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地理的表示保護制度研究会開催要領 

 

第１ 趣旨 

我が国の地域特産品となっている農林水産物や食品について、

高付加価値化・ブランド化を一層促進し、農山漁村の活性化を図

るためには、その地域に由来する品質や特徴について適切な評価

を与える地理的表示保護制度の導入が必要となっている。 

これを踏まえ、昨年１０月２５日に食と農林漁業の再生推進本

部において決定された「我が国の食と農林漁業の再生のための基

本方針・行動計画」では、地理的表示の保護制度を導入すること

が明記された。 

さらに、同１２月２４日に公表された「『我が国の食と農林漁

業の再生のための基本方針・行動計画』に関する取組方針」では、

平成２３年度中に有識者等による研究会を立ち上げることとされ

ている。 

以上を踏まえ、我が国の地理的表示保護制度の導入に向けた提

言をとりまとめる標記研究会を開催する。 

 

（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関する取組方針 

（平成２３年１２月２４日公表）

【戦略２】６．農林水産物や日本の食文化の発信力の強化  

① 地理的表示の保護制度については、国際的な動向を踏まえ、適切な時期に制

度を創設できるよう、平成２３年度中に有識者等による研究会を立ち上げる。 

我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画   

（平成２３年１０月２５日食と農林漁業の再生推進本部決定）

Ⅲ【戦略２】（３）国産農林水産物・食品の輸出戦略の立て直し等  

② 我が国の高品質な農林水産物に対する信用を高め、適切な評価が得られるよ
う、地理的表示の保護制度を導入する。  



 

第２ 主な検討事項 

我が国の地理的表示保護制度に盛り込むべき具体的措置、公的

関与のあり方等について 

 

第３ 構成 

１ 研究会の委員は別紙の９名とする。 

２ 研究会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、意見を聴取する

ことができる。 

 

第４ 運営 

１ 研究会の議事進行は座長が行う。 

２ 研究会は、原則公開とする。ただし、座長の判断により、非公

開とすることができる。 

３ 研究会の議事要旨については、会議の終了後、ホームページに

より公表する。 

 

第５ 事務局 

研究会に係る庶務は、食料産業局新事業創出課において行う。 
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資料１

地理的表示保護制度に係る主要論点（想定）

項 目 論 点 対応する資料・頁

１ 我が国において地理的表示保護制度 ○ 我が国の制度としてどうあるべきか。 （資料３－Ｐ１～３）

を導入する必要性について ○ 諸外国における制度の導入状況はどうなっているの （資料３－Ｐ４～７）

か。

○ 農山漁村の活性化へどのような効果があるのか。 （資料３－Ｐ８）

○ 地名を付した農林水産物・食品等を取り扱う国内事

業者への影響はどうか。

２．地理的表示保護制度の具体的な内容

について

（１）対象とする産品の範囲 ○ 農林水産物・食品のみを対象とすべきか。

（２）地理的表示の定義 ○ 制度の実効性や消費者の選択に資するため、商品の （資料３－Ｐ６）

品質等と地域との結びつきの程度に応じた区分を設け

るべきではないか。

（３）保護内容 ○ 保護内容（保護水準）は、どの程度のものとすべき （資料３－Ｐ９）

か。 （資料３－Ｐ10）

（４）登録手続、登録審査 ○ 登録に当たって、第三者による異議申立ての機会を （資料３－Ｐ11）

設けるべきか。

（５）品質管理措置 ○ 品質管理をどのような体制で行うべきか。 （資料３－Ｐ12）

（６）担保措置 ○ 侵害行為に対する民事上の救済措置をどうするか （資料２、４）

（損害額の推定、過失の推定等）。

○ 侵害行為に対する行政上の措置や刑事罰をどうする

か。

（７）商標との関係 ○ 地理的表示と商標とが競合する場合、両者の関係に （資料３－Ｐ13）

ついてどのように取り扱うべきか。

３ 他の知的財産権との関係 ○ 商標権等他の権利保護措置での対応はできないの （資料２）

か。



資料２
各種知的財産権の法的側面における比較（未定稿）

審査 民事 刑事 行政

我が国の 目的 保護対象 法的性質 実質的な登 審査項目 過失・無過 差止請求権 損害額の推 刑事罰 侵 親告 罪 行 政 罰 品質基準 基準を満たし（
関係法令 録審査 失の立証責 ・廃棄等請 定等 害罪） か否か （過料） の公的確 ているか否か 侵害への対応

(審査部局) 任 求権（私的 （注６） 認の有無 の事後的積極
救済） 的検査の有無

特許権 特許法 産業の発達 1 発明（2条1項。例 権利法 あり 産業上の利用可能 侵害者（103 あり（100 あり（102 あり（196 非親 告 あり（20 なし なし なし（
）条） ：遺伝子特許、農 (特許庁) 性、新規性、進歩性 条） 条） 条） 条） 罪 2条以下

薬） の有無（29条）等

実用新案権 実用新案法 産業の発達 1 考案（2条1項。例 権利法 なし(方式審 明細書等に記載不備 権利者 あり 27条 あり 29条 あり（56 非親 告 あり（62 なし なし なし（ （ ） （ ）
条） ：農業器具） 査のみ)(特 がないか（6条の2） 条） 罪 条以下）

許庁) 等

意匠権 意匠法 産業の発達 1 意匠（2条1項。例 権利法 あり 工業上の利用可能 侵害者（40 あり 37条 あり 39条 あり（69 非親 告 あり（75 なし なし なし（ （ ） （ ）
条） ：加工食品等の形 (特許庁) 性、新規性、創作非 条） 条） 罪 条以下）

（ ）状・色彩） 容易性の有無 3条
等

商標法 産業の発達・ 商標（2条1項。例 権利法 あり 自他商品又は役務の 侵害者（39 あり 36条 あり 38条 あり（78 非親 告 あり（83 なし なし なし（ ） （ ）
商標権 需要者の利益 ： つや姫 「あま (特許庁) 識別力の有無（3、4 条） 条） 罪 条以下）「 」、

保護（1条） おう ） 条）等」

地域団体商標権 商標法 （産業競争力 地域団体商標（7条 権利法 あり 自他商品又は役務の 侵害者（39 あり 36条 あり 38条 あり（78 非親 告 あり（83 なし なし なし（ ） （ ）
の強化、地域 の2。例： 有田み (特許庁) 識別力の有無、周知 条） 条） 罪 条以下）「
経 済の 活 性 かん ） 性の有無(7条の2）」
化 （注３） 等）

育成者権 種苗法 農林水産業の 品種（2条2項） 権利法 あり 区別性、均一性、安 侵害者（35 あり 33条 あり 34条 あり（67 非親 告 あり（74 なし なし なし（ ） （ ）
発展（1条） ( 農 林水 産 定性の有無（3条） 条） 条） 罪 条以下）

省) 等

著作権 著作権法 文化の発展 1 著作物 2条1項1号 権利法 なし なし 権利者 あり（112 あり（114 あり（11 親告罪 なし なし なし なし（ （ ）
条） 条） 条） 9条） （123

条）
（ ）注５

回路配置利用権 半導体集積 国民経済の健 半導体集積回路の 権利法 なし(方式 申請者が創作者等 権利者 あり（22 あり（2 5 あり（51 親告罪 あり（5 なし なし なし
回路の回路 全な発展（1 回路配置 2条1項 審査のみ) であるか（8条）等 条） 条） 条） （51条 7条）（ 、
配置に関す 条） 2項） (経済産業 2項）

（ ）る法律 省) 注５

地 理 ぶ ど う 酒税の保全 酒類の取引の ぶどう酒 蒸留酒 規制法 なし（指定 なし（指定の際に － なし なし あり（98 非親告 なし 生産方法 質問検査（9 財務大臣の、 、
的 表 酒、蒸留 及び酒類業 円滑な運行及 清酒に関する地理 の際に実質 は、 条） 罪 や原材料 1条） 指示・公表確立した品質
示 酒、清酒 組合等に関 び消費者の利 的表示 的審査を実 の基準を （86条の6）等が地理的原産地

する法律（酒 益（86条の6） 施 国税庁 国が設定 ・命令（86条（ ））に主として帰せられ
類業組合法 の7）） ）るかどうかを審査

商品一般 不正競争防 国民経済の健 原産地等を誤認さ 規制法 なし なし 被侵害者 あり 3条 あり 5条 あり（21 非親告 なし なし なし なし（ ） （ ）
止法 全な発展（1 せる表示の禁止（2 条） 罪

条） 条1項13号）

米国型証明商標 （産業の発達 商品等の出所、材 権利法 あり 他の商品又はサー － あり あり あり 非親告 なし なし なし なし
（注１） － ・需要者の利 料、製造方法、品 (米国特許 ビスとの識別力の （注８） 罪

益保護） 質等を証明する商 商標庁) 有無
標

ＥＵ型地理的表 農村経済の発 産品の固有の品質 （規制法） あり 品質等の特性、特 侵害者又は あ り （ フ あ り （イ あり 非親告 あり イ 対象産品 対象産品が 行政が不正（
示（注２） － 展、消費者の と結びつきのある (ＥＵ委員 性と地域の結びつ 被 侵 害 者 ラ ン ス 、 タ リ ア） 罪又は タリア の品質基 品質基準を 使用の監視）

） 、利益保護 原産地を特定する 会 農 業 総 き、品質管理体制 （各国の私 イタリア （ 各 国の 親告罪 準につい 満たしてい 義務を負い
名称と、産品の品 局、各国農 等 的救済制度 私 的 救済 て公的機 るか否かを 不正使用者
質を保護 業 担 当 部 に委ねられ 制 度 に委 関が確認 公的機関が に対し指示

局) ている） ね ら れて を行う。 検査する義 ・命令等を
いる） 務を負う 行う



審査 民事 刑事 行政

我が国の 目的 保護対象 法的性質 実質的な登 審査項目 過失・無過 差止請求権 損害額の推 刑事罰 侵 親告 罪 行 政 罰 品質基準 基準を満たし（
関係法令 録審査 失の立証責 ・廃棄等請 定等 害罪） か否か （過料） の公的確 ているか否か 侵害への対応

(審査部局) 任 求権（私的 （注６） 認の有無 の事後的積極
救済） 的検査の有無

不正競争防 国民経済の健 秘密管理されてい 規制法 なし なし 被侵害者 あり 3条 あり 5条 あり（21 親告罪 なし なし なし なし（ ） （ ）
営業秘密 止法 全な発展（1 る事業活動に有用 条） （21条3

条） な技術上又は営業 項）
、 （ ）上の情報であって 注５

公然と知られてい
（ ）ないもの 2条6項

商品等表示・形 不正競争防 国民経済の健 周知・著名な商品 規制法 なし なし 被侵害者 あり 3条 あり 5条 あり（21 非親 告 なし なし なし なし（ ） （ ）
態 止法 全な発展（1 等表示 2条1項1号 条） 罪（ 、

条） 2号 、商品形態（2）
条1項3号）

商号 商法・会社 商人の保護 商人の名称（商法1 規制法 なし なし 被侵害者 あ り （ 商 なし なし 非親告 あり 商 なし なし なし（
、法 1条1項、会社法6条 法 1 2 条 2 罪 法13条

1項） 項 、 会 社 会社法9
法8条2項 78条））

不当表示等の禁 景品表示法 一般消費者の 取引に関する一般 規制法 なし なし 被侵害者 あ り （ 主 な し （注 あり（15 非親告 なし なし なし 内閣総理大
止 利益保護（1 消費者の自主的か 体 は 適 格 ４） 条） 罪 臣の措置命

条） つ合理的な選択（1 消 費 者 団 令(差止命令
条） 体 10条 等。6条 、。 ） ）

都道府県知
事の指示(7
条）等

特色ある栽 特許法・商 産業の発達・ 特殊な栽培方法 例 権利法 あり 産業上の利用可能 侵害者（特 あり（特許 あり（特許 あり（特 非親 告 あり（特 なし なし なし（
培方法とし 標法 需要者の利益 ：中嶋農法、永田 (特許庁) 性、新規性、進歩 許法103、 法100条、 法102条、 許法1 9 6 罪 許法202
て確立して 保護（1条） 農法） 性の有無（特許法2 商 標 法 3 9 商 標 法 3 6 商標法3 8 条、商標 条以下、
おり､特許 9条 、自他商品又 条） 条） 条） 法78条） 商標法83）
の要件(新 は役務の識別力の 条以下）
規性、進歩 有無（商標法3、4
性等)等を 条）等
満たすもの

栽培方法が 不正競争防 国民経済の健 営業秘密である栽 規制法 なし なし 被侵害者 あり 3条 あり 5条 あり（21 親告 罪 なし なし なし なし（ ） （ ）
農 営業秘密に 止法 全な発展（1 培ノウハウ 条） （21条3
法 該当するも 条） 項 （注）

の ５）

暗黙知とな 特許法・商 産業の発達、 ＡＩシステムのス 権利法（特 あり（特許 産業上の利用可能 侵害者（特 あり（特許 あり（特許 あり（特 非親 告 あり（特 なし なし なし
っている篤 標法・著作 需要者の利益 キーム等 特許法 許法、商標 法、商標 性、新規性、進歩性 許法103条、 法100条、 法102条、 許 法 1 9 6 罪（ 特 許法202（ ）、
農家の栽培 権法・不正 保護、国民経 ブランド 商標法 法、著作権 法） の有無（特許法29 商標権39条 商 標 法 3 6 商 標 法 3 8 条、商標 許法 、 条以下、（ ）、 ）
ノウハウを 競争防止法 済の健全な発 農業情報のデータ 法）又は規 (特許庁) 条 、自他商品又は 又は被侵害 条、著作権 条、著作権 法78条、 商標法 商標法83） ）
利用したＡ 展（1条） ベース 著作権法 制法（不正 又はなし 著 役務の識別力の有無 者（著作権 法112条、 法114条、 著作権法1 又は 親 条以下）（ ）、 （
Ｉ農業 栽培ノウハウ（不 競争防止法 作権法、不 （商標法3、4条）等 法、不正競 不正競争防 不正競争防 19条、不 告罪 著 又はなし） （
（注７） 正競争防止法（注 正競争防止 又はなし 著作権法 争防止法） 止法3条） 止法5条） 正競争防 作権法1 （著作権（ 、

９ ）等 法） 不正競争防止法） 止法21条 23条、 法、不正） ）
不正 競 競争防止
争防 止 法）
法21条3
項）

（注１）米国商標法等を参考にして記載（ 目的」については米国商標法に記載なし）「
（注２）ＥＵ規則等を参考にして記載
（注３ 「商標法の一部を改正する法律 （平成17年法律第56号）の「理由」から引用） 」
（注４）景表法に損害額の推定規定がないのは、当該規定は損害額の立証が困難な場合にこれを救済するためのものであるところ、景表法違反により消費者が被った損害額の立証は困難とまではいえないからと考えられる。
（注５）著作権侵害及び回路配置利用権侵害が親告罪とされているのは、刑事責任を追及するかどうかは被害者である権利者の判断に委ねることが適当であると考えられたため。また、営業秘密侵害罪についても同様の理由による。
（注６）知的財産法における行政罰（過料）は、関係行政庁が登録された権利の有効性等について事後的に判断する手続等（特許無効審判等）における義務違反や、特有の義務（種苗法における名称使用義務等）違反に対して科されてお

り、そのような手続等がないものについては、行政罰（過料）は科されていない。
（ ） 、 （ ） 、 。 、 、注７ 暗黙知となっている篤農家の栽培ノウハウについては 現在開発中のＡＩ アグリインフォマティクス システムを用いることにより データベース化して著作権法による保護対象とすることが可能 なお ＡＩシステム自体は

その技術的新規性・進歩性により、特許権としての保護対象となり得る。
（注８）過失が要件とされているとしても、その立証責任は個別事案ごとに判断される。
（注９）栽培ノウハウが不正競争防止法の営業秘密として保護されるには、当該ノウハウが営業秘密の要件（秘密管理性、有用性、非公知性）を満たした場合に限る。



資料３

地理的表示の保護制度について地理的表示の保護制度について

食料産業局新事業創出課食料産業局新事業創出課

平 成 ２ ４ 年 ３ 月
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１．我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画
国産農林水産物・食品の輸出戦略の立直し

○ 地理的表示の保護制度の導入
我が国の地域特産品となっている農林水産物や食品について、高付加価値化・ブランド

化を一層推進し、農山漁村の活性化を図るため、地理的表示の保護制度を導入する。

地理的表示の保護制度の
導入により期待される効果

課 題 地理的表示の保護制度
地域ブランドの信用を

高める制度
○ 我が国 地域特産品とな

○輸出市場での有利性確保

高める制度

○ 地域の自然的特性を活
かした方法又は伝統的
方法により生産 加工さ

高品質の産品に対する
適正な評価の確保

○ 我が国の地域特産品となっ
ている農林水産物や食品に
ついて、高付加価値化・ブラ
ンド化を一層推進し、農山漁
村 活性化を図るためには

消費者 信頼が向上する と 対象産品

輸 市場 有利性確保
地域ブランドの対外的信用を高めることで、
対象産品の海外への輸出促進につながるこ
とが期待。

方法により生産・加工さ
れた結果、当該地域に固
有の品質又は特徴を有
する産品を対象。 ○生産者所得の増加

村の活性化を図るためには、
その地域に由来する品質や
特徴について適切な評価を
与える仕組みが必要。

消費者の信頼が向上することで、対象産品の
価格上昇と生産者所得の増加が期待。

対象産品を核とした加工食品化やグリーン

ズ 組を推進

（我が国の高品質な地域ブランドの例）

○ 当該産品の名称を一定
の生産・品質等の基準を
満たしている産品に対し
てのみ用いることができ

○六次産業化の取組の推進

ツーリズムの取組を推進。

鹿児島黒酢 伊勢本かぶせ茶

ることとし、基準を満たし
ていない産品に対する名
称の使用を防止するため
の公的な仕組みを整備

※ 日本にて地理的表示の保護制度の対象とな

れば、海外の同制度導入国において、我が国
の地域ブランド不正使用の抑止効果が期待。

鹿児島黒酢
（鹿児島県）

伊勢本かぶせ茶
（三重県） することで、地域ブランド

の信用を高める。 ブランド化・高付加価値化・六次産業化の
推進による農山漁村の活性化

１



食料・農業・農村基本計画 （平成２２年３月３０日閣議決定）

地理的表示の保護制度に関する各種提言

第３ ４．（１）④ 知的財産の保護・活用 （４パラ）

加えて、決められた産地で生産され、指定された品種、生産方法、生産期間等が適切に管理された農林水産物に
対する表示である地理的表示を支える仕組みについて検討する。

知的財産推進計画2011 成 年 知的財産戦略本部決定知的財産推進計画2011 （平成２３年６月３日知的財産戦略本部決定）

４．クールジャパン戦略
③クールジャパンの人気を拡大させる。

【施策例】【施策例】
・地理的表示保護制度の導入検討
農林水産省：高品質な我が国の農林水産物や食品について、そのブランドイメージを保護し、その輸出促進を図るた

め、農林水産物・食品に係る地理的表示(Geographical Indications、GI)の保護制度の導入に向けた検
討を行い、結論。(短期)討を行い、結論。(短期)

経済産業省：農林水産省における検討状況に応じて、商標法、不正競争防止法との整合性を確保するために協力。
（短期）

我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針 行動計画
（平成２３年１０月２５日食と農林漁業の再生推進本部決定）

Ⅲ【戦略２】（３）国産農林水産物・食品の輸出戦略の立て直し等
② 我が国の高品質な農林水産物に対する信用を高め、適切な評価が得られるよう、地理的表示の保護制度を

導入する

「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関する取組方針
（平成２３年１２月２４日公表）

【戦略 】 農林水産物や 本 食文化 発信力 強化

導入する。

Ⅱ【戦略２】６．農林水産物や日本の食文化の発信力の強化
① 地理的表示の保護制度については、国際的な動向を踏まえ、適切な時期に制度を創設できるよう、平成２３年

度中に有識者等による研究会を立ち上げる。
２



我が国の地理的表示登録候補産品の例

鳥取砂丘らっきょう

（鳥取県鳥取市福部町）

伊勢本かぶせ茶

（三重県北勢地域）

鹿児島黒酢

（鹿児島県霧島市福山町）

○産品の特徴

・身がしまってかたく、大粒で、色が
白い。
・繊維が細いため歯切れがよい。

○産品の特徴
・主成分の酢酸のほかに多種類
の有機酸を含み、特有の香り、
まろやかな酸味を有する。

○産品の特徴
・鮮やかな緑色の水色、深みのあ
る香りと甘みと旨味の強さが特徴。

繊維が細いため歯切れがよい。

・熟成期間に応じて、黄～こはく
色を呈する。

○地域との結びつき

・鈴鹿川の豊かな水と水はけの良い
礫質土壌が肉厚な茶葉をつくる。

○地域との結びつき
・砂丘（砂地）という作物を栽培する
には不向きな土壌が逆に身がしまっ

○地域との結びつき

・微生物の活動に適した寒暖差が少
ない温暖な気候。

・鈴鹿川からの朝霧と収穫前に直射
日光を遮る被覆（かぶせ）により、茶
葉に旨味成分のテアニンが多く含ま
れる。

た高品質ならっきょうを生むと言わ
れている。

・江戸時代から、らっきょう栽培が始
まる。

暖 気
・米、麹、水のみを薩摩焼の壺に入
れ、１年以上の発酵・熟成工程が屋
外に置いた同一の壷の中で自然に
進行する、江戸時代後期からの伝 まる。
統的な製法。

３



（１）米国の例
① 米国における地理的表示の保護の仕組み

２．諸外国における制度の導入状況

① 米国における地理的表示の保護の仕組み

○ 米国では、地理的表示の保護そのものを目的とした法制度はない一方、米国商標法に
基づき、一般的な商標とは別の証明商標制度により地理的表示の保護を実施。

一般的な商標 証明商標

・商品・サービスの提供にあたって、
当該商品・サービスに係る原産地・商品又はサービスを識別するため

定義

権利者自身は商標を使用せず 権

当該商品・サービスに係る原産地、
原材料、製造方法、品質、精度その
他の特徴を証明する標章

・商品又はサービスを識別するため
に使用される標章

使用者
・権利者自身は商標を使用せず、権
利者が定める商品・サービスに係る
一定の基準を満たす者が使用

・権利者が独占的に使用

地理的
表示の登録

・地理的用語のみから構成される標
章も登録可能

・権利者が定める原産地 原材料

・地理的用語のみから構成される標
章は原則登録不可

品質 製造方法等に関する証明は

地理的用語を含む品質のみを証明する

品質等に
関する証明

権利者が定める原産地、原材料、
製造方法、品質、精度その他の特徴
を証明

・品質、製造方法等に関する証明は
しない

地理的用語を含む
証明商標の例

品質のみを証明する
証明商標の例

４



アイダホ州産アイダホポテト

② 米国で証明商標として保護されている地理的表示産品の例

PDO１００％ハワイコーヒーアイダホ州産アイダホポテト
（IDAHO POTATOES GROWN IN IDAHO）

〔アイダホ州〕

PDO１００％ハワイコ ヒ
（100% HAWAII COFFEE）

〔ハワイ州〕
○権利者
・アイダホ州ポテト委員会

○権利者
農務・アイダホ州ポテト委員会

○対象産品
・ジャガイモ、ジャガイモ加工品
（生製品、冷凍・冷蔵・乾燥製品）
○証明内容

・ハワイ州農務局
○対象産品
・コーヒー豆
○証明内容

州 地域内 原産 あ○証明内容
・原産地がアイダホ州であること。
・権利者の定める基準(等級、サイ

ズ、重さ、色、形状、種類、成熟度、
残留農薬濃度等）を満たしていること

・ハワイ州の地域内の原産であ
ること。（ハワイ州の地理的境界
内で栽培されたこと。）

インディアナ州産牛肉
（INDIANA BEEF:fresh from the farm）

残留農薬濃度等）を満たしていること。

マウイ（たまねぎ）
（MAUI）

○権利者
・ インディアナ畜牛協会

○対象産品

（INDIANA BEEF:fresh from the farm）
〔インディアナ州〕

○権利者

（MAUI）
〔ハワイ州マウイ島〕

象産品
・インディアナ産牛肉
○証明内容
・生産地がインディアナ州であること。
・生産者がインディアナ畜牛協会のメ

・マウイたまねぎ栽培者協会
○対象産品
・たまねぎ

○証明内容

MAUI

ンバーであり、かつ、所定の教育プロ
グラム等を受講の上、同協会のライ
センス契約を受けていること。

○証明内容
・ハワイ州マウイ島の原産であること。
（マウイ島で栽培されたものであること。）

５



○ ＥＵでは 農産品 食品の表記に関わる以下の２つの表示について 産品明細書の

（２）ＥＵの例
① ＥＵにおける地理的表示の保護の仕組み

○ ＥＵでは、農産品・食品の表記に関わる以下の２つの表示について、産品明細書の
条件に合致した農産物等を販売・流通させる者のみが、当該表示を使用することがで

きる。

原産地呼称保護
PDO (Protected Designation of  Origin)

地理的表示保護
PGI (Protected Geographical Indication)

○ 農産品・食品の表記に使用される地理的名称

○ 名称が特定の地域・国等に由来

○ 対象農産品・食品の品質又は特徴が、その地域
固有の自然的及び人的要因を備えた特定の地理

○ 農産品・食品の表記に使用される地理的名称

○ 名称が特定の地域・国等に由来

○ 対象農産品・食品が、その原産地に起因する特
定の品質 評判その他の特徴を保有固有の自然的及び人的要因を備えた特定の地理

的環境に基本的又は排他的に起因

○ その生産、加工、調製の全てが特定の地域内で
実施

定の品質、評判その他の特徴を保有

○ その生産、加工、調製のいずれかが特定地域内
で実施

品
質

特
徴

○○チーズ □□チーズ 生
産

△△地域

品
質

そ
の
他

評
判

質徴

生
産

加
工

調
製

加
工

調
製

△△地域

ＰＤＯに比して

○○地域

地理的環境と
の結びつき強

□□地域全て地域内
一部他地域で

も可

ＰＤＯに比して

地理的環境の
結びつきは弱

６



② ＥＵの地理的表示登録産品の例

PDO PDOPGIロックフォール アバッキオ・ロマーナPDO PDOPGIロックフォ ル
（Roquefort）

〔仏・ロックフォール・シュール・スールゾン村〕

アバッキオ ロマ ナ
（Abbacchio Romana）

〔伊・ラツィオ州〕

○産品の特徴
羊 生 製造され 特 強

○産品の特徴
伊 生 れ・羊の生乳で製造される独特の強

い味・香りを持つブルーチーズ。

○地域との結びつき
・羊の飼料として主に当該地域の

・伊ラツィオ州内で生まれ、母乳
で育てられ、生後２８日～４０日
でと殺された子羊の肉。

○ 地域との結びつき羊の飼料として主に当該地域の
牧草を用いる。

・生産地の洞窟に生息する青かびを使用。
・洞窟の独特の環境下での熟成（最低３ヶ月間）。

上記３つの特徴が独特の味・香りを生み出す

・古代から数多くの文献で言及
されるなど評価が確立している
地域の料理や祭り（キリスト教の復活祭）と深く結びつい
ている。

PGIPDOリソ・ディ・バラッジア・ビエッレゼ・エ・ヴェルチェッレゼ
（Riso di Baraggia Biellese e Vercellese)    

〔 伊ピ 州ビ 県 びヴ 県〕

メロン・ドゥ・オー・ポワトゥー
（Melon du Haut‐Poitou）

上記３つの特徴が独特の味 香りを生み出す。

○産品の特徴
・糖度が高いシャランテ種のメロン。

結び き

○産品の特徴
・アルプス山脈のふもとに位置 する

ほ場で栽培される中粒種米

〔 伊ピエモンテ州ビエッラ県及びヴェルチェッリ県〕
（Melon du Haut Poitou）

〔仏・オー・ポワトゥ地方〕

○地域との結びつき
・仏・オー・ポワトゥ地方の石灰質に
富む土壌がメロン栽培に適しており、
温暖かつ夏期に少雨な気候が、同産品の糖度の高さ
を生 出 る

ほ場で栽培される中粒種米。
・コメの密度が高いことが特徴。

○地域との結びつき
・同地の冷涼な気候とアルプスからの低温の湧水

が され 産 栽培 他 を生み出している。
・１００年以上にわたる高品質メロン生産の歴史により
同産品の評判が確立された。

でかんがいされ、同産品の栽培は、他地域と比べ
てより長い期間を要することが、同産品の高い密
度につながっている。

７



○ ＥＵにおいては 地理的表示の保護制度の導入により 対象産品について 公示さ

３．農山漁村の活性化への効果（ＥＵの例）

○ ＥＵにおいては、地理的表示の保護制度の導入により、対象産品について、公示さ
れた品質や生産方法の基準を満たすものであるという情報の提供を通じて、消費者の
信頼が向上し、価格の上昇、生産者の所得の増加等の効果。

○ また、対象産品を核とした加工食品化やグリーンツーリズムの取組による六次産業
化を促進。

○ さらに、対象産品の輸出の増加（数量ベース９％増、価格ベース１７％増（２００５年～
２００７年、ＥＵ委調べ））がみられるなど、輸出市場での有利性が確保されている。

プ

○ 以上のように、高付加価値化、六次産業化等の推進によるEUの農山漁村の活性化
が図られている。

上昇 不変又は不明

図： 欧州における一般産品に比べた場合の
地理的表示保護対象産品18品の価格・コスト・利益の状況

表：サプライチェーンにおける小売り価格の配分
（地理的表示保護対象産品と一般産品との比較）

保護対象産品

農業者 加工業者 流通業者 価格（総額）（括弧内は比較対象とし
ての非登録産品）

12

10

14

6

8

4

利益

コスト

価格 (77.8%)

(55.6%)

(66.7%)

(22.2%)

(44.4%)

(33.3%)

ブレス鶏 4.2ユーロ/kg 4.8ユーロ/kg 3.0ユーロ/kg 12ユーロ/kg

(他の銘柄鶏) (0.91ユーロ/kg) (1.50ユーロ/kg) (0.84ユーロ/kg) (3.25ユーロ/kg)

ﾄｽｶｰﾉ･ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ
4.4～5.1ユーロ

/750ml
4.5～5.2ユーロ/750ml 9.6ユーロ/750ml

(原産地を限定しないｴｷ
ｽﾄﾗﾊﾞｰｼﾞﾝｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ）

(2.24～2.84ユーロ
/750 l)

(3.21～3.81ユーロ/750ml) (6.05ユーロ/750ml)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利 ( )

資料：PDO及びPGIに関するCAP政策の評価（London Economics､2008) 資料：同左をもとに新事業創出課において加工

ﾄﾗ ｼ ﾝｵﾘ ﾌ ｵｲﾙ）
/750ml)

ノン渓谷のリンゴ 0.88ユーロ/kg 0.17ユーロ/kg 0.70ユーロ/kg 1.75ユーロ/kg 

（ﾄﾚﾝﾃｨｰﾅのリンゴ） (0.51ユーロ/kg) (0.16ユーロ/kg) (0.68ユーロ/kg) (1.35ユーロ/kg)

８



４．保護内容（保護水準）

○ ＴＲＩＰＳ協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）においては 般の品○ ＴＲＩＰＳ協定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）においては、一般の品
目とワイン・蒸留酒とでは、地理的表示の保護内容（保護水準）に差が設けられている。

定 保護水準ＴＲＩＰＳ協定における保護水準

一般の品目 ワイン･蒸留酒

ＴＲＩＰＳ協定第２２条第２項

地理的表示に関して、加盟国は、利害関係を
有する者に対し次の行為を防止するための法的
手段を確保する

ＴＲＩＰＳ協定第２３条第１項

加盟国は、利害関係を有する者に対し、真正の
原産地が表示される場合又は地理的表示が翻訳
された上で使用される場合若しくは「種類(kind)」手段を確保する。

(a) 商品の特定又は提示において、当該商品の
地理的原産地について公衆を誤認させるような
方法で、当該商品が真正の原産地以外の地理
的区域を原産地とするものであることを表示し又

された上で使用される場合若しくは「種類(kind)」、
「型(type)」、「様式(style)」、「模造品(imitation)」等

の表現を伴う場合においても、ぶどう酒又は蒸留
酒を特定する地理的表示が当該地理的表示に
よ て表示されている場所を原産地としないぶどう的区域を原産地とするものであることを表示し又

は示唆する手段の使用
(b) 1967年のパリ条約第10条の2に規定する不正
競争行為を構成する使用

よって表示されている場所を原産地としないぶどう
酒又は蒸留酒に使用されることを防止するための
法的手段を確保する。(注)

(注)
加盟国は これらの法的手段を確保する義務に関し 第42条第1加盟国は、これらの法的手段を確保する義務に関し、第42条第1

段の規定にかかわらず、民事上の司法手続に代えて行政上の措置
による実施を確保することができる。

北海道産のハムに
×パルマハム
○北海道産パ 風 ム 山梨産 イ

公衆の誤認
が要件○北海道産パルマ風ハム 山梨産ワインに

×ボルドーワイン
×山梨県産ボルドー風ワイン

公衆の誤認を要件
としない強い保護
（追加的保護）

が要件

９



（参考）酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の概要

目 的
地理的表示に関する表示基準

質問検査（立入検査）
税務職員
（職権又は情報

酒税の保全及び酒類業界の安定のため、政府が酒類業者等に対して必
要な措置を講ずることができるようにし、酒税の確保及び酒類の取引の安
定を図る

目 的
地理的表示に関する表示基準

の罰則までの流れ

基準の遵守指示

（職権又は情報
提供による）

地理的表示に関する表示基準

指示に従わなければ

指示に従わない旨の公表

・ 日本国のぶどう酒、蒸留酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する
地理的表示又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒、蒸留酒の産地を表示する地
理的表示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、
蒸留酒について使用することが禁止されている地理的表示は、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することができない。

指示に従わない旨の公表

基準の遵守命令

域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒に いて使用する とができない。

・ 清酒の産地のうち国税庁長官が指定するものを表示する地理的表示は、当該産
地以外の地域を産地とする清酒について使用することができない。

命令に違反した者

５０万円以下の罰金

国税庁長官が指定している産地

酒類 指定産地名 産地の地域

単式蒸留しょうちゅう 壱岐 長崎県壱岐市

単式蒸留しょうちゅう 球磨 熊本県球磨郡人吉市単式蒸留しょうちゅう 球磨 熊本県球磨郡人吉市

単式蒸留しょうちゅう 琉球 沖縄県

単式蒸留しょうちゅう 薩摩 鹿児島県（奄美市及び大島郡を除く）

清酒 白山 石川県白山市
先使用の権利

※罰金を受けた場合には免許の取消し

平成6年4月15日前少なくとも10年間又
は善意で継続使用の場合、適用除外

10

※ ＴＲⅠＰＳ協定第23条第１項の対象が「ぶどう酒又は蒸留酒」の酒類のみであったことから、
同項（注）書きに基づき、民事上の司法手続に代えて行政上の措置として酒類業組合法の
表示の基準として定めたものである。



５．登録手続（ＥＵの例）

○ ＥＵの登録手続においては、産品明細書の一部の公表、第三者による異議申立て
等の手続が設けられている。

生産者団体

申請

産品明細書
(1) 名称 (5) 生産方法

産品 明細 地理的地域と産品と 結び き

加盟国

(2) 産品の明細 (6) 地理的地域と産品との結びつき
(3) 地理的地域の定義 (7) 検査体制
(4) 地理的地域の原産証明 (8) ラベリング

有識者委員会等によ

EU加盟国

以外の国
の団体は、
直接欧州

送付

審査項目
(1) 産品明細書の内容
(2) 普通名称審査
（① 名称起源 ある構成国及び消費区域 状況 ② 他 構成国 状況

る審査後、国内の異
議申立手続

直接欧州
委に申請

可能

欧州委員会
（① 名称起源のある構成国及び消費区域の状況、② 他の構成国の状況、
③ 国内法令及び共同体法令）

12か月以内に審査

( ) 加盟国又は第３国による異議申立て

官報に公表

6か月以内に異議申立て

(1) 加盟国又は第３国による異議申立て
(2) 正当な利害関係を有する者による異議申立て

登録による効果

登録

登録による効果
産品明細書の条件に従う者は、誰でもPDO、PGIをＥＵ域内で使用すること

ができる。

11



６．登録産品の品質管理体制（ＥＵの例）

○ イタリアでは農業食料森林政策省の管理当局（ICQRF)が フランスでは農業省の○ イタリアでは農業食料森林政策省の管理当局（ICQRF)が、フランスでは農業省の
監督下にある国立原産地統制協会（ＩＮＡＯ）が中心となって、登録産品の品質管理活
動を実施。

○ 明細書適合の管理は、管理当局やＩＮＡＯの認可を受けた管理機関（第三者機関）

により実施。

イタリア（プロシュート・ディ・パルマ）の例 フランスの例

EU委員会 登録、明細書の公示

3. 外部監査（管理機関による監査）

I.N.A.O.
4. INAOによる認証機関又は検査機関の監査

明細書の作成

取締り

（偽物等違反への対応）

control body
パルマ品質協会

複数年の管理計画の提出と毎年の実績報告

認可、権限の委任
管理当局による管理 第3者機関（検査機関）による管理

伊農業食料森林政策省
管理当局(competent authority)

（GI登録産品の）

保護・管理組織
2. 内部監査

認証機関
又は検査機関

- IGP, STG, LR, AB : 認証機関
-AOC : 認証機関又は検査機関を選択

取締り

内部管理

市場出荷前に明細書
との適合を確認

表示の禁止
生産中止
罰則　等

生産者団体

豚生産農家

管理計画の作成

食肉処理業者
ハム製造業者

パルマハム協会

生産・製造関係者
(生産者, 加工業者, 調製業者等々…)

1. 自主検査

資料： CERTIPAQ

市場

製品 製品明細書に合致しない
製品(産地、品質)

明細書に適合する産品の出荷

資料 農林水産政策研究所

資料：農林水産政策研究所

12

違反に対する管理当局による取締り、検査機関による明細書との適合性の確認を通じて､
地理的表示を付して市場に供給される産品の品質を保証

資料：農林水産政策研究所



７．商標との関係

○ 商標が先行する場合 ＥＵ規則においては 一定の場合には 先行する商標と同○ 商標が先行する場合、ＥＵ規則においては、一定の場合には、先行する商標と同
様の地理的表示の登録が可能。

なお、商標制度の一般原則としては、先行する商標と同様の商標は登録ができな
い（先行優先の原則）とされているい（先行優先の原則）とされている。

○ 地理的表示が先行する場合、ＥＵ規則においては、一定の場合には、先行する地

理的表示と同様の商標の登録が可能。理的表示と同様の商標の登録が可能。

現行規定上の整理

ＥＵ・ＧＩ規則
（商標が先行する場合）

（地理的表示が先行する場合）

ＥＵ・ＧＩ規則

商標出願等後の
地理的表示の保

商標の評判等から商品の同一
性について消費者の誤認を招

地理的表示出願
等後の商標登録
の可否

地理的表示の保護内容に抵触す
る商標で、同一の種類の産物に関
するものの登録出願が、地理的表
示の出願後になされた場合は 商

（商標が先行する場合）

地理的表示の保
護の可否

性について消費者の誤認を招
くおそれがある場合は登録不
可（第3条第4項）。
それ以外は登録可。

既存商標と地理 原産国における地理的表示保

示の出願後になされた場合は、商
標の出願は拒絶し、これに反して
登録された商標は無効とする（第
14条第１項）。
それ以外（原産地が同一かつ明細既存商標と地理

的表示が併存し
た場合の効力関
係

原産国における地理的表示保
護の日前に善意で出願等され
た商標は、地理的表示の登録
にかかわらず、商標の使用継
続が可能（第14条第２項）

それ以外（原産地が同 かつ明細
書の基準を満たす場合）は登録可。

既存地理的表示
と商標が併存した
場合 効力関係

規定なし

続が可能（第14条第２項）。 場合の効力関係

13

（注）ＥＵ商標規則第7条第1項（k）においても、地理的表示出願等
後の商標出願について、一定の場合には登録可とされている。



１．不正競争防止法 の概要

目 的

参考

事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び
不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与すること

目 的

規制対象となる行為

事業者間の公正な競争を阻害する行為を「不正競争行
為 とし 規制為」として規制

→ 原産地等の誤認をさせる表示をする行為（誤認惹
起行為）も規制対象

※ 不正競争の防止は、工業所有権の保護に関するパリ条約に盛り込まれて

民事上の請求

おり、パリ条約に加盟するために、不正競争防止法が制定された経緯がある。

違反

民事上の請求

誤認惹起行為等により営業上の利益を侵害された者は、
・侵害の差止又は予防の請求
・損害賠償の請求（損害額の推定等を含む。） が可能

刑事罰

損害賠償の請求（損害額の推定等を含む。） が可能

不正の目的をもって誤認惹起行為をした者等は不正の目的をもって誤認惹起行為をした者等は、
個人：５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金（若しくは

これらの併科）
法人：３億円以下の罰金 14



２．商標法のうち地域団体商標制度の概要

目 的

地域ブランドを適切に保護することにより、事業者の信用の維持を図り、産業競争力の強化と経済の活性
化を支援すること

地域団体商標 民事上の請求地域団体商標

地域の名称及び商品の名称等からなる商標について、
一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等
の団体による地域団体商標を認める制度

民事上の請求

商標権者が自己の商標権を侵害された場合、
・侵害の停止又は予防の請求
・損害賠償の請求に当たっての損害額の推定、過失

の団体による地域団体商標を認める制度

地域名 + 商品等の普通名称
例） 松阪牛、紀州梅干

京人形、輪島塗 刑事罰

の推定等
が可能

侵害

草津温泉 等

地域団体商標の登録要件

刑事罰

商標権等を侵害した者：
10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。

商標権等を侵害する行為とみなされる行為を行 た者
・団体の適格性
・地名と商品の密接な関連性
・出願人の使用による一定程度の周知性の獲得
・商標全体として商品の普通名称で無いこと

商標権等を侵害する行為とみなされる行為を行った者：
５年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。

【登録査定状況（平成２４年２月７日現在）】

地域団体商標の現状
先使用の権利

出願前の使用者の保護
【登録査定状況（平成２４年２月７日現在）】

登録査定総数 ４９９件

（うち農林水産物・食品 ２６１件） 自己のために、引き続き商標の使用可能

15



３．農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の概要

目 的

適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純
公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに、農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによって一般消費者の選択
に資し、もって農林物資の生産及び流通の円滑化、消費者の需要に即した農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄与す
ること

品質表示基準 罰則までの流れ

品質表示基準違反飲食料品の品質に関する表示の
適正化を図り 般消費者の選択に

ＪＡＳ規格

農林水産大臣が制定した日本農林規格による検査に
合格した製品にＪＡＳマークを付けることを認める制度

指示 公表＋

適正化を図り一般消費者の選択に
資するため、農林物資のうち飲食
料品（生産の方法又は流通の方法
に特色があり、これにより価値が
高まると認められるものを除く。）

品位、成分、性能その
他品質についての規
格

一般
品
質

・即席めん類
・しょうゆ
・果実飲料 等

合格した製品にＪＡＳマ クを付けることを認める制度

指示に
従わなければ

命令 公表＋

の品質に関する表示

生鮮食品
品質表示基準

加工食品
品質表示基準

一定期間以上の熟成
や平飼等、特別な製
造や生産方法等につ
いての規格

特定 ・熟成ハム類
・地鶏肉

・手延べ干しめ
ん 等

原
産
地
偽
装

＝
命令に
従わなければ

罰則

自然人：１年以上の懲役又は

金

有機農法により栽培
された農産物等の規
格。指定農林物資で
ありマークが付された
食品にのみ「有機」と

有機
生
産
方
法

・有機農産物

・有機加工食
品
・有機畜産物
・有機飼料

表示事項：
・原材料名
・賞味期限
・製造者等
等

表示事項：
・名称
・原産地
等

＝

直
罰

１００万円以下の罰金

法 人：１億円以下の罰金
個別品質表示基準
（３品目）

個別品質表示基準
（50品目）

食品にのみ「有機」と
と表示できる。

生産情報（生産者情
報、給餌や動物用医
薬品の使用情報 肥

生産情報
公表

・有機飼料

・生産情報公
表牛肉

生産情報公

等

罰則

自然人 年以上の懲役又は
遺伝子組換え食品品質表示基準

薬品の使用情報、肥
料や農薬の使用状況
等）が公表される規格

・生産情報公
表農産物
等

自然人：２年以上の懲役又は

２００万円以下の罰金

法 人：１億円以下の罰金
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Ｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚ

地理的表示の保護制度について

○ＥＵ 既に保護制度を導入
しているＥＵでは・・・

共通点 保護の形態

○日本

伊勢本かぶせ茶（三重県）

地元産ｵﾘｰﾌﾞを手摘みし、
中世以来の石臼引き製法
により抽出。果実のような
豊かな甘い香りが特徴。

壷内部での発酵・熟成とい
う江戸時代後期からの伝統
的な製法。特有の香り、ま
ろやかな酸味が特徴。

収穫前の一定期間の被覆（か
ぶせ）や、鈴鹿川の豊かな水と
水はけの良い土壌が育んだ深
みのある香りと甘みが特徴。

ﾁｰｽﾞの製造過程で生じる乳
清(ﾎｴｰ)を与えた豚の肉を厳

格な管理のもと乾燥・熟成。
優れた風味と香りが特徴。

Ｖ地名と商品名が一
体不可分

Ｖ
地域特産の原料や

伝統的な製法に由
来する特性を有する
製品

Ｖ
地域における伝統
的なブランドとして
一定の社会的地位
を確立

公的主体が地理的表示
産品の品質を保証、名
称の不正使用を防止す
る等、保護制度の運用
に積極的に関与

地理的表示の不正使用
者に対する訴え（差止
請求・損害賠償請求）が
容易となる法的措置が
講じられており、刑事罰
の適用も可能

ﾄｽｶｰﾅ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ（ｲﾀﾘｱ）

鹿児島黒酢（鹿児島県）

ﾊﾟﾙﾏﾊﾑ（ｲﾀﾘｱ）

○ＥＵ

名称の特性

社会的地位

商品の特性

地理的表示の具体例

地元産ｵﾘｰﾌﾞを手摘みし、
中世以来の石臼引き製法
により抽出。果実のような
豊かな甘い香りが特徴。

ﾁｰｽﾞの製造過程で生じる乳
清(ﾎｴｰ)を与えた豚の肉を厳

格な管理のもと乾燥・熟成。
優れた風味と香りが特徴。

ﾄｽｶｰﾅ・ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ（ｲﾀﾘｱ）

ﾊﾟﾙﾏﾊﾑ（ｲﾀﾘｱ）

資料４



第２回地理的表示保護制度研究会における

ヒアリング候補案

１ 我が国において地理的表示に取り組む可能性が

高い産地関係者

① 伝統的な地域ブランド農林水産物生産者（団

体代表者）

② 伝統的な地域ブランド加工食品製造関係者

等

２ 我が国において地理的表示保護制度を導入した

場合、従来の取組に影響を受ける可能性がある販

売会社

① 外国の地名を付した名称を有する国内加工食

品関係者

② 外国の地名を付した加工食品の輸入・販売会

社関係者

等

資料 ５



 

資料６ 

地理的表示保護制度研究会の日程について 

 

 

 

 

第１回 ３月２６日（月）  座長選出 

              資料説明及び意見交換 

 

第２回 ４月下旬      関係業界からのヒアリング 

 

第３回 ５月下旬      報告書骨子案の提示・議論 

 

第４回 ６月下旬～７月上旬 報告書のとりまとめ 

 

※ なお、必要に応じ、７月下旬を目処に第５回を開催する

ことも検討。 
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