
３． 効果等

（１） 価格上昇等の効果

１） 概況

地理的表示産品となることによる効果としては，まず，価格上昇効果が上げられる。こ

れは，偽物・基準以下のものが排除されるとともに，明細書の公表等を通じて消費者に情

報が伝達され，情報の非対称性が一定程度解消されること，また第 者機関による検査等3

等を通じた信頼感の向上などが要因として考えられる 。また，地理的表示対象産品とし
( )41

て差別化されることにより，一般品と切り離された特別のマーケットで価格が形成される

と考えることもできる。

一方，生産基準を遵守するための係増し経費や検査コスト等により，費用も上昇するこ

とが多いが， 等の調査では多くのケースで収益の上昇が見られる。EU

２） EU における調査

（ⅰ） 価格や収益性に及ぼす影響

年に が の補助により実施した地理的表示制度に関する評価2008 London Economics EU

EU 10 18 PDO PGI PDO PGIによると， 域内 カ国・ 品目の ， を対象とした調査によれば， ，

の登録のない同等の品質を備えた食品との比較で，より高い価格で取引されているものが

品目，価格に変化のないものが 品目であった。価格差は 程度のものから ま14 4 5% 300%

で様々である。一方， ， に要求される生産方法を満たすために必要なコストや検PDO PGI

査・認証に係るコスト等により生産コストが上昇する品目も多く（ 品目中 品目 ，18 10 ）

価格差が利益にそのまま反映されるわけではないが， 品目中 品目で差引の利益が改18 12

善されており，農業者にとって一定のメリットがあることが示されている（第 図 。6 ）

また，この評価書に先立ち， （ ）らが行った研究によると，第 表のよO'connor 2006 13

うな価格上昇の例が見られている。

第 6 図 一般産品に比べた場合の PDO/PGI 製品 18 品の価格・コスト・利益の状況

資料： ( )London Economics 2008
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第 13 表 PDO・PGI 製品価格等への効果の例

資料：O’Connor and Company（2006）

さらに， の調査によると，チェダーチーズとエダムチーズの例では、 で ％EU PDO 100

の， で の価格上昇効果があることが明らかになっている（第 表 。PGI 55% 14 ）

第 14 表 チェダーチーズとエダムチーズの市販価格における

PDO･PGI の価格上昇効果

資料： 委員会( )EU 2010

注．チェダーチーズとエダムチーズの価格を平均したもの．

（ⅱ） サプライチェーンにおける利益の分配

（ⅰ）で述べたように， ・ により，最終的な小売価格の上昇や利益の向上が見PDO PGI

， ， 。 ，られているが この小売価格の各段階への配分を見たものが 第 表である これは15

Volaille deサプライチェーンにおける価格等の詳細なデータが入手できたブレス鶏(

：仏， )，トスカーノ( ：伊のオリーブオイル， ，ノン渓谷のりBresse PDO Toscano PGI）

んご( ：伊， )の 品目について，小売価格に占める農家，加工業Mela Val di Non PDO 3

者，流通業者の配分を計算し，同等の品質を備えた食品と比較したものであるが，いず

れの品目でも小売価格の上昇が見られるとともに，農家手取りの割合が ～ ％向上6 12

している。価格上昇のメリットが，主として農家手取りの向上に役立っている例がある

ことが窺える 。( )42

PDO／PGI産品 国 効果

カステルッチョのレンズ豆 イタリア 一般のレンズ豆の7～8倍のプレミアム

ラツィオのアーティチョーク イタリア 競合品に対して1.5～2倍の価格

地理的表示のチーズ フランス 一般品に対して＋3ユーロ/kg

トスカーノ・オリーブオイル イタリア 20％のプレミアム

ブレス鶏 フランス 一般品の4倍の価格

コンテチーズ仕向け牛乳 フランス 10％のプレミアム

（単位：ユーロ/Kg、％)　

付加価値 価格上昇率 付加価値 価格上昇率

2005 3.09 3.13 101.15 1.73 56.02

2006 2.86 3.12 109.26 1.72 60.11

2007 3.34 3.00 89.71 1.63 48.69

平均（2005～2007） 3.10 3.08 100.04 1.69 54.94

年
PGI製品PDO製品一般品の

市場価格
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第 15 表 サプライチェーンにおける小売価格の配分（GI 製品と一般製品の比較）

資料： （ ）London Economics 2008

（ⅲ） 韓国における調査

りんごを対象とした調査により， 産品と非 産品では ～ ％の価格差があるこGI GI 5 15

GIとが示されている この調査は 同一産地 同一品質のものの価格差を調査しており。 ， ， ，

登録の効果を直接的に現すものとなっていると考えられる（第 表 。16 ）

また，農産物価格が低下する局面において， 産品は非 産品に比べ価格減少程度がGI GI

少ないことが示されている。これは，消費者の 産品に対するロイヤルティを高める効GI

果を示していると思われる（第 図 。7 ）

第 16 表 韓国のリンゴ価格（ＧＩ，非ＧＩ品の比較）

資料： （ )GS&J Institute 2010.4

注．価格は可楽市場競り価格の 年 月～ 年 月の平均．2007 9 2008 8

第 7 図 韓国のリンゴ価格低下局面における価格低下率の差
資料： ( )GS&J Institute 2010.4

PDO／PGI産品
（( )内は対照品）

農家 加工業者 流通 価格（総額）

Volaille de Bresse
(商標付き鶏肉）

35%
(28%)

40%
(46%)

25%
(26%)

12ﾕｰﾛ/kg
(3.25ﾕｰﾛ/kg)

Toscano
（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）

46-53%
(37-47%)

9.6ﾕｰﾛ/750ｃｃ瓶
(6.05ﾕｰﾛ/750cc瓶）

Mela Val di　Non
（トレンティーノ州のリンゴ）

50%
(38%)

10%
(12%)

40%
(50%)

1.75ﾕｰﾛ/kg箱入り
（1.35ﾕｰﾛ/kg箱入り）

47-54%
(53-63%）

（単位：ウォン／１５ｋｇ、％）　

GI 非GI GI/非GI GI 非GI GI/非GI GI 非GI GI/非GI

27,583 26,148 1.05 38,378 34,905 1.10 36,268 31,524 1.15

ﾁｮﾝｿﾝのﾘﾝｺﾞ（特級）

価格(2006年～2007年平均）

ﾁｭﾝｼﾞｭのﾘﾝｺﾞ（上級） ﾁｭﾝｼﾞｭのﾘﾝｺﾞ（特級）

28,912
27,573

40,232
38,771

40,405 40,642

25,530
23,853

35,242

32,069 33,208
30,907

0

10,000

20,000
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50,000

GI 非GI GI 非GI GI 非GI
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2008年

ウォン／１５ｋg

ﾁｭﾝｼﾞｭのﾘﾝｺﾞ
（上級）

ﾁｭﾝｼﾞｭのﾘﾝｺﾞ
（特級）

ﾁｮﾝｿﾝのﾘﾝｺﾞ
（特級）

▲11.7% ▲13.5%

▲12.4% ▲17.3% ▲17.8% ▲24.0%
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このほか，トウモロコシ，トウガラシ，シイタケでもＧＩ登録されたものと登録されて

いないものに価格差があることが明らかとなっている（第 表 。17 ）

第 17 表 韓国のトウロモコシ等の価格（ＧＩ，非ＧＩ品の比較）

資料： ( )GS&J Institute 2010.

（ⅳ） その他

① 伊 オリーブオイルの事例

イタリアのエクストラ･ヴァージン･オリーブオイルについて， 登録された産品とPDO

登録されていない産品とでは， ～ 倍の価格差が生じているとする調査事例PDO/PGI 3 4.5

がある（第 表 。18 ）

第 18 表 イタリアのオリーブオイル価格（2009 年）

資料： （伊農業調査研究情報局）調べISME

② 仏 チーズ( )AOC

仏のチーズ（ ）に関する価格上昇効果について，生産者直売では 取得によるAOC AOC

価格差はあまり見られず，量販店段階で価格差が見られるとのデータが示されている。こ

こでは， の利点は，量販店を通じてより遠くまで販路を拡張できることであり，いAOC

わば，地理的表示はその技術的仕様とトレーサビリティを通じて本来の地理的環境を脱却

するための「旅券」のような役割を果たすことができる（須田（ ）ことが指摘され2010）

ている。地理的表示制度は，一種の品質保証の仕組みであり，消費者が生産者に近く情報

を得やすい場合よりも，むしろ消費者が生産者から遠い場合にこそ，制度の有利性が発揮

されるものと考えられる。

（単位：ウォン／ｋｇ、％）　

GI 非GI GI/非GI GI 非GI GI/非GI GI 非GI GI/非GI

893 680 1.31 2,118 1,933 1.10 3,904 3,724 1.05

シイタケ（2007～2008年）トウモロコシ(2007年～2008年平均） トウガラシ（2006～2008年平均）

（単位：ユーロ/Kg)　

2.5
Veneto 11.6
Garda 11.2
Riviera Ligure 10.2
Umbria 7.4

P
D
O

非PDO・PGI製品
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第 19 表 フランス産チーズの農場出荷価格

注： Rocamadour AOC （農業者が山羊乳生産からチーズの熟成までを一貫生産）

Cabecou （ Rocamadour と同一カテゴリ製品）

（２） 市場シェアへの影響（国内，輸出）

2008 EU PDO PGI 145 210年の における ・ 産品市場は 卸売価格で 億ユーロ 小売価格で， ，

億ユーロ規模であり，その内訳は，チーズ（ 億ユーロ ，肉類（ 億ユーロ ，ビール56 37） ）

（ 億ユーロ ，野菜・フルーツ（ 億ユーロ）等と続いている。24 9）

また，前述の の評価において調査対象とした産品では，以下のようLondon Economics

な市場シェアの拡大への影響が観察されている。

第 20 表 市場シェアの拡大への影響の例

（国内市場）

（海外市場）

資料： （ ）London Economics 2008

地理的表示対象産品は，一定の生産・品質基準を備えた一種のブランド品であり，輸出

EU 2005 2007 EU市場においても有利性を発揮する 委員会の調査によれば から 年までに。 ，

の地理的表示産品の輸出は，数量ベースで ％，価格ベースで ％の増加をしている。9 17

また， は， の協議において地理的表示保護の水準の向上を図ろうとするととEU WTO

2 FTAもに 国間協定で 戦略的に地理的表示制度の拡大を追求している 例えば 韓国との， ， 。 ，

PDO／PGI産品 効果

Mela Val di　Non
1997年から2007年までに売上高が５２百万ユーロから１３２百万ユーロに拡大
（過去２年間に渡って１２％の拡大）。ほとんどが国内向け

Toscano
スーパーマーケットにおける売上げが増加。
その結果、イタリアのオリーブオイル及びトスカーナ州産のオリーブオイル生産
量に占めるトスカーノの割合が上昇

PDO／PGI産品 効果

Toscano
輸出量が1998年の520kgから２００６年の1755kgに増加。シェアは同期間に
５０％から65%まで拡大

Jamon de Teruel 輸出品におけるシェアが５年間で０％から５％に拡大

Volaille de Bresse 輸出品におけるシェアが１９９８年の５％から２００６年の7.5％に拡大

（ユーロ/個）
農場直売 野外市場 卸 量販店

Rocamadour　AOC 0.49 0.55 0.43 0.43
Cabecou 0.47 0.57 0.4 0.36
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協定においても， 制度と同等の保護の内容を定めるとともに，相互の保護品目リストEU

を定めている（２（２） )参照 。また，中国との間で見られるように，相互に相手国の13 ）

地理的表示産品を保護しようとする動きもある。これらの動きは，相手国での 産品のEU

有利性確保を目的としたものと考えられる。

なお，共通の基盤を持つ地理的表示制度が諸外国に広がることにより，保護制度を持つ

ある一国で保護された地理的産品が，同様の内容の保護制度を持つ他国でも保護されるこ

とが容易となると考えられる。アジア各国においても，韓国，中国，インド，タイ等が地

理的表示の独自の保護制度を導入している。我が国で地理的表示保護制度が導入された場

合，単に日本で登録された産品であるというだけでなく，これらの国で地理的表示の保護

を求めることが容易になると考えられ，優れた品質を持つ我が国の農林水産物等の名称の

保護を通じて，当該国市場での有利性を確保することが期待される。

や は新しい市場へのチャネルにアクセスするための鍵として，遠隔地や輸出PDO PGI

， ，市場では 消費者の品質保証された製品選択に資するものとしての効果があるとされるが

， ，PDO PGI として登録されたことによる国内及び輸出市場のシェアに対する効果の測定は

定量的な評価に耐えるデータの蓄積や公表が不十分であることもあり，関係者の主観的な

評価とならざるを得ない。その中で，ギリシャのフェタチーズは， としての登録がPDO

一度取り消された後， 年に再度登録され，ギリシャ産以外のチーズに「フェタ」の2002

名称を引き続き使用できるという移行期間が 年に終了したという事例であるが，貿2007

易データを見ると， 年に「フェタ及び角状白チーズ」に占めるギリシャのシェアが2007

大幅に増加しており，輸出市場における の効果として今後の推移が注目される。PDO

第 8 図 EU15 カ国におけるフェタ及び角状白チーズの生産国別輸入量（トン）

資料： （ ）London Economics 2008

注．FR:フランス，DE:ドイツ，DK：デンマーク，EL：ギリシャ
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（３） 農業･農村の六次産業化

（１）とも関連するが，地理的表示として登録されることにより，他の産品との差別化

が図られることとなる。これによって，①直接販売等販売面における有利性の確保，②登

録産品が加工品の場合，生産から加工までを通じた一体的な価値の創造，提供，③地理的

表示対象産品を原料とした加工品(非地理的表示産品)についての波及効果 ，等が期待さ( )43

れ，地理的表示は，農産物等の生産を基に，その加工･販売を一体的に行う農業の 次産6

業化に資するものである。例えば，ノン渓谷のりんご(伊， )では，当該産品を用いたPDO

りんごチップス，リキュール等の新製品を開発するとともに，食育等にも取り組み，地域

活性化が図られている 。
( )44

さらには，地理的表示産品を核としたイベントの開催，料理の提供や生産地見学を含め

た観光との連携，他の産品や背景となる自然・歴史等を含めた地域全体のブランド力の向

上等によって，地域活性化の核となることも期待される。例えば，仏ボーフォールチーズ

の 登録により，地域の知名度が向上し，農家民泊等のグリーンツーリズムが盛んにPDO

なるなど農村振興が図られている事例がある 。また，仏バロニエ地方において，ニヨン
( )45

のオリーブ（ )を中心に，ヤギチーズ（ピコドン， ）やラベンダーオイル等の地AOC AOC

方特産品，さらにはオリーブの段々畑，ラベンダー畑といった景観イメージに基づくツー

リズムサービスを統合することで，これらの財･サービス全体の高付加価値化が図られて

いる（付論 ） 。4 ( )46

（４） その他

地理的表示はその定義上「原産地」を示す表示であるため，その地域での生産が必須と

される。このため，伝統的な生産地から遠くに生産地を移転することは困難となる。これ

， ，によって地域に根ざした産物のその地域での生産継続が保障されることとなり ひいては

当該地域の雇用確保や文化の維持にも役立つこととなる 。( )47

また，地理的表示産品を特徴付ける伝統的な製法等により，通常の産品に比べ人手がか

かり，雇用を拡大する効果も見られる。

第 21 表 PDO 産品の雇用創出効果

（ 10 万リットル当たりの乳の生産及びチーズ製造に係る直接雇用数）

資料： （ ）CANAOL 2009

さらに，地理的表示産品は，地域の特異性を反映した産品の品質等の特異性を重視した

， 。 ，ものであり 自然環境等の特異性が大きい条件不利地域にはなじみやすい制度である 島

高山地帯等の特殊な環境を活かし，特徴を持った産物が生産されている例は多くあり，地

チーズ ｻﾝ･ﾈｸﾃｰﾙ ﾛｯｸﾌｫｰﾙ ｺﾝﾃ ﾌﾗﾝｽ平均

直接雇用数（人） 2.8 7.1 1.5 0.76
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理的表示の登録実績も多い 。このような地域は生産コスト面では不利な地域であるが，
( )48

地理的表示制度を活用して差別化･有利販売を行うことが有効な振興方策となる。この意

味で条件不利地域対策としての役割も期待される。

注 41 ただし （2）の EU における調査によれば、PDO 又は PGI を知っている者は消費者の 8 ％に過ぎず、また、知っ、

ていると答えた者であっても、その内容まで知ってる者は多くない（PDO 及び PGI が、特定地域での生産、管理

団体による証明、明細書に従った生産という要件を満たすものであることを知っている者は、PDO 又は PGI を知

っていると答えた者のうち、それぞれ 51 ％,42%,35 ％となっている 。。）

42 利益の向上が PDO、PGI として登録されたことのみによるものとは限らないとされている。例えば、ジャージー

・ロイヤル・ポテト（英国）については、販促活動と品質管理が果たした役割のが大きいと関係者は考えてお

り、リューベックのマジパン（ドイツ 、シュプレーヴァルトのきゅうり（ドイツ 、ノン渓谷のりんごなどで） ）

は、従来から品質の優れたものとして広く知られていたことによるところも大きいと考えられている。

43 夕張メロンの場合、夕張メロンゼリーなど関連菓子の市場が数百億にも達しているのに、その工場の多くが夕

張市以外に立地しており、著名な地理的ブランドを活かせなかった例として説明されているが（事例で学ぶ！

地域ブランドの成功法則 33)､この活用が図られれば大きな効果があるものと考えられる。

44 2010.1 伊 Qualivita 財団からの聞き取り

45 国土交通省報告書（2010 。）

46 詳しくは、須田(2012)を参照のこと

47 伊シエナの伝統的菓子（PGI 申請中)の製造メーカーが多国籍企業に買収され、工場の移転が検討されたが、生

産地を移転した場合 PGI としての名称を名乗れなくなることから、移転が断念された事例がある（2010.1 伊

Qualivita 財団からの聞き取り 。）

48 例えば、英ジャージー島のロイヤルジャージーポテト
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