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《論文》

日本産農水産物輸出における日本地名保護の取り組みと課題
一青森、香川の事例研究を中心に一

棚木誠＊

Protecting Regional Name Trademarks in the Export of Japanese Agricultural 

and Marine Products: The Case for Aomori and Kagawa 

TOCHIGI, Makoto 

Gakushuin University 

Abstract: 

Exports of Japanese agricultural and marine products continue to decline due in part to the nuclear 

accident that occurred at the Tokyo Electric Power Company Fukushima-Daiichi site. However, 

trademark registration of Japanese regional names in China and Taiwan has presented serious 

problems as well. This problem of Japanese regional names being registered as trademarks seems to 

be progressing despite the efforts of the Ministry of Agriculture and Patent Office. If Japanese 

regional names are trademarked overseas, brand names such as "Koshihikari Rice," that are exported 

to China might experience a decline in their market potential. In this report, we look into the cases of 

"Aomori trademark problem," in which a trademark application using Aomori was turned down in 

China, as well as the case of "Sanuki trademark problem," in which Kagawa Prefecture filed an 

opposition against Sanuki Udon being trademarked in Taiwan to support Japanese companies but 

eventually had the trademark application rejected. The similarity in the cases of these two 

prefectures is twofold: the establishment of a system for continuous monitoring of trademark issues 

and quick countermeasures taken by government and producers. Such intellectual property strategy 

formulation and continuous efforts are important for expanding the effort of agricultural and marine 

products. 

〔Keyword到 Japaneseagricultural and marine products export, trademark registration, intellectual 

property strategy (IP strategy) 

I はじめに

「2020年に 1兆円」の目標を掲げる日本産農水

産物の輸出は、 2011年3月11日の東日本大震災の

際に起きた東京電力福島第一発電所事故問題で壁

にぶつかっている。原発問題に加え、輸出の大き

＊学習院大学 (E-mail: mtochigi@kra.biglobe.ne.jp) 

知財戦略

な課題になっているのが、中国や台湾など海外で

の日本地名・地域商標の商標出願・登録問題であ

る。

日本地名の商標問題については、農水省や特許

庁、日本貿易振興機構（以下「JETRO」と記す）

などの取り組みもあり、一定の前進がみられる。

2009年6月には農水省主導で「農林水産知的財産

キーワード：日本産農水産物輸出、商標登録、



日本産農水産物輸出における日本地名保護の取り組みと課題 25 

保護コンソーシアム」も設立された。しかし、商

標問題に対する輸出産地の生産者団体や自治体の

間では、温度差がまだ大きい。輸出を推進しなが

ら商標問題に対する実質的な取り組みが遅れる事

例も目立つ。海外で第三者によって日本の地名・

地域商標が登録されれば、ブランドイメージが損

なわれたり、地域商標を有する日本の生産者団体

などが輸出を行う際に、大きな障害になったりす

る可能性がある。 2007年 6月、中国へのコメ輸出

再開時には、すでに第三者により商標登録されて

いた「コシヒカリ」と「ひとめほれ」の商標が使

えない事態も起きた。

輸出拡大の壁にもなる商標問題に対しては、中

国での「青森商標」問題に機敏に取り組み、現地

業者の申請却下の決定を得た青森県、台湾での

「讃岐商標」問題で日本人業者を側面支援して申

請の一部却下を実現した香川県、など先行事例も

出ている。両県に共通するのは、問題発覚時の行

政と生産者が連携した機敏な対抗措置、中国や台

湾での商標出願の動きを常時監視する体制の確

立、など商標問題への取り組み、知的財産戦略を

強化してきた点にある。

輸出の比重が大きい工業製品やサービス分野で

は、商標、知財問題に関する研究は多い。農産物

輸出の商標問題では生越[l]、国際的な地域表

示では高橋 [2]、地域ブランドと国際競争力に

ついては佐々木 [3]などの先行研究がある。し

かし、中国や台湾における青森や香川など日本地

名・地域の商標問題の研究は、これまでほとんど

みられない。

本稿では、日本産農産物輸出を本格的に拡大す

るためには、「知財戦略の策定と継続的な取り組

みが不可欠」になる中で、青森、香川などの先行

事例の教訓を明らかにしながら、日本地名・地域

商標問題に対する輸出産地の生産者団体や自治体

の取り組みとその問題点、今後の課題について考

察する。

II 農水産物輸出を巡る商標問題の顕在化

と現状

日本産農水産物の有力な輸出先 I) である中国

や台湾などで商標問題が顕在化した契機は、「青

表1 中国での日本地名の商標出願・登録状況

出願されている都道府県 1村森、宮城、秋田、福島、群馬、
千業、新潟、富山、石川、福片、
長野、岐阜、愛知、二：重、京都、
兵庫、和歌山、山口、徳島、香川、
愛媛、高知、佐賀、熊本、宮崎、
鹿児島

出願されている政令都市 川崎、浜松

新たに拒絶された商標出 北海道、福島、千策、石川、京都、
願がある地名 広島、福岡、長崎

新たに登録• 初審公告さ 宮城、秋田、福島、群馬、千菜、
れた商標出願がある地名 富山、石川、福井、京都、 11111、

宮崎

日本の権利者が関与した 1扉面十市（みなみ信州農業協何組合
II¥願 の出願）

資料：日本貿易振興機構北京代表処「中国における日本
地名等に関する商標登録出願について」 (2010年6
月10日）を基に作成。

森商標」問題である。生越[4 Jが、「これまで

食や農林水産分野では知的財産の活用はほとんど

目立たなかった」と指摘するように、商標問題な

ど知的財産戦略に対する輸出産地の自治体や生産

者の意識は決して高くはなかった。

JETRO北京代表処の「2008年度中国における

日本の地名等に関する商標登録出願の調査」によ

れば、中国ですでに商標出願されている地名は、

表 lのように、 26府県、 2政令指定都市に上っ

た。一方で、中国当局が新たに拒絶した出願のあ

る県は8県、新たに商標登録・出願公告されたの

は11県となっている。

台湾でも佐賀や熊本など約30の日本の地名が商

標出願・登録されている。

中国や台湾で第三者による商標出願が増えてい

る背景には、ブランドカの高い日本の地名、地域

商標を付けることでビジネス機会を増やしたいと

いう思惑がある。万一、第三者に商標登録されれ

ば、地域商標を持つ日本の生産者団体が輸出する

際、「権利侵害」とされて商標を使用できなくな

る可能性が大きい。地域商標を付けた商品の出回

りでブランド価値を低下させる恐れもある。

流通大手、良品計画が一つの先例である。同社

が中国本土での事業展開に乗り出した際、香港の

業者が「無印良品」と「MUJI」の商標を先行登

録していたことが判明した。 2000年に無効申請を

行ったが、中国当局が2005年11月に申立てをほほ

全面的に認めるまで 5年余りを要した。本格的な

事業展開は、「当初計画より 5年ほど遅れた」（馬場



26 

[ 5 ])のである。

良品計画の先例のように、中国や台湾での商標

問題は、日本産農水産物輸出にも影響を与えてい

る。その実例が、 2007年6月に暫定再開された中

国への日本産米の輸出である。約4年ぶりの輸出

再開に、全国農業協同組合連合会（以下「全農」

と記す）は、「コシヒカリ」と「ひとめぽれ」を

輸出米に選んだが、ブランド名をパッケージに印

刷できない問題が生じた。中国企業などにより、

「越光」、「一目惚れ（ぽれ）」の商標が登録されて

いたためである。結局、全農はパッケージに、

「新潟県産米」や「宮城県産米」の表示をせざる

を得なかったのである。

2009年6月には、特許庁が「中国・台湾での我

が国地名の第三者による商標出願問題への総合支

援策について」を打ち出し、農水省主導の「農林

水産知的財産保護コンソーシアム」も設立される

など、国は支援策を強化している。しかし、輸出

産地には先進地域がある一方で、「輸出額が小さ

く商標出願を監視するのはコスト的に合わない」

など消極的な声が依然多い。海外での商標問題は

時間との戦いである。早急に手を打たないと障害

もそれだけ大きくなるのである。

rn 「青森商標」問題が商標問題の先駆けと

なる

日本地名、地域商標問題の先進例が、中国での

「青森商標」問題である。この問題は青森側が異

議申し立てをして以来、中国当局に申立てが認め

られるまで、 5年を要したが、輸出を推進する自

治体や生産者団体に早期対応の大切さを認識させ

た。

29類（肉・乳製品水産物等）など3類を、翌08年

3月31日には残る 2類の異議申立てを認めた。

しかし、その直後に同国新彊ウイグル自治区の

果実加工業者が、りんごの図形に「青森」の字に

類似した「青森（きれいな水面の意）」を組み合

わせた商標を出願していることが判明した。「青

森商標」問題の教訓から県が商標出願・登録の監

視業務を東京の特許事務所に委託していたため、

「公告から 3か月以内の期限ぎりぎり」に把握で

きた。青森県は、「『森』が『森』と外観上そう違

わないため、混同を生じやすいこと」、「『青森』

商標異議裁定で、中国商標当局が公衆に知られた

日本地名として認めていること」ーーとして異議

を申立て、 2011年2月に中国商標局から申立てを

認める裁定を受けた。

2 青森側の主張が認められた理由

青森県側の異議申立て理由は、「青森が中国国

内でも広く市民に知られた地名であること、登録

申請が認められれば中国で人気が高いリンゴの輸

出に大きな障害になる」点だった。中国の商標法

では、「公衆（中国国内消費者や事業者等）によ

く知られた外国地名は、商標とすることができな

い」（第10条第2項）などと定めている。公告から

3カ月似内は異議申し立てができるとも規定して

おり、青森の申立てはこの規定に沿ったものであ

る。

中国当局が青森側の無効申請を認めた主な理由

について、青森県は① 「青森と中国北部のリンゴ

産地の間で技術交流が行われており、青森産のり

んごが中国の業界でも良く知られていた」② 「青

森でのアジア冬季競技大会で中国の選手がスケー

ト競技でメダルを獲得。当時の中国の新聞 1面に

掲載されて一般市民が読んでいた」ことの 2点を

1 「青森」商標問題の表面化から決藩までの 挙げている。

流れ

中国広州市のデザイン関係会社による商標出願

が公告されたのは、 2003年 5月30日のことであ

る。情報を入手した青森県は、リンゴ生産者団体

などと「中国商標問題対策協議会」を開催し、同

年7月25日に異議申立てをした。以後、 2004年4

月までに 3回にわたり異議を申立てた。青森側の

異議申立てに、中国商標局は2007年12月29日、第

3 「青森商標」問題から学ぶ教訓は多い

「青森商標」問題の経験から学ぶべき点は数多

い。

第 1は、対応の速さである。問題発覚と同時

に、青森県は生産者団体と協議、国の協力も得な

がら異議申立てをした。

第2は、青森側が、マスコミ報道などを資料に
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「青森が（中国の）公衆に広く知られた高い知名

度の地名」であることの具体的な立証に努めた。

第3は、県独自で中国などの商標ホームページ

の常時監視体制を敷いたことである。 2008年度か

らノウハウを会得した農林水産部の担当職員が、

中国や台湾が発表する商標登録申請公告の監視を

始めた。現在も、同職員が2009年4月に新設され

た知財戦略センターで、中国関係で毎週約

1万4千件の情報収集を続けている。

第4は、上海などの小売店店頭で、青森産リン

ゴの特徴や優位性、商品価値を顧客にわかりやす

く宣伝するなど地道な取り組みをしていることで

ある。

第5は、青森の主張が認められたとはいえ、解

決に 5年近い歳月とコストを要したことである。

商標出願の異議申立ては、 1件約50万円の訴訟費

用に加え、特許法律事務所や在中国の代理人費用

などを要した。先手出願の必要性を改めて示した

のである。

IV 台湾や中国における「讃岐商標」問題と

香川県の取り組み

1 台湾での日本人業者による「讃岐商標」

異議申立てを香川県が側面支援する

「讃岐商標」問題の発端は、 2007年11月、台北

市内で讃岐うどん店経営の日本人業者が、台湾の

製麺業者から「讃岐などの商標は登録済みなの

で、看板から讃岐の名を削除するように」との警

告を受けたことだ。台湾業者が刑事訴訟の構えを

示したため、日本人業者は看板から削除する一

方、商標登録の無効審判請求を起こした。日本人

業者の訴訟に、香川県も県議会と台湾当局に要望

書を提出するなど、側面的援助に乗り出したので

ある。

2 台湾当局が日本人業者の一部請求を認める

香川側の動きに、台湾知財局は2010年11月30日

までに「讃岐」「さぬき」など4件の商標登録は無

効とする決定を下した。台湾商標法の第23条で

は、「指定商品の原産地について公衆に誤認を生

じさせるおそれのある場合は出願拒絶」と定めて

いる。台湾知財局の決定は、商標法に基づき、

「『讃岐』、『さぬき』が台湾の消費者にも著名な地

名」との香川側の主張を認めたものといえる。

4件はスーパーでの販売商品に用いる商標に対

する決定で、うどん店の看板で用いる商標などの

決定は出ていない。無効決定に台湾業者が不服申

立てをしたため最終的な結論まで時間がかかると

みられる。台湾当局が一部とはいえ、登録された

商標の無効決定を下した意義は大きく、商標問題

の持続的取り組みの重要性を示している。

3 中国の商標問題でも香川の異議申立てが

通る

「讃岐」の商標問題は、中国でも第三者による

「讃岐烏冬（さぬきうどん）」の出願が、 2009年5

月に公告されたことで生じた。香川県は県内の事

業者団体と異議申立てをした。申立て理由では、

「『讃岐』は香川県の旧地名であり、讃岐うどんの

原産地として中国で広く知られた地名」と強調し

たのである。

香川県側は、副知事らが訪中した際に、中国商

標局を訪れて「早期審査」を要請するなど中国側

への働きかけを積極的に行った。 2011年7月、中

国当局は、「『讃岐』は日本の古い地名、『烏冬』

は日本の麺で、讃岐地方の特産品として有名」と

して香川県側の異議申立てを認めたのである。

4 香川県の台湾と中国での取り組みの教訓

「讃岐商標」問題で、香川側の主張が認められ

た背景には、「知的財産の保護」に積極的に取り

組んできたことがある。同県は、「香川県から海

外に輸出する」事業者が商標問題で異議申立てを

した場合の支援体制をつくっている。海外での抜

駆け商標出願・登録など知財関係の窓口を商工労

働部産業政策課に一元化し、中国、台湾の商標出

願・登録清報を常時監視する担当者も置くなど体

制を整えている。

2009年2月には「香川県知的財産推進プログラ

ム」と「中国・台湾などにおける地名の抜駆け商

標出願・登録対策について」をまとめるなど、意

識向上に取り組む。県内で開かれる国際会議や海

外見本市などで、「讃岐」や「香川」、県産品を積

極的に公表することで、海外で認知度を高める戦

略も進めている。商標問題での係争に備え、香川
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県関係のニュースや話題が載った新聞記事や出版

物の入手、保存にも力を入れている。きめ細かな

知財保護の戦略は、他の自治体や生産者団体にも

参考になる点は多い。

v 輸出シンボルマーク制定の動きが広がる

輸出産地の自治体や生産者団体の間では、現地

第三者による商標出願に対して後手に回るのでは

なく、先手出願する動きも広がる。中でも注目さ

れるのが山形県と福岡県の取り組みである。

山形県は、 2006年2月に山形県農林水産物など

の輸出促進用シンボルマークを決定した。このシ

ンボルマークは、県産農産物の統一イメージであ

る「ペロリンマーク」や「おいしい山形」をデザ

インしたシンボルマークを東アジアの 4カ国・地

域に出願し、これまでに香港、台湾、韓国で登録

され、中国でも審査が進められている。

福岡県は県産イチゴの「あまおう」が香港や台

湾など登録済みで、中国でも審査が進んでいる。

同県は、「あまおう」の海外における高人気を活

かして他の県産品も総合的にPRするため輸出統

ーブランド「まるふくマーク」を創り出した。「ま

るふくマーク」の商標は、香港、台湾、韓国など

で登録、米国や欧州連合 (EU) などでも申請中

である。

山形、福岡両県の取り組みで重要な点は、県産

農産物の輸出統一ブランドやマークの商標登録に

向け、関係者が一丸でブランドカの向上策や輸出

拡大戦略を構築、成果を上げてきたことである。

海外PR用シンボルマークの商標登録の動き

は、青森県や鹿児島県、北海道など各地に広がり

を見せている。青森県は、リンゴやほたてなどの

シンボルマークを台湾や香港で取得し、中国では

審査中である。鹿児島県も香港や台湾などですで

に統ーシンボルマークの商標登録を行っている。

中国で地名・地域商標が出願されていることに

対し、鹿児島や群馬、静岡、山梨などが相次いで

異議申立てをするなど、商標問題に前向きに取り

組む動きは広がりつつある。

VI 農水省や特許庁なども支援策を強化する

商標問題の広がりに特許庁は、「事前の予防策

と適切な対応措置が必要」として、農水省や外務

省、 JETROとの連携を強め具体的な対応策づく

りを進める。同庁が2009年 6月に発表した「中

国・台湾での我が国地名の第三者による商標出願

問題への総合支援策について」の柱は、「中国・

台湾での商標制度・運用状況の調査や紹介」と

「商標の出願・登録状況の検索や法的対抗措置、

出願に関するマニュアルの作成・提供」である。

JETROと協力して北京などでの「商標問題特別

相談窓口」の設置や相談の受付に力を入れる。同

時に、適正で迅速な審査・審判を中国政府などに

働きかけている。

ここ l、 2年、 JETROの調査でも中国商標局

が、第三者による日本地名の商標出願を拒絶する

裁定が増えている。中国商標局が同国の法律に基

づき判断したものである。ただ一方で、商標問題

に対する外交努力が必要であることを示す一例と

もいえる。

農水産物輸出は歴史が浅いだけに、生産者や関

係自治体などの知的財産に対する認識はまだ深く

ない。また、農水産物の地名及び地域商標につい

ては、企業主体の工業製品に比べ関係者が多いこ

ともあり、商標登録や異議申立てなどの意思決定

をする際にも時間を要するという問題点がある。

こうした点から工業製品分野などに比べ商標問

題、知財保護での取り組みが遅れているのが実情

である。農水産物分野での知財保護体制の一つと

して期待されるのが、農林水産知的財産保護コン

ソーシアムである。

同コンソーシアムは、中国や台湾などでの農産

品ブランドの商標登録申請の動きを共同で監視

し、素早く対応するための機関である。現在、 41

の都道府県、 1政令都市をはじめ、農林水産団

体、地方の輸出推進協議会など71の団体・個人が

参加。商標問題の監視業務を委託する自治体や生

産者団体も増えている。コンソーシアムに参加す

ることで、商標問題に関心を高める自治体や生産

者団体がある一方で、そのことでむしろ主体的な

取り組みには消極的な自治体が少なくないという
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表2 国の農林水産分野における知的財産施策の
取り組み

2006年 農林水産省内に「農林水産省知的財産戦略本部」
2月 設骰

2006年 農水省内に「知的財産戦略チーム」設置
8月

2007年3 「農林水産省知的戦略」を策定
月

2007年 農林水産知的財産ネットワーク構築に向けた取り
7月 組みを開始

2008年 農水省生産局種苗課を改組し、「知的財産課」を創

8月 設

2009年 特許）手が、「中国・台湾での我が国地名の第三者に
6月 よる尚標出願問題への総合支援策について」を発

表

2009年 「農林水産知的財産保護コンソーシアム」が設立さ
6月 れる

2010年 JETROが「中国における日本の地名等に関する商
6月 標登録出願について」の調在を発表

資料：農水省、特許庁、 JETROの資料などを基に作成。

問題もある。

VII まとめ

日本産農水産物の輸出拡大には、自治体や生産

者団体が、輸出相手国・地域での商標登録に取り

組むことが焦眉の課題である。中国や台湾で、日

本地名や地域商標の登録問題が顕在化する中で、

日本国内では、「漢字は 2千年ほど前に日本に伝

えられた。恩に思うが、里帰りよろしく『商標漁

り』をされてはかなわない」（朝日新聞[6 J)な

どの批判もある。しかし、商標出願・登録が各

国・地域の商標法に基いて行われている限り、規

則に従うことは当然である。日本国内でも日本企

業が、「明治ブルガリアヨーグルト」や「ハウス

バーモントカレー」など外国地名のブランドを冠

している事例が少なくないのである。

日本産農水産物の輸出を拡大するには、官民が

共同した「知財戦略の策定と実行」が求められ

る。先述したように、商標問題が輸出相手国・地

域で日本地名・地域商標が使えなくなる事態やブ

ランドイメージ低下を招く恐れがあるからであ

る。商標問題で重要な点は、輸出相手先で商標登

録すること自体が目的ではなく、輸出拡大の一里

塚なのである。

商標を守るには、青森、香川県のように商標出

願・登録状況を常時監視し、必要な措置を機敏に

とる必要がある。また、山形や福岡、鹿児島県な

どのように地名・地域商標を守り確立する取り組

みの中で、商標、ブランドカを強める知財戦略を

推進していくことである。商標の保護という「守

り」から、自らの商標やブランドカを最大限に活

用した「攻めの知財戦略」の構築と実践が急務に

なっている。

本稿での考察から得られた点を要約する。

(1) 輸出拡大を目指しながら、地名・地域商標

など知的財産を守る意識が薄い自治体や生産者団

体がまだ多く、早急な意識転換が求められる。商

標問題に直面した青森、香川県などが経験を生か

して知的財産関係の部門を創設したことは評価で

きる。

(2) 農水産物を海外で売る場合、どの商標・ブ

ランドで販売するか、を考える必要がある。地域

ー丸の戦略構築がマーケティングカ向上につなが

る。

(3) 輸出先でブランドを守る有効手段は、商標

権の取得が第一義。輸出先を定めたら、輸出先の

商標登録制度を調査・研究する必要がある。地

名・地域商標を守るための態勢作りをする。

(4) 「青森」のように商標出願された場合は、

直ちに異議申立てをする。先に商標登録をされる

と対抗手段は限られる。後手に回れば状況は厳し

くなる。

(5) 輸出計画策定時に、輸出相手国・地域の商

標法に基づき自らの地名、地域商標など商標出願

を早期に行う。知財戦略は先手を打つことが肝要

である。

(6) 事前、事後の対策を的確に打っていくため

にも、香川県が2008年から行っているような「異

議申立て」費用補助制度など、知的財産関係予算

を適正に計上しておく。青森、香川県のように知

財保護に常時監視・即応体制を整えることが重要

である。

(7) 海外での第三者による商標出願の監視、異

議申立て、自らの商標登録などは、あくまで輸出

戦略の第一歩である。重要なのは、取得した商標

や海外での高いブランドカを積極的に活かした輸

出戦略を関係者が一丸となって取り組むという

「攻めの知財戦略」の構築とそれに基づく実践で

ある。
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注

1) 2010年の日本産農水産物輸出で、台湾は香

港、米国に次いで第3位（輸出額689億円）、

中国が第4位 (555億円）となっている。
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