マニュアル作成（注1）

○安全・安心農産物生産や環境保全型農業への取組支援（ＧＡＰ、生産履歴、トレー
サビリティー、有機ＪＡＳ、エコファーマー、特別栽培農産物、ＭＰＳ等）（注2）

○表現コンセプトづくり（ネーミング、パッケージデザイン）への助言

販　

売

○販売チャネル（市場、直売、インショップ、契約販売、ネット販売等）、販売方法（再
生産価格に応じた価格設定等）の助言

○販売管理（ＰＯＳ、バーコード他）、在庫管理、顧客管理方法の助言
○消費者の評価の把握と生産現場へのフィードバックの仕方の助言

広
告
宣
伝

○マスメディア活用の助言
○広告宣伝方法の助言（出荷容器・パッケージデザインの統一、ホームページの活用、
ＰＯＰ・チラシ・のぼり・ポスター・販促活動用ユニフォームの活用、資料集（特
徴・歴史・栽培のこだわり・レシピ等）の作成、飲食店・観光業とのタイアップ、
地域の文化・歴史・観光等と結びつけた情報発信（地域団体商標）等）

○商談会やアンテナショップ出品への助言・コーディネート
○イベント開催（試食キャンペーン、消費者交流会等）の助言

全 

体
○専門家（アドバイザー等）の紹介・招聘
○行政等の支援施策（補助金・融資他）の紹介

（注１）【「市田柿」の取組】干し柿の品質の高位平準化・衛生管理手法の確立に向け衛生管理の
マニュアル化、原料柿適期収穫用カラーチャート作成等の支援を行った（Ｐ113参照）。

※他「小糸在来」の取組（標準栽培マニュアルの作成）参照（Ｐ97）

（注２）【加茂大地産野菜の取組】安全安心な露地野菜としてブランド力を強化するため、IPM技
術の導入、特別栽培農産物の認証を支援した（Ｐ83参照）。

※他「たっこにんにく」の取組（特別栽培認証、エコファーマー認定支援）参照（Ｐ101）
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８）ブランドの発展（六次産業化・農商工連携など）
　消費者から信頼されるブランドを、さらに生産者等の所得の向上や地域経済の活性化に
結びつけていくためには、農産物の生産だけでなく、農産物を活かした加工品の開発・レ
ストラン経営などの六次産業化や、地域の食品企業や観光業などとの連携（農商工連携）
による付加価値の高い新商品や新サービスの開発、販路の拡大などへ発展させることも検
討すべきでしょう。
　普及組織には、必要に応じて、試験研究機関と連携した加工品の商品化検討や、商工業
者とのマッチングなどのコーディネーター機能が期待されます。
　また、新たに開発された加工品などの関連商品やサービスについては、適切なタイミン
グで追加的な商標の出願をアドバイスできるとよいでしょう。

【「太陽育ち／たべまいか」の取組】 食品企業と連携し、さつまいも品種「ハマコマチ」を使った干芋、
焼酎、アイスクリームなどを開発。「太陽育ち／たべまいか」の統一商標を付して販売。普及組
織は、酒造会社とのマッチングや、食品企業との商品開発に向けた研究会の開催などの支援を行っ
た。当初より加工品への利用を想定し、第29～ 31類の商標登録を行った（Ｐ92参照）。
※他「かほっくり」の取組参照（Ｐ87）

９）支援に当たっての留意事項    
（１）支援内容の明確化　　
　ブランド化の取組状況や課題を的確に把握し、普及組織として支援を行うべき内容を明
確にします。
　支援対象が個別経営体である場合と、地域ブランド化を目指す産地関係者である場合と
では、期待される支援内容も異なります。特に後者の場合は、地域経済の活性化を目指し、
多様な産地関係者によるブランド化に向けた取組（取組体制の整備、品質管理、マーケティ
ング等）をコーディネートする機能が求められます。
　※なお、いずれも場合も、私権の取り扱いに関する内容であるため、公的機関として踏

み込める内容には限界がある点を理解してもらう必要があるでしょう。

（２）支援体制の確立　　
　ブランド化の取組は、長期的な視野に立った継続的・組織的な取り組みが求められます
ので、支援を決めた内容については、普及指導計画に位置づけるなどして、担当職員が異
動しても継続的な支援ができる体制を整えることが必要です。職員に商標権、マーケティ
ング等に関する研修を実施するなど、人材育成を図ることも重要です。

（３）支援の視点　　
　商標権の活用は、商品のブランド力を高めていくための取組の一環ですから、支援にあ
たっては、ブランド化の取組全体を支援するという視点で取り組む必要があります。
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【ブランド化に向けた課題と商標権に関連する取組例】

ブランド化に向けた取組課題※ 商標権に関連する取組

ブ
ラ
ン
ド
化
の
検
討

○素材を発掘
○ものの基本的価値を明確化
○目指す方向と戦略（ブランド化戦略）
を確立

○取組体制を整備

○「もの」の価値、ブランド化戦略をふ
まえたネーミング、デザイン等を考案
し商標登録

○ブランド化戦略や取組体制に応じて、
商標の使用ルールを決定（品質基準（栽
培・出荷基準）、使用権の許諾相手の
基準等）

生
産
体
制
・

品
質
の
確
立

○生産体制を整備
○生産・出荷に当たっての品質管理

○商標の使用ルール（品質基準）に沿っ
た品の生産・選荷体制の整備

流
通
・
販
売

○ブランドコンセプトを明確にした販売
戦略

○消費者に訴えかけ、情報を伝える方法
の工夫

○名称・マークの管理

○効果的に消費者に訴えかける商標の表
示

○商標の使用ルールに基づく選果・出荷、
使用権の許諾（販売チャンネルの管理）
等

○偽物の流通予防のため、Ｒマークの表
示等で商標権の登録を周知

ブ
ラ
ン
ド
の
維
持
・
発
展

○継続的なブランド管理
○取組の検証、効果の確認、フィードバッ
ク

○商品の改良や関連商品の開発・販売
○取組を担う人材の育成

○商標権の更新
○模倣品の監視、権利侵害品行為への対
応

○商標権の追加取得（加工品等関連商
品）、海外での商標権の取得（輸出）

○商標制度についての関係者研修会等

※「農林水産物・食品の地域ブランドの確立に向けて」（H20農林水産省知的財産戦略本部専門家会議
　地域ブランドワーキング・グループ）参照

普及指導上のポイント

普及組織として、支援を行うべき内容を明確にします。
○支援を決めた内容について、長期的・継続的に支援できる体制を整えます。
○ブランド化の取組全体をサポートするという視点が必要です。
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３．権利侵害への対応
　要約

○まず、侵害事実の調査と確認をしましょう。
○侵害者に対しては、侵害の差止めや損害賠償を請求できます。
○商標権者は、侵害行為に関して民事、刑事、及び税関における水際差止め救済を求
めることができます。それぞれの救済制度の概要を理解しましょう。民事手続とし
て裁判外紛争機関における調停手続の活用も有効です。

○警告書の発送から民事手続までの侵害対応をシミュレーションしましょう。
○裁判例
○相談機関の活用
○普及指導上のポイント

　権利侵害への対応の流れをご説明します。

１）侵害事実の調査と確認
（１）どんな場合に商標権侵害となるのか?  
　まず、登録商標は現在でも有効でなければ権利行使できません。商標権の存続期間は
10年ですが、10年ごとに更新が可能です（商標法第19条）。存続期間内の請求であるか
を確認しましょう。
　また、商標権はすべての商品や役務に効力が及ぶのではなく、指定商品（役務）との関
係で商標権の権利内容が決まります。従って、権利主張をする前に、まず、登録商標権の
範囲を確認しましょう（「IPDL」でインターネット検索可能）。
　商標権侵害の主張ができるのは、あなたが商標登録を取得した名称やマークと、同一ま
たはよく似た（類似する）ものを、指定商品・役務（商標登録出願時に商標を使用する商
品/サービスとして指定した商品/サービス）と同一またはよく似た（類似する）商品等に、
他人が勝手に使っている場合です。実務では「同一」は少なく「類似」の場合が多いので
すが、商標が類似しているかどうかの判断はなかなか難しいものです。「類似」と言える
かどうかの判断が難しい場合、権利侵害の主張が認められないリスクが高くなります。
＊商標権者が自分で使える範囲（専用権の範囲）と、第三者の使用を排除できる範囲（禁
止権の範囲）は違います。専用権は、商標同一かつ商品（役務）同一の範囲にしかあ
りません。禁止権は、商標類似の類似商品（役務）にも及びます。ちなみに、商標A
の商標権者が禁止権の範囲で商標を使用した場合（例えば、登録商標を少し変えて登
録商品以外の類似する商品に使用）は、類似する商標Aの商標権者の禁止権により排
除されるリスクがあります。従って、商標権者は「専用権」の範囲で商標を使用する
のが安全です。
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　以上のとおり、商標権の効力は指定商品（役務）と類似の範囲にしか及びませんが、商
標が有名（周知）または著名なになっている場合は、不正競争防止法により商品等表示と
して保護されます（同第2条1項1号または2号）。
  
（２）類似性はどのように判断されるのか?
　まず、両方の商品（役務）に同一または類似の商標を使用するとき同一営業主の製造ま
たは販売にかかる商品・役務と誤認される虞れがあると認められる関係にある場合には、
両商品（役務）は類似になります。
　次に商標の類否については、これまでの裁判例において「商標の類否は、対比される両
商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるお
それがあるか否かによって決すべき」であり、この際「商標がその外観（見た目）、観念（意
味）、称呼（読み方）等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察」
するほか、「その商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的取引状況に基づ
いて判断する。」とされています（その他、特許庁の商標登録審査の判断基準があり、また、
特許庁や裁判所の先例が集積されています。登録について商標法第4条1項11号、侵害判
断について商標法第37条1項1号）。

２）侵害者に対してどんな請求ができるのか?
　商標権者は侵害者に対して商標の使用をやめること（差止請求）や侵害品の廃棄を求め
ることができます（商標法第36条）。また、商標権者は、以上の請求と併せて、または、
独立して、侵害者に対し、侵害によって生じた損害の賠償（損害賠償請求権。民法第709条）
を求めたり、謝罪広告など業務上の信用を回復するために必要な措置を求めることができ
ます（商標法第39条、特許法第106条）。商標権侵害が認められると、過失が推定されま
す（同第39条で準用する特許法第103条）。また、商標権者による損害賠償額の立証は困
難が伴うため、商標法には損害の額を推定する規定（商標法第38条）があり、限界利益（実
質的には粗利益相当額に近い）を損害とみるのが確定した判例です。

３）権利侵害に対する救済制度の概要
　商標権者は、侵害行為に関して民事、刑事、及び税関における水際差止めによる救済を
求めることができます。
（１）民事手続
　最も一般的にとられる手続であり、裁判と裁判外の解決方法があります。
　① 裁判手続
　訴えを提起して審理を求める裁判所のことを管轄裁判所といいます。一般的には被告
（訴えの相手方）の住所地（法人の所在地）を管轄する地方裁判所が訴えを提起すべき
管轄裁判所になります。さらに商標権侵害の場合には、本来の管轄裁判所が名古屋高等
裁判所管内以東であれば東京地方裁判所も、また、大阪高等裁判所よりも以西であれば
大阪地方裁判所も、管轄裁判所となります。例えば、仙台市に住んでいる人が商標権侵
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害行為を行った場合には、商標権者は、仙台地方裁判所か東京地方裁判所のどちらかを
選択して訴えを提起することができます。
　民事訴訟は、まず、原告が「訴状」という文書を裁判所に提出することから始まりま
す。訴状には「請求の趣旨」（「被告は～してはならない。」「被告は原告に対し～を支払
え。」という、判決の結論に対応する部分）と、「請求の原因」（原告が商標権者である
こと、被告が商標を使用している事実、被告行為によって損害を被ったことなど、請求
の理由付けとなる事実や法律的根拠）を書かなければなりません。また、訴状には請求
内容に対応して計算される「訴額」に応じた「訴訟印紙」を貼付しなければなりません。
　裁判所は訴状提出を受け付けると、第1回口頭弁論期日を決め、期日の呼出状を添え
て、被告に訴状の副本を送達します。
　被告は、「答弁書」という文書に、原告の請求を認めるか、否認するか、否認する場
合はその理由、又は抗弁（訴状に書いてあることは事実であるが、（例:被告は商標権者
から有効に通常使用権の許諾を受けているから）原告の主張は不当である。）を書いて、
裁判所と原告に提出します。被告が、訴状の送達を受けたのにも関わらず、答弁書を提
出せず、第1回口頭弁論期日にも欠席すると、原告の主張をそのまま認めたことになり、
原告が訴状で請求したとおりの判決が下されることになります。民事訴訟手続では、原
告と被告の双方が互いに書面や口頭で主張や立証を尽くします。最近、訴訟手続の迅速
化がはかられており、第一審の判決に至るまでの平均期間はおよそ1年程度です。また、
第一審において訴訟上の和解によって終了する事件もおよそ半数程度あります。
　地方裁判所の下した判決に不満がある当事者は、判決書の送達を受けた日から2週間
以内に高等裁判所に控訴することができます。控訴審の管轄裁判所は第一審の所在地を
管轄する各高等裁判所です（東京高裁管轄内の地裁事件は知財高裁へ）。控訴審判決に
ついては、憲法違反や重大な違法性がある場合、もしくは最高裁の先例に違反したり、
重大な法律問題が含まれている場合に限り、最高裁判所へ上告することができます。

　② 知的財産専門の裁判外紛争解決機関（日本知的財産仲裁センター）
　以上のような訴訟手続には、時間的・経済的なコストがかかります。また、全国の地
方裁判所のうち、東京地裁と大阪地裁以外には、知的財産専門の部は設けられていませ
ん。侵害の上手な解決方法として、知的財産専門の裁判外紛争解決機関を活用すること
が考えられます。
　日本知的財産仲裁センターは、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で運営する、
知的財産専門の裁判外紛争解決機関です。同センターでは、弁護士、弁理士、学識経験
者がそれぞれの知識と経験を活かして、相談、調停、仲裁、判定、ドメイン名紛争裁定
などにより、知的財産権に関する様々な問題を解決します。

　　【調停】
　調停は、弁護士・弁理士各1名による調停人が当事者間の紛争解決に協力し、和
解の成立に向けて努力する制度です。調停人の意見や判断をもとに当事者が合意し
て和解契約を結ぶことにより事件を解決します。
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　　【仲裁】
　仲裁は、当事者の合意に基づいて、紛争の解決を弁護士及び弁理士を含む少なく
とも3名の仲裁人にまかせ、仲裁人の判断に強制力を持たせて紛争の解決を図る手
段です。仲裁判断は確定判決と同じ効力を有し、裁判所の執行決定により執行力が
付与されます（仲裁法第45条、46条）。最高裁までの三審制をとる裁判と違い、仲
裁には終局的解決に時間を要しないという利点があります。他方、仲裁手続を開始
するためには、申立て前に、両当事者が仲裁によって解決することについて書面で
合意していることが必要です。

＊メリット
　　調停も仲裁も、裁判とは異なり非公開で行われ、申立てがあったことも、その間の
提出書類及び手続の結果についても、一切、秘密厳守されますので、公開リスクを心
配せずに、紛争解決を進めることができます。基本的な主張立証が提出されて手続が
始まれば、あとは裁判と異なり、柔軟な手続進行が可能です。また、 「調停から仲裁」、
「仲裁から調停」、「センター判定から調停または仲裁へ」の移行も柔軟にできます。
調停の場合、平均期日回数は４回（最短２回）、半年程度で解決しています。

＊利用方法
　　全ての手続に必要な書式はセンターのホームページ（http://www.ip-adr.gr.jp/）
から入手できます。所定の調停・仲裁申立書を本部・支部又は支所受付機関に提出す
ると、事務局が申立書の方式審査を行い、問題がなければ正式受理します。弁護士・
弁理士は代理人として手続に関与できます。

　　センターは、東京本部、関西支部、名古屋支部及び北海道支所、東北支所、中国支
所、四国支所及び九州支所の8つの拠点をもっています。調停・仲裁は、これらの各
地の弁護士会館、弁理士会館その他センターが指定する場所で行われます。

＊費用
　　一審ごとに訴額に応じた訴訟印紙を貼らなければならない訴訟に比べて、センター
ADRは費用面でずっと有利です。

　　センターの調停手続費用は、申立手数料5万円。調停申立が却下された場合、また
は被申立人が調停の申立に応じなかった場合には、納付した申立て手数料5万円から
事務処理手数料2万円を差し引いた金3万円を申立人に返還します。その他にかかる
費用としては、期日手数料（各当事者につき1回毎に5万円）と和解契約書作成立会
い手数料（各当事者につき、原則15万円）があります。
【参考】標準的調停手数料総額（調停期日3回で和解成立の場合）：申立人35万円・被

申立人30万円
      
（２）刑事手続
　商標権侵害は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられます（併科も
あり）。親告罪ではありませんが、権利者は警察・検察に対して、商標権侵害の告訴をす
ることができます。
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（３）税関による知的財産侵害物品の水際取締り
　商標権を侵害する物品は、関税法により、麻薬や拳銃と同様に輸入または輸出しては
ならない貨物とされています。商標権者は、侵害物品の輸出入について、税関長に対し
て申立てを行ない、貨物が侵害物品であることを認定するように求めることができます。
税関長が侵害物品であると認定した場合には、輸出入ができなくなり、貨物は原則とし
て廃棄されます。申立ての詳細手続や書式は、税関のHP（http://www.customs.go.jp/
mizugiwa/chiteki/）に掲載されています。

４）権利侵害対応の流れ
（民事手続の場合）
　上記のとおり、商標法のみならず不正競争防止法等の様々な知的財産権による保護が想
定できますので、証拠収集、要件事実の立証の可否等も含めて、使える権利を見出す必要
があります。もちろん、複数の権利を行使することでも差し支えありません。
　権利行使に当たっては、通常は、内容証明郵便など証拠に残る方法で、警告書を相手方
に送付します（公報等を送る場合には、内容証明郵便には添付できないので、その旨を書
き添えて別便で送ることになります）。警告書には、権利者側が保有権利の特定、相手方
商品の特定、相手方商品が権利者の登録商標を使用している事実が記載され、次いで、製
造販売等の差止めを求めると共に、これまでに相手方が製造販売した相手方商品の製造販
売数量や総売上額、利益率等の損害賠償の算定の根拠資料となる数額につき、回答期限を
定めて回答を求めるような内容となることが多いでしょう。
　これに対して、相手方からも内容証明郵便などで、回答書が送られます。
　当事者間の交渉では解決が期待できないときには、訴訟提起または日本知的財産仲裁セ
ンターの調停の申立てを検討します。
＊ワンポイント
　ア　商標は、特許庁における登録が済んでから使用するのが安全です。さもないと、商

標使用後に第三者から商標権侵害警告が来ることになりかねません。
　　　例えば、Yが名称Aを使用開始した後に、Xが商標登録出願して権利化し、Yに対し

て、商標権侵害の警告をすることもあります。
　　　この場合のYの防御方法（抗弁）として、次のような主張があります。
　　　「商標的使用がない」：これは判例法上の権利侵害要件である「自他商品の識別機能

を果たす態様で使用されていること（商標的使用）」がないという主張です。しかし、
販売する商品名として使用している場合はこの主張は認められません。

　　　「先使用権がある」：商標法第32条によりYに引続き名称Aを使用する権利が認めら
れるには、Yによる名称Aの使用が「需要者の間で広く認識」されていることが必要
です。

　　　Yとしては、侵害と認められる可能性が高ければ、名称を変更し、かつ、和解金を
支払うことになります。

　イ　「商標の使用」ではないとして非侵害とされた事件は多数あります。後述する巨峰
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事件（福岡地裁飯塚支部判昭46.9.17無体集3巻2号317頁）では、段ボールの箱に「巨
峰」という文字が表示され中にぶどうが入っている場合、取引上の経験則から、それ
は指定商品たる包装箱に商標が使用されているのではなく、中のぶどうに使用されて
いる、とされました。

　ウ　但し、商標法第3条1項1号から6号の登録できない商標については、同条2項によ
り永年使用による識別性の獲得が認められる時には商標登録を受けることができる場
合もあるので、使用実績により登録を目指す場合もあります。

　エ　商標登録と品種登録との関係
　　　商標権の対象となる商標と、育成者権の対象となる登録品種の名称については、同

じ又は似たものを使うことができない場合があります（すなわち、商標法上、種苗法
に基づいて品種登録された品種の名称と同一又は類似の商標は、その品種の種苗又は
これに類似する商品若しくは役務について使用することができません（商標法第4条
1項14号）。他方、種苗法上、出願品種の種苗に係る登録商標又は当該種苗と類似の
商品に係る登録商標と同一又は類似の名称は登録品種として使用することができませ
ん（種苗法第4条第1項第2号））。

　　　一般的には、品種登録出願が先であっても、商標権の方が先に登録されることがあ
り、また、商標登録によって保護される名称の範囲の方が特定の品種の名称のみを保
護する登録品種の範囲より広いと言えます。こうした点を考慮して、福岡県では、イ
チゴの新品種「福岡S6号」という名称で付与された育成者権とその商品名「あまおう」
という商標権の登録とを戦略的に使い分けています。

  
５）裁判例 
（１）商標権の侵害にはならないとされた事例
　「巨峰」事件（福岡地裁飯塚支部判昭46.9.17・昭和44年（ヨ）第41号。判例タイム
ズ274号342頁・無体集3巻2号317頁）
○申請人は、包装用容器を指定商品とする登録商標「巨峰」「KYOHO」等を有する商
標権者であり、被申請人は、内容物たるぶどうの品種名の表示として「巨峰」「KYOHO」
等を印刷した段ボール箱を製造販売していました。申請人は被申請人の当該段ボール
箱の製造販売が商標権侵害であると主張して、仮処分を申請しました。

○裁判所の判断
　　裁判所は「巨峰」がぶどうの品種として周知であることを前提として、「巨峰」
「KYOHO」等の文字は、その客観的機能からみても、又これを製造している被申請
人の主観的意図からみても、内容物たる巨峰ぶどうの表示であり、包装用容器たる段
ボール箱についての標章の使用ではないと判断して、商標権侵害行為には該当しない
と判断しました。

○教訓
　　「商標の使用」については上記ワンポイント解説参照。
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（２）他人の周知商標と類似するとして、商標登録が無効になった事例
　「いわて春みどり」事件（知財高裁平成20年5月29日判決・平成20年（行ケ）第
10041号審決取消請求事件）
○事案
　　原告（個人）は、「岩手春みどり」の文字商標を、指定商品第31類（岩手産キャベツ）
について登録した商標権者である（平成16年6月8日出願、平成17年登録）。被告（全
国農業協同組合連合会）は、平成18年、無効審判をし、これに対し、特許庁は、平
成19年12月28日、登録を無効とするとの審決をしました。

　　審決は、本件商標は、その登録査定時において既に被告の業務に係る商品を表示す
るものとして需要者の間に広く認識されていた引用商標「いわて春みどり」と類似す
る商標であり、引用商標の対象商品である「岩手産キャベツ」と同一の商品について
使用するものであるから、商標法第4条1項10号に該当し、登録することができない
と判断しました。
参考：商標法第4条【商標登録を受けることができない商標】1項10号「他人の業務

に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されてい
る商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに
類似する商品若しくは役務について使用するもの」

○訴訟の内容
　　原告は、審決には、商標法第4条1項10号該当性の判断に誤りがあるから取り消さ
れるべきであると主張しました。裁判所は、
　・被告における引用商標の使用の態様（昭和62年ころから岩手県産の春系キャベ

ツの統一ブランドとして引用商標の使用を開始し、平成9年以降は推進協議会を
設立して産地拡大）、

　・引用商標の使用の範囲及び使用の規模（引用商標を印刷したキャベツ包装用段
ボール箱の納品数、岩手県全体のキャベツにしめる「いわて春みどり」の出荷量
は70～ 90%、少なくとも東北から関東にかけて取引業者間において広く認識さ
れていた）、

　・引用商標の周知の程度（イベント開催、新聞記事・インターネット掲載、他県の
生産に係るキャベツと区別されるような態様で販売）

との事実認定をしました。なお、原告は被告が引用商標を使用する前の昭和56年ころ
から本件商標を使用していると主張しましたが、証拠上、キャベツなどを素材とした
漬物を「春みどり」と命名して販売した事実が伺われるものの、その開始時期などの
詳細は明らかではなく、結局、原告の主張は採用されませんでした。

○判決
　　裁判所は、引用商標は、「需要者の間に広く認識された」商標であり、審決と同様、
原告の本件商標は、商標法第4条1項10号に該当し、同法第46条1項の規定により無
効とされるべきであると判断しました。
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○本事件の教訓
　ブランドとして商標の使用を開始する際に商標登録出願をしておかないと、本件の原
告のような第三者によって抜け駆け的に商標登録されるおそれがあります。また、いっ
たん抜け駆け登録されてしまうと、それを無効にするためには、裁判上、被告が自己
の使用する商標の周知性を立証するために、上記のような大変な立証が必要になって
しまいます。

（３）単に品質等を表示するものとして商標登録が拒絶された事例
　「エコレモン」事件（拒絶査定不服審決・不服2007-17076）
○要旨
　　本願商標は、「エコレモン」の文字を標準文字で表してなり、第31類「レモン」を
指定商品とし、平成18年7月31日に団体商標として登録出願されました。

　　特許庁が出願を拒絶査定したため、不服審判が申立てられました。
　　特許庁は本審決において、
　・「エコ」は、コンサイスカタカナ辞典によれば、他の語に冠して「環境を汚さな い、

環境に優しい」の意味合いで各種商品に使用されているものであり、また、「レ
モン」の文字部分は、商品の普通名称を表すものであるから、本願商標は、全体
として、「環境を汚さない、環境に優しいレモン」の意味合いを容易に理解、認
識させるものであること、

　・また、環境に配慮し、農薬・化学肥料を抑えて栽培された果物や野菜について「エ 
コ○○」と称して、生産、販売されている事実が、証拠上明らかに認められること、

　・本願商標は、これをその指定商品（レモン）に使用しても、これに接する取引者、 
需要者は、「環境を汚さない、環境に優しいレモン」であること、すなわち、商
品 の品質、栽培方法を表示するものとして、把握、認識するにとどまり、自他
商品の 識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないこと、

　・よって、本願商標が商標法第3条1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した
原査定は妥当であって取り消すことはできないと判断しました。

　　参考：商標法第3条【商標登録の要件】1項「自己の業務に係る商品又は役務に
ついて使用する商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受け
ることができる。」

　　　　　3号「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状 
（包装の形状を含む）、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期
又は（中略）を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」

◎関係情報：2009年3月、台湾など輸出向けの県産ハウスミカンの新しいブランド名
として、佐賀県が商標登録を申請していた「J-PON」について、特許庁は「愛媛の
『ポンジュース』と類似している」として、登録を拒絶しました。佐賀県は2007年7
月、日本の歌謡曲が海外で「J-POP」として親しまれていることから、語感が似た
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「J-PON」を出願しましたが、同11月、ポンジュースの製造会社に出資している全
国農業協同組合連合会愛媛県本部（JA全農えひめ）が「紛らわしい」として申請取
り下げを求め、特許庁が審査していました。ポンジュースについては製造会社等が「ポ
ン」や「POM」を商標として所有しています。

６）相談機関の活用
　［日本知的財産仲裁センター］
　　すべての支部・支所において知的財産に関する紛争の仲裁・調停の申立を受付、相
談を実施しています（電話・メール等、面談によらないご相談は承れません）。取扱
い業務の詳細は、あらかじめ http://www.ip-adr.gr.jp をご確認ください。

　●東京本部 事務局
　　〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2  弁理士会館内
　　TEL　03-3500-3793
　　FAX　03-3500-3839
　　ホームページ http://www.ip-adr.gr.jp
　●支部
      関西支部
　　北　分　室　〒530-0047 大阪市北区西天満一丁目12-5  大阪弁護士会館内
　　　　　　　　Tel：06-6364-0861　Fax：06-6364-5069
　　南　分　室　〒543-0061 大阪市天王寺区伶人町2-7
　　　　　　　　関西特許情報センター 4階  日本弁理士会近畿支部室内 
　　　　　　　　Tel：06-6775-8207　Fax：06-6775-5133
　　名古屋支部
　　三の丸分室　〒460-0001 名古屋市中区三の丸一丁目4-2  愛知県弁護士会館内
　　　　　　　　Tel：052-203-1651　Fax：052-203-0714
　　伏 見 分 室　〒460-0008 名古屋市中区栄二丁目10-19 
　　　　　　　　名古屋商工会議所ビル8階  日本弁理士会東海支部室
　　　　　　　　Tel：052-211-2051　Fax：052-220-4005
　●支所
　　北海道支所　〒060-0001 札幌市北一条西10丁目  札幌弁護士会館内
　　　　　　　　Tel：011-251-7730　Fax：011-261-2067
　　東 北 支 所　〒980-0811 仙台市青葉区一番町二丁目9-18  仙台弁護士会館内
　　　　　　　　Tel：022-223-1005　Fax：022-726-2545
　　中 国 支 所　〒730-8501 広島市中区基町6-27  そごう新館6階
　　　　　　　　紙屋町法律相談センター内 
　　　　　　　　Tel：082-225-1600　Fax：082-225-1616
　　四 国 支 所　〒760-0033 高松市丸の内2-22  香川県弁護士会館内
　　　　　　　　Tel：087-822-3693　Fax：087-823-3878
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　　九 州 支所　〒810-0004 福岡市中央区渡辺通五丁目14-12
　　　　　　　　南天神ビル5階 天神弁護士センター内
　　　　　　　　Tel：092-741-3208　Fax：092-752-1330

　［弁護士知財ネット］
　弁護士知財ネットは、日本弁護士連合会から生まれた、知的財産分野の法的ニーズ
に対応する弁護士の全国ネットワークです。HP（http://www.iplaw-net.com/）の
トップページのアイコンから全国各地の相談窓口弁護士の連絡先につながります。初
回相談は1時間1万円（+消費税）です。

　［弁理士ナビ］
　弁理士を捜すときには、弁理士ナビ（http://www.benrishi-navi.com/）が便利
です。

 
 

　　普及指導上のポイント

　知的財産に関する紛争は専門性が高く、普及指導員が侵害如何を断定することは
できないでしょう。従って、ある程度の知識のある相談者に対しては端的に相談機
関を紹介することでもよいと思われます。
　しかし、実際には、商標登録を取得していても、権利行使の内容についてはよく
知らない場合や、誤解している場合もよく見られます。また、必要な事実関係を調
査せず、資料なしに相談機関を訪問しても、事案を適切に相談することができません。
　従って、普及組織としては、上記のような侵害対応の流れを理解し、商標権者と
して、どういう場合に、どのような請求をすることができ、どのような手続をとる
ことができるのか、具体的にはどうしたらよいのか、について相談者に説明し、相
談者のニーズにあった対応手段の選択や、そのために相談者が何を準備する必要が
あるか、等のサポートをすることが有益でしょう。
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Ⅳ　商標を活用した普及支援活動事例
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１．「南三陸春告げやさい」の振興による地域活性化支援
～宮城県気仙沼地方振興事務所農林振興部 本吉農業改良普及センター～

（1）権利化した背景・ねらい
　①　地域の現状

　　　本吉農業改良普及センター管内（気仙沼市、南三陸町）は、林野が73.8％を占める地域で、耕地

は山間の傾斜地にあり、土地面積の8％にとどまるなど、農業には厳しい条件の下にある。気象条件は、

夏季冷涼であるものの、冬季は日照が多く比較的温暖で、積雪も少ない。　

　②　権利化のねらい

　　　この地域では、冬から春にかけての販売品目がつぼみな、なばな、いちごの3品目だけであり、冬

季の農業所得の確保を目標に、葉菜類の生産振興が図られてきたものの、兼業化の進展による担い手

不足、高齢化等により、産地としての低迷が続いていた。

　　　このため、新品目の導入やブランド化により産地の振興を図る道を模索しており、葉菜類のブラン

ド化を進め、冬季農業所得の確保を図ることとした。

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　経過

　平成16年度

　・管内では古くからなばな、ふき、三陸つぼみなを生産し、技術的に優れた人材がいた。平成16年

度に県の地域産業振興事業を導入し、管内市町、JA南三陸、普及センター及び種苗業者がメンバー

となって「春告げ葉菜類ブランド化研究会」を立ち上げた。この研究会で、春先に雪が少なく日照

が多いという地域の特長を生かし、なばな、つぼみな等寒さに当たることにより旨みが凝縮される

という特徴を持つ野菜を中心に、生産振興を図ることにした。

　・ブランド化を進めるに当たり、生産振興の機運を高めるとともに、南三陸産の高品質野菜の認知度

を高めることとした。

　　　当初は「越冬やさい」として売り出そうと言う考えもあったが、イメージが暗いため、普及センター

の発案で、「春告げやさい」としてグループ化し、ブランド化を進めることとし、ちぢみほうれんそう、

つぼみな、春告げなばな、なばな、ふきのとうの5品目を指定して、ブランド化への取組を開始した。

　　　なお、この地域では、シラスを「春告げ魚」、ウグイスを「春告げ鳥」と呼んで親しんできた。「春

告げやさい」はこれにちなんだもので、冬から早春に向けて出荷される野菜で一足早い春を知らせ

ようという気持ちから名付けられた。

　平成17年度

　・事業のセミナーで得た情報から、商標権を取得・活用して生産振興へのモチベーションの向上とブ

ランド野菜の認知度向上を図ることとした。

　　　このため、JAと普及組織が参加した県の知的財産権セミナーで知己を得た弁理士に相談し、商

権利化した知的財産 三陸地域で冬から早春に向けて出荷される野菜等の商標権

出 願 者 南三陸農業協同組合

取 組 内 容
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標登録の申請を行った。

　・登録する商標については、管内の様々な産品を柔軟に取り入れ、幅広くブランド化できるよう「春

告げ」とすることとした。

　　　併せてパッケージのデザインを統一し、5品目の販売を開始した。

　平成18年度

　・JAと弁理士が相談を重ね、「春告げ」の商標登録が完了した。

　平成20年度

　・「春告げ野菜」の生産振興に向け取組を続けてきたが、パッケージデザインが見にくいとの声に応

えるため、デザインの改良を行うこととした（平成21年度の出荷分から新パッケージで販売予定）。

  ・土地条件等からちぢみほうれんそうの生産がむずかしい農家への対策として春告げやさいの品目拡

大を行うこととし、ちぢみゆきなの導入を図ることとした。

　②　権利化

　　○　出　願　日： 平成18年3月30日

　　○　登　録　日： 平成19年2月23日 

　　○　登 録 番 号： 第5027990号

　　○　登 録 商 標： 春告げ（標準文字）

　　○　権　利　者： 南三陸農業協同組合

　　○　商品・役務分類等：第31類 釣り用餌、食用魚介類（生きているものに限る。）、海藻類、野菜、

  糖料作物、果実、麦芽、あわ、きび、ごま、そば、とうもろこし、ひえ、

  麦、籾米、もろこし、飼料用たんぱく、飼料、種子類、木、草、芝、

  ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽、種卵、うるしの実、

  未加工のコルク、やしの葉 　

（3）商標権を活用した取組　

①　推進体制の整備

　　「春告げ」をキーワードとした生産振興を図るため、18年度に市町村、JA、JA部会長及び普及セ

ンターをメンバーとする「南三陸春告げやさい推進会議」を設置している。

②　ブランド化のための販売方法の改善

　　この取組以前、野菜類は県内外に広く出荷していた。しかし、安定的出荷による春告げブランドの

知名度向上等のため、仙台圏に焦点を当てて出荷の重点化を図ることとし、仙台の三越141フードマー

ケットに店舗があった青果物販売店「いたがき」を中心に販売を行い、商標を取得した春告げやさい

旧パッケージ 新パッケージ（予定）



79

としてＰＲした。

　また、平成18年度には仙台の高級料理店「銀たなべ」との取引が行われた。

③　イベントへの参加

　　産地見学消費者交流会、消費拡大イベント等に参加し、「春告げ」が商標を取得していることをＰ

Ｒしている。

　　また、これらのイベントでグループインタビュー等を行い、消費者の意向の把握に努めている。

　　マーケティングについては、試験場と連携をとり、仙台市内に消費者モニターを置いている。

④　品質基準の設定

　　ちぢみほうれんそうについては、4℃以下の低温に10日間以上当たり、糖度が８度以上とする品質

基準を設けている。

　　また、硝酸態窒素が2000ppm以下となるように、実証ほを設けて施肥技術の普及を図った。

  　他の「春告げやさい」品目についても、出荷規格や使用農薬の基準を設け、遵守するように指導し

ている。

（4）取組の成果・活用　
①　ブランドの確立・浸透と生産者のモチベーション向上

　　地元2市町や仙台市を中心に「春告げやさい」が浸透し、ブランドとして確立した。

　　また、統一のパッケージの使用や商標浸透のための消費者交流会への参加等を通じ、生産農家に、

春告げやさいを単なる農産物ではなく商品としてとらえる意識が生まれた。

ちぢみほうれんそう
つぼみ菜・
春告げなばな
菜　花

ふきのとう

合　計

品目別出荷量の年度別推移
（H16＝100）

品目別出荷額の年度別推移
（H16＝100）

出
荷
量
比
率

合　計

ふきのとう

菜　花

つぼみ菜・春告げなばな

ちぢみほうれんそう

出荷額比率
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　　なお、軽量野菜の導入であることから、生産者の奥さんが農作業を手伝うようになったり、息子が積

極的に栽培に関わるようになった例もある。

②　ちぢみほうれんそうの生産拡大

　　新たに導入したちぢみほうれんそうの出荷農家は、16年度の48戸から20年度には80戸に、作付け面

積も150ａから379ａに拡大し、販売額も714万円と16年度の2倍近くになっている。

③　今後の課題

　　生産者の高齢化等により春告げやさい全体としての生産・出荷規模はほぼ従来通りの水準にとどまっ

ており、生産者組織の活動の停滞やブランド意識の低下という現象もみられる。これまでのブランド化

の進展や地産地消の施策により、産地規模の維持が図られている現状にあり、新規就農者・定年帰農者

の確保、高齢者との役割分担、新たな品目の導入等が必要となっている。

　　また、「春告げ」の言葉の響きが先行するため、そのイメージにあう商品（農水産物）づくりが必要

とされている。

（1）支援のきっかけ　
　　兼業化の進展による担い手不足と高齢化の中で産地としての低迷が続いていた当地域の農業を、普及

の県単事業の導入を契機に、従来から振興してきたなばな、ふきのとう等に加え、ちぢみほうれんそう

を導入し、更に南三陸春告げやさいとしてブランド化することにより再構築し、活性化することとした。

（2）商標権の取得に向けての支援　
　・商標に関する知識の習得支援

　　県単事業のメニューとなっている知的財産研修会へのJA職員の参加を誘導し、商標についての理解

を深めた。普及センターも出席し、知識を共有した。

（3）商標権の取得についての支援　
　知的財産研修会で、JA職員が出席した弁理士と商標登録に関する具体的相談を行うよう誘導し、普

及センターも同席した。

　　なお、実際の出願の手続き、内容協議等については、出願者であるJAと弁理士に委ねた。

（4）商標権の活用　　
　　①　技術的支援

　　栽培情報誌「春告げ通信」・栽培マニュアルの作成・配布、実証ほの設置や先進地視察等を行うと

ともに、JA、市町、普及センターが一体となって個別巡回指導を行った。

　　なお、生産者のほとんどが小規模かつ高齢であることに配慮し、栽培マニュアルの文字の大きさに

も配慮した。

　②　生産拡大への取組と品質向上

　　管内で葉たばこを廃作した農家等を巡回し、葉菜類の新規作付けを進めた。

　　また、量販店担当者を招いた「商品力向上研修会」の開催、消費者との交流行事の主催、南三陸春

告げやさいと他産地産物との比較等により、商品として「南三陸春告げやさい」を捉えていけるよう

指導した。

③　許諾契約締結の動き

　　有償許諾契約の動きは今のところない。具体的な案件が生じれば、必要に応じ専門家を交えて検討

等を行う。

普及組織の関与（支援内容）
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④　商標取得・活用の効果

　　商標登録に要した経費は比較的少額であり、一方で、「南三陸春告げやさい」は仙台市場では他産

地の商品よりも高く取引されていることから、費用以上の効果があったとみられる。他の商品で「春

告げ」という商標を使用したいので無償許諾して欲しいとの依頼もあり、この商標を維持していくこ

とは地域活性化のためにも有効とみられる。

⑤　当面の課題

　　消費者のニーズ調査の結果、パッケージのデザインがわかりにくいということを把握した。このため、

現在JAを中心に新デザインを検討しており、今冬出荷のものから新パッケージで販売する予定である。

　　また、土地条件等からほうれんそうの栽培が困難な農家向けに、「春告げやさい」にちぢみゆきな

を加えることとしており、その定着を図る必要がある。

　　なお、春告げやさいの出荷が伸び悩んでいる現状を踏まえ、重油の高騰により経営が悪化したキク

農家を対象に春告げやさいへの作付け転換を進めている。

　　導入にあたっては、土壌診断を実施した上で栽培指導を行っている。

（5）権利侵害への対応　　
　権利侵害防止のための特別な取組は行っていないが、これまで権利侵害事案は発生していない。仮に

事案が発生した場合は、JA、関係機関で具体的対応について協議することとなる。

　普及センターとしては、事実関係の把握に協力するとともに、JA等関係機関で対応策の検討を行う

よう働きかけを行う。

（6）問題点・課題　
　普及組織がブランド化や商標登録に係わる支援を行う場合には、まず普及センター、生産者及び関係

機関、特にJAが「ブランドとは何か」を十分理解し、「実際に登録した商標を活用できる場面が想定さ

れるか」等も十分考慮した上で支援を実施する必要がある。

　また、関係者が、その商標を使用する商品の特長や品質を良く理解し、どのように維持管理していく

かについて、継続的に取組み、また検討していかなければならない。

　その際、ブランドの維持は生産者が主体的に取り組んでいくことが重要であり、生産者のモチベーショ

ンの維持向上がなければ持続的な産地の維持活性化はむずかしいと考えられる。

　このような課題を解決していくためには、普及組織による継続的な働きかけ、指導が有効であり、重

要と考えられる。

（7）その他
　①　普及センターの体制等

　　　普及センターは取組当初から「南三陸春告げやさい」のブランド化を重点課題として普及指導計画

に位置付け、複数のチームで活動を行ってきている。

　②　関係機関との連携

　　　JA、市町と研究会、協議会を組織し、巡回指導も三者で行うなど、連携して活動を行っている。

　　　ただ、弁理士とのやりとりは、申請者であるJAが直接行っている。

　③　普及指導員の資質向上

　　　知的財産研修会に普及指導員も参加し、商標の活用方策について学んでいる。

○  今回の調査では、普及指導員の他、JA南三陸の課長に話を聞くことが出来た。商標を活用した地域活

性化には、市町、JA、普及センターが連携をとって取り組んでいるが、ブランドがJA及び普及センター

調　査　者　の　所　感
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のエリアの範囲とオーバーラップしているためか、特にJAとの連携が強いという印象を持った。

　　また、これには、普及センターにこの地域での経験の深い次長がいること、16年から普及指導計画の

重点課題に位置付けて担当普及員を始め普及センターがきめ細かく、また重点的な指導を行ってきたこと、

JA南三陸の課長が取組の最初から熱心かつ積極的に活動されたことなどが要因ではないかと考えられる。

○　地域の活性化を図るための商標権取得でありながら、地域ブランドではなく、「春告げ」という広い概

念を商標としたことも印象的だった。また、商標権を持つJAが、「春告げ」という商標を、排他的又は独

占的な権利として活用するのではなく、相乗効果を望めるような商品に対しては無償で許諾しようという

姿勢にも感銘を受けた。

○　地域、JA、普及センターが一体となったこれまでの取組により、「南三陸春告げ野菜」というブランド

は、仙台市場等で幅広く浸透しつつある。

　　普及センターは、知的財産に関する普及組織としての立場を維持しつつ、商標や、それを用いたブラン

ド名を地域活性化の武器として用い、熱心な指導を通じて成果を挙げていると感じられる。　

　　この事例のような商標の設定、その活用手法は、他の地域の活性化のための取組にも大いに参考となる

と考えられる。

○　商標の取得とそれをシンボルとした「南三陸春告げ野菜」の生産振興への取組により、この地域の冬季

の農業の衰退は食い止められている。

　　しかし、高齢化が今後も進むと見られる中で、この地域の農業を一層活性化するための方策については、

関係者がまだ確信を持っていないように受け止めた。

　　市場・消費者ニーズの調査結果を基に、パッケージデザインを変更するなど、売る方での工夫は熱心に

行われているが、今後、地域の農業者に対して市場での「南三陸春告げやさい」の評価を伝えたり、一層

きめ細かな技術・経営指導を進めることにより、農業者の生産振興への意識を高めることが重要と感じた。

今後も、産地、ブランドとして維持・発展していくことが期待される。

調査日：平成21年9月1日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調査者：長谷川　裕（（独）農業・食品産業技術総合研究機構　理事）
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２．特栽と商標を武器にした野菜のブランド化
～広島県西部農業技術指導所～

（1）権利化した背景・ねらい　
　①　賀茂大地の農業

　広島県賀茂郡（かもぐん）は、県の中央部に位置した標高200 ～ 400ｍの盆地で、「賀茂」の名前

はかつてこの地が京都の賀茂神社の荘園であったことに由来する。賀茂郡の各町は、平成17年に東

広島市と三原市に合併した。

　賀茂大地（この地域の農地）の野菜栽培は、減反を契機に始まった。それまでは、第２種兼業農家

や定年帰農者主体の稲作（1戸平均60ａ）と畜産の産地で、自己保全管理でもトラクタ作業のコスト

がかかるため、収益のある野菜の栽培が水田で始まった。しかし、野菜栽培は、露地主体でJA管内

に産地が分散しそれぞれの販売額は年々低下していた。

　②　野菜産地のブランド化へ

　市町合併前の野菜の生産は、各町20～ 30人単位の産地で、地元市場（広島、呉、三原）でもロッ

トが小さいため当てにされない産地であった。

　そこで、平成16年、JA（営農販売部）と普及組織（西部農業技術指導所東広島地域担当）の担当者は、

このような野菜産地の状況を打破するために、「17年の市町合併を契機にJA管内の野菜産地を一本

化した共販体制を確立し、露地野菜産地のブランド化に取り組む」ことになった。ブランド化にあた

り、野菜の品目ごとに愛称を付け、安全安心の認証を受けることとした。

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　経過

　　平成16年

　・普及とJAが、野菜産地戦略を検討：すでにあった「でかピー君」の他に『子供達に野菜をもっと

食べてもらえるように』『地元野菜を名前で親しまれるように』なすとニラの愛称を検討した。農

協担当者は、包装資材会社のデザイナーとキャラクターのイメージやネーミングについて検討した。

　・（普及主体）安全安心の認証制度の導入検討が始まる。

　　平成17年

　・17年３月賀茂郡の各町が東広島市と三原市にそれぞれ合併

　・なすとニラの愛称を決定、商標申請の準備へ：すでに使われていた「でかピー君」に続き、「なす

　　坊」と「ニラーマン」という愛称が決まった。愛称が入ったポリ袋や段ボール等に印刷を行うこと

になった。しかし、他産地が同名の商標を登録すると印刷も変更しなければならないため、商標の

申請を行うことになった。

　　平成18年

　・特別栽培農産物（以下「特栽」とする）認証「安心！広島ブランド」取得

権利化した知的財産 加茂大地産野菜の商標権

出 願 者 広島中央農業協同組合

取 組 内 容
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　・商標出願「なす坊」「でかピー君」「ニラーマン」：JAは、それまで商標取得の事例はなかったが、

弁理士費用１件約15万円程度を負担し、３品目の商標を同時に18年６月に申請した。

　②　権利化

　　○　出　　願　　日　：平成18年6月2日

　　○　登　　録　　日　：平成19年2月9日

　　○　権　　利　　者　：広島中央農業協同組合

　　　　（以上３件共通）

　　○　登　録　番　号　：第5025288号

　　○　登　録　商　標　：でかピー君（標準文字）

　　○　商品・役務分類等：第31類　ピーマン

　　○　登　録　番　号　：第5025289号

　　○　登　録　商　標　：なす坊（標準文字）

　　○　商品・役務分類等：第31類　なす

　　○　登　録　番　号　：第5025290号

　　○　登　録　商　標　：ニラーマン（標準文字）

　　○　商品・役務分類等：第31類　にら

（3）商標権を活用した取組　
　①　共販によるロット拡大と特栽で信頼のブランド産地に

　　　従来は地元市場でロットが小さく有利販売できなかったが、共販によりロットも増え、県外の市場

にも出荷するようになった。しばらくすると、賀茂大地の野菜は大ロットの県外市場と値段の差が無

くなってきた。

　　　賀茂大地の野菜は、特栽認証「安心！広島ブランド」のマークの付いたシールを貼って販売してい

る（写真1）。ところが特栽でも市場価格は、他産地の普通栽培の同等品と比較して差はないそうで

ある。

　　　しかし、実際にスーパーでメインの売り場に「なす坊」や「でかピー君」が並んでいる所を見ると、

この商標はすでにブランドとして定着していることが良く分かる（写真2）。大型店のバイヤーは賀

茂大地の野菜をブランドとして認識しており、市場の担当者からも「今後も安定出荷を期待していま

す」といつも励まされるとのことである。   

写真２　ナス・ピーマン売り場

（写真1、2とも東広島市　コープ東広島）

　写真１　でかピー君となす坊のパッケージ
　　　　　と特栽承認シール
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　②　総合的病害虫・雑草管理（IPM）による品質の維持

　賀茂大地の野菜生産者は、安全安心な野菜を生産する

ためIPMにより農薬回数を削減して栽培している。また、

JAの営農指導担当者が、病害虫が発生したほ場を確認し

て、農薬散布の判断を行っている。

　実際に野菜振興協議会長さんのなすほ場では、囲い込み

のために身長より遥かに高いソルゴーでほ場の周囲を囲い

(写真3）、バンカー植物としてバーベナ（花だん苗）をな

すの株元に植え付け、さらにフェロモン剤も利用した結果、

農薬は今年3回程度しか散布していなかった。

　この他にも、堆肥施用などにより化学肥料の削減にも取り組んでいる。

　このように賀茂大地の野菜の生産では様々な取組を行い安全安心が確保されていた。

（4）取組の成果・活用　
　この取組の成果は、組織内では「生産者に安全安心の意識付けができ、消費者に対してごまかしのな

い安全安心の野菜を提供している」ことがあげられる。一方、対外的な成果としては、共販によるロッ

ト増と、特栽による安全安心の品質が評価され、イオングループや生協等とも取引ができるようになっ

たことである。

　さらに消費者に対して地元産野菜であり、特栽認証の「安心！広島ブランド」のシールがあることで、

安心感を提供している。

　JA広島中央における露地野菜3品目の販売実績は下記のとおりである。

表　JA広島中央管内の露地野菜販売実績

品　　目
作付面積
（ha）

販 売 額
（百万円）

な　　す
18年
20年

3.8
4.1

41
37

ピーマン
18年
20年

4.7
6.0

40
27

ニ　　ラ
18年
20年

1.0
1.5

　 2.6
　 6.0

JA広島中央資料より

（1）支援のきっかけ及び経過
　平成16年

　普及は、知名度が低く地元スーパーにも置いていなかった地場野菜をメジャーにするため、「愛称

を付けること」と「特栽認証取得」を武器にして露地野菜をブランド化しようと提案し、JA担当者

は商標を、普及指導員はIPM技術の確立を分担することにした。

　当初、JA担当者は、東広島市の隣の三原市で特栽事例があり、JAのブランド化戦略に活かすこと

ができないか検討した。特別栽培の認証の方法は、減化学肥料、減農薬栽培の認証についてはJA独

自認証を検討したが、ローカルな独自認証より県の認証の方が公正性があり、アピール度が高まると

の判断により県の特栽認証「安心！広島ブランド」で行うことにした。

普及組織の関与（支援内容）

写真３　ソルゴーによる囲い込み
　　　　（東広島市　Ｙ氏ほ場）
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　普及指導員は、特別栽培農産物の認証を受けるために、平成16年からIPM技術について検討を始

めた。高知県（減農薬栽培）、岡山県（囲い込み栽培技術）、愛媛県（特栽）等への先進地調査を実施

し、賀茂大地への導入を検討した。

　平成17年

　囲い込み栽培技術の展示ほ、フェロモントラップの設置、なすの8月盆過ぎの果実の腐れ対策等の

検討を行った。

　平成18年

　17年度の展示ほの成果として栽培暦や病害虫と天敵昆虫の写真集を作成配布し、技術の普及に努

めた。またなすとピーマンで特栽申請を行った結果、特別栽培農産物「安心！広島ブランド」が認証

された。

　平成21年

　ニラの特栽も認証され3品目が揃った。

（2）権利侵害への対応
　JAは、侵害に関して調査は特に行っていない。侵害が発見されたら弁理士に相談する予定である。

普及は商標にはタッチしていない。

（3）問題点・課題
　普及組織では、賀茂大地の10種類の野菜を対象として安全安心のブランド産地化を目指し「賀茂大

地ブランド20億円野菜産地の育成」として地域の関係機関の役割を明記した地域プロジェクト課題を

策定し、その中の普及組織担当部分を普及課題化して推進している。

　次期特栽品目としてレンコン、青ネギ、かぼちゃ、タマネギを推進する予定。

　また、JAのパッケージセンター（選果場）を今後整備・活用することにより、苗生産は農家、生産

は広島県が組織化を推進している集落法人、出荷調整・販売はJAで行う分業体制の確立を目指している。

　今後も土作りや有機主体の栽培技術を高めるため畜産農家との連携をすすめて行く予定である。

　この賀茂大地の事例は、ブランド化戦略を策定して、取組を行った成功例と位置づけることができる。関

係機関の連携と役割分担を明確にし、JA管内に点在する高齢者主体の規模の小さい露地野菜産地と約200

名の農家をブランド化のもとに結束させた。また、当初のブランド化の目玉である愛称と特栽認証について

も3品目で商標及び特栽認証を受けることができた。賀茂大地の野菜産地は、関係者の前向きな努力によっ

て「消費者から信頼される産地」になった。3つの商標「なす坊」「でかピー君」「ニラーマン」は、出所表示・

広告・品質保証という商標の3つの機能をすべて兼ね備え、賀茂大地のブランドを支えている。

調査日：平成21年9月24日 　 　　　　　　　　　　　　

調査者：福岡　幸博　（愛知県農業総合試験場企画普及部）

調　査　者　の　所　感
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（1）権利化した背景・ねらい　
①　産地の現状

　　石川県かほく市大崎の砂丘地帯には、すいか、大根、さつまいもの露地野菜が約40ha作付けされ

ている。すいかを主体に、大根を裏作にしており、一作で別の畑で作られているさつまいもは、補完

的な位置づけとなっている。しかし、近年の消費動向の変化に伴い、経営の主力品目であったすいか

の販売価格が下落し、農家の経営を圧迫していた。また、すいかは年による価格差が大きく、販売価

格が安定していないという事情がある。そこで、販売価格が比較的安定し、栽培管理が機械化されて

おり、高齢化にも対応できること等の理由から、さつまいものウエイトを高め、農家所得の向上を図

りたいというねらいがあった。

②　権利化に至ったきっかけ

　　大崎園芸生産組合の規模は、7人（うち、甘藷部会5人）と小さく、当初さつまいもについては、「大

崎さつまいも」として出荷していたが、販売に苦戦していた。

　　一方、隣接する金沢市のさつまいもは「五郎島金時」の名称で全国的なブランドにもなっており、

生産者は安定的な所得を確保していた。当初は県内中心だったが、現在は東京にも進出している。芋

の産地としては石川県内で一人勝ちの状態であった。大崎産のさつまいもと「五郎島金時」とは元々

同じ種類（系統）だったが、単価では倍近くの開きがあったため、違う方向で売り出したいと考えて

いた。

　　そこで、小規模でも特色のある産地作りを目指し、販売単価の向上を図るべく、「大崎さつまいも

ブランド検討会」を開催するに至った。同検討会には、生産組合の他、普及組織、ＪＡ、かほく市、

民間専門家、農業総合研究センターが参加した。販売単価の目標を1㎏当たり250円とし、販売単価

の向上には、ブランド化、商標登録が不可欠だという結論に至った。

　　新名称としては、インパクトのある覚えやすい名前にしたいと考えていたが、生産者の中からはな

かなかよいネーミングが出てこなかった。

　　当初、生産者は「大崎」という地名にこだわり、「大崎金時」や「大崎さつまいも」を候補として

いたが、専門家からのアドバイスを受けながら何度も議論を繰り返し、200近くの候補が挙げられた。

その中から、「かほく市で栽培された“ほっくり”したさつまいも」のイメージがある「かほっくり」

はどうかと普及指導員が提案した。

　　生産者からは、「栗のようでわかりにくい」、「大崎産ということがイメージしにくい」等の異論が

出た。しかし、「かほっくり」はインパクトのある名前であると同時に、庶民的でかほく市の特産物

をイメージでき、将来にわたって地域に愛されるブランドとなるのではないかと普及指導員が説得し、

３．普及指導員のコーディネート能力の発揮による新ブランド創出及び産地振興
－石川県かほく市大崎地区　さつまいも「かほっくり」－

～石川県県央農林総合事務所津幡農林事務所地域農業振興課～

権利化した知的財産 さつまいもの商標権

出 願 者 甘藷部会長（甘藷生産組合代表理事）

取 組 内 容
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最終的に「かほっくり」が採択された。

　　また、庶民的で親しみやすいものをと考え、平仮名で「かほっくり」とした。さつまいもの形をし

たキャラクターは身内で案を出し合って決め、出荷箱にはこのキャラクターを使用することになった。

　　商標出願することについては異論がなかったが、実際いくらかかるのかというのが一番高いハード

ルとなった。五郎島金時の商標登録は弁理士に依頼をしたと聞いていたが、予算の関係で弁理士に依

頼することができず、（社）発明協会で相談の上、一番安くできる方法（個人出願）で手続きをした。

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　経過

平成17年度 名称の検討開始

平成17年９月 2 日 商標登録出願

平成18年５月19日 商標登録

平成19年10月 大崎園芸生産組合・甘藷部会の構成農家で農事組合法人「大崎甘藷生産組

 合」を結成、法人での販売に取り組む

　②　権利化

　　○　出　　願　　日　：平成17年9月2日

　　○　登　　録　　日　：平成18年5月19日

　　○　登　録　番　号　：第4953433号

　　○　登　録　商　標　：かほっくり（標準文字）

　　○　権　　利　　者　：喜綿雅之

　　○　商品・役務分類等：第31類　サツマイモ　

　　○　そ　　の　　他　：商標登録出願は、大崎園芸生産組合・甘藷部会の代表の個人名義でなされた。

商標として登録してあるのは「かほっくり」という標準文字のみである。

ロゴはなく、さつまいもの形をしたキャラクターについては、商標登録をし

ていない。

（3）商標権を活用した取組　
　①　新たな販路開拓

　生産組合では、販路開拓の取組を行っている。規格品が安定した単価で売れるよう、知名度を上げ

ることに最初に取り組んだ。1㎏当たり250円という目標価格を実現できるよう目指している。

　規格外品はペーストにして、菓子メーカー等に売り込もうとしている。ペーストは、年間を通じて

提供できる製品として位置づけており、組合で加工はしていないが、直売している。

　また、干し芋の販売も予定している。

　販売促進活動として、焼き芋機を購入した。生産者自らが地元量販店に出向き、量販店等で焼き芋

日本海に面した農地
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や生芋の販売等を通じて、消費者ニーズの把握と「かほっくり」のPRに努めている。

　その他、「かほっくり」のペーストを使った商品として、アイスクリーム「かほっくりソフト」を開発。

春と夏の商品という位置づけである。味もよく、値段もサイズも手頃で、五郎島金時アイスより売れ

ている。さつまいもの味がはっきりと分かるのが印象的であった。材料をメーカーに提供して６万個

製造し、A・COOPチェーン店等で販売。人気が出て、追加で6万個製造した。

　また、ペーストは、饅頭にも使用され、「かほっくり饅頭」としてA・COOPチェーン店で販売さ

れている。

　②　マーケティング（デザイン、販売ルート、消費者に対するPR等）

　地域ＣＭコンテストでのPRや、学校給食への導入、農作業体験や出前授業等、食農教育への取組

を積極的に実施し、地元消費者への認知度を図っている。

　商標登録をしてから、地元新聞社等へのPRを行ったが、最近では、地元の新聞やテレビの方から

取材が来るようになった。地元紙「北国新聞」に5連載で特集され、組合長はNHKラジオ（全国放送）

にも出演した。

（4）取組の成果・活用、及び問題点等　
　①　作付面積、販売価格、販売量、売上高等の具体的な数値

　売上高は、1,340万円（Ｈ17年）→1,820万円（Ｈ20年）。販売単価は、1㎏当たり119円（Ｈ16年）

→134円（Ｈ20年）。商標権取得による販売効果は、まだそれほど出ていないが、平成18年に商標登

録した以降は、面積・販売額が確実に上がってきている。目標の１㎏当たり単価250円にはまだほど

遠いが、市場関係者からの評判もよく、問い合わせも増えてきている。富山市場からは、五郎島金時

よりも品質が良いと言われることもある。

　②  現在の問題点と今後の展開方向（目標）

　ア．まずは生産者を増やすことが直近の課題である。昨年から新規生産者が加わった。今後もこの

パターンが続くとよいが、新規の人には金銭面等の理由から参入が難しいという問題もある。また、

すいか・大根のみでさつまいもを作っていない生産者がおり、その人がさつまいも生産してくれると

よいと期待している。

　本来この土地では「かほっくり」を作ってほしいが、すぐ隣の畑で五郎島金時が作られているとい

うのが現状である。

　イ．市場流通しているものと、生産者が直売所に持っていくものの単価の差が大きいという問題が

ある。近隣のスーパー等で「かほっくり」が安売りされていたり、セールの目玉商品になっていると

いうことがある。生産組合では、ブランドを維持するために、値段を下げてはいけないと思っている。

このため、市場流通用には「かほっくり」の出荷箱を使うのを止めるべきではとも考えている。

　ウ．商標権者が生産組合代表者の喜綿氏の個人名義になっているが、将来的な発展を考えた場合、

A・COOPで販売され ている「かほっくり饅頭」

A・COOPで販売されている「かほっくりソフト」
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組合名義にする、または、商標使用許諾を行う等の対応が必要である。

　また、登録商標の指定商品は第31類サツマイモのみで、他の商品・役務の登録がされていない。

既に販売中のペースト、アイスクリーム、焼き芋、饅頭を始め、今後展開する加工品等を見据えて広

く商標登録をすべきである。ちなみに、五郎島金時については、他の民間業者に焼酎や菓子・パンの

分類で商標出願・登録をされてしまっているという経緯がある。ただし、商標登録・権利維持の費用

がかかるため、むやみに区分数を増やせないという問題がある。

（1）支援のきっかけ　
　普及組織では、これまで大崎地区のすいかの課題解決に重点を置いた取組を行ってきたものの、堅調

な成果は上がらなかった。一方、隣接する金沢市の野菜産地は、すいか、大根、さつまいもの複合経営

を実践し、さつまいもでは「五郎島金時」の成功により、安定的な所得を確保していた。このような近

隣での経営形態を参考に、平成17年度に10年後を目標とした「さつまいも産地育成戦略のフロー」を

作成した。

（2）商標権の取得に向けての支援　
　産地の現状分析から、知名度が低い、県内販売がない等の弱点を洗い出し、課題を克服するため、生

産者が品質向上や生産への意欲を高めることができるよう、大崎さつまいもにネーミングをつけ、商標

登録することを提案した。

　生産者からは、「小さな産地が商標登録する価値があるのか」、「品質が良ければ名前なんて必要ない」

といった反対意見があった。そこで、同じ大崎産さつまいもに、一つは「大崎さつまいも」、もう一つ

には「ブランドさつまいも○○」と表示して、生産者や関係者で食味試験を行った。その結果、「ブラ

ンドさつまいも○○」と表示されたさつまいもの評価が高かったことから、ブランドイメージが品質評

価や価格形成、購買志向に大きく影響することを生産者に認識させることができ、商標登録の必要性や

名前に負けないさつまいもを生産することの合意が得られた。

　以上の経過を踏まえ、普及組織がコーディネート機能を発揮し「大崎さつまいもブランド検討会」を

開催して、普及組織が販売戦略案を提示し、「地元の家庭需要向けの甘さを追求したさつまいも」生産

の意思統一や名称決定のためのコーディネート等を行った。

（3）商標権の取得についての支援　
　普及指導員が提案のネーミングを商標登録することとなった。普及組織は、（社）発明協会石川県支

部の協力を得ながら、農産物への知的財産権の活用事例や法令、制度の内容、取得手続、必要経費等に

ついて調査・研究し、甘藷部会長に対して登録申請手続等の指導を行った。普及組織にはノウハウがな

かったので、どこに何を聞いたらよいのかも分からず、分かったことを噛み砕いて生産者に説明して納

得してもらうのが大変だった。

（4）商標権の活用　　
　普及組織は、高品質化のために次のような技術支援を行い成果を上げている。

　ア．主力品種である高系14号の中から優良母本を選抜し、農業総合研究センターに依頼してウイル

スフリー苗の確保・増殖を推進し、品質向上を図っている。また、干し芋に適した品種、栄養価の高い

茎を収穫する専用品種等、新たな品種の栽培を行っている。

　イ．当該産地は砂丘畑で食味には定評がある反面、地力・保肥力が乏しく、収量が低かったことから、

食味を低下させず収量を向上させることを目的に実証ほを設置した。その結果、肥料会社と共同で開発

した緩効性肥料を用いる栽培技術を開発した。

普及組織の関与（支援内容）
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　ウ．その結果、生産者には、「かほっくりの名前に恥じないようなさつまいもをつくらなければなら

ない」、という意識が芽生え、栽培法の改善や、より厳選した選別を行うようになり、流通関係者から

高い評価を得るようになった。

　商標登録をきっかけに、ブランドに関する生産者の意識が高まり、出荷量、売上共に上昇傾向にある好

事例で、大変興味深い内容だった。また、組合と普及指導員との連携もよいと感じられた。今後のブラン

ド戦略いかんで、更に成長できる可能性があると思われる。一方、上述のとおり、今後の業務拡大のため

には、商標権の追加取得が不可欠であり、早めの手当が期待される。一生産組合が多くの区分に商標登録

をしておくのは、費用の面で問題があるため、国、地方公共団体又は農協による知的財産権の取得・維持

並びにブランド戦略のための助成等の仕組みがあるべきだと感じた。

調査日：平成21年8月25日　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

調査者：恩田　誠（特許業務法人　オンダ国際特許事務所　弁理士）

調　査　者　の　所　感
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（1）権利化した背景・ねらい
　①　産地の現状

　県西部の御前崎市から天竜川流域にかけての遠州灘に面した海岸砂地地帯では江戸時代からサツマ

イモが栽培されており、切り干し芋発祥の地でもあるが、近年は、高齢化・担い手の減少によりサツ

マイモ畑の遊休化が進んでいた。

　②　対象作物・技術上の位置づけ

　平成8年から静岡県農業試験場砂地分場においてサツマイモ新品種「ハマコマチ」が試験栽培され

た。「ハマコマチ」は、（独）農研機構九州沖縄農業研究センターで育成された、βカロチンをニンジ

ンの２倍含むオレンジ系のサツマイモの新品種である。

　③　ハマコマチ普及研究会の設立

　平成17年8月、「砂地地域の特産物を利用した遊休地の高度利用」について県農業試験場、県西部・

中遠農林事務所、県経済連、掛川市、JA、農家及び栽培権を持つ業者（肥料会社・掛川市）による

会議が開かれ、ハマコマチ普及研究会の設立を検討した。同年9月28日設立、会員数9名。

　ハマコマチ普及研究会規約第1条（目的）「この会は、静岡県海岸砂地地域に限定し、この地域の

砂地の特徴を生かし、適地適作による、土壌・気候の特徴を生かした地域農産物のブランドを創るた

め、栽培技術の研究、加工技術の研究、新商品の開発、流通販売の研究をする。」

　④　特徴

　ハマコマチ普及研究会は会の名称こそ、サツマイモの新品種である「ハマコマチ」を取り入れてい

るが、会の目的は、上記のとおり、ハマコマチに限定されない、当該地域農産物のブランド化を目的

としている点が特徴的である。同目的に従って、会員は、目的意識を共通にする先駆的な農業法人、

生産許諾を受けて技術指導・肥料設計を行う事務局の肥料会社、生産物の加工・流通販売を担う干し

芋業者・酒造業者・アイスクリーム製造者によって構成されている。

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　経過

　平成17年～ 18年：ハマコマチを利用した加工品として干芋や焼酎の新商品開発に取り組む。

　平成18年8月 ：藤枝市の酒造メーカーへ芋焼酎の製造を打診。承諾を得て焼酎製造が始まる。サツ

 　マイモペーストの加工を浜松の製餡所に依頼

　平成18年9月 ：食品関連企業との商品開発研究会を開催（芋餡、パン、洋菓子）

　平成19年1月 ：ハマコマチを使用した洋菓子を「静岡ふるさと食品コンクール」へ出品

　平成19年3月 ：「地産地消フォーラム」（西部農林他主催）においてハマコマチの商品開発の取組を

 　発表

４．農業経営者と食品産業との連携による、静岡県海岸砂地地域の
　　農産物ブランド化「太陽育ち／たべまいか」

～静岡県西部農林事務所～

権利化した知的財産 静岡県海岸砂地地域の農産物の商標権

出 願 者 ハマコマチ普及研究会会員

取 組 内 容
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　平成19年7月 ：デザイナーに商品開発に関わるネーミング、ロゴ、マーク、パッケージデザイン等

 　を依頼し、商標登録に向けた具体的な検討を始める。

　平成19年10月 ：東京ビジネスサミットに出展。生芋と蒸かし芋を展示

　平成19年11月 ：フードセレクション2007に出展。生芋と蒸かし芋を展示

　②　試行錯誤

　ハマコマチ普及研究会では、ハマコマチを利用した加工品として干し芋や焼酎の新商品開発を行い、

メンバーでネーミングや商品デザインを制作した。この間、後述する普及組織の支援の他に、静岡銀

行や中小企業庁の支援も受ける。こうして準備したサンプル商品を東京のバイヤーに持参してプレゼ

ンテーションをしたが、商品デザインや販売戦略が稚拙であると酷評され相手にされなかった。これ

に反発して大学を訪問し、デザイン専門の教授にも意見を求めたが、全く同様の観点の手厳しい指摘

を受けた。そこで、ネーミングやパッケージデザインなどは、プロ（外部専門家）に依頼する必要性

を痛感し、外部専門家の意見を取り入れて、世間で通用するサツマイモブランドの確立を図るべく、

ハマコマチの総合的な戦略、コンセプト作りに取り組んだ。

　③　権利化    

　　○　出　　願　　日　：平成19年11月28日 

　　○　登　　録　　日　：平成21年11月20日

　　○　登　録　番　号　：第5281432号 

　　○　登　録　商　標　：太陽育ち＼たべ＼まいか

　　○　権　　利　　者　：ハマコマチ普及研究会メンバー個人7名

　　○　商品・役務分類等：第29類 類乳製品、食肉、卵、冷凍野菜、冷凍果実、加工野菜及び加工果実、

 シチュー又はスープのもと。

　　　　　　　　　　　　　第30類 茶、菓子及びパン、アイスクリームのもと、シャーベットのもと、

 穀物の加工品、べんとう、米。

　　　　　　　　　　　　　第31類　野菜（「茶の葉」を除く。）、茶の葉、果実、苗、とうもろこし、籾

 米、もろこし。　

　　○　権 利 化 経 過

　多数回にわたる多数関係者の協議を重ねて商標候補を

決定したものの、一度は、先行使用されている類似名称

の存在が判明して断念し、二度目は弁理士の先行調査に

よって類似商標の存在が判明し、三転して最終的に出願

した商標に至った。

　当初から利益の出る仕組みを念頭に企画し、会員の製

造する干し芋、アイスクリーム、焼酎等の商品を含む分

類を登録対象に入れた。会員が従前に商標登録を依頼し

た弁理士に依頼し、弁理士費用は3分類で約60数万円で

あった。弁理士との打合せはアドバイザーと研究会代表

者が行なった。活動の中で必要とされる商標出願を追加

することも考えている。

（3）商標権を活用した取組
　①　商品化

　　　平成20年8月に、商品化を検討してきたハマコマチの芋焼酎と芋アイスが完成

登録した商標
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普及組織の関与（支援内容）

　②　加工品の製造・販売ルート

　　　いずれも会員農家製造の生芋を購入した会員製造業者が製造販売（小売り又はネット販売）

　③　マーケティング・PR

　平成20年9月：ハマコマチの芋切り干し、芋焼酎と芋アイスを県知事に贈呈しマスコミにPRし各

社新聞に掲載された。平成21年2月には農商工連携フォーラム（主催：西部農林、実行委員会）にお

いて、事例報告と商品PRを行った。

　　④　会員は、出荷する生芋並びに加工品である焼酎、カップアイスクリーム、干し芋の包装にはすべて、   

商品の普通名称に加えて本件商標を付し、統一ロゴ、マークも表示している。

　　⑤　品質の維持（管理方法）

　　　　生芋の栽培については栽培許諾を有する肥料会社（事務局）が、技術指導・肥料配合を指導している。

（4）取組の成果・活用　
　①　作付面積、単価等

　同会では、ハマコマチの他に、「クイックスイート」も栽培している。「クイックスイート」は、（独）

農研機構九州沖縄農業研究センターが開発した新品種でありねっとりとした高い糖度をもち、全国で

栽培されている。会員は各自のリスクにおいて栽培品種及び作付面積を決定している。10ａ当たり

3t収穫して60万円の売上げをあげることを目標としており、1㎏当り200円を最低価格として出荷し

ている。加工品向けのサツマイモの通常価格は1㎏当たり50～ 60円である。同会会員による作付面

積は、ハマコマチとクイックスイートの両方で25ha（ハマコマチ2割、クイックスイート8割）である。

　②　現在の問題点

　平成19年に仕込んだハマコマチ焼酎1,150本を平成20年に発売し、完売した。しかし、昨年秋のリー

マンショック後の不況下では、高級アイスクリームの需要がなく、アイスクリーム用のハマコマチの

ペーストは10ｔ不良在庫となっている。

　③　今後の展開方向

　ペーストの在庫状況及びクイックスイートは生芋としても売れるため、今年の作付においては、ハ

マコマチは全体の1割程度の見込みである。クイックスイートについては、全国で栽培されており、

値下げ競争となるおそれもあるため、当会栽培品のブランド化をめざし商標出願も検討している。

（1）支援のきっかけ　
　県農業経営士であるＡ氏が会長を務めるハマコマチ普及研究会が、ハマコマチを使用した新商品開発

を進めていることを知り、平成18年度普及指導計画「地産地消の推進による地域ブランドの育成」に

位置づけて支援活動を開始した。

いもアイス個品いもアイスの外箱
新パッケージの焼酎
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（2）商標権の取得に向けての支援　
　アグリビジネス創造支援事業（県単）により、平成18年～ 20年度の普及計画と位置づけ、研究会活

動の支援担当及び野菜技術指導担当を各1名配置して、下記の商品開発活動を支援した。

　【平成18年度】

　・ハマコマチを利用した焼酎造り：酒造会社とのマッチング

　・食品関連業者と連携したサツマイモの新商品開発：製餡業者、パン屋、洋菓子店との商品開発研究会

の開催（試食、意見交換）

　・サツマイモパウダー及びペーストの開発

　・新商品の外部評価の実施：「しずおかふるさと食品コンクール」へ、ハマコマチと三ヶ日みかんを材

料にした浜松タルト（2点）を出品

　・普及組織主催の「地産地消フォーラム」における事例発表と商品PR

　【平成19年度】

　・ハマコマチ普及研究会に、静岡県の農産物の商品デザイン等において実績のあるプロの商品デザイナ

ーを紹介。デザイナーと共に支援組織も毎回のミーティングに参加して、ロゴ、ネーミング、パッケー

ジデザイン及び販売戦略について検討を重ねた。デザイン費用約250万円を同支援事業において負担

　・つくば市の農林水産先端技術研究所を訪ね、サツマイモ研究の第一人者からサツマイモに関する情報

を入手した。

　・「東京ビジネスサミット」（10月）、「フードセレクション2007」（11月）に生芋と蒸かし芋を出展

　・サツマイモの醸造酒300本を製造。「おまえざきオータムフェア」（11月）において試飲会を実施

　・県農業振興基金協会事業を活用し、ハマコマチの高品質栽培及びキュアリング技術について検討した。

　【平成20年度】

　・プロの商品デザイナーに依頼し、焼酎、アイスクリームの商品化、販売戦略について検討

　・焼酎、アイスクリームのPR戦略として、新商品を知事に贈呈し、メディアにアピールした。

　・サツマイモ残滓の飼料化について、県畜産技術研究所、県経済連、養豚農家などとともに検討

（3）商標権の取得についての支援　
　ア．県単事業により委託したアドバイザーとともに、登録内容について検討を重ねた。

　イ．「ハマコマチ」も「クイックスイート」も品種登録は他者が有しており、当該地域特有の産物で

はない。同研究会は、当該地域農産物のブランド化を目的としていることから、当初から「ハマコマチ」

等の産物に限定しない商標登録を想定して検討を重ねた（前記取組内容の（2）③参照）。

（4）商標権の活用　　
　ア．許諾契約に係わる同研究会の組織上の問題については、上記の支援活動において随時、普及組織

が協議に参加している。

　イ．技術面については、上記のつくば市の農林水産先端技術研究所訪問などを支援

　ウ．マーケティングについては、普及組織がコンクール等の情報を収集して同研究会に提供して、参

加支援したり、普及組織自らもイベント企画している。また、随時マスコミへのアピールを行ない、誌

面化されるように努めている。

（5）問題点・課題　　
　地域農産物のブランド化のためには、農業・商業の垣根をなくし、連携強化が重要であり、また、現

場の支援を担う県の役割を果たすための必要経費の予算化が課題である。

　知的財産権の保護・活用については、当事者の登録手続を支援するために、権利の取り方についての

基礎的な知識、弁理士の紹介、手続費用の概要について、特定普及指導員に対する研修等が必要と考える。
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（1）先駆的な農業経営者が、加工品業者と連携して、当初から利益の出る仕組みが必要であることを念頭

において、地域農産物のブランド化に取り組んでいる事例である。今後の成功には、情報・資金の効率的

活用が必要であり、国と県、農業と商業の連携強化が求められている。

（2）商標権の共有関係に伴う制約：本件商標（調査時は出願中）は原始会員である個人7名の共有である。

従って、その処分・利用については共有関係に伴う制約がある。すなわち、各共有者は他の共有者の同意

を得なければ、その持分を譲渡し、またはその持分を目的として質権を設定することはできないが、特に

契約で別段の定めをした場合を除いては、他の共有者の同意を得ないでその商標を使用することができる。

また、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その商標権について専用使用権を設定し、または他

人に通常使用権を許諾することはできない（商標法第35条による特許法第73条の準用）。また、持分の相

続による分散化のリスクもある。

（3）商標管理の必要性：現在、ブランドを使用する加工品の企画・選定は、会員合議で決定し、当該加工

品の製造販売は商標権を共有する各会員が行っているが、将来は新メンバーや第三者へのライセンスも視

野においている。また、現在は任意団体であるが、将来は企業化・共同組合化も視野において定款案も準

備しているという。従って、将来的には商標の共有関係の解消（団体所有）もありうる。将来の展開につ

いて不確定要素があるが、現状の組織を前提としても、新会員や第三者へのライセンスに備えた商標使用

に関する規則を策定しておくべきであろう。　

調査日：平成21年8月18日 　　　　　　　　　　　

調査者：林　いづみ（永代総合法律事務所　弁護士）

調　査　者　の　所　感
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５．地域の活力を呼び覚ました地元在来大豆の商品化支援
～千葉県君津農林振興センター～

（1）権利化した背景・ねらい　
　①　産地の現状

　千葉県君津市周辺は大豆の自家用栽培が定着しており、平成15年度の大豆作付面積は君津市、富

津市、袖ヶ浦市合わせて162haに達していた。しかし、組織的な産地形成の広がりがなく、君津市

内で収集され、試験研究機関で保存していた大豆の在来系統は、原産地での経済栽培がほとんどみら

れなくなっていた。小糸川流域でこれまで栽培されていた大豆は「小糸在来」の名称で、乾豆や枝豆

としての良好な食味を有していたので、これを軸にした地域特産品の開発による産地の活性化を図る

ことが必要とされた。

　②　権利化に至ったきっかけ

　「小糸在来」は枝豆として良食味を有しており、君津市の奨励事業により特産品化が進められており、

一層の特産品化を図るため、従来からの乾豆に加えて、枝豆や加工品の開発による観光農業の商品化

の視点による地域活性化を普及組織、JA、生産者が一体となって取り組むことになった。このため、

商標を取得することにより地域産地の振興に役立てることとした。

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　権利化

　○　出　　願　　日　：平成16年8月2日

　○　登　　録　　日　：平成17年10月28日

　○　登　録　番　号　：第4903986号

　○　登　録　商　標　：小糸在来（標準文字）

　○　権　　利　　者　：君津市農業協同組合

　○　商品・役務分類等：第29類　大豆

　　　　　　　　　　　　第31類　枝豆

（3）取得した権利を活用した取組　
　①　新たな販路開拓

　枝豆の市場出荷、特産品の産地認識獲得

　オーナー制導入

　各種加工品開発促進による販路拡大

　②　マーケティング

　デザインを「秋の味・香り」をコンセプトに暖色系の基調へ。

　販売ルート開拓時に枝豆、乾豆、オーナー制、加工品ともに登録商標であることを積極的に提示。

消費者に対して、各種商品に登録商標の表示を徹底しPRを実施した。

枝豆「小糸在来」の宣伝パンフレット

権利化した知的財産 大豆「小糸在来」の商標登録

出 願 者 君津市農業協同組合

取 組 内 容
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　③　許諾した権利の許諾状況

　登録商標の使用許諾を得られる者を生産者団体「小糸在来愛好クラブ」の会員に限定し、種子を毎

年更新する者にのみ許諾している。許諾証はとくに発行していない。使用許諾に伴い、販売額のうち

から使用料として若干分をクラブに納入し、「小糸在来」振興に活用することとした。

  ④　品質の維持・管理方法

　品質の維持・管理のため、農協出荷分については製品の規格を毎年定め、出荷査定会の研修で徹底

し、出荷段階で農協職員がチェックしている。乾豆出荷では自主検査と農協職員のチェックを実施。

（4）取組の成果・活用　
　①　具体的な数値

　商標登録と組織的な生産・販売活動により、新たな地域特産品としての位置づけを得た。　

　生産規模は、平成16年の小糸在来愛好クラブ発足時の生産者数6名、生産面積2.4ha（うち枝豆

0.5ha）から、平成19年には55名、生産面積9ha（うち枝豆4ha、オーナー制約1ha）へ拡大した。オー

ナーの半数は君津地域外からの来訪者。

　②　現在の問題点と今後の展開方向（目標）

○　生産量の拡大

　　これまでに確立した市場評価を維持発展させ、地域ブランドとして定着するために増産が必要と

される。枝豆の収穫調製の機械化、加工品の知名度向上と販路拡大による乾豆増反を図る。

○　商標権管理の確立・徹底

　　商標権の安定的な維持管理のために「小糸在来愛好クラブ」の法人化、及び権利の管理に関する

農協との連携等組織活動の高度化が必要。

○　組織活力の維持・発展

　　小糸在来愛好クラブが発足当時の「地域の灯を点す」意識を忘れず、「小糸在来」振興の中核組

織として新たな課題に挑戦する必要。

（1）支援のきっかけ　
　大豆生産農家の要請に基づき、普及組織として地域活性化の軸として位置づけた。

（2）権利化　
　生産者に対して商標登録・権利化の提案を行い、「小糸在来愛好クラブ」の役員会で権利化の学習や

意見交換を行い、発明協会の無料相談会を活用するとともに、普及組織独自に制度や各種判例を研究し、

申請手続き支援を行った。さらに、許諾等の利活用法整備の提案・支援を行った。

（3）活用　
①　技術の体系化等技術的な支援内容

　・新規参加希望者に対する枝豆の標準栽培マニュアルの作成

　・枝豆として市場出荷可能であることの実証

　・労働時間調査

　・枝豆適正系統の選抜に関する県試験研究機関への課題化要望と試験協力

　・枝豆収穫・調製の機械化に関する提案

　・乾豆需要増につなげるための各種加工品開発支援

　・乾豆増産に関する試算

　・省力的で消費者に直接アピールできる販売法の提案

普及組織の関与（支援内容）
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　・オーナー制の仕組み・運営に関する支援

　・種苗法等の許諾頒布法の提案

②　マーケティングに関する支援内容

　・各種商品の市場開拓に関する農協、県専門機関との連携支援

　・デザイン基調の提案

　・各種販売促進活動の提案支援

（4）問題点・課題 
○　県農林行政全体として知的財産権に関するノウハウが少ない。

○　このため継続性が不確実で、いろいろなところで齟齬が生じている。

○　普及組織として提案はできても、実施責任者は権利者であり、実務面の調整が困難

（5）その他　
①　普及指導センターの支援体制

　・プロジェクトメンバーの課題共有・分担

　・各種事業等の導入促進

②　関係機関（弁理士等の知的財産専門家）との連携体制

　・発明協会千葉県支部の無料相談会を数回活用

　・農協としては顧問弁護士に相談

③　権利侵害の未然防止や侵害対応の取組内容

　・未然防止については、農協広報誌や農協ホームページへの掲載、報道機関への徹底で対応

　・小糸在来愛好クラブホームページの作成、権利表示は計画中

　・侵害事例については、発見の都度、関係者へ連絡、

対処案を提案

　・侵害事例に１件直面したことがあり、農協職員とと

もに口頭警告

　・小糸在来愛好クラブ会員が各地域で監視

④　普及指導員の資質向上対策

　・所内会議等での伝達

　・生産者から相談を受けた職員に対し、経験のある職

員が相談対応

　・県レベルでは、特許庁主催の説明会の案内がある程

度

・最初から普及組織やJAが入り、JAがクラブの事務局として支援した。

・JAも地域の特産品として育てたい方針。

・普及指導員が生産だけでなくマーケティングにも取り組んだ。

・普及組織の重点普及課題活動として位置づけ組織を挙げて取り組んだ。

・権利取得には普及組織が全面的に支援した。申請書作成についは、弁理士に依頼せず普及組織が発明協会

の無料相談会を活用して自力で対応した。このため、組織内に知的財産権の経験を有する人材が育った。

・知的財産担当の普及指導員が配置されているわけではなく、作物担当および地域担当の普及指導員がたま

たま担当することになった。農家（ユーザー）のニーズと普及指導員のモチベーションおよび普及組織の

豆乳「小糸在来」の宣伝パンフレット

調　査　者　の　所　感
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柔軟な対応が調和して、本件の成功事例につながった。

・普及指導員のモチベーションは、「新技術の普及」のみではなく、地域農家・農業の経営発展を生産・流通・

販売の視座から総合的に支援することにあった。

・普及組織は、担当普及指導員が農業知的財産保護の支援に専念できるよう、特別の配慮を行った。その際、

作物・地域担当のチーム制が有効に活用された。

調査日：平成19年12月13日　　　

調査者：澁澤　栄　（東京農工大学）
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（1）権利化した背景・ねらい　
　①　産地の現状

　田子町におけるニンニク栽培の歴史は古いが、ブランド化は昭和44年の第1次振興計画で振興作目

として取り上げたことがきっかけとなった。当初、ナガイモなども候補にあがったが、林業との組合

せが可能なこと、狭小な農地、酸性土壌などの条件によりニンニクが選定された。その後、昭和50

年に東京市場でニンニク生産日本一を謳うまでに至った。

　②　権利化に至ったきっかけ

　昭和53年にアメリカからニンニクの輸入が始まり、その後、アルゼンチン、ロシアからも輸入が

始まった。

　昭和60年に田子町においてニンニク日本一産地シンポジウムを開催するなど、知名度が上がるに

伴って「にせもの」が出るようになった。そのため何らかの対策の必要性が求められた。

　その後、平成5～ 6年には中国からの輸入が急激に増加した。このため産地は打撃を受け、田子町

のニンニク生産者も550戸から200戸に減少した。減少した理由は、トマト、キュウリ、ダイコンな

どへの作目転換が主な内容であった。

　さらに、市場における全量完全値決め価格の決定、個包装産地パックの導入等の流通改革を取り入

れ、他産地ではできないことを実施することにより、トップブランドの地位を確固たるものにした。

　平成5年の（財）田子にんにく国際交流協会（ガーリックセンター）の設立、健康食品会社との連

携を経て今日に至っている。

　近年、県内の他産地産ニンニクとの差別化によるブランド力強化が求められるようになり、地域団

体商標制度の発足と同時に「たっこにんにく」の商標登録出願を行うに至った。

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　権利化

　　○　出　　願　　日　：平成18年4月1日

　　○　登　　録　　日　：平成18年11月10日

　　○　登　録　番　号　：第5002091号

　　○　登　録　商　標　：たっこにんにく（標準文字）

　　○　権　　利　　者　：八戸農業協同組合

　　○　商品・役務分類等：第31類　青森県田子町産のにんにく

（3）取得した権利を活用した取組　
　地域の連携によって更なる産地の結束を図るため「たっこにんにくを盛り上げる会」をJA、生産者、

加工業者によって立ち上げた。

６．にんにくの地域団体商標取得支援
～青森県三八地域県民局～

権利化した知的財産 「たっこにんにく」の地域団体商標

出 願 者 八戸農業協同組合

取 組 内 容
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　また、平成18年11月の地域団体商標登録を機に「たっこにんにく産地力強化戦略推進本部」（構成

員：町、JA、県（農業普及指導センター））によって、「たっこにんにく産地力強化戦略」の検討を行い、

平成19年8月に新たな「たっこにんにく産地力強化戦略」を策定した。

　「たっこにんにく産地力強化戦略」は、産地理念、産地目標、推進方向、推進方策から構成され、特に、

①環境、品質を重視した栽培、②安定生産による担い手育成・産地基盤の強化、③高付加価値化による

販売力強化、④JA専門部会の活性化を謳っている。

（4）取組の成果・活用　
　地域団体商標登録は生産者の自覚を促し、「たっこにんにく産地力強化戦略」の策定と実現に向けた

取組そのものが成果である。

　平成18年産の生産実績は、栽培農家231戸、作付面積120ha、販売価格1,009円／ kg、販売量290ｔ、

売上高293百万円である。5年前の平成13年に比べて農

家戸数（△30戸）、販売数量（△342ｔ）は減少したが、

販売価格が大幅に上昇し、販売金額は37百万円の増加

となった。

　しかし、ブランドの確立に伴う偽物の出現が問題と

なっている。偽物対策が今後の課題である。また、産地

内では、①土壌診断や堆肥利用による土づくり、②優良

系統種子の選抜・育成、③GAP手法の導入等による品

質管理システムの構築などが課題である。

（1）支援のきっかけ　
　農業普及指導センターは、ニンニク導入時から品目の選定、栽培技術の指導などを中心にJAの担当

者と二人三脚で取り組んだ。内容は栽培技術に留まらず、組織作り、産地づくりに及んだ。

（2）権利化　
　地域団体商標登録の出願書類の作成は、弁理士に依頼した。出願に当たってはこれまでの取組、地域

の認知度等いずれも問題なく、スムーズに登録に至った。

（3）活用　
　「たっこにんにく産地力強化戦略」の策定にあたり、推進本部（11名）に副本部長及び委員として２

名が参画し、戦略全体に関わった。

　技術部門の①優良種子の維持・増殖体系、②土づくりと地域内循環型農業の推進、③栽培基準の励行

による高品質生産等に深く関与した。特に特別栽培認証や全戸のエコファーマー認定を目指した支援を

展開している。

　ブランド力の強化を中心に支援を図っている。

（4）問題点・課題
　担当普及指導員の異動によって支援の継続性に問題が生じる。また、栽培技術・ノウハウについては

適切な情報管理が必要である。　

　農業普及指導センター・普及指導員サイドからみると、人員が減少する条件下における活動分野の拡

大は極めて困難性が高いものと思われる。ただ、知的財産に関する活動はその目的意識の醸成・啓発が

重要であり、本来の普及指導活動そのものとも言える。しかし、保護、活用等に係る手続き等は専門家

に任せるべきとしている。

にんにくは田子町の顔になっている

普及組織の関与（支援内容）
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　権利化したことで守りの体制・体質に入ることを懸念

している。ブランド力の向上に前向きに取り組むよう誘

導することが課題としている。

（5）その他　
　○　普及指導センターの支援体制

　普及指導センターは、総合課題として「『たっこに

んにく』ブランドの強化・発展」を設定し、野菜担当

2名が当たっている。

　○　権利侵害の未然防止や侵害対応の取組内容

　今後、推進本部として弁理士を加えたチームを立ち

上げる機運にある。

　○　普及指導員の資質向上策

　　　現時点では県および国主催の知的財産研修への派遣で対応している。

　地域の特産物の選定・育成から知的財産活用までの一連の過程に普及が関与しており、全国的な観点から

優良事例、モデルケースにふさわしい取組と思われた。

　この「たっこにんにく」の事例では、最大のキーマンとしてJA組織に一貫して産地の面倒をみる内部リー

ダーが存在し、外部リーダーたる普及指導員との連携・揺るぎない信頼関係が築かれていた点が成功のポイ

ントと思われる。

　普及活動が拡散し見えにくいと言われて久しいが、普及指導活動の原点とも言える姿をここに見ることが

出来たと感じた。農家や関係機関との信頼関係は、革新技術（この場合は品目）への挑戦や産地提案から築

かれるものと判断するが、また一定の在任期間も必要条件と思われた。ひとつのブランド構築に要する期間

を考慮に入れ、今後の普及指導活動の高度化と柔軟な対応に努める必要があるものと思われた。

調査日：平成19年10月29日 　　　　　　　

調査者：伊藤　健二（愛知県農業総合試験場）

調　査　者　の　所　感

田子町農協の「たっこにんにく」の
調製・出荷場　　　　　　　　　　
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（1）権利化した背景・ねらい　
　今回の調査対象の生井地区は、栃木県南部の小山市にあり、思川、巴波川に沿った穀倉地帯の中心地

であり、従来から「おいしい米」の産地として知られている。平成16年当時、同地区の米生産は化学

肥料と化学農薬に依存した一般的な生産が中心であった。一方、米の価格低迷からの脱却、食の安全・

安心の動き、さらには少子化への対策という問題が表面化しつつある状況にあった。

　化学肥料・化学農薬から脱却した「おいしい米」つくりを目指し、賛同する22農家が「わくわく　

どきどき　前向きに」をスローガンに「生井っ子プロジェクト」を立ち上げた。

（2）商標化（ブランド化）の取組と権利化　
　①　取組内容

　「生井っ子プロジェクト」では、食の安全への取

組として、「特別栽培米」の栽培に取り組むとともに、

とちぎ特別栽培農産物認証・表示制度「リンク・ティ」

を取得している。さらに、「おいしい米作り」への

こだわりから窒素肥料を抑えた栽培法を採用し、タ

ンパク質6.5以下（おいしさの指標と考えられてい

る）の米を「生井っ子」として販売することとした。

ブランド米としての「生井っ子」を差別化して販売

しようとの戦略から品質管理を徹底している。賛同

した22農家で生産された特別栽培米を農協に備え

た食味計で品質チェックを行い、基準値以下のもの

だけを他と区別して保管・管理し、「生井っ子」のラベルを付けて販売している。

　また、同プロジェクトでは「生井っ子」の商標登録を行っている。将来、「生井っ子」の偽物や名

称の無断利用があった場合に法的な措置がとれるようにとの目的に加え、プロジェクト賛同農家の団

結を図ることを目的としている。そのため、商標出願は、同プロジェクト発足と同時に行われた。

　下生井地区には「あんずの里」があり、そこは季節毎にあんずの花、ひまわり、コスモスが咲き、

市民の憩いの場として広く知られている。「生井っ子」の図案にあんずの花を採用するなど生井地区

との関連も取り入れ、地域の振興も考慮した取組も行っている。

　②　権利化

　　○　出　　願　　日　：平成16年8月27日

　　○　登　　録　　日　：平成17年3月11日

　　○　登　録　番　号　：第4845958号

７．おいしい米「生井っ子」の販売戦略
～栃木県下都賀農業振興事務所経営普及部～

「生井っ子プロジェクト」参加農家

権利化した知的財産 栃木県小山市生井地区における特別栽培米・おいしい米の商標権

出 願 者 生産者

取 組 内 容
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登録した商標

　　○　登　録　商　標　：生井っ子＼なまいっこ

　　○　商品・役務分類等：第30類

（3）商標権を活用した取組　
　ブランド米の販売には、「品質管理」が欠かせないとの

認識からJAおやま生井支所が全面的に品質管理に協力す

る体制となっている。プロジェクト賛同農家が生産した特

別栽培米は、全量が農協のライスセンターへ出荷され、他

の農家の特別栽培米とは区別して管理されている。搬入時

に農協担当者が食味計を用いて分析し、基準を満たすもの

（タンパク質6.5以下）だけを「生井っ子」として区別して

管理している。基準を満たさないものは通常の特別栽培米

として販売されている。単に、特別栽培米として生井地区

で生産されたものが「生井っ子」ではなく、「おいしい米」

の基準を満たしたものだけを「生井っ子」として販売する

こだわりを前面に押し出してブランドの確立を目指してい

る。

　「生井っ子」のブランド名を消費者に知ってもらうため

の取組にも力を入れている。各種イベント会場での試食会・

即売会、道の駅思川での新米祭りやJA直売所、JR小山駅

近くでの朝市会場等精力的にPR活動を行っている。さら

に「生井っ子」の収穫時期にはほ場周辺の道路に「生井っ

子」と書かれた赤いのぼりを多数設置し、道行く人々や車

へのアピール作戦も行っている。また、県内のマスメディアの取材もあり、「生井っ子」の名前が徐々

に知られるようになってきた。本年度、「生井っ子」の新しいデザインの包装袋を作成し使用すること

としている。

　これまでのところ、「生井っ子」の販売は、即売会や道の駅、ＪＡ直売所での販売が中心であるが、今後、

新しい販路を開拓していく必要もある。　

（4）取組の成果・活用　
　小山市では、新しい小山の創造のために『小山ブランド創生協議会』を組織し、『おやまブランド』

の発信に取り組んでいる。平成17年10月に「生井っ子」が選定された。また「生井っ子」は、とちぎ

県産品振興協会が推奨する「とちぎ特産品」にも選定されるなど栃木県のブランド米としての基礎を徐々

に固めてきていると思われる。消費者間での「生井っ子」の評判は上々でリピーターも育ちつつある状

況のようである。又、発足当初、22農家であったが、今年平成21年には27農家増加し、着実に地域社

会への浸透が見られる。

　現時点での問題点としては、まだまだ県外や全国規模で見ると知られていない状況にある。今後、さ

らなる新しい販売先の開拓が現在の課題となっている。

（1）支援のきっかけ　
　「生井っ子」の栽培は窒素肥料を抑えた栽培方法を行うため、生産現場での技術的な支援を行っている。

「生井っ子」の宣伝ポスター

普及組織の関与（支援内容）
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（2）商標権の取得に向けての支援　
　普及組織として「生井っ子」プロジェクトの商標取得に関しての支援活動は行っていない。

（3）その他　
　普及組織として、「生井っ子」プロジェクトへの支援は、主に栽培技術の面で協力している。特別栽

培米は、肥料の施肥量が慣行の1/2であるため特別栽培米の収量はおよそ420㎏（慣行栽培では540㎏）

にとどまること、さらに、タンパク質6.5以下にするため、「生井っ子」の栽培には特別な栽培技術が必

要とされる。プロジェクト賛同農家間の技術の高位平準化を行うための現地検討会（プロジェクトメン

バーが各賛同農家のほ場を訪問し検討する）に普及指導員を派遣して指導・支援を行っている。

　今回の現地調査は、JR間々田駅から車で15分位にあるJAおやま生井支店で行った。生井支店の周りは全

て田んぼであり、米作りの中心地であるとの印象であった。

　昔から「おいしい米」の生産地として知られた生井地区を何とかしようとして立ち上げた「生井っ子プロ

ジェクト」にかける皆さんの熱い思いを感じることができた。「特別栽培米」だけでブランド化を目指す取

組が多数ある中、「特別栽培米」と「おいしい米」（タンパク質6.5以下）という組み合わせでブランド化し、

他と差別化を目指す皆さんの取組はすばらしいものだと思った。「生井っ子」の新しい包装袋も作成され、

今後さらに種々の取組を通してブランド米としての「生井っ子」が知られるようになることを願っている。

地域との関わり（あんずの花）を前面に出したPR方法も有効ではないかと感じた。

　次に、普及組織としての取組についてであるが、農家のこうした取組に対して県としてどこまで支援する

のか（できるのか）は、各県の事情もあり難しい問題だと感じた。栃木県下都賀農業振興事務所の場合、技

術面での支援が中心である。

　数十年前までは良いものを作ればそれだけで売れる時代であったが、現代は良いものを作ってもそれだけ

では売れない。如何に売るか、如何に知られるかが販売のポイントではないかと思う。プロジェクト農家の

方々は努力しておいしい「生井っ子」を作り、一生懸命努力して販売活動も行っている。その努力が報われ

るように普及組織として支援すること（情報提供、販売戦略のアドバイス等）が必要ではないかと感じた。

　
調査日：平成21年10月５日 　　　　　　　　　　　　　　　

調査者：田平　雅人（（独）種苗管理センター品種保護対策課）

調　査　者　の　所　感
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８．「あいみ燦ゴールド」の差別化と商標登録
～鳥取県西部総合事務所農林局米子農業改良普及所～

（1）権利化した背景・ねらい　
　鳥取県西伯郡南部町（旧会見町）は鳥取県のほぼ最

西部に位置し、県西部の中心都市である米子市の南に

隣接した町である（図1参照）。鳥取県は梨の収穫量

が全国第4位（シェア7％）であるが、二十世紀梨の

収穫量は全国シェア約50％を占め、2位の長野県（シェ

ア12.5％）を大きく引き離し、全国1位を誇っている。

　鳥取西部農業協同組合あいみ果実部は、鳥取県南部

町の梨・柿の生産者で構成され、部員数梨19名、柿

93名で、販売額は年間約2億円である。梨の品種は

「二十世紀」が中心であるが、そのほかに数種の梨も

生産されている（表1参照）。この地域の梨生産農家

の特徴としては、戸数、栽培面積ともに県内では小さ

い産地の部類に属するが、一戸当たりの平均経営面積

は約2haと県内で一番大きいことが挙げられる。また、

柿の栽培面積は県内4番目であり、品種は「富有」が

中心に栽培されている。

　従来から「二十世紀」は、病害虫から果実を保護す

るとともに外観品質を向上させる目的で、5月と6月

の2回にわたり袋掛けが行われている。しかしながら、梨・柿の大規模農家では、経営面積の7割近く

を占める「二十世紀」の2回の袋掛け作業は、相当な労力負担となっており、雇用労力に頼るため、労

力分散が出来る栽培体系が検討されていた。

　平成2年に「ゴールド二十世紀」が品種登録された。「ゴールド二十世紀」は（独）農研機構農業生

物資源研究所が開発した品種であるが、黒斑病耐病性品種であり、黒斑病による被害が抑えられること

が期待されたため、あいみ果実部でも「ゴールド二十世紀」が導入されることになった。しかし、「二十

世紀」の袋掛けはその後も行われていたため、「ゴールド二十世紀」の袋掛けは「二十世紀」の作業終

了後となり、袋掛けが遅れた「ゴールド二十世紀」は果実表面の汚れが多く秀品率が低かった。とりわ

け、栽培面積の大きい南部町の生産者においては作業が遅れがちになり、「ゴールド二十世紀」の秀品

率の低さは深刻な問題となっていた。

　そこで、あいみ果実部では「適期に作業ができないのは仕方がない。どうせ汚れるのであれば、汚れ

ても売れるものを作ろう」という発想の転換が図られ、袋をかけない「ゴールド二十世紀」の栽培方法

表１　あいみ果実部梨栽培面積（平成21年）

品　種 栽培面積（ha）

二十世紀 9.8

秋　　栄 0.1

あきづき 0.2

王　　秋 0.5

真　　寿 0.2

そ の 他 3.7

新 品 種 1.3

合　計 17.0

図１　鳥取県西伯群南部町の位置

権利化した知的財産 ナシ（ゴールド二十世紀）の商標権

出 願 者 鳥取西部農業協同組合

取 組 内 容



108

が検討されることになった。

　研究の結果、多目的防災網（4mm×9mm）でほ

場を覆い（図2参照）、5月に中袋を1回掛けるのみ

で2回目の袋掛けを省略し、収穫時は無袋栽培とな

る「半無袋栽培法」を確立した。この「半無袋栽培

法」により、果実の外観は販売に耐えうる程度に押

さえられ、「二十世紀」より糖度の高い「ゴールド

二十世紀」が誕生した。このようにして栽培した梨

を従来のものと差別化し、あいみ果実部オリジナ

ルのブランドとして売り出していくために、品種

名ではなく、独自の商品名で販売し、果実の特徴と栽培過程を消費者に理解してもらおうと考えた。

（※鳥取県においては、「二十世紀」と「ゴールド二十世紀」を区別して販売しておらず、いずれも

二十世紀梨の名称で販売されている。）

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　経過

　　平成2年 「ゴールド二十世紀」の導入（30a）

　　平成10年 半無袋栽培法の確立、「あいみ燦ゴールド」販売開始

　　平成11年7月 商標登録出願

　　平成12年7月 商標登録

　　平成15年 栽培面積45haにまで増加（全体の11％）

　袋掛けを行わずに栽培した梨は、その食味が著しく向上することが経験的に知られていた。「半無

袋栽培法」で栽培した梨の糖度（Brix）も、「二十世紀」と比較して0.3 ～ 1.0％もの向上が認められ

た。「二十世紀」の糖度（Brix）の平均は約11％といわれているため、「半無袋栽培法」で栽培した

梨は11.3 ～ 12.0％ということになる。しかし、この0.3 ～ 1.0％の糖度の上昇が、梨の食味に劇的

な変化をもたらすことになったのである。

　梨においては、糖度（Brix）が11％未満では酸味が強調されやすくなり、食感も梨特有の石細胞

のシャリ感が強調されやすい。ところが、糖度（Brix）が11％以上になると、酸味と甘みのバラン

スが整い、シャリ感までも滑らかになるという。この梨を従来の「二十世紀」と差別化し、あいみ果

実部オリジナルのブランドとして売り出していけないか。そのような声があいみ果実部内で自然発生

的に出てきた。

　「半無袋栽培法」を採用して得られたメリットには、食味の改善のほか、収穫時に完熟した梨を選

別して収穫することができる点も挙げられる。従来、袋掛けをしていた梨を収穫するときは、予め決

められた出荷量を満たすことを優先にしていたため、端から順に収穫していたという。しかし実際は

未熟、適熟、過熟している梨が混在しているため、適熟時の梨のみを収穫することは困難であった。

これに対し半無袋栽培法は、収穫時に袋が破け果実が露出している状態で収穫できるため、目視で適

熟しているか否かの判断が可能である。生産者は自ずと着色をよく見て収穫するようになり、適熟に

なった梨のみを収穫できるようになったのである。

　当初、商品名は「燦ゴールド」が候補として挙がったが、調べたところ類似した商品名が存在する

ことが判明した。そこで当時の地域名である「あいみ」（会見）を付け、「あいみ燦ゴールド」に決定

した。さらにこの商品名を使用するに当たり他者からクレームが来ないように商標登録を行った方が

図２　多目的防災網で全体を覆う
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よいのでは、との意見が出され、登録方法についてのインターネット情報や国の知的財産の研修を受

けた普及指導員から提供された情報を整理し、商標登録について検討した。最終的には地元の発明協

会の主催の相談会で具体的な手続きを弁理士から教えてもらい、平成11年7月8日に出願した。その

後、拒絶理由が通知されることなく、平成12年7月14日に商標登録された。

　②　権利化

　　○　出　　願　　日　：平成11年7月8日

　　○　登　　録　　日　：平成12年7月14日

　　○　登　録　番　号　：第4399001号

　　○　登　録　商　標　：

　　○　権　　利　　者　：鳥取西部農業協同組合

　　○　商品・役務分類等：第31類　果実

（3）商標権を活用した取組　
　新品種の導入および独自の栽培技術

の確立により誕生した「あいみ燦ゴー

ルド」であるが、試作の段階では、市場、

県内他産地からの評価は低かった。そ

の理由は、試験的に「二十世紀」の名

称で市場出荷を行ったところ、二十世

紀梨はみずみずしい外観品質を重視し

ているため、収穫時無袋となる梨では

どうしても外観品質が劣ることにあっ

た。

　そこで、品種名ではなく商品名「あ

いみ燦ゴールド」を付け、さらにその

商品名について商標権を取得すること

によって、市場や消費者に「あいみ燦

ゴールド」を知ってもらう努力をし、

販売ルートの開拓に努力した。それで

も初めのうちは見た目に劣ることか

ら、扱ってもらうまでに相当の苦労を

要したという。ところが「あいみ燦ゴー

ルド」を試食してもらったところ、そ

の優れた食味をすぐに理解してもらえ

たという。

　「あいみ燦ゴールド」の出荷箱は、登録商標を印刷したものを使用している。また、「あいみ燦ゴール

ド」の生産者の写真や栽培方法を書いたチラシを入れ、消費者に商品情報を提供している（図3及び図

4参照）。なお、チラシの写真はわざわざ外観の劣る商品を選び、「見た目よりおいしさ」というキャッ

チフレーズを活かしたデザインになっている。もちろん、これは味に自信があるからである。

　さらに、JA全農とっとりで使用している梨出荷用の箱（登録商標が印刷されていない箱）には登録

商標「あいみ燦ゴールド」で図案化したシールを貼付している（図5参照）。

　なお、鳥取県はマンガやアニメ等で全国的に知られている「ゲゲゲの鬼太郎Ⓡ」ゆかりの地である。

図３　登録商標が印刷され
た出荷箱　　

図４　商品情報を記載したチラシ

図６　小売用の袋に添付された
シール　　　　　

図５　シールのデザイン
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小売用の商品袋にも「ゲゲゲの鬼太郎Ⓡ」のキャラクターがデザインされており、地域の知的財産とし
ても有効活用されている。そしてその袋にも「あいみ燦ゴールド」のシールが添付され、「二十世紀」

との差別化が図られている（図6参照）。

　このような地道な営業活動と商品の差別化に力を入れた結果、徐々に「あいみ燦ゴールド」が市場に

受け入れられていった。

　二十世紀梨という品種名ではなく「あいみ燦ゴールド」という商品名を付け、登録商標の取得に挑戦

し、ブランド化のために一致団結したことは、あいみ果実部がこの商品に賭ける思いを象徴する取組で

あったといえる。

（4）取組の成果・活用　
　図7は「あいみ燦ゴールド」と「二十世紀」の10kg当たりの単価及び出荷数（箱）を比較したデー

タである（図中、「二十世紀梨」には「ゴールド二十世紀梨」も含む）。「あいみ燦ゴールド」が商標登

録を取得したのは平成12年であるが、その翌年より、「あいみ燦ゴールド」は二十世紀梨より高い単価

で販売されるようになり、市場の評価も向上した（図7参照）。これは商標権を核にした商品の差別化

戦略と地道な営業努力の成果であるといえる。「あいみ燦ゴールド」の出荷量は年々増加し、平成20年

度には、二十世紀梨と比較して、約3割の箱数が出荷されるようになった。

　「あいみ燦ゴールド」を生産するためには、防災網施設の建設費という投資（約200万円／ 10a）が

必要であるが、袋掛け作業にかかるコストや作業の省力化が図れるほか、台風被害の回避にも有効であ

る。また、夜蛾類やカメムシ類の防除に有効であるため、農薬散布にかかるコストや労力の省力化も図

れるなどメリットが大きい。

その上「二十世紀」よりも高

単価で販売されていることか

ら、あいみ果実部内でも徐々

に取り組む生産者が増えてお

り、現在は9戸の農家が2.3ha

の栽培面積で生産している。

　平成15年には、「あいみ燦

ゴールド」の取組に対し、第

4回全国果樹技術・経営コン

クールにおいて、あいみ果実

部の生産者が農林水産大臣賞

（最優秀賞）を受賞するなど、

第三者機関からも高い評価を

得ている。

（1）支援のきっかけ　
　あいみ果実部は「二十世紀」主体の栽培体系であったが、「ゴールド二十世紀」の導入をきっかけに

労力分散と収益性の向上を図るため、袋掛け2回の栽培方法から、中袋1回かけ収穫時無袋栽培という

新技術を開発した。

　平成2年に黒斑病耐病性の新品種「ゴールド二十世紀」を導入し、現地で栽培技術を確立した。そして、

平成7年に「幸水」と「豊水」に多目的防災網を導入したことで、台風被害の回避や夜蛾類、カメムシ

図７　「あいみ燦コールド」と「二十世紀」の単価及び出荷数の推移

普及組織の関与（支援内容）
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類の防除に効果を発揮し、幸水と豊水の無袋栽培が可

能となった。「ゴールド二十世紀」でも平成9年から、

無袋栽培、半無袋栽培（収穫時に無袋状態になる小袋

1回かけ）について、実証ほの事業で現地試験を行っ

た。

　果実袋の種類や果実袋の開発については試験場、大

学、果実袋会社の協力を得て実施し、半無袋栽培法に

最も適した果実袋を検討した。その結果、5月に中袋

を1回袋掛けし、自然に袋が破け無袋栽培状態になり、

成熟する独自の栽培方法を確立した。自然に袋が破け

無袋栽培状態になるのは、ちょうど梅雨が明ける頃である。そのため、梅雨明けの強い日差しが果実に

降り注ぎ、果実の糖度を上昇させることができるのである。この方法により、果実の外観品質をある程

度維持し、無袋栽培の美味しさを併せ持った梨を生産できるようになった（図8参照）。

　平成10年に「ゴールド二十世紀」にも多目的防災網の導入が行われ、無袋栽培で問題となる夜蛾類、

カメムシ類の害虫の被害防止、降雹、強風などの自然災害の回避を実現した。

　商標登録後も継続して果実袋の改良を行い、現在の果実袋となった。このような取組によって、「ゴー

ルド二十世紀」による網掛け半無袋栽培技術を確立し、糖度が高く、他にはない商品ができるようになっ

た。また、袋掛けの労力分散ができるようになったことも大きな利点である。

　普及に際しては、「半無袋栽培」を行う場合に必要となる多目的防災網の導入に関し、生産者にその

メリットを説明し、半無袋栽培法に使用する果実袋（トリカR01-L）を紹介した。

　平成14年には、点滴灌漑技術を導入し、安定生産が出来るようになった。さらに防蛾灯の導入によ

る夜蛾対策試験の実証もおこなっている。　

（2）商標権の取得に向けての支援　
　「あいみ燦ゴールド」は、「ゴールド二十世紀」の半無袋栽培による食味を重視した商品であり、栽培

技術確立が普及所の重点課題であった。当時の二十世紀梨を取り巻く状況は外観品質重視であったため、

「あいみ燦ゴールド」は他の生産指導組織からも評価されなかった。

　最初、出荷販売にあたり市場に試験出荷したところ、二十世紀梨の下物扱いで安値となった。そこで、

「商品の特徴の説明」「積極的な売り込み」「二十世紀梨との栽培法の違いの説明」をしないと甘くて美

味しいとの評価が得られないことがわかった。収穫時には太陽の日差しを燦々と浴びて食味や糖度の高

い果実となることから、地名、栽培法のイメージ、品種名を組み合わせて「あいみ燦ゴールト」と命名

し、商標登録のための支援を行った。

　普及所には、あいみ果実部から、味重視の商品であることを知ってもらうためにどのような取り組み

を行えばよいか、商標登録をするにはどのような手続を行えばよいか、という相談があった。当時担当

していた普及員は、「商標取得はあいみ果実部のこの商品に対する熱意を示すものだった」と回顧して

いる。「あいみ燦ゴールド」はあいみ果実部の独自のものであり、市場での評価が高まると共に、旧会

見町の顔となったとも言える。普及所としても、消費者に信頼される品質を守る努力を継続していくこ

とを大切にしているとのことである。

（3）商標権の取得についての支援　
　商標権取得に当たっては、他の普及員が受講した国の研修資料をあいみ果実部に提供したり、先行登

録商標のインターネット検索を代行した。また、商工会議所を会場とした発明協会の相談会があり、弁

理士から商標権取得のための手続や費用について説明を受けた。最終的には、弁理士に商標登録出願を

依頼した。商標名やデザインについては、あいみ果実部で協議して決めた。

図８　収穫前の「あいみ燦コールド」
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（4）商標権の活用　　
　登録商標「あいみ燦ゴールド」を使用することができる者は、あいみ果実部に所属し、先述した半無

袋栽培法を実施して「ゴールド二十世紀」を栽培している部員にのみ認められている。但し、商標の使

用に際し契約を締結しているわけではなく、あいみ果実部部長及び副部長の管理下で使用されている。

　現在あいみ果実部に所属している部員の全員が「あいみ燦ゴールド」の商標を使用しているわけでは

ないが、将来、「あいみ燦ゴールド」の需要が高まった場合には、生産量を確保するために、「あいみ燦

ゴールド」を生産する部員数を増やす必要が生じる。従って、普及組織として生産者をいかに確保する

か、そして「あいみ燦ゴールド」を支える「半無袋栽培法」をいかに普及させていくかが今後の課題に

なると思われる。

　なお、あいみ果実部のオリジナルブランドとしての地位を確保するため、登録商標「あいみ燦ゴール

ド」は管内の生産者にのみ使用を認める方針である。

（5）権利侵害への対応　　
 　商標権取得の目的が、他者からクレームを受けないようにする、つまりあいみ果実部の部員の使用

を確保するためであったが、現在までのところ、他者からクレームを受けたことはない。また、第三者

が無断で「あいみ燦ゴールド」を使用して問題になった事例もない。

（6）問題点・課題　
　当時と比べ、生産者も知的財産についての関心が高まっている。普及にも地域ブランドの相談もある

ようになった。従って、普及組織として知的財産に関する情報を提供する体制を整えていく必要がある

ことは確かであるが、知的財産に関する情報が不足しているのが実情である。そのため、発明協会の無

料相談会や弁護士・弁理士などの専門家を利用していくことが急務である。

　また、管内のある生産者が「二十一世紀梨」という商標を取得したことが判明し、指導機関が先を越

された思いになった事例があった。商標によって得る信頼や信用を大事にして、商標について適切な支

援を行っていくことが必要である。

（7）その他
  普及所内に知的財産の研修受講者を配置し、生産者からの質問等があった場合に迅速に対応するよう

にしている。また、県知的所有権センターとの連携も取っている。

　「ゴールド二十世紀」は（独）農研機構農業生物資源研究所が開発した品種であるが、鳥取西部農業協同

組合あいみ果実部はこの「ゴールド二十世紀」を導入し、独自の栽培方法を確立することによって食味を向

上させるとともに、商標を活用して他の梨との差別化を図り、自分たちのオリジナルのブランドに育てていっ

た事例である。

　これは、5月と6月の二回にわたり袋掛けを行うという従来の梨特有の栽培方法がベースとしてあったか

らこそ生まれた取組ともいえるが、このようなブランド化の取組はなにも梨にしかできないことではない。

つまり、現在栽培している農産物の栽培方法を見直すことで、他者と区別できるような色、味、形、大きさ

などの差別化ができれば、他種の農産物でも同じような取組ができる可能性があると考えられる。

　そのような意味では、鳥取西部農業協同組合あいみ果実部の取組は、他の地域や他の品種におけるブラン

ド化の見本となり得る取組と言えるのではないか。

調査日：平成21年9月17日　 　　　　　　　　　　

調査者：吉永　貴大（吉永国際特許事務所　弁理士）

調　査　者　の　所　感
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９．「市田柿」の産地再構築の取組
～長野県下伊那農業改良普及センター～

権利化した知的財産 長野県飯田市・下伊那郡産の干し柿の商標権

出 願 者 農業協同組合

取 組 内 容

（1）権利化した背景・ねらい　
　①　産地の現状

　市田柿は、長野県下伊那郡高森町の市田地域で栽培

されてきた在来の渋柿及びこれを原料とする干し柿で

ある。立地条件に恵まれない中山間地の貴重な冬季収

入源として古くから生産されてきたが、昭和40年代か

ら、稲・桑・なし等からの転作により生産が増加。自動

皮むき機の普及による加工効率の向上や、近年、食物繊

維等を多く含んだ機能性食品としてマスコミに取り上げ

られたことなども生産拡大に寄与し、現在では栽培面積

約500ha、4,000戸余りで生産される地域の基幹品目と

なっている。

　②　権利化の背景

　・近年、温暖化による気象変動が、干し柿の品質に大きく影響するようになったこと（カビ発生等）

や、消費者の食の安全と品質に対する意識の高まり（クレーム増等）を受け、産地が一体となり、市

田柿への信頼の向上に向け、品質管理等に取り組むことが必要となった。

　・海外産や他県産の粗悪な市田柿が流通することにより、市田柿への信頼が損なわれるおそれが生

じた。

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　権利化

　　○　出　　願　　日　：平成18年4月3日

　　○　登　　録　　日　：平成18年11月10日

　　○　登　録　番　号　：第5002123号 

　　○　出　願　種　別　：地域団体

　　○　登　録　商　標　：市田柿(標準文字)

　　○　権　　利　　者　：みなみ信州農業協同組合、下伊那園芸農業協同組合

　　○　商品・役務分類等：第29類 長野県飯田市・下伊那郡産の干し柿

　　○　そ　　の　　他　：平成19年3月19日市田柿ブランド推進協議の設立、集荷事業者と商標使用

　　　　　　　　　　　　　に関する協定締結（商標使用権の許諾）開始

市田柿
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（3）商標権を活用した取組　
　①　品質の管理

　・産地一体となったブランドの推進を図るため、商標権者（農業協同組合）と地元行政機関、集

荷業者等で組織する市田柿ブランド推進協議会（以下「ブランド推進協議会」という。）を設立（後述：

普及組織の関与の（7）参照）。同協議会を通じて、原料柿の除菌技術の普及、加工の衛生管理マニュ

アルの配布、原料柿熟度情報の提供、商品性向上のための加工技術研修会など、衛生管理の徹底と品

質の高位平準化に向けた取組がなされている。

　 ・商標の使用を、ブランド推進協議会への加入と、商標使用基準（衛生管理マニュアルの遵守、

販売品質基準などを規定）の遵守を条件に商標権者と協定を締結した事業者のみに認めることで、品

質と表示を管理している。

　②　マーケティング・販路拡大

　　　・市場出荷だけでなく、直売、インターネット通販、量販店やコンビニへの契約販売、輸出など、

多様な流通チャンネルが形成され、マーケティングの取組も多様である。

　　（取組例）

　○一部農業生産法人：長期貯蔵施設の整備により干し

柿の長期出荷を実現。インターネットを活用した通

信販売など販売チャンネルの多様化により売上げを

拡大

　○JAみなみ信州：農家の労力軽減と販路拡大を目指

し、干し柿集出荷施設「柿の里」を整備。農家より

受け入れた干し柿の選果・リパックを行い、量販店・

コンビニなど実需者に対応したオリジナル包装で販

路を拡大。パックに生産者No.を入れ、クレームが

あった生産者に特別指導を行うなど、消費者の声を

生産現場にフィードバック

　○下伊那園芸農協：台湾など海外販路の拡大に向け（JAみなみ信州オリジナル包装）、飯田市と連

携して現地百貨店やスーパーなどで販促フェアを実施

　※輸出の拡大を見据え、台湾、香港、中国にも商標登録出願中（出願者：みなみ信州農業協同組

合、下伊那園芸農業協同組合）

  ○農村女性団体等：消費者へのPR、新たな加工品開発を目的とした料理コンクールの開催、消費

者の市田柿への理解促進を目的としたセミナー開催

　　　・産地のブランドイメージの確立に向け、ブランド推進協議会で、産地の出荷規格の統一や統一ブ

ランドマークの作成に向けた検討を進めている。

衛生的な加工施設で衛生的な作業 出荷前の厳しい品質チェック

ＪＡみなみ信州オリジナル包装
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4）取組の成果・活用　
　　　・商標の使用には、ブラン

ド推進協議会への加入と商標

使用基準の遵守が必要となっ

た（前記：取組内容の（3）．

①参照）ことで、「市田柿」

の表示は、原則として、衛生

管理を徹底した高品質品に限

られることになり、差別化が

図られた。また、商標権の取

得が生産者に誇りを与え、品

質管理に向けた意識も高まっ

た。

　　　・ブランド推進協議会への

加入業者は年々増加してお

り、調査日現在の加入は22

業者

　　　・平成19年度現在で、作

付面積約500ha、販売金額

約40億円（推計）

（1）支援のきっかけ　
　市田柿への信頼向上に向け、産地一体となった取組が必要となるなかで（前記：取組内容の（1）．

②参照）、産地関係者の意識統一のための場が必要と考え、農政課（県地方事務所）と連携して、ブラ

ンド推進協議会の設立を主導した。ブランド推進にあたっては、多くの事業者や関係機関（市町村、農

業試験場、保健所等）との調整を要することから、農政課（県地方事務所）に協議会の事務局を置き、

普及センターと農政課が連携して産地のコーディネート機能を担うこととした。

（2）商標権の取得に向けての支援　
　・産地一体となったブランド推進のための方策として、地域団体商標の取得・活用を助言した。

　　※権利者の構成員である生産者が自ら「市田柿」の名称を使用して販売を行うことから、通常の商

　　標ではなく、構成員が商標を使用できる地域団体商標の取得・活用を提案した。

　・農政課と連携して、ブランド推進協議会立ち上げに向けた産地関係者の検討会を主催し、登録後の

商標使用基準や、協定書の内容策定などを支援した。

（3）商標権の取得についての支援　
　　農政課が、関係市町村（広域連合）と連携し、出願に向けた弁理士との調整などを支援した。

（4）商標権の活用　　
　・農業試験場など関係機関とも連携し、原料柿除菌技術の確立、衛生管理のマニュアル化、原料柿適

普及組織の関与（支援内容）
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期収穫用カラーチャート作成、熟度情報の提供等により、衛生管理手法の確立と、品質の高位平準化を

支援した。

　・商標の使用については、使用権の許諾（協定締結）の可否を判断する商標管理委員会（事務局：商

標権者）に、農政課とともに委員として参加し、適正な許諾を支援している。

　・マーケティング面では、ブランド推進協議会を通じ、産地の出荷規格の統一や統一ブランドマーク

導入に向けた検討、クレーム対応方法の検討などを支援している。  　

（5）権利侵害への対応　　
　偽物の流通など、権利侵害行為を予防するため、ブランド推進協議会を通じてＲマークの添付を推進

した。

　　※現在まで具体的な侵害対応はない。

（6）問題点・課題　
　・高齢化に加え、衛生管理マニュアルに対応できず生産を中止する小規模農家も増えており、今後の

担い手の育成、確保が課題である。

　・多様な生産者、事業者がかかわる取組であるため、ブランド推進に向けた意識にばらつきがあり、

産地全体の歩調を合わせる調整に苦労している。

　・厳しい選別により、製品率がやや低下しており、製品ロスを減らしていくことが課題である。

　・一部ブランド推進協議会に未加入の集荷業者があり、全事業者の加入を目指し取り組んでいる。　

　・流通態様が複雑で、海外産や他産地産などの侵害品の混在を完全にコントロールすることが難しい。

 （7）その他　
　　　市田柿のブランド推進体制
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調　査　者　の　所　感

　六次産業化による農業者所得の向上は、今後の農業現場の大きなテーマと考えられるが、加工・販売等に

かかわれば、消費者からは食品業者として厳しい品質管理を求められる。また、流通・販売関係者との連携

や、地元市町村、試験研究機関、保健所など多様な主体との調整が必要となる場面が多い。本事例では、普

及組織と農政課が、ブランド推進協議会を通じ、積極的に地域のコーディネート役を担うとともに、地域団

体商標をうまく活用することで、多様な産地関係者をまとめることに成功しており大変参考になる。

　一方で、既に多数の利害関係者がかかわる中で始まった取組であるため、産地の歩調を合わせるための調

整に苦労している面も見受けられ、産地づくりの早い段階で、ブランド推進に向けた取組体制を整えること

が重要であるとの印象も持った。　

調査日：平成21年9月9日　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調査者：松木　太郎（栃木県農政部経営技術課普及情報担当（知的財産権チーム））
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10．八女茶の商標取得支援
～福岡県筑後農林事務所 八女普及指導センター～

（1）権利化した背景・ねらい　
　①　産地の現状

　八女茶は、福岡県内で生産されるお茶のこ

とで「福岡の八女茶」・「八女茶」として、平

成20年3月に全国農業協同組合連合会と福岡

県茶商工業協同組合から地域団体商標登録さ

れている。

　しかし、八女茶産地は平坦地から山間地ま

で広がりがあるため、お茶が生産される茶園

は標高や土壌条件が異なり、それぞれ特徴の

あるお茶が生産されているのが現状である。

　個々の生産者は、地域団体商標の利用と併

用して八女茶の中でも独自の高級ブランド確

立を目指している。

　②　権利化に至ったきっかけ

　商標の登録を行った農事組合法人笠原茶製

造所は、２つの古い茶工場を再編統合し、約

４億円の資金を投じて最新製茶機械の導入を

機に新たに設立した法人である。

　組合員数は20名で茶園面積24.5ha、茶販

売数量約30ｔの組織である。

　新たな法人組織の設立に当たって、組合員の意識統一とブランド戦略の構築するため、「愛称」・「シ

ンボルマーク」を作ることとした。

　当初、市場販売する出荷袋には、法人名は記載せず「愛称」・「シンボルマーク」のみを記載するこ

ととした。しかし、近年、荒茶（消費者に販売する前の原料）販売先である流通卸加工業者が生産者

名を明示して販売する事例が多いことから「愛称」・「シンボルマーク」の使用権を巡って混乱するこ

と、将来、「愛称」・「シンボルマーク」が定着した後で他の権利者とトラブルになることを避けるた

め商標の出願を行った。

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　経過

　八女茶は、渋みが少なく、まろやかでさわやかな風味が特徴である。特に、当該法人のある地域は、

山間地の茶園

最新の製茶機械を導入した笠原茶製造所

権利化した知的財産 茶の商標権

出 願 者 農事組合法人　笠原茶製造所

取 組 内 容
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標高の高い山茶に見られる独特のコクと丸く甘い香りがある。

　また、八女茶発祥の地である「霊巌寺」の門前に位置しており、組合員には累代の門徒が多い。他

地域と比べて生産されるお茶に違いがあることや八女茶の歴史物語を自らの祖先から受け継いでいる

ことからブランド化できる要素があると判断した。

　約600年前に中国から帰国した僧がこの地に茶の種子を播いた史実に基づき、商標は「茶の実庵」、

図形は、庵に茶の実紋とした。

　②　権利化

　　○　出　　願　　日　：平成21年4月20日

　　○　登　　録　　日　：平成21年11月20日

　　○　登　録　番　号　：第5282753号 

　　○　登　録　商　標　：茶の実庵　 呼称 チャノミアン、チャノミ

　　○　ウィーン図形分類：5.3.11；5.3.13；5.3.15；5.3.20

　　　　　　　　　　　　　5.5.19：5.5.20；5.5.21；7.1.8.2

　　　　　　　　　　　　　7.1.24.2；26.1.1；26.1.3；26.1.15

　　　　　　　　　　　　　26.3.1；26.4.2：26.4.7；26.4.9

　　　　　　　　　　　　　26.7.3.1；26.7.5.1；26.7.15；26.7.25

　　○　権　　利　　者　：農事組合法人 笠原茶製造所

　　○　商品・役務分類等：第30類　茶

（3）商標権を活用した取組　
　茶の生産販売時期前に、市場で茶の買い入れ入札を行う茶商を個別

訪問し、当該法人のJAふくれん八女茶取引センタ－での荒茶販売計

画や商標出願の趣旨説明等を行った。

　また、八女茶取引センタ－に上場したお茶について、評価を毎日確

認し、荒茶加工技術の改善を行い、市場ニーズと製品が合致するよう

にすることにより、商標が実質的価値を持つよう対応した。

　さらに生産終了後は、当該法人のお茶を落札した茶商を個別に訪問

し、最終製品（仕上げ茶）にした場合の品質や販売に必要なロット等

の要望を直接聞きいた。茶商への個別訪問については、毎年実施する

ものとし、お茶に経済的価値が付帯し、商標がブランドとして定着す

るよう取り組むこととしている。

　今年は、商標を記載した小売り用小袋を作成し、年間数千人に達す

る霊巌寺参拝者等へ提供した。さらに荒茶工場壁面に商標を大きく記

載してPRを行った。

　平成22年度からは、消費者に直接小売り販売する予定であり、具体的な販売方法を検討している。

（4）取組の成果・活用　
　設立時に一番重要視した組合員の一体感が法人組織に生まれた。後継者に将来にわたって茶業を続け、

商標を育てるという気持ちが芽生えた。

　茶葉の摘採や加工技術の管理がしっかりできたことから良質茶の生産に繋がった。法人の立ち上がり

としてはスムーズな運営となった。

　これらのことから、農事組合法人笠原茶製造所の生産するお茶について、茶商の評価が高まり、茶業

界全体の荒茶単価が下落する中でも、荒茶単価の確保ができた。

商標図形

小売り用袋
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（1）支援のきっかけ　
　普及指導センタ－では、八女地域で過去20年間にわたり、荒茶工場の再編統合・組織の法人化へ向

け支援してきた。当該地域にも10年以上の支援を行ってきた。内容は、茶生産技術、製茶機械、法人

組織形態、会計処理、税務等総合的なもの。

　平成18年度より、当該地域の茶工場再編を進め、法人化に向けて重点的に支援した。特に法人の目

指す姿とそれに到達するための経営戦略を明確化する方策として具体的なブランド戦略を支援し、商標

登録となった。

（2）商標権の取得に向けての支援　
　普及指導センタ－では、知名度のアップと地域に親しまれる「愛称」・「シンボルマーク」となるよう、

町の広報誌と一緒に募集案内を配布するとともにJAホームページに掲載し、公募することを提案した。

普及指導センタ－にもロゴや図案を考案する趣味を持つ職員がおり応募した。これらの「愛称」・「シン

ボルマーク」の案は、インターネットを用いて同一名称等の商標検索を行った。

　決定は、法人役員、町職員、JA職員で行ったが結果的に普及指導センタ－案が採用された。そのため、

「愛称」・「シンボルマーク」作成に費用は殆ど発生していない。

　普及指導センタ－が提案したロゴや図案の趣旨については、組合員の結束、地域振興、良質茶生産、

経営の安定等を考慮した。家の形の庵紋は、組合員みんなで支える最新のFA（ファクトリ－オ－トメ

－ション）茶工場を象徴すると共に、三角屋根部分が法人名であり、地名でもある「笠原」の「笠」を

表現した。茶の実紋は、良質の茶生葉生産を象徴し、石持となってますます質・量の向上や増収・増益

を表し、また、庵紋の中にあることでこだわりの製茶加工を意味するものとした。図形として、○△□

を含み、それぞれ太陽・協調、火・熱意、大地・実直などを表すものとした。

　このように地元農家の想いを現実のものとするための普及活動が行われている。

（3）商標権の取得についての支援　
　商標権を取得するため申請手続きや記載すべき内容等の情報は、普及指導センタ－が中心となって、

福岡県農業総合試験場の知的財産管理課及び福岡県中小企業振興センタ－の知的所有権センタ－アドバ

イザ－から収集した。

　また、商標申請手続き及び代行は、農家の知人である弁理士に農事組合法人笠原茶製造所が依頼した。

　「福岡の八女茶」・「八女茶」は、地域団体商標登録がされているが、当該商標は、これとの組み合わ

せで全国流通を目指すことにしている。

（4）商標権の活用　　
　商標権を活用したブランドイメージの構築には、高品質、安定したロットの他に「簡便においしく飲

めるお茶」のコンセプトが求められている。今後は、ティ－パックやステックタイプのお茶などを開発

し、古い歴史のある良質茶を簡便に飲用するための商品の開発を支援する。

　他の八女茶産地の生産者と差別化を進め、ブランド価値を上げる取組を支援する。このような取組事

例を数多く支援することにより、若い後継者の励みになり、地域全体が浮揚するよう努める。

（5）問題点・課題　
　普及組織内部には、商標権等の知的財産権に関する専門的知識の蓄積が少ない。実際の商標取得につ

いては、情報収集と専門家の紹介に留まるのが現状である。

　今後、商標権取得と活用の事例を積み重ねることが必要である。

　また、商標権の活用等による販売戦略について、場合によっては、経営体個別の効果的なマ－ケティ

ング戦略が求められるが、経営体個別の支援に偏重するのではなく、地域振興に繋がるかどうかを常に

普及組織の関与（支援内容）
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念頭に置いた活動が必要と思われる。

（6）その他
  普及指導センターでは、普及指導計画の重点課題として、荒茶工場の再編統合及び組織の法人化へ向

けた支援を行うことにより、若い後継者の安定経営を目指している。

　支援に当たっては、特産係（茶生産・経営技術）と地域係（経営・マーケティング）が緊密な連携を

取り普及活動を行っている。

　また、支援に当たっては地域振興の一環として、町やJAとの協議会を設置し、支援内容の予算化や

販売戦略のすりあわせをしている。

　弁理士等の知的財産専門家との連携は、まだ始まったばかりであり、今後の課題である。

　普及指導員の資質向上策については、毎年開催している県農業総合試験場の知的財産に関する研修を

活用している。

　本事例は、普及組織が地域茶業の発展を促す際に、茶工場の再編統合・組織の法人化を進め、一つの農村

企業経営体を作り上げ、具体的なブランド戦略として商標権の取得に至った事例である。

　当該地域に対する長年の普及組織の支援により、卓越した地元リ－ダ－が育ち、しっかりした組織を固め

ている。また、取組に当たって、黒木町・JAふくおか八女の全面的な協力体制を作り上げている。

　農家・普及指導センタ－・町・JAの連携により、経営体個別の支援に偏重するのではなく、地域振興に

繋がるかどうか、常に念頭に置いた活動が行われている。　

　地域に根付き、産地振興のリ－ダ－となるべき法人が行った商標権取得の取組は、地元に密着した活動と

なっている。

　農事組合法人等が商標権の取得を行うことによって、地域内のブランドとして激しい産地内競争を展開す

ることで、産地全体として全国トップレベルとしての支持が消費者から得られる普及事業の優良事例だと感

じられた。

  質の高い八女茶を、消費者にわかりやすい商標という形で提案しようとする試みは多くの農家の参考にな

ると思われた。

調査日：平成21年9月14日 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調査者：仁田原 寿一（福岡県農業総合試験場企画情報部知的財産管理課）

調　査　者　の　所　感
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（1）権利化した背景・ねらい　
　Ｆ氏の白大輪胡蝶蘭は、

台湾でメリクロン繁殖によ

り種苗生産されている「Ｖ

3」と呼ばれる品種であ

る。このＶ3の苗は他の農

家でも多く導入されている

ため、市場において差別化

を図ることはきわめて難し

かった。

　そこで、Ｆ氏は開花した

Ｖ3の中から優良系統を選

抜した「Ｆ氏オリジナルＶ

3」の生産を始め、4、5年

前から白大輪胡蝶蘭のブラ

ンド名として「ホワイトクラウン」のラベルを添付して出荷し、市場でも高評価で取引されている。

　そこで、自園ブランドを保護するために商標の取得を検討し、平成18年春頃、知多農林水産事務所

農業改良普及課へ相談した。

（2）商標化（ブランド化）素材発掘から権利化の経過等　
　①　権利化

　　○　出　　願　　日　：平成18年12月21日

　　○　登　　録　　日　：平成20年3月7日

　　○　登　録　番　号　：第5115941

　　○　登　録　商　標　：ホワイトクラウン（標準文字）

　　○　権　　利　　者　：Ｆ氏

　　○　商品・役務分類等：第31類 胡蝶蘭、木、草、芝、ドライフラワー、苗、苗木、花、牧草、盆栽、

 園芸用球根、園芸用種子、採取油用種子類、種菌、農産用球根、

 農産用種子

　　○　そ　　の　　他　：申請は経費削減のため、拒絶査定覚悟で弁理士に依頼しない方法を選択し

た。申請後に拒絶理由通知書が送付されたが、弁理士会の無料相談でアド

バイスをもらい、意見書提出の約5ヶ月後、無事登録となった。

11．胡蝶蘭の商標について
～愛知県知多農林水産事務所農業改良普及課～

Ｆ氏オリジナルＶ3

「ホワイトクラウン」のラベル

権利化した知的財産 胡蝶蘭（オリジナルＶ3）の商標権

出 願 者 生産者

取 組 内 容
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（3）商標権を活用した取組　
　「ホワイトクラウン」の使用権利保護の目的で商標権を取得したため、現在のところ、特に積極的に

商標権を活用した販売活動を行っていない。また、個人による生産・出荷形態をとっており、認知度が

向上しても販売量に限界があり対応できない。ただし、近年の景気減退で花きの消費が落ち込んでいる

ことから、花きの消費拡大を図る必要があり、花き生産の盛んな知多地域全体での洋ランのブランド化

について取組が必要とされている。

　そこで、花き生産者で構成している東海市花き園芸組合が開催する販売促進活動に参加し、地域の花

き生産の認知度向上を目指すとともに、「ホワイトクラウン」のPRを実施している。　

（4）取組の成果・活用　
　商標権を活用した販売活動は行っていないため、取得したことによる費用対効果は特にない。

　今後は、何種類かの優良品種の商標を取得し、「ホワイトクラウン」とのセット物や企画物で販売し

ていく他、他商品や企業とのタイアップ等を視野に入れた販売活動を行いたいと考えている。

（1）支援のきっかけ　
　Ｆ氏から「ホワイトクラウン」の商標取得について相談があり、農業改良普及課では、それまで商標

についてのノウハウが全く無かったが、インターネットの活用や県の知的財産権相談窓口（無料）であ

る中部経済産業局特許室に相談し、商標権取得への支援を行った。　

（2）商標権の取得に向けての支援　
　Ｆ氏から相談を受けるまでは管内に商標権取得の事例がなかっため、それまで申請に向けての支援は

していなかったが、Ｆ氏の申請と同時期に、他生産者でも商標権取得の相談が増えたため、品種登録や

商標権を含む知的財産権取得について普及計画に位置づけ、積極的に支援をするようになった。

　普及組織の生産者の知的財産取得への支援は始まったばかりで、費用対効果や権利の維持、地域への

波及効果についての支援は今後の課題となっている。

（3）商標権の取得についての支援　
　普及員が実際の申請に関する事務手続きや調査方法についてノウハウを学び、生産者と相談しながら

申請を行った。

（4）商標権の活用　　
　 組合等が開催する消費者交流イベントや展示会等への参加を誘導し、オリジナルブランドの認知度

向上を目指すとともに、花きの消費拡大を図っている。

　商標権の活用については、これまでの事例をもとに問題点や課題を整理し、支援方策を現在検討して

いる。

（5）権利侵害への対応　　
  実際に類似の商品名で販売されている事例があり、現在のところ、生産者で対応することになってい

る。権利侵害が起こった場合の対応や防止策などの支援は、今後の課題となっている。

（6）問題点・課題　
　これまで申請に関する実務的な支援を普及組織で行ってきたが、知的財産権に関する必要性が現場で

徐々に認知されてきており、今後は申請件数が増加すると見込まれる。そのため、普及に相談のあった

全件数を対応できるかが問題となる。

　また、管内の申請事例ではＦ氏のように自園ブランドの使用権利保護の場合が多く、知的財産権を取

得したことで生産者自身の経営にどのように生かすかという支援が遅れている。

普及組織の関与（支援内容）
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（7）その他
　普及指導センターでは、知的財産権取得について普及計画に位置づけた支援体制を整備している。知

的財産の担当は置いてないが、花き担当が他作目担当普及指導員と協力して支援を行っている。

　普及指導員の資質向上策については、普及指導員や生産者を対象に弁理士を講師に知的財産について

の県主催の研修会を開催している。

　その他に、県知的所有権センターの特許情報活用支援アドバイザーを活用し相談するなど、知的財産

の専門家との連携体制を強化している。

　この事例は、自園のオリジナルブランド保護を目的とした商標取得のケースで、メリットとしては安心し

て継続的な営業活動が行える。他の生産者と差別化し有利販売を続けるためには必要な措置ではあるが、商

標を活用した販売活動の展開までには至っていない。また、申請に関する実務的な事務処理を普及指導員が

行うのは負担が大きく、生産者自身のためにもならない。

　そこで、これまで申請に関する実務的な支援を普及で行っていたが、今後は申請から登録までの注意事項

や事務手続きが明確になったフローチャート等を作成し、生産者自身で申請が行えるよう誘導する必要があ

ると思われた。また、権利取得後については、権利侵害への対応マニュアルの作成や、商標を活用した販売

戦略等経営に生かせる支援を整備する必要がある。

　知的財産権の取得が生産者自身に目に見える効果となることが、生産者の生産意欲の向上に繋がると思わ

れるので、メリット及びデメリットをきちんと伝え、個々の経営にあった支援をしていく必要があると感じ

た。

調査日：平成21年9月7日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

調査者：伊藤　省子（愛媛県中予地方局産業経済部産業振興課地域農業振興室）

調　査　者　の　所　感
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Ⅴ　 参 考 資 料
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１．商標法等の法令について
　商標法、および商標法施行法、商標法施令、商標法施行規則等の商標関係法令をみるには、
総務省の「法令データー提供システム」（http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.
cgi）の法令検索索引を利用すると便利です。

２．商標登録願の作成について
　商標権を取得するための手続きや商標登録願の作成要領等については、特許庁の
http://www.jpo.go.jp/index/shohyo.htm、http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/
shouhyo.htm、http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokual21.htm 及び http://www.
jpo.go.jp/shiryou /kijun /kijun2/1308-066.htmが便利です。

３．商標出願前の調査について
　出願しようとする商標は、同一又は類似する商標が、同一又は類似の商品・役務につい
て既に他人に出願され、又は登録になっている場合は、登録することはできません。そこで、
商標を出願する場合は、事前に先行商標の調査を行うことが望まれます。先行商標の調
査を行うには、特許電子図書館（IPDL）の商標検索サービス（ http://www.ipdl.inpit.
go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm）を利用すると便利です。

４．商品・役務の区分について
　商標登録出願の手続は、商標の使用をする一つ又は二つ以上の商品又は役務（サービス）
を指定して、商標ごと行います。指定は、商標法施行令の第一条の別表（Q7の指定商品・
指定役務の区分表）で定められた商品及び役務の区分（類）に沿って行います。
　区分は、現在ニース協定による国際分類に即して45に定められており、第1類から第
34類は商品について、第35類から第45類が役務についての区分です。
　なお別表は、「商品及び役務の区分」に属する商品又は役務を理解するための目安とし
て各区分の名称付けがなされているものです。そのため、この各区分の名称は必ずしも商
品又は役務の内容、範囲が明確なものとは言えませんので、商標登録出願にあたっては、
商標法施行規則別表又は類似商品・役務審査基準に例示されている商品又は役務を参考に
指定商品又は指定役務の記載します。
　特許庁では国際分類第9版対応として「類似商品・役務審査基準」を作成しています。
内容は、http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htmでみることがで
きます。

５．地域団体商標制度について
　地域団体商標の出願様式や出願・登録状況、活用事例等、地域団体商標制度に関する情
報を提供するものとして、特許庁の「地域団体商標制度」（http://www.jpo.go.jp/cgi/
link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm）があります。
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６．動画による商標制度・地域団体商標制度の紹介
　特許庁では、商標についての基本（制度の概要）、地域団体商標制度の概要や活動事例
等を分かり易く説明する動画を作成しています。特許庁ホームページのバナー、「知って
おこう 商標の基本」（http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/kihon_video.htm）、
「サポートします！ 地域ブランド」（http://www.jpo.go.jp/seido/s_shouhyou/chiiki_
video.htm） からアクセスできます。
　
７．農林水産分野の知的財産、地域ブランドに関する情報について
　農林水産分野における地域ブランドや地域ブランド化の支援策等に関する情報の提供
には、農林水産省のウェブサイト（http://www.maff .go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_
kankei/index.html）や食と農林水産業の地域ブランド協議会のウェブサイト（http://
www.syoku-brand.com/）があります。

８．農業改良普及組織（員）向けの知的財産に関する資料
　全国農業改良普及支援協会が作成した「普及組織における知的財産への取組のあり方」、
「普及組織による育成者権取扱いマニュアル」があります。これらは、全国農業改良普及
支援協会ホームページ（https://www.ek-system.ne.jp/）のバナー「知的財産」からア
クセスできます。また、同バナーでは、普及指導員等からの知的財産に関する質問と専門
家（弁理士や品種保護Ｇメン）からの回答も掲載しています。　

９．農業分野の知的財産に関するウェブサイト
　農業分野における知的財産に関係する主な機関のウェブサイトには以下があります。
　・農林水産省（知的財産・地域ブランド情報）：http://www.maff .go.jp/j/kanbo/

tizai/brand/
　・農林水産省（品種登録ホームページ）：http://www.hinsyu.maff .go.jp/
　・農林水産知的財産ネットワーク：http://www.aff -chizai.net/
　・（独）種苗管理センター（品種保護対策）：http://www.ncss.go.jp/main/gyomu/

hinsyuhogo/hinsyuhogo.html
　・（独）農業食品産業技術総合研究機構：http://www.naro.aff rc.go.jp/patent/
　・（社）農林水産先端技術産業振興センター：http://web.staff .or.jp/
　・（社）農林水産技術情報協会：http://www.aff tis.or.jp/
　・日本種苗協会：http://www.jasta.or.jp/
　・福岡県農産物知的財産権センター：http://farc.pref.fukuoka.jp/center/
　・石川県農業総合研究センター中央普及支援センター：http://www.pref.ishikawa.

jp/noken/chizai/chizai_top.html
　・栃木県農産物知的財産権センター：http://www.pref.tochigi.lg.jp/work/nougyou/

keiei-gijyutsu/chizai-index.html
　・特許庁：http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
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　・日本弁理士会：http://www.jpaa.or.jp/
　・（株）発明協会：http://www.jiii.or.jp/

10．知的財産に関する相談先
　・日本知的財産仲裁センター（http://www.ip-adr.gr.jp ）：知的財産に関する紛争の

仲裁・調停の申立の受付、相談を行っています。
　・弁護士知財ネット（http://www.iplaw-net.com/ ）：日本弁護士連合会（http://

www.nichibenren.or.jp/）から生まれた、知的財産分野の法的ニーズに対応する弁
護士の全国ネットワークです。

　・弁理士ナビ（http://www.benrishi-navi.com/ ）：弁理士を捜すのに便利です。
　・特許流通促進事業（http://www.ryutu.inpit.go.jp/about/index.html）：同事業では

知的財産権とその流通に関する専門家である特許流通アドバイザーを地方自治体や
TLO等に派遣し、無料指導・相談及びPR活動を実施しています。アドバイザーは、
http://www.ryutu.inpit.go.jp/advisor/index.html により担当地域別に見ることが
できます。
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検 討 委 員

　　 伊　藤　省　子　　愛媛県中予地方局産業経済部産業振興課地域農業室　専門員

　　 恩　田　　誠　　　オンダ国際特許事務所　弁理士　

　　 田　平　雅　人　　（独）種苗管理センター業務調整部品種保護対策課　課長　

　　 仁田原　寿　一　　福岡県農業総合試験場企画情報部知的財産管理課　課長

　○ 長谷川　　裕　　　（独）農業・食品産業技術総合研究機構　理事

　　 林　　　いづみ　　永代総合法律事務所　弁護士

　　 福　岡　幸　博　　愛知県農業総合試験場企画普及部広域指導グループ　専門員

　　 松　木　太　郎　　栃木県農政部経営技術課普及情報担当
　　　　　　　　　　　　（知的財産グループ）　主査

　　 吉　永　貴　大　　吉永国際特許事務所　弁理士

○印：座長　　　　
敬称略、五十音順　

検 討 経 過

　７月15日（水）　13：00～　　　第１回検討会　

　10月27日（火）　13：00～　　　第２回検討会　

　１月27日（水）　13：00～　　　第３回検討会　
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普及組織による商標・地域団体商標活用事例集
平成21年度農林水産省農林水産分野知的財産人材育成総合事業報告書

平成22年3月

発　行　　社団法人　全国農業改良普及支援協会
　　　　　電話　03－5561－9562
　　　　　FAX　03－5561－9569
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