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地理的表示（ＧＩ：Geographical Indication）とは

定義：地理的表示とは、農林水産物・食品等の名称で、その名称から当該産品の
産地を特定でき、産品の品質等の確立した特性が当該産地と結び付いている
ということを特定できる名称の表示をいう。

地理的表示のイメージ －市田柿を例に－

市 田 柿
地名 ＋ 果実名

（例）

生産地 産品の特性

○自然的要因
・昼夜の寒暖差が大きいため、高糖度の
原料柿ができる
・晩秋から初冬にかけて川霧が発生し干
柿の生産に絶好の温度と湿度が整う

○人的要因
・下伊那郡高森町（旧市田村）が発祥
の「市田柿」のみを使用
・じっくりとした「干し上げ」、しっかりとした揉
み込み

・「市田柿」は特別に糖度が
高い
・もっちりとした食感
・きれいな飴色
・小ぶりで食べやすい
・表面を覆うキメ細かな
白い粉化粧

高い知名度を有
する市田柿という
名称から産地と産
品の特性がわかる

市田柿

地理的表示
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地理的表示保護制度とは

5

○ 地理的表示保護制度は、TRIPS協定でも知的財産権の１つとして位置付け。
○ 国際的に広く認知されており、世界１００か国を超える国で保護。

○ 諸外国では、地理的表示に対する独立した保護を与えている国は、100か国以上。

アジア 中東 欧州
（ＥＵを除く） ＥＵ 中南米 アフリカ

11か国 7か国 17か国 （28か国） 24か国 24か国
※ 国際貿易センター（WTOと国連貿易開発会議
（UNCTAD）の共同設立機関）調べ（平成21年）

PDO（原産地呼称保護）：特定の地理的領域で受け継がれたノ
ウハウに従って生産・加工・製造された農産物、食品、飲料が対象。

PＧI（地理的表示保護）：特定の地理的領域と密接に
関連した農産物、食品、飲料が対象。生産・加工・製造の
少なくとも一段階がその地域で行われていなければならない。

EUの地理的表示保護制度のマーク
（http://eumag.jp/issues/c1013/）

○ ＴＲＩＰＳ協定における定義（第22条１）
ある商品に関し、その確立した品質、社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原産地に主として帰せられる場合において、
当該商品が加盟国の領域又はその領域内の地域若しくは地方を原産地とするものであることを特定する表示をいう。

〔ＷＴＯ協定（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定（平成６年条約第15号）附属書１Ｃ〕

トリップス
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（ＴＲＩＰＳ協定）

諸外国における地理的表示保護制度の導入状況
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日本における地理的表示保護制度の大枠

○ 我が国においても「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（ＧＩ法）」
（平成26年法律第84号）が平成27年６月から施行。

○ 登録産品の生産者団体が定めた基準（明細書等）を満たす当該団体の構成員（生
産者）のみが当該産品の名称の表示（地理的表示（ＧＩ））を付することが可能。

○ 不正な地理的表示（類似表示を含む）は行政が取締りを行う。

○ 基準を満たす生産者だけが自らの
産品に地理的表示を使用可能。

○ 品質を守るもののみが市場に流通。
○ GIマークにより、他の産品との差別
化が図られる。

○ 訴訟等の負担なく、自分たちの
ブランドを守ることが可能。

○ 地域共有の財産として、地域の
生産者全体が使用可能。

制度の大枠 効 果

① 産品をその名称、生産地や品質等の基準
とともに登録（登免税として9万円要。更新
料は不要）。

② 基準を満たす産品には地理的表示の使用
を認め、併せてGIマークを付す。

③ 不正な地理的表示の使用は行政が取締り。

④ 生産者は既登録団体への加入等により、
自らの産品に地理的表示を使用可能。
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ＧＩ登録の主たる要件

産品が以下の基準を満たすこと
○ 品質、社会的評価その他の特性を

有し、その特性が生産地に主として帰
せられること

○ 産品が地域に定着していること
（概ね25年程度生産していること）

＊このような基準を満たす産品を「特定農林
水産物等」という

産品に関する基準

以下の場合は登録できない
○ 普通名称であるとき
○ 産品の名称が産品に関する基準を満

たす特定農林水産物等以外にも使用さ
れているとき

○ 既に商標登録されているとき（但し
、商標権者がＧＩ登録することに同意
する場合を除く）

産品の名称に関する基準

○ 生産行程を管理する生産者団体があること（法人格は問わない）
○ 生産者団体について、加入の自由が規約等に定められていること
○ 生産者団体が産品の特性を確保するために必要な規程である「生産行程管

理業務規程」を作成し、遵守できること
○ 生産者団体が生産行程管理業務を実施するために必要な経理、人員体制を

有すること

生産者団体、生産方法に関する基準
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鹿
児
島

かごしま つぼづく くろず
(7)鹿児島の壺造り黒酢

さくらじまこ
(46)桜島小みかん

へつか
(57)辺塚だいだい

か ごしまくろうし
(58)鹿児島黒牛

登録申請公示（平成30年２月７日時点）
江刺りんご 岩手県
松館しぼり大根 秋田県
対州そば 長崎県
山形セルリー 山形県

（参考）ＧＩ登録状況

北
海
道

ゆうばり
(4)夕張メロン
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(21)十勝川西長いも

青
森
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茨
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(38)飯沼栗
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(59)水戸の柔甘ねぎ

静
岡

みしまばれいしょ
(18)三島馬鈴薯
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(36)田子の浦しらす
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野
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(13)市田柿

(34)すんき
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良

み わ そうめん
(12)三輪素麺

愛
媛

い よ い と
(10)伊予生糸

福
井

よしかわ
(14)吉川ナス

や た べ
(15)谷田部ねぎ

やまうち
(16)山内かぶら

かみしょう
(43)上庄さといも

わかさ おばま こだい づけ
(45)若狭小浜小鯛ささ漬

兵
庫

たじまぎゅう
(2)但馬牛

こうべ
(3)神戸ビーフ

鳥
取

とっとりさきゅう
(11)鳥取砂丘らっきょう

山
口

しものせき
(19)下関ふく

みとう
(40)美東ごぼう

福
岡

や め でんとうほんぎょくろ
(5)八女伝統本玉露

熊
本

けんさん ぐさ
(8)くまもと県産い草

けんさん ぐさたたみおもて
(9)くまもと県産い草畳表

大
分
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(22)くにさき七島藺表

おおいた
(33)大分かぼす

石
川

か が まる
(17)加賀丸いも

のと しか がき
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岡
山
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(24)連島ごぼう

○ 平成27年12月22日からこれまでに、34道府県の58産品、１ヶ国の１産品の計59産品が登録。
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(50)堂上蜂屋柿
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○ 経済連携協定の附属書(Annex)に記載されるEU側71産品、日本側48産品について、
協定発効の日から、自国のＧＩとして保護を行う。

日EU・EPAにおけるGIの相互保護

日本 ＥＵ

ＧＩ法に基づく相互保護制度

日本でＥＵＧＩを保護
⇒ 模倣品の排除による誤認・混同の防止

ＥＵで我が国ＧＩを保護
⇒ 我が国生産者のＧＩ登録の負担軽減
⇒ ＥＵでの我が国農林水産物のブランド化

(ＥＵのＧＩ産品について、公示等の手続を行った上で、農林水産大臣が指定)

・2017年７月 日EU・EPA大枠合意
・2017年７月 EU側産品の公示手続き（～10月までの３ヶ月間）
・2017年11月 学識経験者委員会
・2017年12月 日EU・EPA交渉妥結
⇒EPAの発効と合わせて指定（保護が開始）。

・EU側71産品、日本側48産品を相互に保護することに合意。（具体的な品目は、
次項・次々項）
・協定発効後、産品追加が可能。

相互保護を行う産品について

保護の開始までの流れ

・「指定」により保護される外国の産品に
は、日本の登録標章（GIマーク）は付
けられません。

・外国産品に、外国のGIマークが付いて
いることがありますが、国内法令上、表示
の義務はありません。

指定産品のGIマークについて
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酪農製品：２７品目（チーズ２６品目、バター１品目）

食用油脂：１０品目

生鮮・水産：６品目

食肉製品：１４品目

菓子類：５品目

出典：Qualigeo Atlas. Atlas of european and non-european PDO, PGI, TSG agri-food products / MAURO ROSATI (2009)

アジアーゴ
イタリア

モッツァレッラ ディ
ブファーラ カンパーナ

イタリア

パルミジャーノ レッジャーノ
イタリア

グラナ パダーノ
イタリア

ゴルゴンゾーラ
イタリア

フォンティーナ
イタリア

ペコリーノ ロマーノ
イタリア

ブリー ド モー
フランス

カマンベール ド ノルマンディ
フランス

タレッジョ
イタリア

プロヴォローネ ヴァルパダーナ
イタリア

ペコリーノ トスカーノ
イタリア

コンテ
フランス

ダナブル
デンマーク

イディアサバル
スペイン

ロックフォール
フランス

ルブロション/
ルブロション ド サヴォワ

フランス

エメンタール ド サヴォワ
フランス

マオン メノルカ
スペイン

ゴーダ ホラント
オランダ

ケイジョ サン ジョルジュ
ポルトガル

エダム ホラント
オランダ

フェタ
ギリシャ

ケソ マンチェゴ
スペイン

ウエスト カントリー ファー
ムハウス チェダー チーズ

イギリス

ホワイト スティルトン チーズ/
ブルー スティルトン チーズ

イギリス

バター

リューベッカー マジパン
ドイツ

ブール ダルデンヌ
ベルギー

ニュルンベルガー ブラートブルスト/
ニュルンベルガー ローストブラートブルスト

ドイツ

モルタデッラ ボローニャ
イタリア

ザンポーネ モデナ
イタリア

プロシュット トスカーノ
イタリア

ティローラー シュペック
オーストリア

ジャンボン ダルデンヌ
ベルギー

ハブーゴ
スペイン

ジャンボン ド バイヨンヌ
フランス

セゲディ サラーミ/
セゲディ テーリサラーミ

ハンガリー

サーモン

リンゴ

シエラ デ カソルラ
スペイン

シュタイリッシェス キュルビスケルネール
オーストリア

メーラ アルト アディジェ/ 
スティロル アプフェル

イタリア

スコティッシュ ファームド サーモン
イギリス

日本国内で保護するＥＵ側ＧＩ ７１産品
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その他：
（フランス）カナール ア フォアグラ ド スゥドウエスト（シャロス、ガスコーニュ、
ジェルス、ランド、ペリゴール、ケルシー）
（イタリア）ブレザオラ デッラ ヴァルテッリーナ
（イタリア）プロシュット ディ サン ダニエレ
（スペイン）ギフエロ
（スペイン）ハモン デ テルエル/パレタ デ テルエル

その他：
（ギリシャ）シティア ラシティウ クリティス
（スペイン）アセイテ デル バホ アラゴン
（スペイン）アンテケラ
（スペイン）バエナ
（スペイン）プリエゴ デ コルドバ
（スペイン）シエラ デ カソルラ
（スペイン）シエラ デ セグラ
（スペイン）シエラ マヒナ
（スペイン）シウラナ

その他：
（キプロス）ルクミ イェロスキプ
（ドイツ）ニュルンベルガー レープクーヘン
（スペイン）トゥロン デ アリカンテ

その他加工品等：９品目

ヒホナ
スペイン その他：

（オーストリア）シュタイリッシャー クレン（西洋わさび）
（ドイツ）ホップヘン アウス デア ハラータウ（ホップ）
（フランス）ウィール エサンスィエル ド ラヴァンド ド オートプロヴァンス/エサンス ド
ラヴァンド ド オート プロヴァンス（精油）
（ギリシャ）マスティハ ヒウ（天然ガム）
（イタリア）アチェート バルサミコ トラディツィォナーレ ディ モデナ（バルサミコ酢）

バルサミコ酢 ドライフルーツ

アチェート バルサミコ ディ モデナ
イタリア

プルノー ダジャン/
プルノー ダジャン・ミキュイ

フランス
ホップ

ジャテツキー フメル
チェコ

サフラン

アサフラン デ ラ マンチャ
スペイン

オリーブ（実）

エリャ カラマタス
ギリシャ

梨

ペラ ロッシャ ドゥ オエステ
ポルトガル

シトリコス バレンシアノス/
シトリックス バレンシアンス

スペイン

オレンジ、マンダリン、レモン 牡蠣

ウィトゥル マレンヌ オレロン
フランス



食料産業局

Copyright 2018 Food Industry Affairs Bureau. Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

あおもりカシス
青森県

加賀丸いも
石川県

前沢牛
岩手県

紀州金山寺味噌
和歌山県

堂上蜂屋柿
岐阜県

但馬牛
兵庫県

三島馬鈴薯
静岡県

くろさき茶豆
新潟県

美東ごぼう
山口県

小川原湖産大和
しじみ 青森県

神戸ビーフ
兵庫県

下関ふく
山口県

東根さくらんぼ
山形県

木頭ゆず
徳島県

入善ジャンボ西瓜
富山県

夕張メロン
北海道

能登志賀ころ柿
石川県

みやぎサーモン
宮城県

上庄さといも
福井県

香川小原紅早生
みかん 香川県

八女伝統本玉露
福岡県

十勝川西長いも
北海道

大館とんぶり
秋田県

琉球もろみ酢
沖縄県

宮崎牛
宮崎県

鹿児島の壺作り
黒酢 鹿児島県

十三湖産大和し
じみ 青森県

大分かぼす
大分県

若狭小浜小鯛さ
さ漬 福井県

近江牛
滋賀県

くまもと県産い
草 熊本県

連島ごぼう
岡山県

すんき
長野県

桜島小みかん
鹿児島県

辺塚だいだい
鹿児島県

鳥取砂丘らっ
きょう 鳥取県

特産松阪牛
三重県

田子の浦しらす
静岡県

岩手野田村荒海
ホタテ 岩手県

鹿児島黒牛
鹿児島県

三輪素麺
奈良県

米沢牛
山形県

万願寺甘とう
京都府

奥飛騨山之村寒干
し大根 岐阜県

市田柿
長野県

西尾の抹茶
愛知県

飯沼栗
茨城県

八丁味噌
愛知県

ＥＵで保護される日本側ＧＩ ４８産品
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より高いレベルでの地理的表示の保護（１）

○ 相手国のGIについて、相互に高いレベルでの保護を行うことを確認。

●産品の基準等について明細書で規定
明細書（産地・品質基準・生産方法等を示す文書）に沿わない産品については、地理的表
示を付することができない。

●より高いレベルでの地理的表示の保護
産品への表示だけでなく、広告･インターネット等のサービス的な名称使用についても、以下のよ
うな場合は、ＧＩ侵害として、地理的表示の使用が禁止。
① 消費者に真正の地理的表示産品と誤認させるような名称の使用
② 明細書（産地・品質基準・生産方法等を示す文書）に沿わない産品については、
ア） 真正の産地を記載している場合
イ） 翻訳、音訳である場合
ウ） ～種、～タイプ、～スタイル等の表現を伴う場合
であっても、ＧＩ侵害とする。

③ いかなる方法によるかを問わず、競争者の商業上の活動との混同を生じさせるようなすべて
の行為は、不正競争行為として禁止される。（パリ条約第10条の2、不正競争防止法第2
条）

13
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より高いレベルでの地理的表示の保護（２）－１

・明細書（産地・品質基準・生産方法等を示す文書）の内容に沿わない産品については、地理的表示
を付することができない。
・日本において適用されるEU産品の明細書の内容は、農林水産省のHPで公示（名称・生産地・生産
方法等）されているもの。

（例）明細書の記載例

●Jamón de Teruel/Paleta de 
Teruel 明細書（抜粋）

（2）生産方法
○原材料
本産品の製造に適した豚は、以下の
豚種の交配から得られる。
・雌豚：ランドレース種、ラージホワイト
種、又は両種の交雑種。
・雄豚：デュロック種。

テルエル県の農場で生まれ肥育され、
そしてテルエル県内にある施設で食肉処
理された豚のみが、本産品の原料とな
る。

・Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

(ハモン デ テルエル/パレタ デ テルエル)
スペイン 生ハム

テルエル県の農場で肥育されたランドレース種の雌豚

PDO産品

他国/他地域の原料豚

▼ Jamón de Teruel/Paleta de Teruel(ハモン デ テルエル/パレタ デ テルエル)は、明細書において、原料の生産範囲
や品種が規定されており、この規定を満たさない原料が使用されている場合、地理的表示を使用出来ません。

他系統の原料豚

テルエル県内にある
施設で食肉処理

14
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より高いレベルでの地理的表示の保護（２）－２

15

・Comté （コンテ）
・Roquefort（ロックフォール）
・Asiago (アジアーゴ)
・Fontina （フォンティーナ）
・Grana Padano (グラナ パダーノ)
・Mozzarella di Bufala Campana（モッツァレッラ ディ ブ

ファーラ カンパーナ）
・Parmigiano Reggiano (パルミジャーノ レッジャーノ)
・Pecorino Toscano (ペコリーノ トスカーノ)
・Taleggio （タレッジョ)
・Edam Holland （エダム ホラント）
・Gouda Holland （ゴーダ ホラント）
・Queso Manchego （ケソ マンチェゴ）

●右記のチーズについては、日本国内での流通
実態に鑑み、上記の例のように国内でカット・ス
ライス等が行えるよう明細書の適用について調
整期間を確保しています。
●協定発効後３年以内に、日EU双方が状況
についてレビューを実施し、７年間の調整期間
終了までに双方が合意できる解決策を導くことと
しています。

（例２）明細書の記載例
●Roquefort 明細書（抜粋）

（2）生産方法
ロックフォール＝シュル＝スールゾンの自治体にお
いてのみ、本チーズの熟成、保管、カット、調整、
販売前の事前包装及び包装がなされる。

（注：上記下線部については、日本国内での
消費を目的として、日本国内でカット、販売前
の事前包装及び包装等が行われる場合には適
用しない。）

・Roquefort（ロックフォール）

フランス チーズ

▼ Roquefort（ロックフォール）は、明細書において、熟成・保
管、調整を行うべき地域の範囲が明記されており、この地域外で
本工程を行う場合、地理的表示を使用出来ません。

ただし・・・
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より高いレベルでの地理的表示の保護（３）

●消費者に真正の地理的表示産品と誤認させるような名称の使用は、GI侵害として規
制の対象。

16

（例）GI侵害の例

▼ゴーダチーズにオランダの国旗等を付け、消費者に真正の地理的表示産品と誤認をさせるような表示を行う
ことは、GI侵害となり得ます。

「アルデンヌ地方の風薫るベルギー産生ハム」・Jambon d'Ardenne

（ジャンボン ダルデンヌ）

（例）指定される名称 （例）GI侵害の例

▼ベルギー産の非GIハムに、アルデンヌ地方で生産されたハムであると誤認させるようなものも規制対象です。

ベルギー 生ハム

・Gouda Holland
（ゴーダ ホラント）

オランダ チーズ

（例）指定される名称

ゴーダチーズ
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より高いレベルでの地理的表示の保護（４）

●明細書（産地・品質基準・生産方法等を示す文書）に沿わない商品については、
（１）真正の産地を記載している場合であっても、ＧＩ侵害とする。

17

「○○県産ゴルゴンゾーラ」・Gorgonzola

（ゴルゴンゾーラ）

（例）指定される名称 （例）GI侵害の例

▼「○○県産」として、真正の産地を記載している場合であっても、明細書に沿わない商品（指定された生産
地の外で生産されたナチュラルチーズ）にゴルゴンゾーラの名称を使用することは、GI侵害となります。

「○○県産アルデンヌバターを使用した
パンケーキ」

・Beurre d'Ardenne

（ブール ダルデンヌ）

（例）指定される名称 （例）GI侵害の例

▼加工品に真正の産地を記載している場合についても同様にGI侵害となります。

イタリア チーズ

ベルギー バター
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より高いレベルでの地理的表示の保護（５）

●明細書（産地・品質基準・生産方法等を示す文書）に沿わない商品については、
（２）翻訳、音訳である場合であっても、ＧＩ侵害とする。

18

英訳の「Feta」も規制の対象です。・Φέτα（フェタ）

「トスカーノハム」
等も規制の対象です。

・Prosciutto Toscano

（プロシュット トスカーノ）

（例）指定される名称 「翻訳」の例

「ザーツ ホップ」、「Saaz Hops」
等も規制の対象です。

・Žatecký chmel

（ジャテツキー フメル）

ギリシャ チーズ

チェコ ホップ

なお、物を表す一般的な用語（「ハム」「バター」等）の翻訳等は、それ単体では保護の対象となりません。
例えば、以下のものが該当します。
・「プロシュット」「ジャンボン」「ハモン」⇒「ハム」の翻訳
・「バルサミコ」⇒酢の種類を指す語

イタリア 生ハム
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より高いレベルでの地理的表示の保護（６）

●明細書（産地・品質基準・生産方法等を示す文書）に沿わない商品については、
（３）～種、～タイプ、～スタイル等の表現を伴う場合であっても、ＧＩ侵害とする。
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「ゴルゴンゾーラへのオマージュを込めた
国産ブルーチーズ」

・Gorgonzola

（ゴルゴンゾーラ）

（例）指定される名称 （例）GI侵害の例

マジパン・リューベッカースタイル・Lübecker Marzipan

（リューベッカー マジパン）

（例）指定される名称 （例）GI侵害の例

ドイツ 菓子類

イタリア チーズ
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より高いレベルでの地理的表示の保護（７）

〇 現行のGI法上、規制対象とされている産品への表示だけでなく、広告等につい
ての地理的表示についても規制の対象。

（現在）
・地理的表示及びＧＩマークの規制
は、ＧＩ産品の直接の販売・流通に
限定。

20

（合意内容）
・広告・インターネット等のサービス的な名称
使用についても規制の対象(詳細は検討中)

●広告での地理的
表示の使用

●インターネット販売
のためのウェブサイト
での地理的表示の使用

○○りんご

●産品又はその包装等への地理的
表示の使用

●外食メニュー
での地理的表示の使用
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先使用について、7年間の経過期間を設定

〇地理的表示の保護の前から使用されていた、同一・類似名称（先使用）について、

日EU・EPA発効後、7年間の経過期間を経た後は、地理的表示の使用を禁止。

（現在）
・先使用の経過期間の規定無し

21

（合意内容）
・先使用について、7年間の経過期間を設定
・ただし、協定相手国の法令に違反している産品につ
いては、先使用は適用されず、発効後即時に禁止。

▼以上の合意の内容等を踏まえて、我が国における地理的表示の保護の強化を
図るため、地理的表示法の改正の検討を進めます。

・現行のGI法上、登録/指定産品と同一又は類似の名称を、当該登録/指定の前から使用し
ていた場合であって、以下の要件を満たした場合は、当該名称を引き続き使用可能です。
（１）不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正の目的でない場合
（２）業務としての継続・反復性が認められるもの

先使用とは

不正の目的とは
・先使用の使用停止の見返りを求めたり、ブランド評価をおとしめるための名称使用
・公示開始後の名称使用など、GIブランドにフリーライドすることを目的とした名称使用 などをいいます。
→公示開始 (2017年7月11日)以後に名称の使用を開始した場合は悪意と推定されます。
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その他のルール

指定産品を主な原材料として使用した加工品（指定に係る特定農林水産物等を主な原料若しくは材
料として製造され、若しくは加工された農林水産物等）には、地理的表示を付することができます。

22

「メーラ アルト
アディジェ のジャム」

・Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

（メーラ アルト アディジェ / スティロル アプフェル）

（例）指定される名称 加工品の例

イタリア リンゴ

●指定産品を原料とする加工品について

少なくとも、以下の場合には、ＧＩとして保護することが求められません。
（１）植物品種や動物の血統名である場合
（２）一般名称の場合

●ＧＩ保護の拒絶要因

保護されているＧＩと同一・類似名称の商標出願があった場合、当該商標が、ＧＩ産品の品質に誤認
を与える場合、当該商標出願は拒絶されます。

●商標との関係
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補足：指定産品を主な原料として使用した加工品について
○指定産品を主な原材料として使用した加工品として地理的表示を使用することができるのは、当該加工
品に、指定産品の特性を反映させるに足りる量の指定産品が原材料として使用されている場合です。

○この「指定産品の特性を反映させるに足りる量」とは、
（ア）加工品の全体重量に占める割合
（イ）加工品の原材料のうち、登録産品と同一の種類の原材料に占める割合
が基準となります。
※（ア）については、加工品の種類と指定産品の性質に応じて、適切な割合は異なります。
※（イ）については、指定産品と同一の種類の原材料のうち、半量を下回る場合であっても、特性を反映させるに足りると認められる場合は当該加工品に地理的表示を付
すことができる場合があります。

○なお、消費者の誤認を避けるため、真正品の使用割合を明記してください。

23

▼（例）加工品に、イタリアの真正品ゴルゴンゾーラが６０％使用された「デンマーク産ゴルゴンゾーラチーズパウ
ダー」を使用する場合は、指定産品を主な原材料として使用したものとして、「ゴルゴンゾーラ」の名称を使用することが
できます。
「イタリア産ゴルゴンゾーラ」

６０％

１０％ １５％ １５％

ドイツ産、デンマーク産、イギリス産
のナチュラルチーズ

「デンマーク産ゴルゴンゾーラ
チーズパウダー」 日本に輸入して

加工品に使用

「ゴルゴンゾーラ・チップス」

デンマークにて加工

パッケージ等に記載
「チーズ中にゴルゴンゾーラ６０％使用」
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保護される地理的表示について（１）

〇EU側GIの具体的な保護の内容については、日本の市場の流通実態や意見書の内容
を踏まえ、現行の地理的表示法に基づき以下の通りとする。

（１）普通名称と認識されている以下の語（下線部）については、真正品との誤認混同を
生じない限り、地理的表示の保護は及ばない。

24

・「○○県産カマンベール」

・「カマンベール風チーズ」

・Brie de Meaux
（ブリー ド モー）
・Camembert de Normandie
（カマンベール ド ノルマンディ）
・Emmental de Savoie
（エメンタール ド サヴォワ）
・Mozzarella di Bufala Campana
（モッツァレッラ ディ ブファーラ カンパーナ）
・Provolone Valpadana
（プロヴォローネ ヴァルパダーナ）
・West Country farmhouse Cheddar cheese
（ウエスト カントリー ファームハウス チェダー チーズ）
・Edam Holland
（エダム ホラント）
・Gouda Holland
（ゴーダ ホラント）

該当名称（下線部） （例）

・左記の表で下線が引かれている「カ
マンベール」の語については、普通名
称であるため、保護の対象となりませ
ん。

・ただし、「カマンベール ド ノルマンディ」
と誤認混同するおそれのある表示は、
GI侵害となります。

・「ノルマンディ風カマンベール」
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保護される地理的表示について（２）

（２）複数の語からなる下記の名称の一部のみの使用については、類似名称とは見なさず、
地理的表示として保護しないことを確認
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・「ロマーノチーズ」

・「ペコリーノチーズ」

・「Grana Padano」の「グラナ」の部分
・「Pecorino Romano」「Pecorino Toscano」

の「ペコリーノ」「ロマーノ」の部分
・「Nürnberger Bratwürste / Nürnberger

Rostbratwürste」の「ニュルンベルガー」
「ブラートブルスト」「ローストブラートブル
スト」の部分

・「Mortadella Bologna」の「モルタデッラ」
「ボローニャ」の部分

該当名称

（使用例）

・「Roman Style ペコリーノチーズ」
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保護される地理的表示について（３）

（３）ハードチーズの名称として「パルメザン」という単体名称を使用することは、Parmigiano Reggiano
（パルミジャーノ レッジャーノ）と誤認させる名称の使用方法でない限り問題ない。

26

・Parmigiano Reggiano

（パルミジャーノ レッジャーノ）

該当名称 →我が国で流通しているいわゆるパルメザンチーズ」とは別のチーズ。

・Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians
（シトリコス バレンシアノス / シトリックス バレンシアンス）

※オレンジの品種名として「バレンシア」が使用可能。
・Ελιά Καλαμάτας（Elia Kalamatas）（エリャ カラマタス）

※オリーブの品種名として「カラマタ」が使用可能。
・Pêra Rocha do Oeste（ペラ ロッシャ ドゥ オエステ）

※梨の品種名として「ロッシャ」が使用可能。

該当名称

（４）品種名称として同一名称が使用されている産品については、品種としての名称使用は地理的表
示の保護の対象外。

イタリア チーズ

（例）GI侵害の例

→ Parmigiano Reggiano（パルミジャーノ レッジャーノ）と誤認させる名称の使用は

規制の対象。

パルメザンチーズ～ Authentic Italian ～

オリーブ（実）

エリャ カラマタス
ギリシャ

梨

ペラ ロッシャ ドゥ オエステ
ポルトガル

シトリコス バレンシアノス/
シトリックス バレンシアンス

スペイン

オレンジ、マンダリン、レモン



３．現行GI法に基づく
地理的表示(GI)の適切な表示について
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生産業者・登録生産者団体の義務

○ 生産業者は、明細書に定められた生産地、生産の方法等を遵守。
○ 登録生産者団体は、自らが定めた生産行程管理業務規程に従い、明細書に適合した生産が

行われていることを確認。あわせて、地理的表示及びＧＩマークが適正に表示されているこ
とを確認することで、産品の品質と適正な表示を管理する必要。

○ 毎年１回、国に実績を報告する必要。

適切な生産行程管理が行われて
いない場合は措置命令

従わない場合には登録取消しも

生産者団体

明細書に従った
生産の実施 ・生産地、生産の方

法等の確認と指導
・地理的表示、ＧＩ
マークの確認と指導

生産の方法、適正な
表示の方法について構
成員間で周知・徹底

毎年、実績報告書の提出

生産行程管理の状況の確認

28
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流通・販売事業者・輸入業者の義務

○ 登録された地理的表示は、生産業者のみならず流通・販売事業者にも知的財産としての保護義務（名称
使用の制限と登録名称を表示する場合のＧＩマークの貼付義務）がかかる。

○ ＧＩ産品を用いた加工品には、ＧＩマークを付すことはできない。
○ 輸入業者には、地理的表示又はＧＩマークが不正に使用された産品を譲渡等することが規制される。

適切な表示が行われていな
い場合は措置命令

従わない場合には罰則も

加工

ＧＩ登録産品を主な原料として加工・製造されたもののみに当該ＧＩ名
称を表示することが可能。ただし、ＧＩマークを付すことはできない。

地理的表示とＧＩマークは一体で流通する必要（どちらか一方のみで流通させることはできない。）

小分けなどにより、流通・販売段階で新たに（改めて）地理的表示を付す場合にも、地理的表示とＧ
Ｉマークを合わせて表示する必要（この際、仕入れ伝票等で真正なＧＩ産品であることを確認できるこ
とが必要）

流通 販売

非登録産品や生産行程管理を受けない産品には、地理的表示やＧＩマーク、これらと類似する表示
をすることはできない

29

輸入業者

地理的表示又はＧＩマークが不正に使用された輸入産品の譲り渡
し、譲り渡しの委託、又は譲り渡しのための陳列が規制される。
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不正使用への対応

農林水産大臣

○ ①登録を受けた団体の構成員が基準を満たしていない産品に「地理的表示」を付して産品を販売
②登録を受けた団体の構成員でない生産・加工業者が「地理的表示」を付して産品を販売

等の不正使用が行われていることを知った者は農林水産大臣（省）にその旨を通報。
○ 農林水産大臣は不正使用を行っている生産・加工業者に対し、不正表示の除去又は抹消を命令。
○ 輸入業者により輸入されたＧＩの付された模倣品の譲渡し等を禁止。

→従わない場合は罰則も。

産品 不正表示産品不正表示産品

登録生産者団体 その他生産者団体 輸入業者

②調査の上、
地理的表示又はこれに類する表示の除去又は抹消命令

①
不
正
表
示
に
関
す
る
通
報

③表示の除去
又は抹消

地理的表示の不正使用を知った者

輸入された
不正表示産品

③表示の除去
又は抹消
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③表示の除去
又は抹消
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不正使用に対する罰則

○ 地理的表示及びGIマークの不正使用に対しては、措置命令を行い、改善されな
い場合には罰則が科されることとなる。

○ 地理的表示の不正使用

○ 標章（GIマーク）の不正使用（不使用含む）

農林水産大臣
による命令

・個人： ３年以下の懲役
又は

300万円以下の罰金

・団体： １億円以下の罰金

① 不正使用者に対する
行政措置

③ 罰則

② 命令違反

農林水産大臣
による命令

・個人： ５年以下の懲役
又は

500万円以下の罰金

・団体： ３億円以下の罰金

① 不正使用者に対する
行政措置

③ 罰則

② 命令違反

（併科可）
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具体的な地理的表示及びＧＩマークの表示伝達方法

○ 地理的表示について、生産業者は登録産品又はその包装、容器若しくは送り状（以下「包装等」とい
う。）に地理的表示を付すことが出来る。また、当該生産業者から当該登録産品を直接又は間接に譲り受け
た者（流通業者、小売業者等）についても、地理的表示を付すことが出来る。

〇 ＧＩマークについて、生産業者は登録産品又はその包装等に地理的表示を付す場合には、当該登録産品又
はその包装等にＧＩマークを付さなければならない。また、当該生産業者から当該登録産品を直接又は間接
に譲り受けた者についても、同様に付さなければならない。
（※指定によるＧＩ産品には、日本のＧＩマークを付けることはできない。）

事例１（生産業者において地理的表示とＧＩマークを付す場合）①

生産業者 流通業者 小売業者

○○りんご○○りんご

＋送り状にも
「○○りんご」と表示

＋ＰＯＰにも
「○○りんご」と表示

送り状に
ＧＩマー
クは任意

ＰＯＰに
ＧＩマー
クは任意

○○りんご

箱に表示
箱のまま販売

登録産品の容器包装（箱及び個包装等）に地理的表示及びGIマークが適正に表示され、購入者が納
品時及び陳列状況により真正な登録産品であることを認識できる場合は、出荷時に同梱する送り状や小売
店内の値札及びPOPに地理的表示を表示していても、GIマークを付す必要はありません（付すことも可）。

箱のまま販売
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具体的な地理的表示及びＧＩマークの表示伝達方法

＋ＰＯＰに
「○○りんご」と表示

ＰＯＰに
ＧＩマー
クは任意

○○りんご

箱及び各りんご
に表示

箱から取り出し陳列し
て販売
(箱は陳列表示せず)

各りんご及び箱に付された地理的表示及びＧＩマークで真正な登録産品であるかの判断が可能であることから、流通・小
売業者が送り状やＰＯＰに地理的表示を表示したとしてもＧＩマークは任意

○○りんご

○○りんご

○○りんご

＋送り状にも
「○○りんご」と表示

送り状に
ＧＩマー
クは任意

事例２（生産業者において地理的表示とＧＩマークを付す場合）②

生産業者 流通業者 小売業者

送り状に
「○○りんご」と表示

○○りんご

箱に表示
箱から取り出し小
分けして袋詰めし
袋には表示無し

袋詰めのまま販売

ＰＯＰ又は小袋に
「○○りんご」と表示

ＰＯＰ又は
小袋にＧＩ
マークが必要

流通業者が箱からりんごを取り出し小分けしたため、りんごには何も表示が付されていない状態であり、これを流通させると小
売業者では真正な産品であるか確認出来ないため、送り状に地理的表示及びＧＩマークを表示する必要がある。小売業者
については、事例２と同様にＰＯＰ又は小袋に地理的表示を付した場合は、ＧＩマークも表示する必要がある。

送り状に
ＧＩマー
クが必要

事例３（流通業者において地理的表示とＧＩマークを付す場合）①

生産業者 流通業者 小売業者
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具体的な地理的表示及びＧＩマークの表示伝達方法

○○りんご

箱に表示
箱から取り出し小
分けし袋詰めして
流通 ○○りんご

○○りんご

袋詰めのまま販売

＋ＰＯＰに
「○○りんご」と表示

ＰＯＰに
ＧＩマー
クは任意

袋に
「○○りんご」と表示

袋にＧ
Ｉマーク
が必要

事例４（流通業者において地理的表示とＧＩマークを付す場合）②

生産業者 流通業者 小売業者

○○りんご
ＰＯＰに
「○○りんご」と表示

ＰＯＰに
ＧＩマー
クが必要

○○りんご

箱に表示

小売業者が箱からりんごを取り出し陳列したため、りんごには何も表示が付されていない状態であり、これにＰＯＰで地理的
表示を表示すると、このＰＯＰでしか真正な産品であるか確認出来ないため、ＰＯＰにＧＩマークを表示する必要がある。
（箱のＧＩマークを切り取り使用することも可）

事例５（小売業者において地理的表示とＧＩマークを付す場合）①

生産業者 流通業者 小売業者
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箱から取り出し陳列し
て販売
(箱は陳列表示せず)
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具体的な地理的表示及びＧＩマークの表示伝達方法

○○りんご○○りんご

箱に表示
箱から取り出し小
分けして袋詰めで
販売

袋に
「○○りんご」と表示

袋にＧ
Ｉマーク
が必要

○○りんご

事例６（小売業者において地理的表示とＧＩマークを付す場合）②

生産業者 流通業者 小売業者

○○りんご○○りんご

地理的表示及び
ＧＩマークを付さず
に出荷

箱のまま販売

流通・小売業者が地理的表示及びＧＩマークを付す場合、①表示を付す産品が真正な登録産品であるか生産業者等に
確認する必要がある。②真正な登録産品であることを示す書類（伝票や証明書等）や新たに表示を付した事実及び表示
前後の商品の一致がわかる書類（作業日誌等）等を保存しておくことが望ましい。

箱に地理的表示
及びＧＩマークを
付す場合

事例７（生産業者において地理的表示とＧＩマークが付されない場合）

生産業者 流通業者 小売業者
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広告、インターネット販売、外食業等におけるGIマークの使用に関するガイドライン（概要）

ガイドラインの対象

農林水産省への使用申請と許諾

ＧＩマーク使用の注意点

〇流通業者、消費
者等への認知度
向上

〇消費者の目に触
れる機会が多い
広告や外食のメ
ニュー等でＧＩ
マークの使用基
準がない

・使用する事業団体ごとでの申請が可能
（支店や店舗ごとの申請は不要）

・ＧＩ産品ごとの申請は必要なし
※使用の方法や申請手続については、「広告、インタ
ーネット販売、外食業等におけるＧＩマークの使用に
関するガイドライン」を参照

販売店・インターネット販売・飲食店に
おいて、ＧＩマークを活用してＧＩ産品を
提供することが可能に。

ＧＩ制度の課題
ＧＩマークは、ＧＩ産品と一体的に付すことが必要。
（何がＧＩ産品なのか誤解を与えないため）
ＧＩ産品を使用した加工食品の包装等に直接ＧＩマー
クを付すことはできない

③飲食店のメニュー

②インターネット
販売

①広告でＧＩ産品
をＧＩマークと
ともに宣伝

農林水産省ＧＩマーク
使用事業者 ＧＩマークの使用前に

許諾

〇 ＧＩマークをＧＩ産品の積極的な販売に活用するため、広告、インターネット販売、外食業等に
おけるＧＩマークの使用に関するガイドラインを平成29年７月19日に公表

○ これにより、ＧＩ制度の流通・販売事業者、外食事業者、消費者への認知度向上も期待

申請

〇〇メロン

〇〇メロン

〇〇カシス

ＧＩ産品
「〇〇ビーフ 使用」

④ＧＩ産品を使用
した加工品、料
理などの販売

ガイドライン公表
により、ＧＩマー
クの活用を促し、
ＧＩ産品の販売
促進・ＧＩ制度
全体の認知度の
向上を目指す
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