
1 
 

     

規制の事後評価書 

 

法律又は政令の名称:特定農林水産物等の名称の保護に関する法律            

規 制 の 名 称：特定農林水産物等の名称の保護に関する法律に基づく地理的表示と GI

マークの使用規制                                     

規 制 の 区 分：新設、改正（拡充、緩和）、廃止 ※いずれかに○印を付す。 

  担 当 部 局：農林水産省食料産業局知的財産課                        

  評 価 実 施 時 期：2021 年１月～３月                         

 

１ 事前評価時の想定との比較 

① 課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響及び想定外の影響

の発現の有無 

規制の事前評価後、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による影響が

生じている場合、その影響について記載する。また、規制の事前評価時には想定し

ていなかった影響が発現していないかを確認し、発現の有無及びその内容を記載す

る。 

 

事前評価時点では平成 26 年度に施行された特定農林水産物等の名称の保護に関

する法律により、登録された特定農林水産物等の基準に適合しない農林水産物等に

地理的表示を付すことを禁止し、その違反に対する罰則等の措置を設ける、一方で

基準に適合する農林水産物等には地理的表示を付すことができるとともに、当該農

林水産物等又は包装等に登録標章（GI マーク）の貼付義務を課すこととした。 

現在においては、日 EU・EPA 協定（平成 31 年 2 月 1 日発効）による高いレベルで

の GI の相互保護について合意し、先使用品についての名称の使用期間を日 EU・EPA

発効後、７年間に制限するほか、広告等のサービス分野における名称の使用や、GI

登録産品であるかのように公衆を誤認させる手段についても規制する一方、登録標

章については貼付義務から緩和し、特定農林水産物等又は包装等に使用することが

できるとした。 
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② 事前評価時におけるベースラインの検証 

規制の事前評価後、大幅な社会経済情勢等の変化による影響があった場合は、こ

れを差し引いた上で、事後評価のためのベースライン（もし当該規制が導入されな

かったら、あるいは緩和されなかったらという仮想状況）を設定する。 

 

事前評価時は、当該規制を講じなかった場合のベースラインとして、特定農林水

産物等として保護対象となり得る地域特産品について、その価値を有する産品の品

質への評価及び地域共有の知的財産としての保護がなされないことにより、当該産

品が築き上げた信用と名声に便乗して利益を得ようとするフリーライド等が発生

し、地域特産品の価値の毀損が継続することなることを設定していた。現在もその

リスクは存在し続けており、ベースラインに変化は生じていない。 

 

③ 必要性の検証 

規制の事前評価後に生じた、課題を取り巻く社会経済情勢や科学技術の変化による

影響又は想定していなかった影響の発現を踏まえた上で、当該規制の必要性につい

て改めて検証し、記載する。 

 

規制の事前評価後、日 EU・EPA 協定による高いレベルでの GI の相互保護について

の合意により、新たな規制を設ける一方、登録標章については義務化から任意とな

ったが、地理的表示保護制度は、WTO 協定の附属書の一つである TRIPS 協定におい

ても知的財産の１つとして位置づけられ、世界 100 か国を超える国で保護されるも

のであり、国内外の地理的表示を保護する重要性に変わりはない。 

登録産品も平成 27 年６月の制度開始からこれまでに、40 都道府県の 97 産品、１

か国１産品の計 98 産品と増加しており、今後も同様のペースで登録産品の数が推移

するものと考えられ、登録産品の増加によりますます地理的表示の適切な保護の重

要性は強まっていくことになる。 

 また、実際に登録された産品については、不正表示監視業務において、非真正品

に対する指導や登録生産者団体による一部の GI マークの添付漏れなどを指導・助言

することで、制度周知を図ると同時に市場に新製品がわかりやすく流通するように

努めた。 

真正な登録産品の流通と健全な市場、需要者を保護する観点からも、現在におい

ても、地理的表示の保護のため、本規制は引き続き必要である。 
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２ 費用、効果（便益）及び間接的な影響の把握 

④ 「遵守費用」の把握 

「遵守費用」、「行政費用」について、それぞれ定量化又は金銭価値化した上、把

握することが求められるが、特に「遵守費用」については、金銭価値化した上で把

握することが求められる。その上で、事前評価時の費用推計と把握した費用を比較

し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

地理的表示の登録を受けるために要する費用として、登録免許税 90,000 円を要す

る。また、特定農林水産物等（以下、「GI 登録産品」という。）について、特定農林

水産物又は包装等に登録標章を貼付する費用については、販売戦略等によるデザイ

ンの刷新がない限りは既存のデザインに登録標章を印字するものであり、費用は発

生していない。なお、現在においては登録標章については義務化から任意となって

いる。また、地理的表示である産品の名称そのものについては、GI 申請前から同様

の名称を使用しているものも多く、本規制を理由とした名称改定に伴う費用等は少

ないものと推察される。 

また、GI 登録時においては新聞やテレビ、インターネットなど様々なツールで、

GI登録産品が紹介される。これを契機として生産者団体では GI登録産品の幟や POP、

パンフレットといった販売促進ツールを作成し、東京を始めとした首都圏など大消

費地に向けて GI 登録産品の PR を行い、メディアによる宣伝効果と併せて販路拡大

に繋げている。 

 

⑤ 「行政費用」の把握  

行政費用については、定量化又は金銭価値化した上、把握することが求められる。

特に規制緩和については、緩和したことで悪影響が発生していないか等の観点から、

行政としてモニタリングを行う必要が生じる場合があることから、当該規制緩和に

基づく費用を検証し「行政費用」として記載することが求められる。また、事前評

価時の費用推計と把握した費用を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

農林水産大臣が地理的表示の登録を行うに際し要する費用については、417,394

円（国家公務員の平均給与月額）×５人（現在、審査業務を行っている本省の職員

の人数）により、約 2,100,000 円と推測される。 

また、地理的表示の不正使用に対する費用については、417,394 円（国家公務員

の平均給与月額）×12 人（現在、監視・監督業務を行っている本省及び地方農政局

の職員の人数）により約 5,000,000 円と推測される。 
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⑥ 効果（定量化）の把握 

規制の事前評価時に見込んだ効果が発現しているかの観点から事前評価時に設定

した指標に基づき効果を可能な限り定量的に把握する。また、事前評価時の効果推

計と把握した効果を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

 

不正表示監視業務として、不正表示通報窓口に寄せられた疑義情報から疑義事業

者及び関係先である小売事業者、卸売事業者及び生産業者並びに GI 登録生産者団体

に対し、事実確認のため立入検査を実施した。 

具体的には、GI 保護制度の認識不足により、仕入先から GI 登録産品である旨の

伝達を受けていたが、プライスラベルに以前から使用している類似名称を表示した

ケースや、仕入先から GI 登録産品とは異なる名称での伝達を受けていたものの、プ

ライスラベルに以前から使用していた地理的表示を表示したケースがあり、立ち入

り検査による指導によって店頭における速やかな表示の是正が図られた。 

また、一部の GI 登録生産者団体については、一部の GI 登録産品における GI マー

クの貼付漏れが確認されたものがあり改めて生産行程管理の徹底を指導したこと

で、真正品であることの明確化が図られた。 

なお、検査対象となった全ての事業者に対し、GI 保護制度の啓発を行ったことで、

当該事業者及びその関係者の GI 保護制度に対する理解がより深まった。 

 品質管理業務にかかる立入検査も実施し、検査の結果、GI 登録産品の生産基準、

出荷基準及び地理的表示等の確認業務等に関するルールについて、自らが定めてい

る生産行程管理業務規程に基づく管理の一部が不適正であった GI 登録生産者団体

が散見された。 

具体的には GI 登録生産者団体が、GI 登録生産者団体の構成員である生産業者が、

地理的表示と類似する名称を使用していたケースや包材切り替え過渡期のため、地

理的表示を使用しているが GI マークの貼付ができていなかったケースなどがあっ

た。 

上記の事案が確認された GI 登録生産者団体に対しては、立入検査時に指導を実施

しており、次年度の定期検査等で改善状況を確認することとし、より正確な地理的

表示が行われるようも取り組んだ。 

以上のような取組の結果、市場から疑義のある商品が排除され、真正な GI 登録産

品のより確かな名称の保護が可能となり、市場における需要者の誤認混同が避けら

れた。 

総じて、GI 登録生産者団体によるその構成員への研修や生産行程管理業務規程の

周知の成果もあり、GI 登録生産者団体及びその構成員のＧＩ保護制度への理解度は

向上し、地理的表示及び GI マークの表示も順調に進んでいると考えられる。 

しかしながら、GI 登録産品を取り扱う流通事業者等においては、依然として GI

保護制度の認識不足が散見されることから、GI 登録生産者団体はもとより、今後も
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引き続き、流通業者等の事業者団体や案件ごとに立入検査を実施した個々の事業者

に対し普及啓発を行い、GI 保護制度の適正な運用を推進していくこととしている。 

 

⑦ 便益（金銭価値化）の把握 

把握された効果について、可能な限り金銭価値化して「便益」を把握することが

望ましい。なお、緩和により削減された遵守費用額は便益として把握する必要があ

る。また、事前評価時の便益推計と把握した便益を比較し、かい離がある場合、そ

の理由を記載する。 

 

地理的表示法に基づき産品が登録された場合、GI 登録産品を販売等する者は「地

理的表示」を使用できるが、それ以外の者による地理的表示の使用は類似表示等を

含めて原則として規制されているため、他の類似品と明確に差別化できていること

から、高付加価値品として価格の上昇や取引が拡大している事例※２が確認でき、GI

登録を機に、生産者団体自ら産品の価値を再認識することで、品質管理重要性の認

識の高まりや、より良い産品を生産しようとする意欲の高まりから更なる管理体制

の強化、品質向上など高付加価値化へ繋がるケースも見られた。 

※２ 山形県の「東根さくらんぼ」が 2017 年に築地市場で歴代 高値を記録した。また、長野

県に「市田柿」の 2018 年輸出額が前年比 1.8 倍増等の事例あり。 

 

⑧ 「副次的な影響及び波及的な影響」の把握 

副次的な影響及び波及的な影響を把握し、記載する。また、規制の事前評価時に

意図していなかった負の影響について把握し、記載する。さらに、事前評価時に想

定した影響と把握した影響を比較し、かい離がある場合、その理由を記載する。 

※ 波及的な影響のうち競争状況への影響の把握・分析の方法については、公正取

引委員会が作成するマニュアルを参照のこと。 

※ 規制の事前評価時に意図していなかった負の影響の把握については、ステーク

ホルダーからの情報収集又はパブリックコメントなどの手法を用いることにより

幅広く把握することが望まれる。 

 

 現時点においても、副次的及び波及的な負の影響は生じていないと考えられる。 

また、GI 登録を契機とした価格の上昇や取引の拡大から、若手の生産者の意欲が

高まり、後継者の新規就農による生産量の増加に繋げようとする生産者団体もあり、

実際に担い手が増加しているといった事例※３も見られた。 

更にメディア等での紹介から近隣の GI 登録生産者団体による積極的な情報交換

等を通じて GI 登録産品のコラボ商品を商品化に繋げた事例※４も見られた。 
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今後の産品数の増加や更なる制度の普及によって、これら副次的な影響も強まる

ことが期待できる。 

※３ 石川県の「能登志賀ころ柿」は減少が続いていた生産者が登録後に 12 名増等の事例あり。 

※４ 静岡県の「三島馬鈴薯」と「田子の浦しらす」のコラボで「GI コラボコロッケ」を商品

化。 

 

３ 考察 

⑨ 把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づく妥当性の検証 

把握した費用、効果（便益）及び間接的な影響に基づき、規制の新設又は改廃の

妥当性について考察を行う。また、考察に基づき、今後の対応について検討し、そ

の結果を記載する。 

 

当該規制に伴い発生した費用は、遵守費用としての登録免許税と行政費用として

の人件費が主であり、GI 登録産品の生産者団体に対して過剰な負担を強いるもので

はない。一方、農林水産物の流通についてもグローバル化し、優れた産品の情報が

容易に入手できる今日においては、模倣品の製造や類似名称などが容易に使用でき

る状況にあり、何らの規制がない場合は常のそのリスクが生じる中で具体的な対応

策が取れないことになりかねない。 

国内の優れた産品の名称保護や、外国産品を含めた商品流通における誤認混同防

止等の観点からも当該規制は引き続き必要である。 

 なお、引き続き、産品の掘り起しや各種イベントなどによる制度の周知活動、不

正使用の監視業務を行うことで、本規制が有効に活用され、特定農林資産物等の生

産業者や需要の利益を保護し、農林水産業及びその関連産業の発展に寄与できるよ

うに努めていく。 

 ※ 当該規制に係る規制の事前評価書を添付すること。 

 


