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はじめに 
 

 

   我が国には、世界を惹きつける高品質で安心・安全な農畜産物を創出するために必要な「優れた
品種」、「高度な生産技術」といった「強み」があります。 

    攻めの農林水産業を展開し、農林水産業の成長産業化を図るためには、６次産業化推進、輸出
の拡大、消費の拡大や生産コストの低減などの課題を解決する必要があります。 

    これらの課題を解決するためには、「新たな品種」や「高度な生産技術」を生かし、実需者や消費
者ニーズに対応した高品質で安心・安全な「強み」のある農畜産物づくりが必要不可欠です。 

    この、「強み」のある農畜産物づくりに不可欠である新品種や高度な生産技術を知的財産として

認識し、権利として保護・活用を図っていくことが我が国農業の「強み」を維持・発揮していくためには
必要です。 

  また、「強み」のある農畜産物を活用したブランドの保護・活用にも知的財産は大きな役割を発揮
します。 

  知的財産権は、あるときは権利として「強み」のある農産物やそれを利用したブランドを保護する

砦となりますし、あるときは投資した費用を回収することができる経済的価値のあるものに変化した
りします。 

  ここでは、「強み」のある農畜産物づくりに大いに活用できる、知的財産権とはどのようなものなの

か、知ることからはじめてみましょう。 



戦略的知的財産活用マニュアルについて 

 

  知的財産権といえば、思い浮かべるのは何でしょうか。農業に携わっている方であ
れば、新品種を開発したときに品種登録することで得られる「育成者権」でしょうか。 

   食品産業に携わっている方では、商品に付けられる商品名やマークにといった「商
標権」でしょうか。 

   法律によって権利化されている知的財産には、育成者権や商標権以外にもいろい
ろ存在します。 知的財産権を取得すると、権利者はその権利を一定期間独占的に使
用することができます。 

  ところで、それぞれの知的財産権は、権利の保護の期間が異なるなど、それぞれに
特性があります。このため、それぞれの知的財産権の特性を理解することが、ブランド
の保護・活用には不可欠です。 

 また、ブランドの保護・強化を図るためには、一つの知的財産権を活用するだけでは
困難な事態に遭遇することがあるかもしれません。このような事態を回避するためには、
複数の知的財産権を総合的に活用し、それぞれの知的財産権の特性を活かすことが、
ブランドの一層の強化につながります。 

   知的財産権の特性を正しく活用するためには、知的財産権について学習し、自分が

権利取得によって達成しようとする目的に合致した知的財産権を取得する必要があり
ます。 

   このマニュアルでは、知的財産権とはどのようなもので、それぞれの特性などにつ

いて解説しております。これを読まれた皆さんが、知的財産権を総合的に活用し、ブラ
ンドの一層の強化に役立てていただければ幸いです。   
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Ⅰ  ブランド保護のための戦略的知的財産活用 
          ～ ９のポイント ～ 

１ 植物新品種を活用するブランドの場合 
 ① 育成者権を活用し栽培者を限定（高品質の維持）  
 ② 品種名をブランドにしない   

２ 伝統野菜、畜水産物のブランド化の場合 
 ③ 伝統野菜、畜水産物は商標権を活用   
 ④ 商標を活用して関係者の連携を強化 
  ⑤ 地名を含む場合は地域団体商標を活用 

３ 特殊な農法により差別化するブランドの場合 
 ⑥ 特許技術は公開されることに要注意 
  ⑦ ブラックボックス化して秘匿するのも効果的 

４ 海外展開 
 ⑧ 相手国の制度を研究   
  ⑨ 侵害対策を徹底する 

１ 



ポイント① 育成者権を活用し栽培者を限定（高品質の維持） 

○植物の新品種を登録することによって、育成者権を得ることができます。 

○登録品種の利用を特定の品質を維持できる者に限定するなど許諾する対象を選択することで、 

   ブランドの価値を向上させている事例があります。 

○ 育成者権を活用して、栽培地域 

 を北海道内に限定。 

○ 生産者、ＪＡ、北海道による「北 

 海道米の新たなブランド形成協議 

 会」を設立し、 

    『種子更新率１００％』 

      『栽培適地での生産』 

      『タンパク含有率基準』 

   の北海道統一基準を設定して高  

 品質の維持を図る。 

○ 統一基準を満たした場合のみ商 

   品に認定マークを表示。 

認定マーク 

○ 植物品種を育成した者は、国に登録するこ 

    とにより知的財産権の一つである「育成者権」 

    を得て、登録品種の利用を許諾する対象者を   

    選択することができます。 

○  登録品種の利用許諾に当たり、栽培基準 

    や出荷基準の遵守を条件とすることで高品質 

    化を図り、ブランドの価値を高めることができ 

    ます。 

○ 栽培を都道府県内の農家に限定した上で、 

 普及センター等による栽培支援を行い、品質 

 の低下やバラツキを防ぐ取組を行っている品 

 種もあります。 

○ 許諾対象を他県にも拡大することにより、生 

   産・流通量を増やし、ブランドの知名度を高め 

   ている品種もあります。 

事例「ゆめぴりか」 

２ 

解 説 



        ポイント② 品種名をブランド名にしてはいけない。 
               ブランド名は商標権で保護する。 

○ブランド名は商標で保護しましょう。 

○商標権は１０年ごとに更新することができ、更新を繰り返すことで永続的に使用できます。 

○商標の対象を加工品まで広げると、商標で広範な範囲まで保護できます。 

更新 更新 

育成者権 

商標権 

２５年または３０年 

１０年 

栽培の自由化 

更新 

１０年 １０年 １０年 

権利消滅 

事例「スカイベリー」 

品種名「栃木ｉ２７号」とは別に「スカイベ
リー」を商標登録してブランド化に取り
組んでいる。 

   加工品についても商標による保護の対象として、 

   幅広くブランドを保護。 

野菜、果実、種子類、苗、冷凍果実、加工野菜及び加工果実、 

茶、菓子及びパン、穀物の加工品、ビール、清涼飲料、 

果実飲料、乳清飲料、日本酒、洋酒、果実酒 

○ 育成者権の権利期間が過ぎると誰で 

  も栽培できることから、無秩序な栽培拡 

  大による品質のバラツキ等によりブラン 

    ド価値が低下するおそれがあります。 

○ 品種名とは異なるブランド名を商標とし 

 て保護することにより、ブランド名を永続 

 的に使用することが可能です。 

○ 商標名でブランド化することで、より高  

 品質で栽培しやすい品種が開発された 

 場合には、品種転換することも可能です。 

○ 商標を取得する時は、加工品などを視 

   野に入れて幅広い指定を検討する必要 

  があります。 
更新すれば
永 続 的 に 

使 用 可 能 

  品種登録  栃木  ｉ  ２７号 

  商標登録  スカイベリー 

３ 

解 説 



ポイント③ 伝統野菜、畜水産物は商標権を活用 

○品種登録による育成者権は、植物の新品種が対象です。 

○伝統野菜などの在来品種や、動物や魚介類などは育成者権（品種登録）の保護の対象外です。 

○商標で地域ブランドを保護することにより、地域活性化に取り組むことが有効です。 

○  品種登録できない在来品種や動物・ 

    魚介類を地域ブランドとして保護してい 

     くためには、商標の活用が有効です。 

 

○ 伝統野菜や畜水産物の商品名やマー   

  クを商標登録し、類似の名称を排除す 

  るとともに品質向上に取り組む生産者 

  にのみ商標の使用を許諾すること等に 

  より、ブランドの価値を高めることができ 

  ます。  

○ 千葉県君津市の小糸川流域で昔から栽培されてい 

 た大豆の在来品種。 

○ 大粒で甘みと香りが強く、乾豆や枝豆として良好な 

 食味。 

○ ２００４年「小糸在来」を商標出願するとともに、小糸 

 在来を活用した地域農業活性化を目指して、 「小糸在 

 来愛好クラブ」を設立し、種子の維持統一や品質を守 

 れるクラブ員のみの限定生産等を展開。 

       こいとざいらい 

事例「小糸在来」 

４ 

解 説 
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ポイント④ 商標を活用して関係者の連携を強化 

○ブランドの価値を高めるためには、高品質生産を維持する必要があります。 

○商標使用に当たり、品質基準を定める等により高品質生産を維持しているところがあります。 

○商標登録を契機に、当該産品の取扱店の増加や新たな食品開発が進み、産業振興にも効果 

   が現れている地域があります。 

事例「長州黒かしわ」 

○ 天然記念物である「黒柏鶏」の遺伝資源を活用 

  して山口県がオリジナルの地鶏「長州黒かしわ」を 

 開発し、２０１０年に図形商標として登録。 

○ 飼育期間を長くし（ブロイラーの約２倍の100日）、 

 良食味となる高品質生産を実施。※地鶏のJAS規格では80日以上。 

○ 全ての販売用包装に商標を貼付し、ブランドの 

  浸透と価値を高める取組を推進。 

○ 長州黒かしわを利用した製品に商標の利用を許 

   諾し、包装や容器に商標を貼付するなどブランド価 

   値を高める取組を推進。 

○ 長州黒かしわ料理を提供する店舗を登録し、当 

  該店舗に登録証を交付することにより、模倣品の 

  流通を防止するとともに、消費者に対してブランド 

   としての知名度と評価を高める取組を展開。 

登録商標 

○ 商標権を取得すると、名称やマー 

 クを独占的に使用することができま 

 す。 

 

○ 他者に商標の使用を許諾する権 

 利もあるので、産地・品種・品質等の 

 観点で高品質を維持できる関係者の 

 みに商標の使用を認めることによっ 

 て、高品質化・ブランド化を図ること 

 が可能となります。 

５ 

解 説 



ポイント⑤ 地名を含む場合は地域団体商標を活用 

○地域団体商標は、「地域名＋商品名」による商標です。 

○地域産品を地域団体商標に登録することによって、ブランド化や地域の活性化に弾みがついた 

  地域があります。 

       いちだかき 

事例「市田柿」 
○ 上品な甘さを備えた市田柿が全国的 

 に有名になると、「中国産市田柿」と称し 

 た中国産干し柿が出現。 

○ 模倣品の防止と市田柿のブランドイ 

 メージを保護するため、地域団体商標を  

 取得。 

○ 「衛生管理マニュアル」、「衛生管理 

 チェック表」を作成し、衛生管理を徹底 

 するとともに、「市田柿品質基準」の導 

 入等によりブランド価値を高める取組を 

 推進。 

○ 地域団体商標登録を契機に産地の 

 結束が強まり、１２月１日を「市田柿の 

 日」とするなど産地全体としてのＰＲ活 

 動を実施し、産地の活性化に貢献。 

○ 「地名」＋「商品名」で構成される地 

   域ブランドについて、地域団体商標を 

   取得することにより他者が紛らわしい 

   名称を使うのを防止することができま 

   す。 

 

○ 地域の関係者が連携して品質管理 

 等に取り組むことで、ブランド価値の 

 向上や地域の連携強化に成功してい 

 る事例があります。 

６ 

解 説 



ポイント⑥ 特許技術は公開されることに要注意 

○特許は、出願後にその発明内容が公表されます。（「出願公開」といいます。） 
○特許として認められなかった場合は、他者に技術を公開しただけとなります。 

○外観から特許の技術を使用したかどうかわかりにくい場合は、侵害の確認が困難となります。 

○ 特許は、出願から１年６ヶ月後にその内容が 

 公開（出願公開）され、他者は特許の内容を知 

 ることができます。 

○ 産品の外観からは、特許技術の無断利用 

 （特許の侵害）を確認することが困難な場合が 

 あります。 

○ 発明した技術等が特許として認められな 

 かった場合は、他者に技術を教えただけとなっ 

 てしまい、技術が利用され放題となってしまい 

 ます。 

○ 特許の取得に必須でない項目については、 

  特許の出願書類に記載しないなどの工夫が 

    有効な場合があります。 

干し柿（あんぽ柿）加工法 

  

遠赤外線放射機能付きストー
ブを使用して短期間で柿を乾
燥させ、硫黄燻蒸に代えて熱
湯浸漬により殺菌する干し柿
の製造方法。 

柿の乾燥方法 

あんぽ柿の外観 

外観からは、特許技術（遠赤
外線機能付きストーブや熱湯
浸漬による殺菌法）の使用の
有無の確認が困難。 

事例「干し柿加工法」 

特許の内容 

７ 

解 説 



ポイント⑦ ブラックボックス化して秘匿することも効果的 

○育成者権、特許権は、出願後にその権利の内容が公表されます。 

○ノウハウなどが公開されることによるデメリットが多いと判断した場合は、権利化ではなく営業秘 

  密として秘匿（ブラックボックス化）する方法があります。 

○営業秘密は、一定の要件の下で「不正競争防止法」の保護の対象となりますが、営業秘密が外 

  部に漏洩し、他者に同じ内容で特許化された場合は、対抗する手段がありません。 

Ｆ１品種における営業秘密の活用 

雌株☆☆☆ 

雄株□□□ 

秘
匿
化 

Ｆ１品種 

○ 夕張メロンはＦ１品種であり、 

 品種登録をせず、親株情報を 

 営業秘密として厳重に管理。 

○ 親株の情報管理者を数名の 

 農協職員に限定するとともに、 

 種子を耐火金庫で厳重に保管。  

○ 栽培の際は、農協から組合 

 員にのみ種を配布。 

○ 親株情報を秘匿化することに 

 よって、 Ｆ１品種である夕張メロ 

 ンの無断増殖・栽培を防止。 

○ 営業秘密の管理を適切に行うこ 

 とによって、他者による模倣を長期 

   間防ぐことができます。 

    （例：コカコーラ） 

○ 知的財産のコアの部分を秘匿（ク 

 ローズ）し、コア領域以外を他者に 

 公開（オープン）することで、普及を 

 促しつつ利益を最大化するオープ 

 ン・クローズ戦略の構築が有効です。 

○ 営業秘密が、同じ内容で他者に 

   特許化されると対抗手段がなくなり 

   ますので、適切な管理を行う必要 

   があります。 

○ 営業秘密を「不正競争防止法」の 

 保護の対象とするためには、一定 

 の要件をクリアする必要があります。 

８ 

解 説 事例「夕張メロン」 



ポイント⑧ 相手国の制度を徹底研究 

○グローバル展開に当たっては、進出先の知的財産制度を把握することが重要です。 

○国によっては、制度が未整備なところがありますが、少なくとも育成者権や商標権を活用すると 

  権利の侵害や模倣の防止に効果があります。 

   ◎育成者権：ＮＺ、チリ、ＥＵで取得。 

   ◎商  標  権：ＮＺ、チリ、ＥＵ、米国、中国で取得。 

○ 海外展開に当たっては、あらかじめ進出 

 しようとする国の法制度や既存商標の登 

   録状況を調査する必要があります。 

 

○ 相手国の状況に合わせて、育成者権と 

   商標権を総合的に活用する等の最適な知 

   的財産戦略を検討する必要があります。 

 

○ 知的財産を取得することなく見本市に出 

   展したり、輸出したりすると第三者に名称を 

 商標登録されるなどの問題が生じるおそれ 

 があります。 

 

○ 国によって登録・活用する知的財産を使 

 い分けることが合理的です。 

         あしろ 

事例「安代りんどう」 
          はちまんたい 

○ 岩手県八幡平市では、育 

 成者権、商標権をＮＺ、チリ 

 で取得した上で現地の生産 

 者と許諾契約を提携し、種・ 

 苗の供給によるロイヤリ 

 ティーを品種育成資金に充 

 当。 

○ 南半球での契約栽培によ 

    り、世界市場への周年供給 

    体制を確立。 

９ 

解 説 



ポイント⑨ 侵害への対処を徹底する必要 

○侵害事例に適切に対処しないとブランド価値の低下を招きます。 

○差止請求などの権利を行使し、ブランド保護の強化を徹底しましょう。 

▲ひのみどり 直径約1．10㎜ 

 ▲一般品種 直径約1．35㎜ 

【いぐさ「ひのみどり」の特徴】 
○熊本県が育成した品種。 

○最高級畳表に使用。 

○従来の品種より茎が細く、 

  畳表にした際にはきめ細や 

    かで見た目も美しい。 

○熊本県のいぐさの重要品種。 

○ 熊本県は、「ひのみどり」の使用が疑 

 われる中国産畳表を発見、独自にDNA 

 検査を実施。 

○ DNA検査の結果、「ひのみどり」の可 

 能性が高いことがわかり、種苗管理セン 

 ター品種保護Ｇメンに相談。 

○ 熊本県と品種保護Ｇメンは共同で現地 

 調査を実施し、持ち帰ったサンプルを種 

 苗管理センターで検査し、「ひのみどり」 
 であることを確認。 

○ 熊本県は「ひのみどり」を使用した中国 

 産畳表の輸入業者に是正・改善を求めた 

 旨を公表。 

○ 模倣品などの侵害事例に対し  

 ては、適切に対処しないと販売の 

 機会喪失だけではなく、ブランド価 

 値の低下や消費者からの信用の 

 失墜を招くことになります。 

 

○ 侵害行為に対しては、差止請 

 求などの権利を行使して模倣品を 

 排除し、ブランド保護の強化を徹 

 底しましょう。 

 

○ （独）種苗管理センターでは、育 

 成者権者からの権利侵害に関す 

 る相談等に応じる窓口として、「品 

 種保護Ｇメン」を設置しています。 

ＤＮＡ判別機器 
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事例「ひのみどり」（いぐさ） 解 説 



Ⅱ  農林水産物のブランド化に活用できる知的財産権 

農林水産物のブランド化に活用できる知的財産権 

１ 育成者権  

２ー① 商標権  

２ー② 地域団体商標権  

３ 特許権  

４ 実用新案権  

５ 意匠権  

６ 営業秘密に係る権利  

11 



○我が国の「強み」である「優れた品種」、「高度な生産技術」を用いて、消費者や実需者のニーズに的確に対応
した、高品質でブランド力のある「強み」のある農産物づくりやそのブランド、産地を保護する際に活用できる 

   知的財産権には、以下のものがあります。  

活用できる知的財産権の概要 

 農林水産物のブランド化に活用できる知的財産権   

12 

権利の 
種類 

出願先 内容 保護の 
期間 

活用例 

品種登録による育成者権 
（種苗法） 

 

農林水産省 農林水産物の生産のために栽培
される植物の新品種を独占利用
できる権利 

登録から２５年      
     樹木は 
    ３０年 

○おぼろづき 
○シナノゴールド 
 

商標権 
（商標法） 

特許庁 商品・サービスに使用する名前や
マークを独占使用できる権利 

登録から１０年 
 （更新可能） 

○あまおう 
 

地域団体商標 
（商標法） 

特許庁 地名＋商品名から成る商標を独
占使用できる権利 
 

登録から１０年 
 （更新可能） 

 

○関あじ 
○関さば 

 

特許権 特許庁 発明者が発明権利を独占利用で
きる権利 

出願から２０年 
 

○多面体形状のメロンの栽培方 
  法及び四角いメロン栽培用型 
    枠（カクメロ） 

実用新案 
（実用新案法） 
 

特許庁 物品の形状、構造又は組み合わ
せに係る考案の利用を独占利用
できる権利 

出願から１０年 
 

○改良農機具 
○長いもを形良 く育てるパイプ 

意匠権 
（意匠法） 

特許庁 独創的で美的な外観を有する物
品の形状・模様・色彩のデザイン
を独占使用できる権利 

登録から２０年 ○使いやすい剪定鋏 



○植物の新品種を育成した人が、品種登録することにより与えられる権利です。育成者権者は、登録した品種の種苗や収穫物な 
    どを独占的に利用することができ、生産や販売を行ったり、権利を他人に譲渡することもできます。また、他の人に生産する許 

  可を与えて、許諾料を受け取ることもできます。さらに、権利が侵害された場合には、損害賠償を請求することができます。 

１ 育成者権   
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○農産物、林産物及び水産物の生産のために栽培される種子植物、しだ類 
  （ワラビ等）、せんたい類（コケ類）、多細胞の藻類（ノリ、コンブ等）その他政  

  令で定める植物（きのこ３２種類））  

保護対象植物 

 
  

登録の要件 

１ 品種特性 

  ①区別性  既存品種と重要な形質（形状、色、品質耐病性に関わる特性） 
                        で明確に区別できることが必要です。 

  ②均一性  同一世代でその形質が十分類似していること（播いた種子から 

                        全て同じものができる）ことが必要です。 

  ③安定性  増殖後も形質が安定していること（何世代増殖を繰り返しても 

                        同じものができる）が必要です。 

２ 未譲渡性 

       出願日から１年さかのぼった日より前に出願品種の種苗や収穫物を譲渡    

      していないことが必要です。 

       なお、外国での譲渡は、日本での出願日から４年（永年性植物では６年） 
      さかのぼった日より前に譲渡していないことが必要です。 

３ 名称の適切性 

     品種の名称が既存の品種や登録商標と同一又は類似していないこと等 

     が必要です。  

以下の要件を全て満たすことが必要です。 

【登録品種】おぼろづき 

登録番号：15919 

出願日：2003年8月11日 

登録日：2004年2月3日 

育成者：（独）農業・食品産業技 

      術総合研究機構 

特  徴：良食味で、低アミロース。 

             炊飯米は、柔らかく粘り 

             が強く、冷めてもその特 

             性を保持。              

【登録品種】シャインマスカット 

登録番号：13891 

出願日：2003年8月11日 

登録日：2006年3月9日 

育成者：（独）農業・食品産業技 

      術総合研究機構 

特  徴：大粒で食味が良く、種が 

            なく皮ごと食べることがで 

            きる。 

制度の概要 具体例 

http://www.hinsyu.maff.go.jp/vips/CMM/file_library/20000/15919/15919_3_1.jpg


１ 育成者権   

14 

○原則として、出願すれば自動的に審査が開始されます。 

○出願後、出願品種の名称等について公表されます。（出願公表） 

○権利の保護期間は、登録日から２５年（果樹等永年性植物は３０年）です。 

○権利の維持は、自己管理する必要があります。 

  →農林水産省から登録料の納付を促す通知は届きません。毎年、権利者各自 

       で登録料を定められた期日までに納付する必要があります。 

○以下の行為には、育成者権の効力が及びません。 

   ① 試験研究目的に品種を利用する場合 

      新品種を育成する場合には既存品種の利用が不可欠であり、既存品種を 

         自由に利用できることが育種の振興にとって重要であることから、試験研究 

         の目的である限り、育成者の効力が及びません。  

   ② 登録品種の育成方法に特許権が与えられた場合 

      登録品種の育成方法に特許権が与えられている場合、特許権が設定され 

         た方法で種苗等を利用する行為は育成者権の効力が及びません。   

   ③ 法令で許される範囲で行う農業者の自家増殖 

      育成者権者と自家増殖を制限する契約をしていない場合、農業者が収穫 

         物を自己の農業経営においてさらに種苗として用いる場合は、育成者権の 

     効力が及びません。  

   ④ 権利の消尽が生じた場合  

       育成者権者の意志に基づいて登録品種の種苗等が譲渡された場合、そ 

    の後の譲渡等の利用行為には、育成者権者は権利を行使することができま 

    せん。このことを権利の消尽と言います。 

      具体的には、育成者権者の許諾を得て元売りの種苗会社から販売された 

         種苗が、その数を増やさずに卸売・小売・農家と販売される場合、卸売業者 

         や小売業者等は改めて育成者権者の許諾を得る必要がありません。 

【品種保護Ｇメン】 
   育成者権の保護の強化を図るため、平成17年 

  度より（独）種苗管理センターに「品種保護Ｇメン」を 

 設置。 

     品種保護Ｇメンは、中立・公正な立場で  

      ①  育成者権侵害対策に係る相談の受付及び 

    助言 

      ②  権利侵害に関する情報の収集及び提供 

      ③ 比較試験やＤＮＡ分析などによる品種類似   

       性試験 

      ④ 育成者権侵害状況の記録 

      ⑤ 証拠品保管のための種苗等の寄託 

   を主な活動として行っています。 

 

【税関で輸入差止（水際措置）】 
   育成者権侵害物品の輸入を水際で阻止する 

   ため、税関との情報交換や税関に対するＤＮＡ 

   品種識別技術の移転等を実施しています。 

   平成16年には、長崎税関が中国産「ひのみ 

 どり」の原草を発見・摘発し、関税法違反（輸入 

 禁制品の輸入未遂）で刑事告発し、その後起訴 

 され、水際措置が有効に働きました。 

ＤＮＡ判別機器 

育成者権の特性及び注意点 育成者権の侵害対策について 



○商品やサービスのブランド名を商標として登録することにより保護する制度です。 

○商標権を持つ人や団体は、その商標の独占権を持つこととなり、他者はこれとまぎらわしい商品名、マーク 

  などが使えなくなるため、類似品の発生を防ぐことができます。 

   ２ー① 商標権   
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 私たちが商品を購入したり、サービスを利用する時、商品やサービスに付けられてい

る商品名やマークを目印にすることがあります。 

   この目印となる商品名やマーク（記号）のことを「商標」といい、他の商品やサービスと
区別するための標識にもなります。 

保護対象 

 
   
商標の種類 

【商標権】小糸在来（こいとざいらい） 
品種登録できない在来種名を商標登録 

○登録番号：第4903986号 

○出願日：2004年8月2日 

○登録日：2005年10月28日 

○区分数：２ （詳細は１６ページ）   

   ２９ 大豆   

   ３１ 枝豆         

【地域団体商標】宮崎牛 

 （ミヤザキギュー、ミヤザキウシ） 
○登録番号：第5028588号 

○出願日：2006年4月3日 

○登録日：2007年2月23日 

○区分数：１ （詳細は１６ページ）  

   ２９ 宮崎県産の牛肉 

【文字商標】 文字のみからなる商標    ももいちご 

  百壱五 

【図形商標】 図案化したもの、幾何学模様等の図形の
みから構成される商標 

【記号商標】 のれん記号、文字を図案化して組み合わ
せた記号、記号的な紋章 

 
【立体商標】 

立体的形状のみからなる商標、実在また
は架空の人物、動物等を人形のように立
体化したもの 

【結合商標】 文字、図形、記号、立体的形状の２つ以
上を組み合わせた商標 

【地域団体商標】 地域名＋商品名からなる商標 

制度の概要 具体例 



   ２ー① 商標権   

商標には、以下の機能があります。 

機能の種類 説明 

自他商品等識別機能 他の商品・サービスと区別する機能 

出所の表示機能 一定の出所から提供された商品・サービスであることを認識する機能 

品質の保証機能 その商品名やマークの付した商品・サービスであれば同一の品質を有することを
保証する機能 

広告・宣伝機能 様々なＰＲ活動の中で、商標が使われることによってブランド化されていく機能 

○特許権とは異なり、出願すれば自動的に審査が開始されます。 

○出願の際には、商標を使用する商品・サービスの範囲をよく考えて、商品・サービスの区分とその内容を指定する必要があります。 

   →商品・サービスの区分には45分類あり、複数の区分を指定できます。（詳細は１７ページ及び４０ページを参照ください。） 

○普通名称（一般的な名称 例：地名）は、登録できません。 

○品種登録された品種の名称は、登録できません。 

○出願後、出願内容が公開されます。（出願公開） 

○権利の保護期間は、登録日から10年です。 

○権利の維持手続きは、基本的に自己管理する必要があります。 

  →特許庁から登録料の納付を促す通知は届きません。権利者各自で登録料を定められた記述までに納付する必要があります。なお、 

       権利満了日の翌日から６ヶ月以内であれば、更新登録料と同額の割増登録料を追納すれば権利を更新することができます。 

○１０年ごとに登録の更新を行うと、永続的に権利が維持できます。 

○商標を日本国内で継続して３年以上使用していない場合は、登録が取り消される場合があります。 
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商標の機能 

商標の特性及び注意点 



２ー① 商標権   
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  例えば、「さつまいも」について商標登録を考えている場合、「いも」だけを指定商品とするのか、加工品やサービスまで
も含めて登録するのかを考えることが必要です。 

 

     「いも」だけの場合  第31類だけの指定で済みますが、「いも」を利用した加工品や料理の提供までを商標の対象とする
場合、以下のように、区分とサービスの内容を申請することが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  以上のように、最終製品レベルを見据えた区分と商品・サービス内容を幅広く指定することが広い範囲にわたって商標
権の効果を発揮することができます。また、将来のブランド展開を考えた場合にも有効となります。  

商品・サービスの内容 

 
商品・サービス 

の区分 

さつまいも 第３１類 

干しいもや焼きいも 第２９類 

ポテトチップ、さつまいものペースト利用のアイスクリーム 第３０類 

さつまいもを原料としたジュース 第３２類 

いも焼酎 第３３類 

さつまいもを利用した燃料 第４類 

さつまいも料理をレストランで提供する場合 第４３類 

商品・サービスの区分と商品・サービスの内容の指定について 



○地域団体商標とは、「○○みかん」のように、「地域名＋商品名」の組合せによる商標です。農協や事業協 

  同組合等が地域ブランドを登録することで、他者の便乗を防ぐことができ、地域農業の活性化や地域おこし 

   に活用することができます。 

具体例 

 ２ー② 地域団体商標権   

18 

【下関ふく】 

【赤鶏さつま】 

【十勝川西長いも】 

○商標の地域名と商品・サービスとが密接な関連性を有していることが必要です。 

   →地域名が商品の産地、あるいはサービスの提供地であることが必要です。 

○権利保護の期間は、商標と同じ登録日から１０年で、更新が可能です。 

○地域団体商標の商標権は、一般の商標と異なり、商標権を他者に譲渡するこ 

  と等ができません。 

とかち かわにし 

あかどり 

他者が地域団体商標を便乗使用した場合には、商標権者は侵害者に対して、 
  

 ○使用の差し止めを請求 

 ○商標が付けられた商品の廃棄、製造設備の除去等を請求 

 ○商標権者に生じた損害の賠償の請求 
  

等をすることができ、第三者の便乗使用を容易に排除することができます。 

地域団体商標権者の権利 

地域団体商標の特性及び注意点 



○地大豆（在来品種）を商標登録  

（参考） 商標権の活用事例    

小糸在来（こいとざいらい） 

○千葉県君津市の小糸川流域で昔から栽培されて 

    いた在来種。 

○収穫量が少なく、一般市場流通していなかったことから「幻の大豆」といわれてきた。 

○大粒で甘みが強く、乾豆や枝豆として良好な食味。 

○枝豆としての旬は、１０月下旬～１１月上旬。 

 

【登録番号】第4903986号 

【出願日】2004年8月4日 

【登録日】2005年10月28日 

【存続期間満了日】2015年10月28日 

【商標（検索用）】小糸在来 

【称呼】コイトザイライ 

【権利者】農業協同組合（千葉県） 
【区分数】２ 

 ２９ 大豆 

 ３１ 枝豆                                         ※   は登録商標の証 

メリット 

○品種登録できない在来種名を商標登録することによって保護。 

○商標登録により、「小糸在来」ブランドの保護対策に効果。 

○登録商標を更新することにより、「小糸在来」ブランドの永続的な使用が可能。 
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商標登録 

概  要 



○宮崎県内で生産肥育された高品質な黒毛和牛を地域団体商標登録  

地域団体商標 

（参考） 地域団体商標権の活用事例    

宮崎牛（ミヤザキギュー、ミヤザキウシ） 

  宮崎県内で生産肥育された黒毛和牛で、公益社団法人日本食肉格付協会が 

定める格付基準の肉質等級４等級及び５等級のもの。 

○1986年10月「より良き宮崎牛づくり対策協議会」を創設し、「宮崎牛」を定義付け。 

 

【登録番号】第5028588号 

【出願日】2006年4月3日 

【登録日】2007年2月23日 

【存続期間満了日】2017年2月23日 

【商標（検索用）】宮崎牛 

【称呼】ミヤザキギュー、ミヤザキウシ 

【権利者】宮崎県経済農業協同組合連合会 

【区分数】1 

 ２９ 宮崎県産の牛肉 

○商標登録により、「宮崎牛」ブランドの保護対策に効果。 

○登録商標を更新することにより、「宮崎牛」ブランドの永続的な使用が可能。 

○品質認証基準を設定し、高品質な「宮崎牛」を維持。 

○和牛のオリンピックといわれる「全国和牛能力共進会」において、第９回（2007年）、第10回（2012年）と２回連続して団体賞、 

  内閣総理大臣賞を受賞。 

概  要 
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メリット 



 

○「発明」＝自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの。 

 

○最長で出願から20年（一部は25年） 

 

○特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を占有する。また、 

  他者に許諾して実施させることができる 

○発明者に、その発明を公開することを条件に、独占的に実施する権利を与えることにより、発明を奨励すると 
   ともに、産業全体の発達を目指す制度です。  

３ 特許権   
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保護期間 

特許権の効力 

特許を取得できる発明とは 

発明の定義 

① 自然法則を利用している 

② 技術的思想である 

③ 創作である 

④ 高度である 

特許になる発明の要件 

(1)  産業上利用することができる 

(2) 新規性がある 

(3) 容易に考え出すことができない 

(4)  先に出願されていない 

(5) 公序良俗に違反しない 

(6) 明細書の記載が規定どおり  

【特許権】 
 かぼちゃの空中栽培法 

○特許番号：第2509148号 

○出願日：1993年12月10日 

○登録日：1996年4月16日 

【商標権】 空飛ぶパンプキン 

○登録番号：第2597162号 

○出願日：1990年10月1日 

○登録日：1993年11月30日 

           【特許権】 多面体メロンの 

             栽培方法及び四角いメ 

             ロン栽培用型枠 

           ○特許番号： 
              特許第3908262号 

○出願日：2006年6月7日 

○登録日：2007年1月26日 

【商標権】 カクメロ 

○登録番号：第4861066号 

○出願日：2004年11月8日 

○登録日：2005年4月28日 

○存続期間満了日：2015年4月27日 

 
   

保護対象 

制度の概要 具体例 

http://ameblo.jp/sansiroh/image-10046111437-10030431018.html


３ 特許権   

※特許の場合は、出願後３年以内に改めて「出願審査請求」を行う必要があります。 

○公表されていない「発明」であること。 

  →「発明」者である農業者に視察を無理に受け入れ 

   てもらったり、「発明」をインターネットに掲載した 

   場合は、「新規性がない」として特許として認めら 

   れなくなります。 

○特許は、先に出願した人に与えられます。(先願主 

  義） 
   →先に発明したかどうかではなく、先に特許庁に出 

    願した者に特許が与えられます。 

○出願後、発明内容が公表されます。（出願から１年 

  ６ヶ月後に公開） 
   →既に出願された発明と同じ発明が重複して研究さ 

   れたり、同じ発明が重複して出願されることを防ぐ 

   ためです。 

○出願するだけでは特許権が発生しません。 

  →出願後、忘れずに以下の手続きを行う必要があり 

   ます。 

     ① 出願後３年以内に「審査請求」を行う。 

     ② 「特許審査」に、所定の特許料を納付する。 

○権利の保護期間は、出願日に遡って２０年です。 

○権利の維持手続きは、基本的に自己管理で行う必 

   要があります。 

     →特許庁から登録料の納付を促す通知は届きませ 

    ん。管理を維持するためには、権利者各自で登 

    録料を定められた期日までに納める必要があり 

    ます。ただし、うっかりによる権利失効を防ぐた 

    め、予納台帳または銀行口座振替による「自動 

    納付制度」が設けられています。 
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出願から３年以内
に「出願審査請
求」がされない場
合は、出願を取り
下げたものと見な
されます。 

出願者 特許庁 備考

① 出 願 ②出願公開

（公開特許公報）

③方式審査

補正命令
「手続き補正書」提出

④出願審査請求

⑤実体審査

拒絶理由通知
「意見書・手続き補正書」

提出

特許査定

⑥特許料納付

⑦特許広報

登 録

出願から1年6ヶ月

後に「出願公開」さ

れます。

登録後は、出願日

に遡って20年間権

利として保護され

ます。

３年以内

出願手続きの流れ 特許の特性及び注意点 



○特許権を活用した干し柿（あんぽ柿）生産 

（参考） 特許権の活用事例   

特許登録 

①遠赤外線放射機能付き石油ストーブ   

②干し柿加工法  

①  

【特許番号】特許第3228904号     

【出願日】1998年3月12日  【登録日】2001年9月7日         

【権利者】個人（福島県）          

【特許の内容】遠赤外線放射機能付き石油ストーブ                    

②  

【特許番号】特許第3162670号 

【出願日】1998年4月8日  【登録日】2001年2月23日 

【権利者】個人（福島県） 
【特許の内容】 
 ①の装置により、短期間で柿を乾燥させ、硫黄燻蒸に代えて熱湯浸漬により殺菌する干し柿（あんぽ柿）の製造方法 

【権利の活用状況】 

 ○事前に届け出れば無料で使用を許可（製造方法も指導） 
 ○青森県から宮崎県までの約10産地で活用 

 ○カビが発生しやすい西日本での普及が増加 

 ○製造期間の短縮化（従来１ヶ月→約10日）により年内出荷（お歳暮用）が実現   

 ○カビの発生がないため購入者からのクレームがほとんどない 

 ○慣行の製造法によるものに比べ３～５割の高値で取引 

メリット 

乾燥の 

様   子 

概  要 
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○物品に関する技術的な特徴など、ちょっとした工夫で日常生活を便利にする考案（小発明）を保 
  護する制度です。  

制度の概要 

４ 実用新案権   
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○自然法則を利用した技術的思想の創作で、物品の形状、構造または組み合わせに係る考案が実 
  用新案として認められると保護の対象となります。 

保護対象 

 
以下のような考案は、実用新案として認められません。                         

○方法のカテゴリーに属するもの → 製造方法、測定方法など 

○形状のない物品 → 化学品、合金、医薬など目に見える構造が特定できない物質 

保護の対象とならないもの 

 
 
 

実用新案のイメージ 

○特許発明をより使いやすくするために形に工夫を加える 

   

 

  （具体的には）容器のフタに凸凹をつけて滑りにくくする。  



○形状、模様、色彩といった視覚に訴えて美観をおこさせるものについて保護する制度です。  

制度の概要 

５ 意匠権   
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○工業上利用できるもの（量産可能なもの）  → 工業上利用可能性のあるもの 

○新規性（公に知られていないもの）であること。 

○創作性（容易に創作できたデザインではないもの）があること   

登録の要件 

 
 
 

以下のものは、意匠として登録できません。 

○物品でないもの  

  →不動産である建築物、キャラクター、ショウウィンドゥのディスプレイ、花火など 

○物品自体の形態でないもの 

   →ネクタイの結び目 

○視覚に訴えないもの 

   

登録の対象とならないもの 



○変わった形のスイカを意匠登録した事例  

対象物品 

概  要 

（参考） 意匠権の活用事例   

意匠の対象物品 スイカ 

○四角いスイカなど変わったスイカに触発され、今までとは全く異 

  なる形のスイカを生産する容器を考案。 

○弁理士のアドバイスを受け、この変わった形のスイカを意匠登 

  録。 

○インターネット上では、「人面スイカ」と呼ばれている。 

 

【登録番号】意匠登録第1304011号（Ｄ1304011） 
【出願日】2006年6月29日 

【登録日】2007年5月18日 

【意匠に係る物品】スイカ 

メリット 

○意匠登録により、第三者によるこの変わった栽培・生産防止に 

  効果。 

○大玉で８万円の高値で販売。（ただし、食用には不向き） 
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○生産方法や販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然には知られて 
  いないものをいいます。  

具体例 制度の概要 

６ 営業秘密に係る権利   

27 

 

○営業秘密として法律の保護（不正競争防止法）の対象となる 
  ためには、 以下の要件を備えていることが必要です。 

  ①秘密管理性（秘密として管理されていること） 

  ②有用性（有用な営業上または技術上の情報であること） 

  ③非公知性（公然と知られていないこと）   

保護対象 

【秘密管理性】 
 ○情報に触れることができる者を制限すること 
  ○情報に触れた者にそれが秘密であると認識できること 

【有用性】 

 ○当該情報自体が利用されることによって、営業効率の改 
     善等に役立つものであること。 

【非公知性】 

 ○保有者の管理下以外では一般に入手できないこと   
 

         （ノウハウを公開していない例） 

１ コカ・コーラ 

   コーラの成分、配合率、炭酸濃度等 

  の製法について、特許を取得していま 

   せん。 

２ グリコのポッキー 

    折れやすいプリッツに粘度の高い 

  チョコレートを均一にコーティングする 

  技術は、特許を取得していません。 

【農業における活用方策】 

   Ｆ１品種（交雑品種）を新たに育成した 

 場合、両親を秘匿しておけば第三者は 

 同じＦ１品種を容易に増殖することがで 

 きなくなります。  

   このように、Ｆ１品種の場合は、あえて 

 品種登録を行わず、営業秘密として公 

 開しない方法を採用することが有効な 

 場合があります。 



特許などの公開される知的財産権による保護
か、公開されない営業秘密による保護かを判
断する必要 

６ 営業秘密に係る権利   
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  保有する情報について、特許などの

公開される知的財産権で保護を行うの

か、あるいは公開されない営業秘密に

よる保護を図るのかについては、それ

ぞれのメリット、デメリットを理解した上

で、判断することが重要です。 

営業秘密 特許権 

 

メ
リ
ッ 
ト 

○技術・情報を他者に知られず 
   に保持することができる。 

○情報漏れがない場合は、秘密 

     保持は永久的である。 

○費用がかからない。 

○独占使用やライセンスなど技術    
     等の活用の選択肢が広がる。 

○権利侵害への法的手段を行使 

      しやすい。 

○特許を取得していることで技術 

     力に関する評価やＰＲ効果が生 
     まれる。 

 

デ
メ
リ
ッ 
ト 

○適切に管理しないと、法律に 
     よる保護が受けられない。 

○他者に同様の内容で特許を 

     取得されると、対抗する手段 
     がない。 

○内容が他者に公開される（知ら 
     れてしまう）。 

○特許として認められなかった場 

    合は、他者に技術を教えただけ 
     となってしまう。 

○出願・登録に多額の費用がか 

     かる。 

○権利期間が有限（２０年）である。  

特許出願・営業秘密による保護のメリット、デメリット 



複数の知的財産権の活用について  

（参考１） 育成者権と商標権の活用事例（ラー麦）  

（参考２） 育成者権と商標権の活用事例（つや姫）   

（参考３） 育成者権と商標権の活用事例（あまおう）  

（参考４） 育成者権と商標権の活用事例（安代りんどう）  

（参考５） 特許権と商標権の活用事例（空飛ぶパンプキン）   

（参考６） 商標権と特許権の活用事例（カクメロ）    

Ⅲ  複数の知的財産権の活用 
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○「強み」のある農畜林産物を創出し、その「強み」を保護し活かすためには、その目的に合わせて、それぞれの 
  知的財産権の特性を踏まえて、複数の知的財産権を組み合わせるなど戦略的に活用することが重要です。  

具体例 複数の知的財産権の組み合わせによる戦略的な活用 

複数の知的財産権の活用について   
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  知的財産権には、権利の保護の期間が異なるなどそれぞれ特性があります。 

  このため、知的財産権の活用に当たっては、一つの知的財産権に頼るのではなく、そ
れぞれの知的財産権の特性を活かし、事業の目的に合わせて、複数の知的財産権を
組み合わせることが、「強み」のある農畜林産物づくりには有効です。 

  また、知的財産権は、その権利について許諾契約を締結することによって、許諾料
（ロイヤリティー）として収益を得ることができるなど、権利の使い方によって経済的価値
のあるものに変化します。 

  新品種の育成や新技術の開発には多額の費用がかかります。このため、知的財産
権の権利の譲渡等によりロイヤリティー収入を、新品種や新技術の育成・開発費用に
充当することも、今後の知的財産権の活用方策の一つとして考えていくことが重要だと
思われます。 

育成者権 

商標権 

特許権 

実用新案権 

意匠権 

育成者権 

商標権 

特許権 

実用新案権 

意匠権 

× 

 事例１                         

品種登録（育成者権）：ちくしＷ２号 

  保護の期間 25年（有限） 
商標登録：ラー麦 

  保護の期間 10年（更新可能） 
【メリット】 
 ○登録商標を更新すれば、「ラー麦」ブランドを永続 

      的に使用可能。 

  ○品種更新後も、「ラー麦」ブランドの使用が可能。 

 

 

 

 事例２                         

商標登録：カクメロ 

  保護の期間 10年（更新可能） 
特許登録：多面体メロンの栽培方法及び四角いメロン 

       栽培用型枠 

    保護の期間 20年（有限） 
【メリット】 
 ○登録商標を更新すれば、「カクメロ」ブランド 

   を永続的に使用可能。 

 ○特許取得により、第三者による「四角いメロ 

   ン栽培法」や「栽培容器」の無断利用を防止。 

育成者権 商標権 × 

商標権 × 特許権 

（参考） 

商標権 

育成者権 

10年 10年 10年 10年 10年 

更新 更新 更新 更新 

25年または30年 種苗の増殖等の自由化 

権利消滅 

※商標権は、10年ごとに更新を繰り返すことによって永続的に権利の維持が可能です。 



○品種開発段階から実需者と連携し、育成者権と商標権を取得  

概  要 

31 

 
 
品種登録 

（参考１） 複数の知的財産権の活用事例（育成者権と商標権の活用）    

ちくしＷ２号 

  「福岡生まれの小麦でとんこつラーメンを！」の実現を
目指し、2004年から、福岡県農業総合試験場でラーメン
用小麦の育種を開始。 

  製粉企業が品種開発協議会に参加し、実需サイドの
ニーズを反映した品種を選抜。 

○2008年3月品種登録出願し、2010年10月に登録。 

○栽培は、許諾契約した福岡県内生産者及び生産者団  

   体に限定。 

○食感が良く、ゆで伸びしない。 

 

【登録番号】19702 

【出願日】2008年3月27日 

【登録日】2010年8月13日 

【権利者】福岡県 

 
   

商標登録 ラー麦 

○2008年6月「ラーメン用小麦」の普及 

  促進に向けて実需者、農業団体、 

    県等から成る戦略会議を発足。 

○2008年9月に名前を公募し、2009年7月名称を決定。 

○2008年11月福岡県が商標出願し、2009年7月名称 

   とロゴマークを登録。 

○2008年秋、一般栽培開始。 

○2009年11月福岡県が「ラー麦」の使用取扱要領を 

    制定。 

○2009年ラー麦の作付面積134ha、生産量500㌧。 

○2012年作付面積880ha、生産量2,600㌧へと増加。 

○2013年4月ラー麦を取り扱う製粉・製めん業者49社、 

  ラーメン店は45店舗。 

【登録番号】第5244217号     

【出願日】2008年11月25日  【登録日】2009年7月3日 

【商標（検索用）】ラームギ、ラー麦   【称呼】ラームギ     

【権利者】福岡県 

 
   
メリット 

○福岡県以外での「ラー麦」用小麦の無断栽培防止に効果。 

○商標登録により、「ラー麦」ブランドの保護対策に効果。 

○登録商標を更新することにより「ラー麦」ブランドの永続的な使用が可能。 



○海外での商標登録  

概  要 
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（参考２） 複数の知的財産権の活用事例（育成者権と商標権の活用）    

 
   

国内における権利取得 

 
   

品種登録 つや姫 

○2007年全国で適応試験を実施。 

○2009年公募の結果、名称を「つや姫」に決定。 

○2010夏の記録的猛暑でも一等米比率が高く、高温 

  耐性に注目集まる。（つや姫98％、全国平均62%） 
○2011年8月品種登録。 

※他都道府県への種子の譲渡は、奨励品種への採用 

   が前提条件。 

※農家における自家採種を禁止。 

【登録番号】20911 

【出願日】2009年2月25日 

【登録日】2011年8月9日 

【権利者】山形県 

 
   

商標登録 ロゴタイプ及びパッケージデザインを登録 

【登録番号】第5448363号 

【出願日】2009年6月26日 

【登録日】2011年11月4日 

【存続期間満了日】2021年11月4日 

【商標（検索用）】 
 特別栽培米 

 つや姫 

 TSUYAHIME 

【権利者】山形県 

 
   
メリット ○全国での栽培を許諾することにより、品種のシェア拡大と知名度アップ。 

○登録商標を更新することにより、つや姫のロゴと商品パッケージの永続的な使用が可能。 

 
   

海外における権利取得 

 
   

「ロゴタイプ：つや姫/TSUYAHIME」 
「シンボルマーク」を登録 

○中国、香港、台湾において商標登録。 

 
   

メリット 

○中国、香港、台湾における「つや姫」ブランドの無断使用 

    や模倣対策に効果。 

商標登録 



○国内外において、育成者権と商標権を取得し海外展開  

概  要 
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（参考３） 複数の知的財産権の活用事例（育成者権と商標権の活用）    

国内における権利取得 

 
   

品種登録 福岡Ｓ６号 

○「とよのか」に代わる「赤い」「美味しい」「大きい」品種 

    を目指し、福岡県農業総合試験場で新品種育成開 

    始。 

○1996年に交配した苗から「福岡Ｓ６号」が誕生。 

○2001年福岡県が品種登録出願し、2005年1月登録。 

○苗の譲渡は福岡県内限定としてＪＡ全農ふくれんと許 

    諾契約。 

【登録番号】第12572号 

【出願日】2001年11月2日 

【登録日】2005年1月19日 

【権利者】福岡県 

 
   

商標登録 あまおう 

○2002年初出荷を前に名前を公募し、「あかい」「まるい」
「おおきい」「うまい」の頭文字をとった「あまおう」の名称に
決定、販売開始。 

○2002年10月ＪＡ全農が商標登録。 

【登録番号】第4615573号 

【出願日】2002年7月12日 

【登録日】2002年10月25日 

【権利者】全国農業協同組合連合会 

 
   

メリット ○登録商標を更新することにより、「あまおう」ブランドの永続的な使用が可能。 

○品種更新後も「あまおう」ブランドを使用可能。 

 
   

海外における権利取得 

 
   

育成者権 ○中国で取得。韓国では出願中。 

商標登録 ○香港、中国、韓国及び台湾で 

    「あまおう」を商標登録。 

 
   

メリット 

○育成者権取得により中国における「あまおう苗」の無許可増殖防止に 

    効果。 

○商標権取得により香港、中国、韓国及び台湾における「あまおう」ブラ 

  ンドの無断使用や模倣対策に効果。 



○国内外での育成者権と商標権の取得により、海外生産者との育成者権の許諾による周年供給体制の構築と 
  許諾料（ロイヤリティー）による新品種育成費用の確保  
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（参考４） 複数の知的財産権の活用事例（育成者権と商標権の活用）    

 
   

概  要 国内における権利取得 

 
   

 
   

 
   

新品種の育成 商標登録 

「Gentain」「安代りんどう」「ASHIRO-RINDO」 ○1971年水田転作作物として４Ｈクラブが栽培開始。 

○1972年から本格的に栽培開始。 

○1981年生産者自ら価格安定基金創設（1円/本）。 

○1986年価格安定基金を活用して生産者自らが新品種開発。 

○1996年「安代町花卉開発センター」を設立、町（現在は八幡 

  平市）が生産者と共同で新品種を開発し、品種登録（複数品 

   種）。 

○2008年3月商標出願、10月登録。 

【登録番号】第5173992号 

【出願日】2008年3月3日 

【登録日】2008年10月17日 

【存続期間満了日】2018年10月17日 

【権利者】一般財団法人 安代リンドウ開発（岩手県） 

 
   
メリット ○安代りんどうの無許可栽培防止に効果。 

○安代りんどうブランドの確立。 

○登録商標を更新することにより、「安代りんどう」ブランドの永続的な使用が可能。 

 
    

   

権利取得 

育成者権 

商標登録 

ニュージーランド、チリ、ＥＵ 

ニュージーランド、チリ、ＥＵ、米国、中国 

 
   

育成者権の許諾 

○南半球のＮＺ、チリの生産者と育成者権の許諾契約締結。 
○ＮＺ、チリからの輸出による周年供給体制を構築。 
○許諾料（販売金額の３％）により新品種育成費用を確保。 
○ＮＺと合同育種を実施。 

メリット ○育成者権により、ＮＺ、チリ、ＥＵにおける「安代りんどう」の無許可栽培防止に効果。 

○商標登録により、ＮＺ、チリ、ＥＵ、米国、中国におけるブランドの無断使用、模倣防止に効果。 

○許諾料により新品種育成費用を確保。 

あ しろ 

海外における権利取得と許諾契約 



概  要 

（参考５） 複数の知的財産権の活用事例（特許権と商標権の活用）   
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特許登録 カボチャの空中栽培法 

  1989年～1990年にかけて、新生商事（株）の試験農 

場で、水田転作で不要になった育苗ハウスの有効方策 

検討時に本栽培法を開発。 

  アーチ型パイプにネットを張り、その内側か外側に苗を 

定植する。着果後、幼果が網糸で損傷しないようにネットの 

内側に入れる。 

【本栽培法のメリット】 
 ○果実が地面と接触しないので、変色・変形果が生じない。 

 ○果実全体を俯瞰できるので、熟期を確実に判断できる。 

 ○管理作業での茎葉の損傷が少ない。 

 ○立ち作業が多いので、管理・収穫作業の軽労化に貢献。 

    【特許番号】第2509148号    【権利者】 
    【出願日】1993年12月10日    個人（北海道）  

    【登録日】1996年4月16日 

   【権利の利用状況】 
    ○北海道長沼町周辺農家15戸で栽培。 年間生産量 約30トン  

商標登録 空飛ぶパンプキン 

【登録番号】 
  第2597162号 

【出願日】 
  1990年10月1日 

【登録日】 
  1993年11月30日 

【存続期間満了日】 
 2023年11月30日 

【区分数】２ 

 ２９ かぼちゃの加工野菜 

 ３１ かぼちゃ 

【権利者】個人（北海道）  

メリット 

○特許の取得により、第三者による「カボチャの空中栽培法」の無断使用防止に効果。 

○商標登録により「空飛ぶパンプキン」ブランドの保護対策に効果。 

○登録商標を更新することにより、「空飛ぶパンプキン」ブランドの永続的な使用が可能。 

○果皮の変色や変形果、熟期の不揃いがないため一般のカボチャの約２倍の価格で取引。 

○特許権と商標権を活用したカボチャの生産  



○商標権と特許権を活用した四角いメロンの生産  

概  要 

（参考６） 複数の知的財産権の活用事例（商標権と特許権の活用）    

 
   
商標登録 カクメロ 

○2002年メロン産地の活性化を目指し、愛知県立渥美農業高 

   校のプロジェクト学習で「四角いメロン」栽培を開始。 

○2003年試作品生産。 

○2004年11月商標出願し、2005年4月登録。 

○2006年東京、名古屋に約60個出荷。 

  （東京の百貨店で２万円/1個の高値） 
 

【登録番号】第4861066号 

【出願日】2004年11月8日 

【登録日】2005年4月28日 

【存続期間満了日】2015年4月27日 

【商標（検索用）】カクメロ 

【称呼】カクメロ 

【権利者】愛知県立渥美農業高校 

 
   
特許登録 多面体メロンの紗倍方法及び 

四角いメロン栽培用型枠 

○2006年6月渥美農高、ＪＡ豊橋、 

  ＪＡ愛知みなみの３者で特許出願。 

○2007年1月特許登録。 

○2013年3月渥美農高へ権利を移転。 

 

【特許番号】特許第3908262号 

【出願日】2006年6月7日 

【登録日】2007年1月26日 

【権利者】愛知県立渥美農業高校 

 
   
メリット 

○商標登録により、「カクメロ」ブランドの保護対策に効果。 

○登録商標を更新することにより「カクメロ」ブランドの永続的な使用が可能。 

○特許取得により、第三者による「四角いメロン栽培法」や「栽培容器」の無断使用防止に効果。 

○店頭価格は１万円/1個程度（通常のメロンの約７倍）。 

○糖度が高く、食用も可能。 

○現在は、渥美農高での限定生産。 
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知的財産権等の特性（まとめ） 

（参考資料１） 知的財産権等の特性のまとめ   
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○「発明」＝自然法則
を利用した技術的思想
の創作のうち高度なも
の。   

保護対象 

権利の種類 保護の期間 公開・非公開 
の別 

特性または注意点 

育成者権 登録から２５年   
または３０年 
（更新無し） 

出願中から公
開されます。 

○出願すれば審査されます。 
 

商標権 
地域団体商標 

登録から１０年 

 何度でも 
 更新可能 

出願中から公
開されます。 

○出願すれば審査されます。 
○品種登録された品種の名称は登録不可です。 
○更新を続ければ永続的に権利が維持できます。 
○３年以上継続使用がない場合は取り消しとなるおそ 
    れがあります。 

特許権 出願から２０年 
（更新無し） 

出願中から公
開されます。 

○出願から３年以内に出願者自ら「出願審査請求」を 
  行う必要があります。 

実用新案 
 

出願から１０年 
（更新無し） 
 

出願中は非公
開で、登録後に
公開されます。 

○出願すれば審査されます。 
○権利行使には特許庁から「技術評価書」を発行して 

   もらう必要があります。 

意匠権 
 

登録から２０年 
（更新無し） 
 

出願中は非公
開で、登録後に
公開されます。 

○出願すれば審査されます。 
 

営業秘密 － 非公開 ○情報を他者に知られずに保持できます。 
○他者に同一の内容で特許を取得されると対抗手段 
  がありません。 



（参考資料２） 知的財産権の手続きにかかる費用のめやす   
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特許 実用新案 意匠 商標 品種登録

審査
請求料

118,000円＋
（請求項数×4,000円）

技術評価書の請求
42,000円＋
（請求項数×1,000円）

なし なし なし

（１～３年）
毎年2,300円＋
（請求項数×200円）

（１～３年）
毎年2,100円＋
（請求項数×100円）

（１～３年）
毎年　8,500円

（１～３年）
毎年　6,000円

（４～６年）
毎年7,100円＋
（請求項数×500円）

（４～６年）
毎年6,100円＋
（請求項数×300円）

（４～６年）
毎年　9,000円

（７～９年）
毎年21,400円＋
（請求項数×1,700円）

（７～10年）
毎年18,100円＋
（請求項数×900円）

（７～９年）
毎年　18,000円

（10～20年）
毎年61,600円＋
（請求項数×4,800円）

更新登録申請
（以降10年ごとに）
48,500円×区分数

（10～25（30）年）
毎年　36,000円

（４～10年）
毎年　16,900円

（10年分）
37,600円×区分数登録料

（登録査
定後に納
付する）

・「出願料」とは、出願をする際に特許庁（品種登録の場合は農林水産省）に納付する金額です。
・「審査請求料」とは、特許を出願した際に、審査してもらうために納付する金額です。
・「登録料」とは、審査の結果、権利として認められた知的財産権を維持するために納付する金額。期限までに納付
　がない場合、権利は消滅します。

3,400円＋（区分×
8,600円）

14,000円 16,000円 47,200円15,000円出願料



（参考資料３） 商標権における指定商品・サービスの区分   
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第１類  工業用、科学用または農業用の化学品 
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  公告、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サービス 
第45類  冠婚葬祭に係るサービスその他の個人の需要に応じ 
      て提供するサービス（他の類に属するものを除く）   

農林水産分野でよく
使用される区分 



 本マニュアルに関する問い合わせ先    

または以下の知的財産総合相談窓口にお問い合わせ下さい。 

窓口担当部署 電話番号 住所 

北海道農政事務所 農政推進部 
経営・事業支援課 

０１１－６４２－５４８５（直通） 〒060-0004 
札幌市中央区北4条西17丁目19-6 

東北農政局 経営・事業支援部 
事業戦略課 

０２２－２６３－１１１１（代表） 
（内線4336、4374） 

〒980-0014 
仙台市青葉区本町3-3-1 

関東農政局経営・事業支援部 
事業戦略課 

０４８－７４０－０３４２（直通） 
０４８－７４０－０４５５（直通） 

〒330-9722 
さいたま市中央区新都心2-1  
さいたま新都心合同庁舎２号館 10階 

北陸農政局 経営・事業支援部 
事業戦略課 

０７６－２３２－４２３３（直通） 〒920-8566 
金沢市広坂2-2-60 金沢広坂合同庁舎 

東海農政局 経営・事業支援部 
事業戦略課 

０５２－２０１－７２７１（代表） 
（内線2716、2714） 

〒460-8516 
名古屋市中区三の丸1-2-2 

近畿農政局 経営・事業支援部 
事業戦略課 

０７５－４１４－９０２５（直通） 〒602-8054 
京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町 

中国四国農政局 経営・事業支援部 
事業戦略課 

０８６－２２４－４５１１（代表） 
（内線2168、2157） 

〒700-8532 
岡山市北区下石井1-4-1 

九州農政局 経営・事業支援部 
事業戦略課 

０９６－２１１－９３０８（直通） 
０９６－２１１－９６００（直通） 

〒860-8527 
熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎 

内閣府 沖縄総合事務局 
農林水産部 
食品・環境課 

０９８－８６６－１６７３（直通） 〒900-0006 
那覇市おもろまち2-1-1 
那覇第２地方合同庁舎２号館 ８階 

農林水産省食料産業局新事業創出課 TEL 03-67388-6442（直通）  

（〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1）   
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