
付論１ 品質等の特徴と地理的原産地の結びつき（link）の判断基準について

内藤 恵久

地理的表示対象産品の品質等の特徴と地理的原産地との結びつき（ ）は，登録審査link

に当たって も重要な要素の一つである。ここでは， 委員会作成の，各国担当者向けEU

のガイドや申請者向けのガイド を基に，運用の基準を明らかにすることとする。(付 )1-1

さらに，登録済みの具体的産品について， がどのように規定されているかについてlink

整理することにより，具体的な運用実態について明らかにすることとする。

１． 運用基準

ガイドから読み取れる運用基準は以下のとおりである。なお，評判に基づく の場PGI

合， を裏付ける 要素（①地域の特異性，②産品の特異性，③①と②の間の ）をlink 3 link

， 。整然と区別することが難しいためか それぞれの要素において同じような説明が見られる

（１） link を裏付ける要素

を裏付ける要素には，①地域の特異性，②産品の特異性，③①と②の間の （結link link

びつき）の要素があり，この 要素が首尾一貫し， が因果関係のあるものでなければ3 link

ならない。

（２） 地域の特異性

に関する部分には， に関連する地域の特異性のみが記述され，判断される。要link link

素としては，①気候，土壌条件，その他の自然的要素と，②伝統的技術，生産方法，ノウ

ハウ，その他の人的要因がある。①には地形，気候，土壌，降雨，土地の向き，高度等が

含まれる。説明は正確に行う必要があり，例えば，単に降雨量が多い等の説明ではなく，

平均降雨量を示すべきである。②の技術等については特別なものである必要があり，一般

的なものでは不十分である。

評判に基づく の申請の場合，その評判が何に基づいており，それがその地理的地PGI

域とどう結びついているかを示す。

（３） 産品の特異性

何がその産品を他の類似産品と比べて特別のものとしているかを説明する。 に関しlink

ては （２）の地域の特異性の要素により生じる産物の特異性のみが記述され，判断され，

る。地理的地域やノウハウと関連しない特徴や評判と関係ない特徴は含めない。

評判に基づく の場合，評判のある産品の特異性を説明し，その特異性と評判が結PGI

， 。びついていることを説明するとともに 評判を正当化する正確な情報及び要素を引用する
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新聞，雑誌の引用は を説明する適切な手法になり得る。link

（４） link（結びつき）

（ ） （ ） 。２ の地域の特異性と ３ の産品の特異性の結びつきについて具体的な理由を示す

地域の要素が，どのように，どの程度産品の特徴に影響しているか説明する。説明は，必

ずしも科学的な研究に基づく必要はなく，生産者における経験的な観察による説明も可能

である。しかし，因果関係を示さずに，地理的地域のユニークな特徴と産品の特別な品質

を示すだけでは不十分である。

については，品質又は特性が，環境(地域の生産者のノウハウを含む。)に ％PDO 100

link PDO帰せられるか，又は本質的に帰せられる場合に， として受け入れ可能である。

の場合，評判のみでは として不十分である。link

専ら帰せられる（ な）関係性を示す典型例は，産物の品質や特徴を決定する要exclusive

因が，その地域だけに存在することである。植物や動物の品種がその地域で特徴を 大限

発揮することや，牧草地の種類や，ノウハウなどによっても説明できる。品質に強く影響

するがその地理的地域のみに存在することが証明されない場合は，本質的な( なessential

) と考えうる。link

については， は専ら又は本質的なものである必要はなく，その地理的地域の条PGI link

件に帰せられる であればよい。評判に基づく については，評判が名前に結びつlink PGI

いており，地理的地域に帰せられるものであることを説明する。これは，受賞歴，専門書

， 。 ，や専門雑誌での言及 料理書での特別な記述等の要素により説明しうる 評判については

産物の初期の頃の歴史的な評判のみでなく，現在も存在することが必要である。

２． 運用実態

具体的な登録産品について，明細書の要点を記した において記載されsingle document

ている の内容を整理した上で，これを基に共通の要素を整理すると以下のとおりとlink

なる。なお，具体的産品は ， の に関するデータベースである において，代EU GI DOOR

表的な つの産品分類について，産品分類ごとに，原則として登録が 近のものから 品4 8

目を選択した。

（１） 肉

１） PDO の場合

の場合，原産地の環境の特殊性が強調されており，この環境と強く結びついたノPDO

ウハウ，生産技術が要素とされていることが，ほぼ共通の特徴となっている。ノウハウ等

については，特に厳しい環境（島や孤立した谷の環境等）を克服する技術とされているこ

。 ， 。 ，とが多い また この環境に適合する固有品種の採用が要素とされることも多い 例えば
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水分保持力の乏しい土壌，小雨から来るやせた牧草地を克服するため，特別の品種の選択

と飼養ノウハウが使われている例( )，孤立した谷の気候で高度ごとに違う，Maine-Anjou

しかし豊かでない植生の下，これを 大限利用する飼養技術により，この環境に適合する

固有種の生産が行われている例（ )等である。Barges-Gavarie

その地域産の餌を与えることも共通の要素である。単にその地域産というだけでなく，

その土地独特の餌であることが強調されることも多い。例えば，やせた特殊な牧草

( )，タンパク質，ビタミン，ミネラルに富むラップランドの様々な自然の植Maine-Anjou

物（ ，自生する樫のドングリ（ ）等である。Lapin Poron Linha Carne de Porco Alentejano）

第 1 表 PDO 製品（肉）の品質等の特徴と地理的原産地との結びつき（link）の例

資料：DOOR datebase より筆者整理．

注 1) 単にその地域産の餌であり特段の特徴の記述のないものは△とした．

2) 地域固有種は○，その地域に適合した特別の品種の選択は△とした．

２） PGI の場合

の場合，地域の環境の特殊性は必ずしも明示されていない。伝統的ノウハウを要素PGI

とするものが多いが，そのノウハウは地域環境と密接に結びついているとまでは言えず，

良品質の産物を生み出すために伝統的に行われてきた技術であることが多い。例えば，太

Maine-Anjou 仏 牛肉

水分保持力の低い土壌と夏期のごく小
雨の気候により，やせた独特の牧草地
となり，これに適合する品種の選択と飼
育ノウハウが特徴を生み出している。

○ ○ ○
○

（独特の牧草）
△

Lapin Poron Liha フィンランドトナカイ肉

ラップランドの特徴的気候，風土の下放
牧され，タンパク質，ビタミン，ミネラルに
富む多様な餌が独特の特徴を生み出し
ている。

○
○

（ラップランド）
○ ○

Isle of Man Manx
Loaghtan Lamb

英 羊肉

島の独特の環境に1000年以上かけて
適合した固有種の利用，特徴的な島の
植生，環境に適合した伝統的技術が特
徴を生み出している。

○ ○ ○（島） ○
○

（改良されて
いない牧草）

○

Bareges-Gavarnie 仏 羊肉

孤立した谷の気候で高度ごとに異なる
植生を最大限利用する飼養技術，環境
に適合した固有種の利用が独特の特徴
を生み出している。

○ ○（谷） ○ ○ ○

Carne de Bisaro
Transmontano

ポルトガル 豚肉
固有の品種の利用，気候，土地産の餌
（特にクリ）等の伝統的飼養技術が独特
の特徴を生み出している。

○ ○ ○（クリ） ○

Carne de Porco
Alentejano

ポルトガル 豚肉
樫の森が多く，このドングリを餌とする飼
養技術が独特の特徴を生み出す。

○
（樫の木の
多い地域）

○ ○（ドングリ） △

Carne Cachena da
Peneda

ポルトガル 牛肉
急峻な山岳地帯できわめて多雨，低
ph，低リンの土壌条件等の下での牧草
が，特別の特徴を生み出している。

○ ○
○

（急峻な
山岳地域）

○ ○（独特の牧草） △

Taureau de
Camargue

仏 牛肉
低湿地に完全に適合した地方種の利
用，戸外での飼養等の飼育技術が独特
の特徴を生み出している。

○
○

（低湿地）
○ △（注1） ○

その他
地域特性

ノウハウ等
人的要素

品種
土壌 気候

名称 国名
産品
分類

リンクの概要

リンクの要素

地域産の
特別の餌
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Oie d'Anjou Genisse Fleurりをよくし高品質産品を生産する技術( )，異種の交配技術（

）等である。その土地産の餌を与えていることはそれほど強調されていない。とd'Aubrac

いうよりも， の場合その土地産の餌を与えていることを要素としているのが一般的PDO

なため，その要素を満たさないものが になっているものと考えられる。PGI

飼育ノウハウ等と品質等との関係が記載されず，社会的評価があるということを強調し

Abbachio Romano Bayerischesたものもある（ 等 。このような場合，消費者調査の結果（）

，受賞歴や料理書，レストランメニュー等での言及Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern）

( )，歴史的な文書での言及( )等により，社会的評価Pintadean de la Drome Abbachio Romano

が説明されている。

第 2 表 PGI 製品（肉）の品質等の特徴と地理的原産地との結びつき（link）の例

注.地域特性が記載してあっても，特徴との関係が明らかにされていないものは○としていない．また，単に良品種

の選択と考えられるものも特記していない．

３） 両者の比較

上に述べたように， の場合，地域環境の特殊性とそれに適合したノウハウが強調PDO

されることが多く，また，地域環境が反映した地域産の餌を与えることは共通の要素とな

っている。一方， の場合，地域環境の特殊性は強調されず，一定の評価を得ているこPGI

とが要素として重視されている。

Bayerisches
Rindfleisch

独 牛肉
その地域での数百年の生産の伝統と
重要性が，農業者を専門家にしてい
る。消費者調査で高い評価。

△
（どういう技術か
明確にされて

いない）

伝統的品種
（複数）

消費者調査（複数），
地方の料理に
おける重要性

65％が上質品と
認識

（全ドイツ対象）

Oie d'Anjou 仏 ガチョウ肉

地域環境に適合した古くからの技術に
影響された生産技術（太りをよくする技
術）が胸肉の太りの良い品質を生み出
している。

○

Agneau du
Perigord

仏 羊肉

品種の選択，餌やりの方法等の生産ノ
ウハウが品質を生み出している。19世
紀から生産が盛んで，20世紀初頭の料
理書に記載。多くのレストランメニュー
で本産品に言及。

○
料理書への記載，
レストランメニュー

での言及

Genisse Fleur
d'Aubrac

仏 牛肉

高度により異なる土壌，気候に適合し
た放牧のノウハウ，2品種の交配技術
等により品質が生み出されている。印
刷物等により明らかな評価あり。

○ ○
○

（高度差）
○

特定2品種の交配
(Aubrac×
Charolaris)

受賞歴，印刷物
での言及

Porc de Franche-
Conte

仏 豚肉
酪農及びチーズ製造が盛んな地域で
あり，その副産物の乳清を餌に使用す
る飼育方法が品質を生み出している。

○ ○（乳清）

Pintadeau de la
Drome

仏
ホロホロ

鳥肉

数々の受賞歴，地域の料理における
重要な位置づけ，料理ガイドへの記述
などの評価が確立している。

△
（他で見られない
飼育法とあるが，
品質との関係は

不明確）

受賞歴，料理本
での言及，
消費者調査

75％～85％の
消費者が認知

Abbacchio Romano 伊 羊肉
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
祭りと深く結びついている。

歴史的言及

Bœuf de Bazas 仏 牛肉
13世紀から現在まで地域の祭りと結び
つき，著名である。

地方種
（2品種及び
その交配）

祭りと結びついた
評判

その他

地域特性

地域産の
特別の餌

品種ノウハウ
備考

リンクの要素

社会的評価の説明気候土壌
リンクの概要

産品
分類

国名名称
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（２） 肉製品

１） PDO の場合

の場合， 規則上，原則として原料についてもその地域で生産されることが必要PDO EU

である。この原料については，単にその地域で生産されるというのみでなく，その土地の

餌の利用など地域環境を活かした生産がされ，原料自体が特別な特徴を持っていることが

（ ）。 ， ，多い 等 また 伝統的な製品の製造ノウハウも重要な要素でありPresunto do Alentejo

内容面では，単に良質品を生産するノウハウということではなく，地域環境に適合した上

で製品特徴を生み出すノウハウとなっている（ 等)。原料生産から製品製Jamon de Teruel

造にわたって，地域の自然的環境を活かし，それに適合した人的な要素（ノウハウ）があ

わさって，製品の独特の特徴が生み出されているものが として登録されているものPDO

と考えられる。

第 3 表 PDO 製品（肉製品）の品質等の特徴と地理的原産地との結びつき（link）の例

２） PGI の場合

の場合，調査した事例では原料生産地が 産品の生産地域(加工地域)と異なるもPGI PGI

のとなっている。このためもあってか，原料の内容についてそれほど詳しい内容は記され

Lapin Poron
kuivaliha

フィンランド
干トナカイ

肉

数百年にわたる伝統的ノウハウがあり，ま
た冬期の寒暖差が大きいことが独特の香
りを生み出している。

○

○
（トナカイが
生育する

特別な地域）

○ ○ 一致

Los Pedroches スペイン
ハム
（豚）

トキワガシの豊富な地域で，そのドングリ
を食べて放牧された豚の特徴及び高所
で乾燥･冷涼な気候での生産ノウハウが
特徴を生み出している。

○
○

（トキワガシの
植生，高度）

○ ○ 一致

Crudo di Cuneo 伊
ハム
（豚）

豚生産に適した霧の少ない気候，地域
産の餌，タンパク質分解を助ける伝統的
ノウハウ，熟成に最適な山風等が特徴を
生み出している。

○ ○（山風） ○ ○ 一致

Jamon de Teruel スペイン
ハム
（豚）

大部分がその地域産の餌で飼養された
原料の豚と，高地の乾燥･冷涼な気候下
での生産ノウハウが特徴を生み出してい
る。

○ ○（高度） ○ ○

ほぼ一致
（豚:州全域，

加工：州の高度
800ｍ以上の町）

Presunto do
Alentejo

ポルトガル
ハム
（豚）

やせた土地，夏期暑く乾燥し，冬期寒く
乾燥した気候が，トキワガシ等のプラン
テーションを発達させ，これに適合した放
し飼いの豚生産システム（ドングリの餌）
が原料の豚肉に特徴を与え，また，気候
条件を活かした生産ノウハウが製品の特
徴を生み出している。

○ ○ ○（植生） ○ ○ 一致

Prosciutto di Parma 伊
生ハム
（豚）

優れた豚生産と，オリーブと松の間を吹
き抜けてくる風を利用した乾燥（香りを与
える）などの伝統的ノウハウが特徴を生み
出している。

○

○
（オリーブと
松の地帯を

吹く風）

○ ○
原料産地の

方が相当広い

Szegedi szalami ハンガリー
サラミ
（豚）

豚生産に適した気候があり，また川沿い
の湿気の多い気候，130年以上前から維
持されてきた微生物群等が特徴を生み
出している。

○ ○ ○

○
（維持されて

きた微生
物群）

原料産地の
方が相当広い

Sopressa Vicentina 伊
ソーセージ

（豚）

地場産の穀物，乳清を餌とする豚生産の
ノウハウ，発酵に適した湿度，温度が特
徴を生み出している。

○ ○ ○ 一致

名称
土壌

リンクの概要産品分類国名

リンクの要素

気候
その他

地域特性
ノウハウ

特別な
原料

その他
原料産地と

加工地
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ておらず，また の要素として土壌，気候等の自然的環境をあげるものが少ない。一link

方，伝統的製造ノウハウを の内容としてあげるものが多いが，必ずしも自然環境にlink

適合しそれを活かしたノウハウに限られるものではなく，良品質の製品が生産できる伝統

的なノウハウとなっているものが多い。また，評判を強調しているものも多く，基本的に

（ ）。 ，評判のみを の内容としているものもある この評判についてはlink Gottinger Feldkieker

消費者調査や書物での言及により説明しているものが多い。

第 4 表 PGI 製品（肉製品）の品質等の特徴と地理的原産地との結びつき（link）の例

３） 両者の比較

肉製品の場合，地域産の原料(肉)を使用しているかどうかが と との決定的なPDO PGI

差である（ただし，一部地域外の原料を使用している場合も， 規則上の例外的要件にEU

該当すれば になり得る 。また， の場合，その原料は単にその地域産のものとPDO PDO。）

いうことにとどまらず，特定の地域環境を反映した地域独特の特徴を持ったものであるこ

とが強調されている。一方， の場合は，その土地の伝統的ノウハウにより良品質な製PGI

品が生産されていることが重視されている。

Gottinger
Feldkieker

ドイツ
干ソーセー

ジ（豚）

消費者調査で58％がその内容を
知っており，伝統的地域産品とし
て味わい，香り，形等が特別のも
のと認識されている。

（特段の
記載なし）

不一致 △
歴史，
消費者
調査

Prosciutto
Amatriciano

伊
生ハム
（豚）

伝統的製法のノウハウが製品の特
徴（水分量少なく，タンパク質多
く，香りがよい）を生み出している。

○ 不一致 △

saucisson de
l'Ardeche

仏
ソーセージ

（豚）

山が多く，孤立した地域で伝統的
に伝えられてきたノウハウが特徴
を生み出している。

山が多く孤
立した土地

○ 不一致 △

Porchetta di Ariccia 伊
豚全体の
加工品

伝統的ノウハウが特徴を生み出し
ている。また，Porchetta di Ariccia
Fair　と結びついて有名である。

○ 不一致 △
フェアとの
結びつき

Chorizo de
Catimpalos

スペイン
ソーセージ

（豚）

原料肉の配合割合等のノウハウ，
地域の乾燥･熟成に適した気候が
特徴を生み出している。評判につ
いて多くの言及がある。

○ ○（高度） ○ 不一致 △
書物での

言及

Traditional
Cumberland

Sausage
英

ソーセージ
（豚）

伝統的なノウハウが特徴を生み出
している。地域の著名な料理に
なっている。

○ 不一致
地域の料理
として著名

歴史的な発祥が
記されているが
（ドイツ人坑夫とと
もに導入），linkに
なり得るものなの
か疑問

Chosco de Tineo スペイン
スモーク

ソーセージ
（豚）

歴史的に著名

△
（どういう
内容か

明確では
ない）

不一致
書物での
言及など

歴史的な発展の
状況などが記載
してあるがlinkに
なり得るものなの
か疑問

Hofer
Rindfleischwurst

ドイツ
ソーセージ
（牛，豚）

地域独特のレシピと技術により50
年以上にわたり生産されてきた。
受賞歴もあり著名。

○ 不一致 受賞歴

名称 国名 産品分類 リンクの概要
ノウハウ

特別な
原料

評判
備考

原料生産地
との一致

リンクの要素

気候
その他

地域特性
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（３） チーズ

１） PDO の場合

， ， ，PDO の場合 共通して 原料乳が特別の特徴を持ったその産地産のものであることが

要素としてあげられている。すなわち，その地域の土壌，気候等の自然的背景により牧草

等の餌が特徴を持っており，その特徴が乳に特別の性格を与え，これがチーズの品質等に

Quesco de影響しているとの説明になっている。また，これに加えて，地域固有種の使用(

)や地域で生産されてきた菌の使用( )等によって，地域との関係を説明しFlor de Guia Piave

ているものもある。

第 5 表 PDO 製品（チーズ）の品質等の特徴と地理的原産地との結びつき（link）の例

２） PGI の場合

， 。 ， ，PGI の場合 原料乳は地域外のものでも良いとされているものが多い このため 土壌

気候等の自然的要因は の内容とされていないものが多い。地域の伝統的ノウハウにlink

より独特の品質等が生み出されているとの説明になっているものが多いが，基本的に評判

のみで を説明しているものもある（ )。link Olomoucke Tvaruzky

Formaggella del
Luinese

伊
チーズ
（ヤギ）

特有の気候，酸性の土壌が特有の植生
を生み出し，それを餌とするヤギの乳を
通じてチーズに独特の香りを生み出す。
地域の伝統的な生産ノウハウで生産さ
れている。

○ ○ ○ 一致 ○

Piacentinu Ennese 伊
チーズ
（羊）

特有の土壌と気候が香りの良い牧草や
良質のサフラン生産につながり，これが
チーズの香り等の特徴を生み出してい
る。

○ ○ ○ 一致
○

（乳の他，サ
フラン）

Vastedda della
valle del Belice

伊
チーズ
（羊）

天然と栽培された牧草のミックス，独特
の微生物層，伝統的な羊及びチーズ生
産の技術等が製品の特徴を生み出して
いる。

○ ○ ○ 一致 △

Queso de Flor de
Guia

スペイン
チーズ

（主に羊）

環境にあった固有種の利用，豊富で種
類の多い牧草，伝統的生産技術，使用
されるカルドン（野生アーティーチョー
ク）等が製品の特徴を生み出している。

○ ○ 一致 ○
固有種
の利用

Maconnais 仏
チーズ
（ヤギ）

石灰質の牧草地からの牧草が原料乳に
特徴を与え，伝統的ノウハウと様々な気
候の下での熟成が特徴を生み出してい
る。

○ ○ ○ 一致 ○

Piave 伊
チーズ
（牛）

山岳地帯で生産される高脂肪，高タン
パクの乳，乳に香りを与える独特の植
生，地域で培養されてきた菌，伝統的ノ
ウハウ等が製品の特徴を生み出してい
る。

○
○

（山岳
地帯）

○ 一致 ○

地域で
培養され

て
きた菌

受賞歴

Provolone del
Monaco

伊
チーズ
（牛）

環境に適合した種の，高脂肪･高タンパ
クで香りの良い乳と生産ノウハウが製品
の特徴を生み出している。

○ ○ 一致 ○
環境に

適合した
種の使用

Aizua-Ulloa スペイン
チーズ
（牛）

牧草地に理想的な土壌，気候の下，小
規模農家により良質な乳が安定的に生
産され，これを活かした生産ノウハウによ
り特徴ある製品が生み出されている。

○ ○ ○ 一致 ○

原料
産地
との
一致

特別の
原料

その他
備考名称 国名 産品分類 リンクの概要

リンクの要素

土壌 気候
その他
地域
特性

ノウハウ
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３） 両者の比較

チーズの場合，地域産の原料を使用しているか否かが決定的な差である。また，この場

合， については，肉製品と同様，原料自体が地域独特の特徴をもつものであることPDO

が強調されている。

第 6 表 PGI 製品（チーズ）の品質等の特徴と地理的原産地との結びつき（link）の例

（４） 果物，野菜，穀物

１） PDO の場合

の場合，土壌，気候等の自然的に特異な地域特性が強調されており，その自然環PDO

境が独特の品質を生み出すと説明されることが多い。生産ノウハウについても要素として

Fichi di記載されていることが多いが，加工品であり特別の製造ノウハウがあるもの（

等)を除き，それほど特別なものとは思われない。ただし，高度や傾斜など自然Cosenza

環境の特異性が大きいものが多いため，その自然環境を克服するノウハウが意識されてい

るように思われる。

Zazrivsky korbacik スロバキア
スチームド

チーズ
特別な製品の形状と評判と歴史がある。
地域イベントと結びついて著名である。

○ 不一致
書物での

言及，地域
イベント

Tekovsky salamovy
syr

スロバキア チーズ
チーズでは一般的でない特別の形状
（サラミ状）と評判を有する。

○ 不一致 受賞歴

Gouda Holland オランダ チーズ

オランダの気候，地形が酪農に適してい
る。消費者調査で，ゴーダとオランダの
関係が強く認識され，また消費者の半数
がゴーダはオランダのみで作られている
と認識している。

○
○（平坦な

地形）

一致
（ただし
国全域）

消費者
調査

Edam Holland オランダ チーズ

オランダの気候，地形が酪農に適してい
る。消費者調査で，エダムとオランダの
関係が強く認識され，また消費者の半数
がエダムはオランダのみで作られている
と認識している。

○
○（平坦な

地形）

一致
（ただし
国全域）

消費者
調査

Hessischer
Handkase,Hessische

r Handkas
ドイツ チーズ

地域の伝統的ノウハウが高い品質を生
み出しており，また地域の料理として有
名.

○ 不一致
地域の
料理で
有名

Olomoucke tvaruzky チェコ チーズ
受賞歴があり，消費者調査でも4位。
ウェッブサイト，料理書，旅行ガイド等で
多く言及され，著名である。

不一致
受賞歴，
料理書等
での言及

Canestrato di
Moliterno

伊
チーズ

（羊及び
ヤギ）

良質な原料乳，製造ノウハウ（とりわけ熟
成ノウハウ），熟成に適した気候が特徴
を生み出している。国際的評価もある。

○ ○ 一致 △

環境に適合
した，この地
を原産地と
する種の使

用

Nieheimer Kase ドイツ チーズ
伝統的製造技術により製造されている
地域特産物であり，古くから書籍等でも
言及されている。

○ 不一致
書籍等

での言及

気候

リンクの要素

名称 国名 産品分類 リンクの概要 その他
地域
特性

ノウハウ

原料
生産地

との
一致

特別な
原料

その他 評判
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第 7 表 PDO 製品（果物，野菜，穀物）の品質等の特徴と地理的原産地との

結びつき（link）の例

注 ) 原語表記は省略した．1

) 地域の固有種等の場合は○としたが，単に品種名の特定のみの場合は印を付けていない．2

２） PGI の場合

の場合，加工品であってその原料の生産地が地域外にあるものは別にして， のPGI link

要素について とそれほど決定的な差は読み取れない。生鮮農産品であれば，その土PDO

地の土壌，気候等の自然的要因に当然影響されており，それが品質等に影響すると思われ

るため， との差は相対的なものと思われる。ただ，印象としては，産品の特徴の特PDO

異性が際立っており，その地域ならではのものという性格が強いものや単に栽培適地とい

， ，うだけでなく高度や傾斜など独特の地域特性があるものなどが になっており 一方PDO

良品質のものが一定期間生産されその評判が確立しているものが となっているようPGI

に思われる。

Fichi di Cosenza 伊 干いちじく
良質の土壌がイチジクに最適であり，夏の
風がソフトな干しイチジクの特徴を生み出
す。また，伝統的な高い生産技術がある。

○ ○ ○

Guanxi Mi You（※
１）

中国 みかん

アジア亜熱帯モンスーンの山岳地帯で，
日照も多い気候，肥沃な土壌，生産ノウハ
ウ等が甘酸っぱくビタミンに富む特徴を生
み出している。

○ ○
○

（山岳
地帯）

○

Shaanxi ping guo
（※１）

中国 りんご
肥沃な土壌，高所での豊富な光量，生産
技術等がいろ，糖度，酸度，ビタミン等に
優れた品質を生み出している。

○ ○
○

（高地）
○

5品種中１品
種はフジ

Firiki Piliou
（※１）

ギリシャ りんご

穏やかで夏期冷涼，日照の多い気候，傾
斜地で排水の良い肥沃な土壌，（傾斜地
で機械が使えないため）手仕事で行われる
生産技術等が優れた品質を生み出してい
る。

○ ○
○

（傾斜地）
○

Farina di castagne
della Lunigiana

伊
栗から

作られた
粉

栗生産に適した夏期冷涼な気候や土壌，
灌漑システム，伝統的製造技術等が特徴
（甘さなど）を生み出している。

○ ○
○

（高所）
○ ○

その地域で
作られてき
た9品種

Pera de Lleida スペイン 西洋ナシ
高温小雨多照の気候と土壌条件が糖度の
高さや皮の色の特徴を生み出し，高度や
緯度が丸い形を生み出している。

○ ○
○

（高度，
緯度）

Fagioli Bianchi di
Rotonda

伊 インゲン豆

窒素が多く，カルシウムの少ない土壌，穏
やかで多雨な気候，生産技術等がタンパ
ク質多く，外被の割合の少ない特徴を生み
出している。

○ ○ ○
地域の料理，
テレビ番組
での紹介

Arancia di Ribera 伊 オレンジ
柑橘栽培に適する土壌，地中海性気候，
灌漑システム，改良されてきた生産技術等
が糖度の高い品質を生み出している。

○ ○
○

（地形）
○ 歴史的評判

ノウハウ
独自品種

（※2）
評判

備考名称 国名 産品分類 リンクの概要

リンクの要素

土壌 気候
その他
地域
特性
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第 8 表 PGI 製品（果物，野菜，穀物）の品質等の特徴と地理的原産地との

結びつき（link）の例

注 1) 原語表記は省略した.

2) 地域の固有種等の場合は○としたが，単に品種名の特定のみの場合は印を付けていない.

３） 両者の比較

産品の特徴の特異性や地域環境の特異性の程度，すなわち地域とのつながりの程度によ

り， と が区別されているように思われるが， の項で述べたように両者の差PDO PGI PGI

は相対的なものとなっている。

３． PDO 及び PGI の要件に関する考察

の場合，その特徴が専ら又は本質的に地理的環境に帰せられるという強いつながPDO

りが必要とされる。このため，実際の運用実態を見ても，特徴を生み出す地域環境の特殊

性が強調され，その環境に適合したノウハウ，その環境から生み出される餌，その環境に

適合した固有種の使用などによって，品質等の特徴と地理的環境との強いつながりが説明

されている。

一方， については，それほどの強いつながりは必要とされていない。特に，専ら評PGI

判によって を裏付けている場合，環境の特殊性や特別の品質といった面は強調されlink

Gonci kajszibarack ハンガリー アンズ

冷涼な気候が遅い熟期をもたらしてい
る。また冬期寒冷な気候が春期の霜害を
最小限にしている。また書物での言及や
受賞歴がある。

○
古くからの
書物での

言及，受賞歴
9品種

Fagiolo Cuneo 伊
インゲン豆及び

インゲン豆類似種

理想的土壌条件，冷涼な気候，日照の
多さ，昼夜の寒暖差，伝統的な生産方
法等が特徴（高鉄分，高タンパク）を生み
出している。

○ ○ ○ 9品種

Lixian Ma Shan Yao
（※１）

中国 ヤマイモ
砂地の土壌，モンスーン性の暖かい気
候，適当な降雨量，伝統的な生産技術
等が特徴を生み出している。

○ ○ ○ 歴史的評判

Stafida Ilias（※１） ギリシャ
小粒の種なし

干しぶどう

カリ，腐植土の多い土壌，早期収穫に適
した気候，生産ノウハウ等が特徴を生み
出している。

○ ○ ○ ○
歴史的評価，

輸出実績

Magiun de prune
Topoloveni

ルーマニア プラムのペースト
独自の製造ノウハウにより評判が高く，各
種メディアに取り上げられ，受賞歴もあ
る。

○
メディアでの
言及，受賞歴

Limone di Siracusa 伊 レモン

肥沃な土壌，穏やかな気候，豊富な水
量，限られた地域で生産される品種の特
性等がジュース分が多く，形が良く，周
年収穫できる特徴を生み出している。

○ ○ ○

Carota Novella di
Ispica

伊 ニンジン
肥沃な土壌，冬期温暖で日照が多い気
候等が甘く栄養分の高い特徴を生み出
している。

○ ○

Melon de la Mancha スペイン メロン
肥沃ではないが排水よくミネラルに富む
土壌，日照多く乾燥した気候等が特徴
（糖度の高さ等）を生み出している。

○ ○

名称 国名 産品分類 linkの概要

linkの要素

土壌 気候 ノウハウ
独自品種

（※2）
評判

備考
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ておらず，アンケート調査や書籍の引用等によってその産品が高く評価されていることを

示すにとどまるものもある。このように，特別の地理的環境に裏付けられた特定の品質が

ない場合でも，評判があれば保護が認められることについて，荒木( )はヌガーに関す2004

る 年の欧州司法裁判所判決において 「商品が地理的起源に由来する品質を持ってお1992 ，

らず且つ他の商品との品質上の相違を客観的に証明できない場合であっても地理的呼称は

保護され得る，とする解釈論，－品質中立主義 と称される－」が理論構成quality neutral

として示されたことを指摘した上で，規則 の地理的表示は「品質中立主義の観点2081/92

から原産地呼称の保護要件を充足しない呼称をも保護対象とするため設けられた制度と考

えられる 」としている。ただし， 委員会担当者の説明では，保護の対象はあくまで。 EU

「 」であり，その地域特別の産品として認識されることが必要とのことでspecific product

ある。この点をどう理解するかだが，その産品について，顧客に知覚される品質があるこ

とを要件としているととらえることが可能ではないかと考えられる。アーカー（ ）に1994

よれば，知覚品質は客観的品質とは異なり，ある製品又はサービスの意図された目的に関

して代替品と比べた，全体的な品質ないし優位性についての顧客の知覚とされる。客観的

な品質について，データ上等で差を明確に示せなくとも，知覚される品質としては他と区

別されうることとなる。この知覚品質が地理的原産地と結びついている場合は，仮に客観

的な品質の差を示せない場合も， として保護が可能となっていると考えられる。実際PGI

の運用において，アンケート調査等によって地理的原産地と結びついた知覚品質があるこ

とを示している例が多いように思われる。

４． 我が国産品への当てはめ

以上述べたように， については品質等の特徴と地理的環境の強いつながりが必要PDO

とされる。具体的には，肉では，地域環境の特殊性，それに適合した生産ノウハウ，地域

産の餌の給餌等が共通の要素となっており，これが独特の品質を生み出しているとの説明

となっている。我が国には，銘柄牛，銘柄豚が多く存在するが，その生産地域はある行政

区域全域とされることが多く，地理的環境の特殊性，共通性等を踏まえた生産地域の設定

となっていないものが多い。また，餌はその地域産のものでないことが多い。例えば，著

名な銘柄牛である神戸牛についても，兵庫県で代々育成されてきた但馬牛の使用，生産ノ

ウハウ等地域とのつながりは認められるものの，生産地域は兵庫県全域となっており，そ

の自然環境と産品の特徴とが密接に関連しているとは言い難い。餌もその地域産のもので

はなく，この点でも地域とのつながりを説明することが難しい。また，著名な銘柄豚であ

るかごしま黒豚についても，代々鹿児島で育成されてきた種（系統）の使用や生産ノウハ

ウ等地域とのつながりは認められるが，生産地域は鹿児島県全域となっており，その自然

環境と産品の特徴とが密接に関連しているとは言い難い。餌もその地域産のものとは定め

られておらず，この点でも地域とのつながりを説明することが難しい。このため， のEU
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運用実態に照らせば，我が国の銘柄牛，銘柄豚の多くは， には該当せず， の要PDO PGI

件を満たすかどうかの判断をすることになると考えられる 。(付 )1-2

加工品については，肉製品及びチーズの例を見ると，原料(肉，乳)がその地域産である

ことに加えて，その土地産の餌を使用した生産などを通じて，原料についても地域環境と

関連した特別の特徴を持っていることが多い。我が国の地域ブランドである加工品の代表

的なものとして味噌があげられるが，仙台味噌，八丁味噌等著名なものも，原料はその地

域産ではないことから， には該当しない。 に該当しうるものとして，地域産のPDO PDO

特徴ある野菜を使用した漬け物(例：守口漬け ，その地域特産の漁獲物を利用した水産）

加工品(例 しょっつる)等があげられよう。:

生鮮の野菜，果物については， の運用実態を見ると， ， ともその産品に適EU PDO PGI

した地理的環境を活かして特別な品質の産品が生産されている場合となっており，その差

は相対的なものである。環境の特殊性や産品の特異性が大きい場合に としているもPDO

のと考えられる。我が国産品を見ても，例えば，急傾斜地を活用し，それに合わせた生産

ノウハウによって，高品質みかんが生産されている有田みかんなど， に該当しうるPDO

産品も多いと考えられる。ただし，どこで と の区別するかについては，その差PDO PGI

が相対的なものであるため，判断に困難な点も予想されることから，運用方針を統一して

おく必要があるものと考えられる。

一方， については，それほどの強い関連は必要とされない。加工品の場合は，そのPGI

原料は製品の生産地以外からのものでも可である。また，地理的原産地と関連する評判の

みでも登録が可能であり，この評判はアンケート調査の結果等で説明されている。我が国

linkの産品についてもこのような要件に該当するものは多い。ただし，特に評判に基づく

（結びつき）の場合，特定の自然的な環境に基礎づけられた特定の品質がないため，生産

地域をどの範囲にすべきか，どの品質のものを地理的表示の対象産物とするかについて，

問題が生じる場合がある。例えば，ある限定された地域で生産されていた産品が，その周

辺の地域でも生産されるようになり，元々の産品と若干品質に差があるような場合，生産

地域や対象産品をどう限定するかが問題となる(例 八丁味噌 。このような場合の範囲の: ）

確定のためには，専門家，消費者等からなる中立的な審査会的な機関での議論も有効な手

法になると思われる。
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（付論１－別添）我が国産品についての link について

１． 神戸牛・神戸肉

（１） 歴史

但馬牛としては約 年の歴史があると言われ，約 年前に書かれた「国牛十図」1200 700

1868 1983にも記述がある 神戸ビーフとしては 年の神戸港開港とともに国際的になり。 ， ，

年の神戸肉流通推進協議会の発足により定義の明確化が行われている。

（２） 産品の特徴

但馬牛のうち， 等級以上，脂肪交雑 値 以上の未経産牛，去勢牛を神戸牛と言4 BMS 6

っている。脂肪が筋肉に細かく入り込んでいる 高級の霜降り肉であり，とろけるような

。 ， 。 ，まろやかさがある オレイン酸 イノシン酸の数値も他の肉に比べ有意な差がある なお

但馬牛は，兵庫県有の種雄牛のみを歴代にわたり交配した但馬牛を素牛にして，登録生産

者が兵庫県内で飼養管理し，県内の食肉センターに出荷した生後 ヶ月令以上 ヶ月令28 60

以下の雌牛，去勢牛とされている。

（３） 地域の特徴との link

兵庫県内で長年育成されてきた但馬牛を素牛としていること，地域と結びついた高い社

会的評価があることなど，地域との が認められる。一方，生産ノウハウは，地域共link

通のものがあるわけではなく各生産者に委ねられていること，餌は当該地域産のものでは

ないこと，生産地域は兵庫県全域であり地域環境の特異性は大きくないこと等，地域の自

、 。然環境等と産品の特徴との関係については の ほどの密接関連性は認めにくいEU PDO

２． かごしま黒豚

（１） 歴史

約 年前に当時の藩主が沖縄から移入し，風土と密着して飼育されてきた。戦後，生400

産効率の良い白豚生産に押され，一時はほぼ消滅に近くなったが，県の振興方策や黒豚生

産者協議会の設立等もあって，現在，鹿児島県の黒豚出荷頭数は約 万頭と県豚出荷頭43

数の約 割を占め，そのうち黒豚生産者協議会の定める基準に適合するものが約半数とな2

っている。

（２） 産品の特徴

肉質は，光沢と弾力に富み，繊維が細かく柔らかい。また，脂肪の溶ける温度が高くべ

-94-



とつかないこと，アミノ酸の含有率が高いこと等の特徴も有する。

これは，黒豚（バークシャー種）の特徴によるところもあると思われるが，生産効率よ

りも肉質等を重視して県内で改良されてきた血統の利用，餌としてサツマイモを一定程度

与える生産ノウハウ等によるところも大きいと思われる。なお，黒豚生産者協議会では，

県育成の血統の使用，餌の内容等に基準を設けており，この基準に適合するもののみにつ

いて，県が所有する「かごしま黒豚」の商標（図形入り商標）の使用が認められている。

なお，基準を満たすものは鹿児島県産黒豚の約半数である。

（３） 地域の特徴との link

（２）のとおり肉質の特徴があり，この特徴と地域の気候風土に適合して改良，飼育さ

れてきた血統の使用や，餌の配合等の生産ノウハウが結びついていると考えられるため，

地域との を認めることができる。また，産品として確立した評判があり，これは，link

書物での引用や多くの料理店で特にかごしま黒豚を明記して提供されていることなどで説

明が可能である。

， ， ， ，ただし 餌は地域産のものとは定められておらず また 生産地域は県全域であるため

地域の自然環境等と産品の特徴との関係については、 の ほどの密接関連性は認EU PDO

めにくい。

３． 八丁味噌

（１） 産品の歴史

愛知県岡崎市八帖町で八丁味噌の製造を行う 社が製造を開始したのは江戸初期といわ2

， 。 ，れ 年以上の歴史を有する 当地が東海道と矢作川の水運の交わる交通の要所であり300

原料（三河大豆，吉良の塩等）の調達に好都合だったこと，高温多湿な気候で米味噌の製

造に向かない地域であり，水分量の少ない豆味噌の製造に向いていたこと等から，この地

で独特の特徴を持った豆味噌の製造が発展してきたものと考えられる。

現在，岡崎の 社以外の愛知県のメーカーも，自社の豆味噌を八丁味噌として販売して2

いる実態が見られる。

（２） 製品の特徴

原料に米，麦等を用いず，大豆，塩のみで製造される豆味噌である。色は濃い赤褐色。

旨み成分に富み，多少の酸味，渋み，苦味がある濃厚な風味である。

岡崎の 社は，これに加えて，2

① 大豆麹が大玉であり， 夏 冬熟成させる長期熟成であること2 2

② 水分量が少なく（通常の豆味噌 ～ ％，八丁味噌 ％程度）大豆の旨みが凝縮し44 5 40
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ていること

③ 長年にわたり蔵内に住み着いてきた乳酸菌や酵母の働きにより独特の風味があること

④ 木桶仕込みの天然醸造であること

等を特徴に挙げており，岡崎の 社以外の豆味噌とは異なる特徴を持つと主張している。2

， ， ，なお 麹を大玉にするのは 高温多湿な気候下において雑菌の繁殖を抑えるためであり

大玉なため麹カビが少なくなることから長期熟成が必要になっている。また，熟成期間を

長く取るため，水分量は少なめで，少ない水分量を全体に均質化させるため，重しを重く

し，玉石を積み上げる製法となっている。さらに，この重さのため，木桶はあまり大きく

できず直径 尺（ トン入り）の桶が使用される。このように，気候風土と密接に結びつ6 6

いた製造ノウハウが維持されてきている。

一方，愛知県味噌溜醤油工業組合は，岡崎の 社以外も八丁味噌を製造しており，製法2

等にそれほどの差はないとしている。ただし，必ずしもどのような品質のもの，製法のも

のを八丁味噌というか，組合内に統一した考え方があるわけではない。当該組合の構成員

の 社（豊田市）では， 年を超える熟成の，本桶仕込みの豆味噌を八丁味噌として取り1 2

扱っているとのことである。ただし，水分量については，近年の消費者の嗜好に合わせ，

岡崎の 社より高く，このため重しとなる石は平積みで積み上げることはしていない。ま2

た，この社は，厳しい社内基準を設けたと説明しており，これよりも緩い基準で八丁味噌

として扱っている社もあると思われる。

（３） 地域の特徴

八丁味噌の製造が開始された地域は，川に囲まれ，特に高温多湿な地域であったが，現

在，河川の改修等が行われ，その地域だけが特に特別の気候風土を有するわけではない。

ただし，発祥地を含めて，愛知県が高温多湿な気候風土で，豆味噌の製造に適していると

いうことは言えると考えられる。

（４） 地域の特徴との link

まず，八丁味噌という産品の特異性をどのように考えるかが問題となる。岡崎の 社の2

主張は，気候風土を踏まえた伝統的製法から生み出される特徴（風味，水分量等）をあげ

ており，元々はこのような特徴を持ったものが「八丁味噌」と呼ばれていたものと考えら

れる 。ただし，現在これ以外のものが八丁味噌との名前で売られている実態があり
(付 )1-3

，現時点で，どのようなものを八丁味噌の特徴と考えるか，専門家，消費者の意識等
(付 )1-4

も踏まえて確定することがまず必要と考えられる。ただし，単なる豆味噌の特徴では，地

理的表示としての保護の対象とはなり得ない。

については，岡崎の 社の主張するものを八丁味噌と考えた場合，地域の気候風土link 2

に根ざした伝統的製法ノウハウがあり，また，書物等で言及された確立した評判もあるた

め， としての を認めることは容易と考えられる。なお，原料の大豆は大部分が外PGI link

国産であるため， とはなり得ない。一方，愛知県組合の主張するものを八丁味噌とPDO
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考える場合は，どのような製法を地域の伝統的製法というか，愛知県産の八丁味噌として

確立した評判があるか等をさらに検証することが必要と考えられる。

なお，以上のような点を中立的，客観的に検証するためには，専門家，消費者等からな

る中立的な審査会での審査等の手法を検討することが必要ではないかと考えられる。

４． しょっつる

（１） 歴史

秋田地方で伝統的に製造されている魚醤の一種。

（２） 産品の特徴

。 ， ， ，小魚と塩を長期熟成して製造した魚醤 原料の魚は 伝統的なハタハタのほか イワシ

サンマ等が用いられる。ただし，原料はハタハタのみを用いるもの，ハタハタ以外の魚を

用いるものなど様々であり，熟成期間も 年～ 年以上と製造者によりかなり異なる。独1 3

特の風味を有し，しょっつる鍋の調味料としても有名。なお，製造業者は 社。5

（３） 地域の特徴との link

秋田県産の小魚を使用し，伝統的な製法により製造されており，これが独特の特徴を生

み出している。地域の伝統的な調味料として，著名である。なお，ハタハタのみを原料と

するＭ社の産品は，日本スローフード協会から「味の箱船」の認定を受けている。

（４） その他

産品名に地名を含まないが，しょっつると言えば秋田産の魚醤を指すものとして認識さ

れており，原産地を特定する名称と考えられる。 の制度ではこのような名称も保護のEU

対象とされており，我が国において，このようなものも地理的表示として認めて良いのか

検討が必要と考えられる。

５． 鹿児島黒酢

（１） 歴史

年ほど前の江戸時代から，鹿児島県霧島市福山町一帯で，陶製の壷を使用して伝統200

的製法で作られている。

（２） 産品の特徴
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露天に並べた壷を使い（壷畑 ，米麹，蒸米，地下水のみで製造される。原料の糖化，）

アルコール発酵，酢酸発酵が同一の容器内で行われる複合発酵により製造され，この製法

は世界的にも類を見ないものである。発酵，熟成期間は ～ 年。1 3

主成分の酢酸のほか 他種類の有機酸を含み 特有の香味 まろやかな酸味 独特の色(褐， ， ， ，

色又は黒褐色)などの特徴をを持つ。また人体への機能性が報告されている。なお，製造

業者は 社。7

（３）地域の特徴との link

福山町は錦江湾の奥に位置し， 方を丘に囲まれた南向きの地形であり，冬は暖かく，3

夏は海風で比較的涼しい気候である。この寒暖の差の大きくない温暖な気候が発酵に適し

ており，地域に伝統的に伝わる製法である壷を用いた天然発酵が行われている。

また， 方の丘からの豊富で良質な伏流水がわき出している。なお，歴史的には米の集3

， 。 ，積地で原料調達が容易であったことも この地で製造が始まった要因の一つである 現在

原料の米は鹿児島産を原則としている（外国産は使用せず 。なお、伝統的な黒酢とし。）

て，全国的にも著名である。

以上のように，地域環境との密接なつながりが認められるが，原料の産地等についてさ

らに検証が必要と考えられる。

６． 守口漬け

（１） 歴史

現在守口大根と呼ばれている細根大根は，江戸時代から美濃国長良川沿いで栽培され

てきた。明治期に，名古屋で現在の守口漬けの基本となる製法(何回も酒粕，味醂粕に漬

， ， 。け換える製法)が開発され これに用いられる大根が 守口大根と呼ばれることとなった

戦後，愛知県扶桑町でも大根生産が開始され，現在は岐阜県岐阜市と愛知県扶桑町の 地2

域のみが産地となっている。守口漬けの生産は尾張地区で行われてきている。

一方，江戸時代，河内国守口村付近で細根大根が生産され，当時これが守口大根と呼ば

れていたが，現在大阪での産地はない。

（２） 産品の特徴

細く長い独特の形状の守口大根を，酒粕及び味醂粕で二回以上漬け換えて奈良漬けにし

たものであり，繊維が固く長いため，奈良漬けにした場合歯切れの良い特徴を持つ。各社

により製造方法は一定の幅があり，味も異なる。

（３） 地域の特徴との link
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長良川･木曽川流域の砂地の土壌が，独特の特徴を持つ守口大根の生産に適しており，

他の砂地土壌で生産しても同様の品質のものが生産できず，一定の品質のものが生産でき

るのは，岐阜県及び愛知県の一部地域のみとなっている。

また，この守口大根については，長年にわたりこの地で選抜され，性質が特定されてき

た品種である。さらに，守口漬けの製造技術は，この地の伝統的に伝わる製法である。こ

のように，品質等の特徴と地域の密接なつながりがあり，また原料生産地域と漬け物生産

地域がほぼ一致しているため， として要件を検討することが可能と考えられる。PDO

（４） その他

守口漬の「守口」は，原料である守口大根からきており，当該地域を指す地名ではない

（元々大阪の地名 。一方 「守口漬」という名称は，当地域で生産される一定の特徴を） ，

持った漬け物を指す名称と認識される。 の制度ではこのような名称も保護の対象とさEU

れており，我が国において，このようなものも地理的表示として認めて良いのか検討が必

要と考えられる。

７． いぶりがっこ

（１） 歴史

古くから農家の保存食として作られていたもの。起源は室町時代ともいわれる。

（２） 産品の特徴

生の大根をつるし，楢，桜の木で 日ほど燻製をした後， 日程度以上漬け込む。3 40

燻製をすることによる独特の風味，香りがある。またぱりぱりとした食感がある。

（３） 地域の特徴との link

秋田地方(中央，山側の地域)では晩秋から冬にかけて，降雪などにより，大根の外干し

に適さない気候となっている。このため，かつては，いろりの上で大根をいぶして乾燥さ

せ，それを漬け物にしたことで，独特の風味等がを生み出されている。現在でも，楢，桜

等で燻製をしてから漬けるという伝統的製法により生産が行われている。

また，原料となる大根も秋田産のものが使われている。ただし，必ずしも，漬け物生産

地と大根生産地が一致しているわけではない。

（４） その他

「いぶりがっこ」には，地域を示す名称は含まれていないが，一般的に秋田地域の独特

の漬け物を指すと認識されている。 の制度ではこのような名称も保護の対象とされてEU
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おり，我が国において，このようなものも地理的表示として認めて良いのか検討が必要と

考えられる。

なお 「秋田いぶりがっこ」として，地域団体商標の登録申請が行われているが，その，

名称での周知性がないこと等を理由として，登録が拒絶されている。

８． 有田みかん

（１） 歴史

16 17諸説あるが， 世紀後半に熊本から導入され生産が開始されたとするものが多い。

世紀以降，江戸に出荷が盛んにされた。その後温州みかんへ品種が転換され，全国トップ

の生産量となっている。

（２） 産品の特徴

柑橘栽培に適した環境と栽培技術により，高品質なみかんが生産されている。皮がむけ

やすく袋が薄いなどの特徴を有する。温州みかん生産量の約 ％を占め，確立した評価10

を得ている。なお平成 年～ 年の 年間の平均単価は全国平均に比べ約 ％高くな16 20 5 10

っている。

（３） 地域の特徴との link

黒潮の影響による温暖な気候，適度な降水量，土壌等が柑橘栽培に適している。また，

傾斜地が生産の中心であり，排水，日照等の条件に優れ良品質生産が可能な石垣階段畑で

の生産となっている。このように，気候，土壌，傾斜地等の自然的条件と，これに合わせ

た石垣階段畑での生産ノウハウが，高品質な産品を生み出しており，地域との強いつなが

りが認められる。また，歴史的にも高い社会的評価を有する。

９． 泉州水なす

（１） 歴史

江戸時代初期から栽培されている。

（２） 産品の特徴

あくが少なく，表皮が薄く，手で絞ると水が絞れるほど水分量が多い。生でも食せる。

浅漬けが有名である。
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（３） 地域の特徴との link

泉州地域の堆積土壌での生産によってその特徴が発揮されており，他地域で生産しても

。 。 ，同等の品質が得られない 泉州地域で長年生産されてきた在来種が使用されている また

傷つきやすい果実を傷つけないため，特徴のある生産管理手法がとられている。

このように，地域環境との密接なつながりが認められる。

注 付 1-1 これらの文書については法的拘束力はないものであることに注意を要する。

付 1-2 銘柄牛，銘柄豚の中には，その地域産の餌（牧草，飼料米等）を食べていることを差別化のポイントの

１つとしているものも出てきており，このような取組は注目される。

付 1-3 広辞苑（第 5 版）では，八丁味噌について 「愛知県岡崎市八丁(現八帖町)から産出されはじめた味噌。，

大豆と塩を原料とした暗褐色の固いから味噌で旨みと渋みに特徴がある。岡崎味噌 」とされている。。

付 1-4 小泉武夫著「うまいもの漫遊記 （中経文庫）では，岡崎市と隣接する豊田市産の味噌を「八丁味噌」と」

して紹介している。
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