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く海外農業事情＞

オーストリアのかぼちゃ事情

-「シュタイリッシェス・キュルビスケルネール」を中心に一

1.はじめに

2019年は， 日本とオ ーストリアが国交を樹立し

て150周年にあたる。その記念の年の 3月に筆者

は，オー ス トリアを訪問する機会を1尋たが，同国

の特産品の一つにパンプキンシードオイル（かぼ

ちゃの種子を圧搾して得られる食用油）がある。

かぼちゃの種子は，その豊富な栄養価などから，

近年，北海道でも注目されている。例えば，かぼ

ちゃの一大産地である和寒町では，種子食用かぼ

ちゃ「ス トライプペポ」の栽培と加工品の製造 ・

（ヽ •3 9 

ナ．；）

写真 1 「ストライプペボ」の種子をローストした
「ペポナッツ」

＊弁護士（東京弁護士会） Manabu NAKAGAWA 

中川 学＊

販売に取り組んでおり，パンプキンシードオイル

もすでに販売されている（写真 1)。

しかし， これまで日本では，かぱちゃは，果実

を食用に供することがほとんどであり ，パンプキ

ンシー ドオイルの原材料として種子を利用するこ

とは少なかった。そこで，筆者は， パンプキンシー

ドオイルの先進地といえるオース トリアのかぼちゃ

事情について調査をしたので報告する。

2.オーストリアのかぽちゃ生産の現状

オーストリアのかぼちゃ作付面積と収穫量の推

移を表 1に示す。オイル用かぼちゃ と食用かぼちゃ

に分けて統計がとられているのは， パンプキンシー

ドオイルの生産が盛んなオーストリ アならではで

ある。

表 1 オーストリアのかぽちゃ作付面積と収穫量の推移

オイル用かぼちゃ（乾燥種子） 食用かぼちゃ

作付面積 (ha) 収穫呈Ct) 作付面積 (ha) 収穫歪(t)

2014 22,382 10,891 496 13,901 

2015 31,816 19,370 495 15,140 

2016 38,928 29,520 547 17,530 

2017 22,397 15,177 601 18,488 

（出所） StatistikAustria（オーストリア統計局）
"Statistik der Landwirtschaft"各年版より筆者作成

2017年における日本（全国，北海道，道内作付

面積上位 5市町）のかぼちゃ作付面積と収穫量を

表 2に示す。

表 2 日本のかぽちゃ作付面積と収穫量 (2017年）

作付面積(ha) 収穫呈(t)

全国 15,800 201,300 
北海道 7,340 97,600 
名寄市 560 5,634 
和寒町 558 6,495 
美深町 420 3,900 
むかわ町 377 5,806 
芽室町 250 4,062 

（出所）北海道澁業協同組合中央会，ホクレン澁業協同組合連合
会「北海道野菜地図その42」より筆者作成
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オーストリアは，北海道と同程度の国土面積で

あるが， 2017年における同国のオイル用かぼちゃ

作付面積は， 日本のかぼちゃ作付面積を上回って

いる。 一方，食用かぼちゃ作付面積は，道内 1位

である名寄市のかぼちゃ作付面積を上回る程度で

ある。

チェコ 共和国

ドイツ連邦共和国 ニーダーエスターラィヒ州

イタリア共和国

図1 オーストリア地図
（出所） フリー素材を加工して筆者作成

表 3 EUの地理的表示保護制度の概要

制度名称 ・ロゴマーク 登録要件

原産地呼称保護 I欧州議会 ・理事会規則 (Eu)

PDO: Protected Designation of Origin INo 1151/2012第 5条Ill

オイル用かぼちゃの主な産地は，

ニーダーエスターラィヒ州とシュ

タイアーマルク州，食用かぼちゃ

の主な産地は，ニーダーエスター

ラィヒ州とオーバーエスターライ

ヒ州である（図 1)。

3. 「シュタイリッシェス・

キュルビスケルネール」とは

(1) EUの地理的表示 (GI)保護

制度による保護

シュタイアーマルク州を中心と

する地域で生産されるパンプキン

シードオイル「シュタイリ ッシェ

ス・キュルビスケルネール

(Steirisches Kiirbiskernol)」

は， EUの地理的表示保護制

度に登録されており，「黒い

(a) 特定の場所，地域又は例外的な場合に国を原
黄金」とも呼ばれる高級品で

ある。産地としている こと

lb) 産品の品質又は特性が，本質的又は排他的に，

固有の自然的及び人的要因によって構成される

特定の地理的環境に起因していること

(C) 生産工程のすべてが当該地理的領域で行われ

ていること

地理的表示保護 I欧州議会 ・理事会規則 (EU)

PG!: Protected Geographical Indication !No 1151/2012第 5条(2)

(a) 特定の場所，地域又は国を原産地としている

こと

(b) 産品固有の品質，評判又はその他の特性が，

本質的に地理的原産地に起因していること

(c) 生産工程の少なくとも一部が当該地理的領域

で行われていること

（出所）ロゴマ ークは，欧州委員会ウェプサイ トより，登録要件は，欧州議会 ・理事会規則 (EU)

No 1151/2012より筆者作成
<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-
quality/ certification/ qua Ii ty-labels/ quality-schemes-
explained>（最終アクセス日2019年 5月6日）
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「地理的表示 (Geographical

Indication)」とは，産地と

結びついた品質や社会的評価

を備えた農林水産物・食品

（以下「産品」という）につ

いて，その産地を特定する表

示である。 EUには，地理的

表示を保護する制度として，

「原産地呼称保護 (PDO)」

と「地理的表示保護 (PGI)」

の 2種類がある。 PDOと

PGIの登録要件は，表 3のと

おりであり，登録された産品

には，それぞれのロゴマーク

を表示することが義務づけら

れている。
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表4 「シュタイリ ッシェス・キュルビスケルネール」の明細書要約

本産品は，深緑色をした粘質の食用油で，主にサラダに使用される。硬い殻のない種子を持つかぼちゃ（品種名 ：Cucur bi ta 
特徴 I pepo var. styriaca)の種子を原材料として．丁寧な圧搾方法が用いられている。本産品には，多価不飽和脂肪酸，その他栄投

価の高い成分が含まれている。

巴：I三国臼五五言戸且：□言五玉亨三亨喜：こ晨已色門：：：
生産地

本産品は， シュタイ アーマルク州南部とプルゲンラント州南部の特定地域に所在するオイル工場でのみ圧搾される。オイル用か

オイル用かぼちゃは，栽培地域の温暖で湿瀾な気候のため，秋になって成熟する。そのため，種子に多価不飽和脂肪酸が豊富に

地域との I生成される。 オイ ル用かぼちゃの栽培は．栽培地域において経済的に重要な役割を果たしており，小規模澁家の継続的な経営を

結びつき
可能にしている。また．オイル工場が所在する地域は，諸条件に恵まれず，人口減少の危機にさらされているが，「シュタイリッ
シェス ・キュルビスケルネール」の生産が雇用と収入をもたらしている。「シュタイリッシェス ・キュ ルピスケルネール」は，

消費者に好評である。

（出所） 「シュタイリッ シェス ・キュルピスケルネール」の明細書より筆者作成

<http://ec.europa.eu/ agriculture/quality/ door /registeredN ame.h tml ?denominationid= 
680, 111110-de-s-s teirischeskilr biskerno l. doc>（最終ア クセス日2019年5月6日）

「シュタイリッシェス ・キュルビスケルネ ール」

は， 1996年 に， PGI(ドイツ語では geschii tzte 

geografische Angabe, 略称g.g.A.) に登録さ

れている。なお，PDOに登録されている産品に

は， ロック フォールチーズ（フランス）やパルマ

ハム（イタリア）などがあり， PDOは， PGIに

比べて産品と原産地のより強い結びつきが登録要

件とされている。

また， EUの地理的表示保護制度には，品質管

理の仕組みが設けられている。具体的には，登録

に際し，生産地や生産基準等を定めた明細書が作

成され，明細書に適合する産品についてのみ登録

名称の使用が認められる。なお，明細書に適合す

る産品については，誰でも登録名称を使用するこ

とができる。「シュタイリ ッシェス ・キュルビス

ケルネール」の明細書を要約して表 4に示す。

(2) 商標法による保護

ォーストリアでは，複数の ロゴマーク が，「シュ

タイリッシェス・キュルビスケルネール」の商標

として登録されているが，図 2に示すロゴマーク

は， 1998年に商標登録され，複数のパンプキンシー

ドオイルメーカーによ って使用されてきた，「シュ

タイリ ッシェス ・キュルビスケルネ ール」を代表

する商標である。

． 
≫ゞ-1、.... .,~,-{. .. 

，← -～亥i・ノ ＇、

合
，．旦

＼足
、＇，9 )

‘ ヽ

図2 「シュタイリッシェス・キュルビスケルネール」
の商標

（出所）オ ーストリア最高裁判所 2018年 5月29日決定
<https://www.ris.bka.gv.at/Dokument. wxe? Abfrage= 
Justiz&Dokumentnummer=JJT_20180529_0GH0002_ 
00400B0023たl7G0000_000> 
（最終アクセス 日2019年 5月6日）

しかし， この商標については紛争があり，オー

ストリア最高裁判所は， 2018年 5月29日， 「Landes-

kammer fur Land-und Forstwirtschaft in 

Steiermark（シュタイアーマルク州農業林業会

議所）」（以下 「会議所」という）を商標権者とす

る個別商標（以下「本件商標」という）の登録取

消を認める決定を下した。その後，本件商標と同
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ーのロゴマークが，「GemeinschaftSteirisches 

Kiirbiskernol g.g.A.（シュタイリッシェス ・キュ

ルビスケルネールg.g.A.協会）」（以下「協会」と

いう）を商標権者とする団体商標として改めて商

標登録されている。

本件の事案の概要は，次のとおりである。本件商

標の商標権者であった会議所は， 2006年以降協会

を通じて，複数のメ ーカーに対して本件商標の使用

を許諾してきた。具体的には，各メ ーカーは，生産

管理体制に服することを条件として，本件商標と

PGIロゴマークを組み合わせたロゴマークがデザイ

ンされた帯ラベル（図 3)を協会から配布され，各

メーカーのラベルとともにこの帯ラベルを商品に貼

付することを許諾されていた。なお， この帯ラベ

ルには，生産管理の一環として， シリアルナン

バーが印字されており，協会のウェブサイト

(https:/ /www.steirisches-kuerbiskernoel.eu/ 

Suche/Banderole)でその番号を入力して検索す

ると，原材料となったオイル用かぼちゃを栽培し

た農家から，オイルの生産者，販売者までの一連

の履歴を追跡することができる。

図3 「シュタイリッシェス・キュルビスケルネール」
の帯ラベル
（出所）図 2に同じ

取消請求の根拠とされたオ ーストリア商標法第

33a条(1)は，「少なくとも 5年間，オーストリアに

おいて登録されていた（中略）商標が，取消請求

日前 5年間に，商標権者又はその同意を得た第三

者によ って，その登録に係る商品又はサービスに

ついての識別表示として 『ernsthaft（真正に）』

使用（第10a条）されていなかったときは，何人

も，その商標の取消を請求することができる」と

規定している。本件では，協会に参加せず，独自

のロゴ商標で「シュタイリッシェス ・キュルビス

ケルネ ール」の販売を行おうとした老舗メーカ ー

（以下「本件請求人」という）が， この条文に基

づいて本件鹿標登録の取消を請求した。本件請求

人は， シュタイアーマルク州のオイル工場におい

て同州産のオイル用かぽちゃの種子のみを搾油し

てきたのに対して，本件商標は，ニーダーエスター

ラィヒ州やプルゲンラント州で栽培されたオイル

用かぼちゃの種子を搾油したオイルにも使用され

ていた。本件請求人は，そのことが特に不満だっ

たという！）。 もっとも， こうしたオイルに「シュ

タイリッシェス ・キュルビスケルネ ール」の名称

を使用することは， EUの地理的表示保護制度と

の関係では何ら問題はないとされる（表 4の「生

産地」の項参照）。そ こで，本件請求人は，商標

を争点として，本件商標は識別表示として「真正

に」使用されていないと主張したのである。

オース トリ ア最高裁判所は，本件請求人の主張

を認め，「本件商標は，商品がすべて同一の出所

であることを保証するという商標の主たる機能に

従ってではなく，単に商品の特定の品質を保証す

るものとして使用されているにすぎず，識別表示

として真正な使用がされていると認めるに足りな

いとした原審の判断は是認できる」と判示した2)。

すなわち，本件商標は，同一の商標を使用した商

品の出所が同一であることを示す「出所表示機能」

を果たしていないから，個別商標としては認めら

れないと判断されたのである。

もっとも，オ ーストリア商標法では，事業者を

構成員に有する団体が商標権を取得し，その構成

員に使用させる商標，すなわち団体商標の制度が

設けられている。そこで，本件商標と同一のロゴ

マークが，協会を商標権者とする団体商標として

改めて商標登録されているのである。

(3) 「シュタイリッシェス・キュルビスケルネー

ル」生産の現状

現在，オイル用かぼちゃ農家とオイル工場合わ

せて3,400軒以上が協会に参加している。 EUの地

理的表示保護制度に登録された1996年に約50万リッ

トルだった生産量は， 2017年には約300万リット

ルに，売上高は，約400万ユーロ（約 5億2,000万

円， 1ユーロ ＝130円で計算，以下同じ）から約
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5,500万ユ ーロ （約71億5,000万円）にそれぞれ増

加した3)0

4.オーストリア現地事情

筆者は， 2019年 3月9日にウィ ー ン市内の大手

スーパーマーケット「Billa（ビラ）」を訪れた。

食用油売り場では，複数のメ ーカーのパンプキン

シー ドオイルが販売されていた。「シュタイリッ

シェス ・キュルビスケルネ ール」には， 図 3に示

した帯ラベルまたはそのロゴマ ーク部分が付され

ており，いずれも協会に参加しているメ ーカーの

商品であった（写真 2)。各メ ーカーの500ml入

りパンプキンシードオイルの価格を表 5に示す。

写真 2 ウィーン市内のスーパーマーケ ットで販売

されている「シュタイリッシェス・キュル
ピスケルネール」

表 5 ウィーン市内スーパーマーケットでの
バンプキンシードオイルの価格例

メーカー名 商品の種類 価格

Weinhandl 
シュタイリッシェス ・ 12 99ユーロ

（ヴァルイ）ン キュルビスケルネール （約1,689円）
ハンド

Steirerkraft 
定価： 14.99ユーロ

シュタイリッシェス ・ （約1,949円）
（シュタイラー

キュルビスケルネール 割引価格 12 99ユーロ
クラフト）

（約1,689円）

シュタイリッシェス ・

Bllla キュルピスケルネール 9 99ユー ロ
（ビラ） （プライペートプランド （約1,299円）

商品）

Pelzmann 一般のバンプキン 8.99ユーロ
（ペルツマン） シードオイル （約1,169円）

（出所）筆者調べ

「シュタイリッシェス ・キュルビスケルネ ール」

は，一般のパンプキ ンシードオイルよりも 1ユー

ロから 4ユーロ高く ，高級品となっている。

筆者は，「Weinhandl（ヴァインハンドル）」の

「シュタイリッシェス ・キュルビスケルネール」

を購入した（写真 3)。ボトルの帯ラベルに印字

されたシ リアルナンバーを，先に挙げた協会のウェ

ブサイトで入力して検索 したところ， この「シュ

タイリッシェス ・キュルビスケルネール」は，ニー

ダーエスタ ーラィヒ州の農家によって栽培された

オイル用かぼちゃの種子を原材料として， シュタ

イア ーマルク州のオイル工場で搾油されたことが

判明した（写真 4)。

写真 3 「Weinhandl（ヴァインハンドル）」の

「シュタイリッシェス・キュルビスケルネール」

苧•5正匹iL'nform•tIomnmt血d,rol,血ummr

二：ジ--
，．^‘， ■-

@ 

95芯芯＇太点'：.、-

ば芯＇芯 'Hヽ"、~’’

写真 4 「シュタイリッシェス・キュルピスケルネール」

の生産履歴検索画面
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オー ス トリ アでは，パンプキンシードオイルは，

サラダやス ープ，アイスク リー ムにかけるのが一

般的であり， ウィ ー ン市内のカフェ「Sacher

（ザッハー）」で筆者が食べたチキンシ ュニッツ ェ

ル（チキ ンカツに似た料理）の付け合わせのサラ

ダにも，パンプキンシー ドオイルがかかっていた

（写真 5)。また，筆者は， 「シュタイリ ッシェス ・

写真 5 チキンシュニッツェルとバンプキンシード
オイルがけのサラダ

写真6 「Knorr（クノール）」の粉末バンプキンスープ

写真7 「シュタイリ ッシェス・キュルピスケルネール」
がけのパンプキンスープ

キ ュルビスケルネ ール」を， 現地で購入した

「Knorr（クノ ール）」の粉末パンプキンス ープに

かけて飲んでみたところ， 「シュタイリッシェス ・

キュルビスケルネ ール」は，ナッツのような風味

だった（写真 6,7)。

5.おわりに

「シュタイリッシェス ・キュ ルビスケルネ ール」

の代表的な鹿標は，個別商標から団体商標になっ

たが，消費者からみた変化はなく ，プラン ド価値

は健在のようである。

日本でも，地理的表示保護制度と地域団体商標

制度が設けられており ， これ らの制度を活用 して

産品のプラン ド化を図るこ とは， 北海道農業にとっ

て重要であると考えられる。 地理的表示保護制度

では，産品が「概ね25年生産さ れた実績がある」

（特定農林水産物等審査要領別添 4農林水産物等

審査基準第 2の 2(2)ア（ア））こと，すなわち「伝統

性」が登録要件の一つ となっている。また，地域

団体商標制度では，商標が「自己又はその構成員

の業務に係る商品又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」（商標法第 7

条の 2第 1項柱書）こと，すなわち「周知性」が

登録要件の一つとなっ てい る。 和寒町で行われて

いる「ストラ イプペポ」を活用した特産品の生産

が，これらの要件を満たす長期的な取り組みとな

ることが期待される。
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