
1風味豊かな和束茶の産地 それが茶源郷和束

和束町の貴重な知的資産保護

• 茶源郷和束

• 和束茶

• 京都府景観資産登録の景観写真



◆和束町の歴史

(1)本町は京都府南部に位置しその面

積の７５パーセントが山林で占め

る山間の町です。

(2)奈良朝のころは、聖武天皇の恭仁

京と紫香楽宮の造営によって、こ

の地に恭仁京東北道が開設され、

両都を結ぶ要衡として拓け、「和

豆香杣之荘」や「和束荘」と呼ば

れていました。

(3)また豊かな山林資源は、寺社建築

のための用材として用いられ、東

大寺や興福寺の荘園として繁栄し

ました。

(4)その後1621年徳川秀忠の娘が中宮

となる時、この地を朝廷に献上し

たため、禁裏御料地となり、皇室

初めまして 和束町長 堀忠雄です。
・街の発展を願って

2005年に町長に就任して。現在2期目

です。

・私の信条

理想は高く姿勢は低く、いつも心に太たため、禁裏御料地となり、皇室

直轄地として明治になるまで独自

の伝統を生み出しました。

◆和束茶

(1)本町の基幹産業でもあるお茶の歴

史も古く鎌倉時代にもさかのぼり、

当時の海住山寺（木津川市）住職

の慈心上人によって伝えられたと

いわれています。

(2)今日では京都府における栽培面積

の４０パーセントを占めるなど，

宇治茶の一大主産地にもなってお

り、山背に広がる茶畑の景観にお

いては京都府の景観資産や文化的

資産としても登録されています。

(3)これら農村空間は「茶源郷」とし

て私たちだけでなく、きっとご来

訪者の皆様の心も癒してくれると

思います。

理想は高く姿勢は低く、いつも心に太

陽を持って、ゆっくり、がっちり歩め

・和束へお越し下さい。

「人が輝き美緑（みりょく）あふれる

茶源郷 和束」を町の標語に掲げていま

す。

この「知的資産経営報告書」をご覧

になられたのも、何かのご縁です。

私たちの町「和束町」の様々な情報

をご覧いただき、是非「茶源郷和束」

へお訪ねください。

心よりお待ち申し上げます。
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◆和束町の現在

所在地：京都府 相楽郡

面積 ： 64.87km²

総人口： 4,668人（2012年2月1日現在）

◆和束町役場

〒619-1295

京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14番地2

電話：0774-78-3001 FAX：0774-78-2799

URL http://www.town.wazuka.kyoto.jp/

【【【【和束には茶が似合う和束には茶が似合う和束には茶が似合う和束には茶が似合う】】】】

•和束町は、京都府の最南部に位置し、町
の中央を和束川の清流が流れ、河岸段丘

から山沿いに茶畑が広がり、お茶に囲ま

れた茶源郷です。

かって地元の鷲峰山金胎寺では、茶生

産者や飲用者が「お茶の樹」に感謝して

供養するとともにお茶文化の普及・茶生

産地の活性化を図るイベントなども開催

されていました。

•和束茶は、気象的・土壌的に恵まれた条
件を生かし、古くから香り高い高級煎茶

を栽培し、現在も宇治茶の４割を生産す

る産地で、近年ではてん茶の生産は全国

トップクラスの生産量を誇っています。

【【【【和束にお茶が伝わる和束にお茶が伝わる和束にお茶が伝わる和束にお茶が伝わる】】】】

•鎌倉時代に海住山寺にいた高僧「慈心上
人」が、茶業興隆の祖と言われる「栂ノ

尾の明恵上人」から茶の種子の分与を受

け、鷲峰山山麓に栽培したのが始まりで

あると言われています。

また、安土桃山時代の天正年間（1573 また、安土桃山時代の天正年間（1573 

～ 1592 年）には、和束郷原山の地に57 

ａほどの畑を開き、茶の実を蒔いたと言

う記録が残されています。

【【【【和束茶の生産が始まる和束茶の生産が始まる和束茶の生産が始まる和束茶の生産が始まる】】】】

•江戸時代の元文3 年(1738 年)に和束の隣、

宇治田原町の永谷宗円が煎茶法を考案さ

れたが、和束ではそれ以前からお茶を作

り販売していたらしく、町内の大智寺所

蔵文書にその記録があります。

•その頃からお茶の栽培が増え、煎茶を専
門にする農家が出始め、江戸時代中期か

らの茶保護施策により、和束茶業も一層

発展し今日に至っています。

【【【【なぜ、和束茶は人気が出たのかなぜ、和束茶は人気が出たのかなぜ、和束茶は人気が出たのかなぜ、和束茶は人気が出たのか】】】】

•美味しい茶ができるのは、冷涼な空気と
昼夜間の温度差が大きいことが第一の要

因と言われています。

確かに、山深い盆地に和束は位置し空

気は澄んでおり、昼夜の温度差は大きい

です。

それに加えて、和束には中心を流れる

和束川と豊かな森林があり、霧が立ちや

すく、この霧が茶葉をやさしく包み、自

然が遮光を助けてお茶の旨味を引き出す

独特の地形と自然条件が強く影響してい

るのです。
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■地方の時代と知的資産経営

（1）第28次地方制度調査会の答申（平成

17年12月9日）を踏まえ、地方公共団

体の自主性・自律性の拡大等のため所

要の措置を講じられ、その後に、「三

位一体の改革」によって、（1）国庫

補助負担金の廃止・縮減、（2）税財

源の移譲、（3）地方交付税の一体的

な見直しがすすみ、さらには「平成の

大合併」で、2010年8月1日に至って

1,727市町村（市 786 町 757 村

184）となり、地方分権一括法等の矢

継ぎ早の制定で、日本の地方自治体は

昭和の時代とは大きな変容を遂げた。

法も制度も整備され、「地方の時

代」は待ったなしである。

（2）地方の時代の法的象徴である自治体

の憲法である「自治基本条例」は、住

民自治に基づく自治体運営の基本原則

■ 和束町の知的資産経営

和束町には、他の自治体にはない貴重

な知的資産がある。

それは、「茶」に関連した知的資産

である。

次の基本データがある。

【和束町茶業データ】

を定めた条例で、近年制定を目指す自

治体が増えている。

そして、地方の活性化のために日本

全国いたるところで、町おこしの烽火

が上がっている。

依存体質から自立体質への変換が強

く求められているのである。

そこで、組織のＳＷＯＴ分析を通し

て強みを生かした経営手法である知的

資産経営が地方に極めて有効であろう。
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茶栽培面積･･･５５７.3ｈａ

荒茶生産量･･･１,２７０t 

茶農家戸数･･･４０６戸

茶生産額･･･２,９７２百万円

荒茶工場数･･･２９５工場

乗用型摘採機･･･４台

（うち共同工場数 15工場）

★茶に関連した貴重な知的資産を生か

し、和束町の活性化と発展に資する知

的資産経営に関する文書が本報告書で

ある。



■地方の時代と知的資産経営

SWOT分析に見られる強みを生かし、

さらに目に見えない「知的資産」を

生かした経営展開をする。

※ 「知的資産」とは、人材、技術、組

織力、顧客とのネットワーク、ブラン

ド等の目に見えない資産のことで、組

織の競争力の源泉となる。これは、特

許やノウハウなどの「知的財産」だけ

ではなく、組織構造や人材、ネット

ワークなどの強みとなる資産を総称す

る。

欧米で進められたこの経営手法であ

る組織に固有の知的資産を認識し、有

効に組み合わせて活用していくことを

通じて収益につなげる経営が「知的資

産経営」である。

※経済産業省http://www.meti.go.jp

■和束町の知的資産

和束町では、高級茶ブランドである

「和束茶」を中心にした町づくりを進

めてきた。

そこでは、平成10年ころから「茶源

郷和束」の言葉を大切に育ててきた。

そして、平成20年1月に、茶源郷の

風景が「生業の景観」として京都府景
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風景が「生業の景観」として京都府景

観資産登録第１号に指定され、また京

都府選定文化的景観に選定された。

この貴重な知的資産を保護してさら

なる発展を目指します。



■知的財産権と知的資産経営

特許に代表される発明の権利は強い法的保護があります。商標権や著作権はその表現

を強く保護します。特許や商標は先使用権による保護もあります。
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※参照：特許庁ホームページ、

島根県ＨＰ引用



■知的財産権と知的資産経営

知的財産権のリスクと活用効果には以下のようなものがあります。特に、模倣リスク

に加えて参入障壁の考えが重要になってきています。
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※参照：帝国データバンク

http://www.tdb.co.jp/knowledge/intellect

◆和束町の知的財産権

和束町では、これまでの知的資

産の保護と知的財産権の取得と

を同時に進め、地域の産業及び

振興基盤の一層の整備を進めて

行きます。

◆殊に貴重な知的資産

●茶源郷和束

●和束茶

●景観資産写真



■和束町の知的資産経営とSWOT分析

内内内内

部部部部

環環環環

境境境境

強み強み強み強み 弱み弱み弱み弱み

・歴史と伝統がある

・地域の連帯性が強い

・全国的知名度のある宇治茶に

おける最大産地である。

・京都府及び一部のメディアで

高級ブランドの認識が深まって

きている

・町役場が振興策を次から次へ

と打っている

・早稲田大学と提携してアカデ

ミックとの連携ができている

・農家での人材育成と承継が充

実している

・京都府内での生産体制と立地

で京都ブランドでもある

・和束茶そのものの全国的知名

度が低い

・知的財産権の保護が弱い

・広告宣伝が弱い

・地域の平均年齢が上昇中

・環境対応アピールがまだ弱い

・リーダーシップや管理能力の

ある担い手が不足

・価格決定力が弱い

・流通や輸送時間の短縮

・生産コストの低減

・新規顧客の開拓力

・ファン形成
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で京都ブランドでもある

・蓄積された多数のノウハウ

外

部

環

境

機会 脅威

・ウェブ社会が到来している

・貴重な自然環境と生業の光景

を重視する社会への変化

・お茶の市場成長率は高い水準

を維持している

・茶の佃煮などの加工産業の発

展の可能性やそのニーズが高

まっている

・海外市場はまだ未開拓である

・茶の多様性への消費者ニーズ

・海外市場と海外での知的財産

権が侵害され易い

・自然環境の保護の限界

・大企業の生産化

・外資系企業の参入可能性

・新環境規制を始める政治・国

際取り決めの可能性

・近隣諸国での同種の生産開始

可能性

・ブランドの侵害



■和束町の知的資産分析

以下の目に見えない知的資産の認識こそは知的資産経営の真骨頂である。

これが実は発展の決め手になっていることが多いのである

特許特許特許特許 ノウハウノウハウノウハウノウハウ 営業秘密営業秘密営業秘密営業秘密 ブランドブランドブランドブランド 組織・人材・ネッ組織・人材・ネッ組織・人材・ネッ組織・人材・ネッ

トワークトワークトワークトワーク

理理理理

念念念念

今後

の検

討

多数の茶生

産のノウハ

ウがある。

地域での承

継もある。

ノウハウ等

の営業秘密

化を今後は

検討する

京都における

和束茶の一定

程度ブランド

はあるが全国

的ではなく、

法的保護は先

使用権のみで

弱い

和束茶そのものの

マーケティングが弱

い。流通に依存度が

大きい。ネットワー

クは、今後は京都・

大阪のみならず、全

国の顧客に対応可能

にする。

茶

源

郷

和

束

で

の

一

体
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的

発

展

人的資産人的資産人的資産人的資産

（（（（Human AssetHuman AssetHuman AssetHuman Asset））））

職員・社員が退職する際に、持ち出される資産

《例》人に帰属するノウハウ、技術、人脈、経験など

組織（構造）資産組織（構造）資産組織（構造）資産組織（構造）資産

（（（（Structural AssetStructural AssetStructural AssetStructural Asset））））

職員・社員が退職しても、会社（組織）に残る資産

《例》組織(企業)理念、商標、データベース、仕組みなど

関係資産関係資産関係資産関係資産

（（（（Relational AssetRelational AssetRelational AssetRelational Asset））））

組織（企業）の対外関係に付随したすべての資産

《例》顧客、供給先、金融機関、支援者との関係など

■知的資産の3つの分類

知的資産は目に見えない以下の資産分類も重要でありこの認識と活用も

発展の決め手になっていることが多い

※参照：帝国データバンク

http://www.tdb.co.jp/knowledge/intellect



■「茶源郷和束」と知的財産権

すでに、10年来の名称使用と周知性から、観光や地域振興等での先使用権としての権利

性がある。さらに強くするために平成23年10月に商標登録出願を行った（商標出願
2011－74847）。

10風味豊かな和束茶の産地 それが茶源郷和束

◆和束町の貴重な知的資産保護

●茶源郷和束 ●和束茶 ●景観資産写真



■「和束茶」と知的財産権

すでに、地域名称と普通商品名としての組み合わせには、歴史的な長年の名称使用と周

知性から、地域商標として先使用権の権利性がある。さらに強くするために商標登録

を進める。
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◆和束町の貴重な知的資産保護

●茶源郷和束 ●和束茶 ●景観資産写真



■「和束の景観」と知的財産権

京都府景観資産登録第１号に指定され、また京都府選定文化的景観に選定された和束

の茶畑等の景観を撮った以下の6枚の写真については、著作権としての保護を十全にす

るために文化庁に登録申請をして無事に平成24年1月6日に登録完了した（第35316号の

１～第35321号の１）。
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◆和束町の貴重な知的資産保護

●茶源郷和束 ●和束茶 ●景観資産写真



●和束茶ブランド再構築８過程プログラム

①戦略策定②取組体制の整備③ブランド・ツール開発④テストマーケティング⑤広報戦

略⑥販路開拓⑦知財管理⑧継続的な事業運営態勢

●「地域団体商標」、「商標登録」による表示の保護の可能性…各要件の検討

⇒重要な保護対象「和束茶」、「茶源郷和束」、「「和束茶」、「茶源郷和束」、「「和束茶」、「茶源郷和束」、「「和束茶」、「茶源郷和束」、「6枚の写真著作権」枚の写真著作権」枚の写真著作権」枚の写真著作権」

●商標登録を先行された場合の「先使用権」による保護

●写真著作権による和束の景観の保護（6枚を中核にする）

●ブランド維持の品質保証ツールの開発

●ロゴと表示使用の限定による品質と消費者の信頼確保

●お茶の生産と製造管理並びに販売の消費者マーケティング

●地域のブランド統一性の行政によるバックアップ

地域団体商標

や商標登録に
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和束町と和束茶

ブランド再構築

や商標登録に

よる表示の保

護

先使用権によ

る保護

ブランド維持

の品質保証の

ツールの開発

ロゴと表示使

用の限定によ

る品質と消費

者の信頼確保

地域のブラン

ド統一性の行

政によるバッ

クアップ

お茶の生産と

製造管理並び

に販売の消費

者マーケティ

ング

写真著作権に

よる和束の景

観の保護



◆和束町の知的資産経営報告書2011

お問い合せは

和束町役場 農村振興課へ

〒619-1295

京都府相楽郡和束町大字釜塚小字生水14番地2

農村振興課

電話：0774-78-3001 FAX：0774-78-2799

URL http://www.town.wazuka.kyoto.jp
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