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諸外国の地理的表示保護制度及び同保護
を巡る国際的動向に関する調査研究

平成 24 年 3 月
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3‐4 韓国1
1．地理的表示の保護を図った主な法律等
・農産物品質管理法（1999 年 7 月 1 日施行）
・水産物品質管理法（2001 年 9 月 1 日施行）
・商標法（1949 年 11 月 28 日公布、2009 年 9 月 1 日改正）
・不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律（2011 年 6 月 30 日改正）
韓国おける地理的表示保護制度は、農産物品質管理法、水産物品質管理法及び商標法に
おける地理的表示団体商標（2005 年 7 月 1 日施行の商標法の改正により導入）の 3 つの
制度がある。
なお、農産物品質管理法及び水産物品質管理法に関しては、2008 年の政府の組織再編に
伴い、水産物品質管理法を管轄していた海洋水産部が廃止され、その所管業務のうち、水
産関連業務が農林水産食品部に移管され、農産物と水産物の品質管理業務を一本化する必
要性が提起された。そこで、2011 年に両法を統合して農産物品質管理法を「農水産物品質
管理法」に改正し、水産物品質管理法を廃止することになった。本改正は、2012 年 7 月
22 日に施行予定である。
更に、2011 年 7 月 1 日に発効した「大韓民国と欧州連合及びその加盟国間の自由貿易
協定」（以下、「韓・EU FTA」）に基づき、不正競争防止法の改正など、地理的表示の
保護が拡大した。
上記の不正競争防止法の改正において、自由貿易協定によって保護する地理的表示の使
用などを禁止し、地理的表示の侵害に対する禁止予防、損害賠償など救済手続きを設けて
地理的表示者の権利を保護する規定が新設されている（不正競争防止法 3 条の 2）
。
具体的には、正当な権原のない者は、大韓民国が外国と二国間又は多国間で締結して発
効した自由貿易協定によって保護する地理的表示に対し、地理的表示に示された場所を原
産地としない商品（地理的表示を使用する商品と同一か、同一と認識される商品に限られ
る）に関して、次の行為が禁じられる。
① 真正な原産地表示以外の別の地理的表示を使用する行為
② 地理的表示を翻訳又は音訳して使用する行為
③ 「種類」
、
「類型」
、
「様式」又は「模造品」などの表現を伴って地理的表示を使用す
る行為
④ 上記①～③に当たる方法で地理的表示を使用した商品を譲渡、引渡し又はそのため
に展示したり、輸入、輸出する行為
⑤ 原産地虚偽行為又は出所地誤認誘発行為に当たる方法で地理的表示を使用した商
品を引渡し、又はそのために展示する行為
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本章は、李厚東氏、閔仁基氏、崔元碩氏（弁護士、法務法人（有限）太平洋）にご協力
いただき作成されたレポートを元にまとめたものである。なお、本章における条文の日
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なお、改正前の不正競争防止法においても、対象となる不正競争行為として「商品若し
くはその広告により、若しくは公衆が知ることができる方法により取引上の書類若しくは
通信に虚偽の原産地の標識をし、又はこのような標識をした商品を販売・頒布若しくは輸
入・輸出して、原産地の誤認を生じさせる行為2」（同法 2 条ニ項）が規定されていた。
また、2011 年 11 月 22 日に批准同意案が国会で成立し、「大韓民国と米合衆国間の自
由貿易協定」（以下、「韓・米FTA」）が発効した場合3、証明商標制度の導入により地理
的表示の保護範囲がさらに拡大すると予想される。
韓・米FTAに合わせて商標法が 2011 年 12 月 2 日に改正され4、商標の品質保証機能を
強化する証明商標制度が導入されており、本改正法は韓米FTAの発効と同時に施行される
予定になっている。
（法律の目的）
1）農産物品質管理法（8 条 1 項）
・地理的特性のある農産物又はその加工品の品質向上
・地域特化産業の育成
・消費者保護
2）水産物品質管理法（9 条 1 項）
・地理的特性のある優秀な水産物又は水産加工品の品質の向上
・地域特化産業の育成
・消費者保護
3）商標法
・地理的表示団体商標権者及びその所属団体員の営業上の信用維持を図り、地理的表示
を使用する商品の取引者及び消費者を保護5
2. 地理的表示の定義
1）農産物品質管理法
地理的表示の定義として、リスボン協定型の定義に、
「社会的評価（reputation）
」を追
加した要件を満たす地理的表示として定義している。つまり、リスボン協定型の定義と
2

本条文の和訳は、金・張法律事務所「韓国知財関連法〔和訳版〕
」2009 年「不正競争防
止及び営業秘密保護に関する法律」357 頁から引用。
3 2012 年 2 月 21 日の外交通商部の朴泰鎬（パク・テホ）通商交渉本部長の会見において
韓・米 FTA が 2012 年 3 月 15 日に発効することが発表された。
（http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120222-00000003-cnippou-kr）
4 韓・米 FTA18.2 条 2 項における「各締約国は、商標が証明商標を含むことを規定する。
各締約国は、地理的表示が商標として保護を受ける資格があることも規定する」との規
定に基づく改正である。
5 2004 年 10 月に政府が提出した商標法中改正法律案
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TRIPS協定型の定義を混在させた定義になっている。
（農産品質管理法 2 条 7 号6）
2）水産物品質管理法
地理的表示の定義として、リスボン協定型の定義に、
「社会的評価（reputation）
」を追
加した要件を満たす地理的表示として定義している。つまり、リスボン協定型の定義と
TRIPS協定型の定義を混在させた定義になっている。
（水産物品質管理法 2 条 12 号）7
3）商標法
地理的表示の定義として、TRIPS協定型の定義を採用している。
（商標法第 2 条 1 項 3
の 2 号8）
4）韓・EU FTA
韓・EU FTA における「地理的表示」とは、2006 年 3 月 30 日付の理事会規則（EC）
第 510/2006 号、2008 年 1 月 15 日付の欧州議会及び理事会規則（EC）第 110/2008 号、
1991 年 6 月 10 日付の理事会規則（EEC）第 1601/1991 号、1999 年 5 月 17 日付の理事
会規則（EC）第 1493/1999 号と 2007 年 10 月 22 日付の理事会規則（EC）第 1234/2007
号又は、このような規則を代替する規則に挙げられている地理的表示、原産地名称、特定
地域で生産された高品質のワイン及び地理的表示のあるテーブルワイン、そして大韓民国
の農産物品質管理法及び酒税法の適用対象になる地理的表示をいう。
（韓・EU FTA 第 3
管 地理的表示注）
5）韓・米 FTA
韓・米FTAにおける「地理的表示」の定義は、TRIPS協定型の定義を採用している。
（韓・
9
米FTA 18.2 条 2 項注 ）

農産品質管理法 2 条 7 号
「農産物又はその加工品
（水産物を主原料又は主材料にした加工品は除く）
の社会的評価、
品質又はその他の特徴が本質的に特定地域の地理的特性に起因する場合、当該農産物又
はその加工品がその特定地域で生産及び加工されたことを表す標識」
（強調付加）
7 水産物品質管理法 2 条 12 号
「水産物又は水産加工品の社会的評価、品質又はその他の特徴が本質的に特定地域の地理
的特性による場合、その水産物又は水産加工品がその特定地域で生産されたことを示す
表示」
（強調付加）
8 商標法第 2 条 1 項 3 の 2 号
「商品の特定の社会的評価、品質又はその他の特徴が本質的に特定地域による場合、その
地域で生産・製造又は加工された商品であることを示す表示」
（強調付加）
9 韓・米 FTA 18.2 条 2 項注
「商品の特定品質、名声又はその他の特性が本質的に地理的根源による場合、当事国の領
域や当事国領域の地域又は地方を原産地とする商品であることを明示する標識をいう。
」
6
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3．地理的表示の保護リスト
1）農産物品質管理法
国立農産物品質管理院のウェブサイト10で閲覧可能（ハングル語のみ）
2011 年 12 月 10 日現在の地理的表示の登録現況 は、後掲する参考資料 1 を参照。
2）水産物品質管理法
水産物安全部のウェブサイト11で閲覧可能（ハングル語のみ）
2011 年 5 月 31 日現在の地理的表示の登録現況 は、後掲する参考資料 2 を参照。
3）商標法
韓国知的財産権情報サービス（Korean Intellectual Property Rights Information
Service）のウェブサイト12から検索閲覧可能。
2011 年 5 月現在の地理的表示団体商標登録の現況 は、後掲する参考資料 2 を参照。
4．地理的表示についての保護を受けるための手続き
1）農産物品質管理法
韓国において、農産物品質管理法に基づき地理的表示の保護を受けようとするためには、
農林水産食品部長官に登録申請を行い、登録されなければならない。
（登録申請者の範囲）
次の者が、地理的表示登録申請を行うことができる。
（農産物品質管理法施行令 15 条）
・特定地域で地理的特性のある農産物又はその加工品を生産、加工する者で構成された
団体（法人）のみ
ただし、地理的特性のある農産物若しくはその加工品の生産者又は加工業者が 1 人であ
る場合は、例外として個人も申請が可能
（出願要件）
農産物品質管理法における地理的表示の登録申請書には、以下の書類を添付しなければ
ならない。
（農産物品質管理法施行規則 16 条 1 項）
・定款
・生産計画書

10
11
12

http://www.naqs.go.kr/serviceInfo/service_07_03.jsp
http://www.nfis.go.kr/certify/geographical.asp
http://detseng.kipris.or.kr/ndetsen/loin1000a.do?method=loginTM&searchType=S
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・品質の特性に関する説明書
・有名特産品であることを証明できる資料
・品質の特性と地理的要因との関係に関する説明書
・地理的表示対象地域の範囲
・独自の品質基準
・品質管理計画書
（登録等の申請手続き）
地理的表示の登録を受けようとする者は、農林水産食品部長官に申請しなければならな
い13。農林水産食品部長官は登録申請を受ければ、地理的表示登録審議分科委員会の審議
を経て登録拒絶事由がない場合、当該地理的表示登録申請が公告される14。登録申請公告
後、誰でも公告日から 2 か月以内に農林水産食品部長官に異議申立が可能である15。上記
2 か月以内に異議申立がなかったり、異議申立の審議の結果、異議に正当な事由がないと
判断された場合は、地理的表示が登録される16。
なお、農林水産食品部長官は、地理的表示の登録申請の公告決定を下す前に申請された
地理的表示が商標法による商標に抵触するのかについて、事前に特許庁長の意見を聴取し
なければならない。
（農産物品質管理法 8 条 3 項）
（外国の地理的表示の取扱い）
地理的表示保護の無効事由の一つとして、地理的表示登録後に当該地理的表示が原産地
国で保護が中止されるか、又は不使用になった場合が挙げられており17、外国の地理的表
示が保護されるためには、当該地理的表示の原産地国における保護又は使用が要求される
と解釈される。
2）水産物品質管理法
韓国において、水産物品質管理法に基づき地理的表示の保護を受けようとするためには、
農林水産食品部長官に登録申請を行い、登録されなければならない。
（登録申請者の範囲）
次の者が、地理的表示登録申請を行うことができる。
（水産物品質管理法施行令 14 条 2
項及び 3 項）
・地理的特性のある優秀な水産物及び水産加工品を生産し、もしくは加工する者で構成
された法人のみ

13
14
15
16
17

農産物品質管理法 8 条 2 項
同上 8 条 3 項
同上 8 条 4 項
同上 8 条 6 項
同上 8 条の 10
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ただし、生産又は加工する者が一人である場合、例外として個人でも、登録申請が可能。
（出願要件）
水産物品質管理法における地理的表示の登録申請書には、以下の書類を添付しなければ
ならない（水産物品質管理法施行規則 17 条）
。
・生産計画書
・品質の特性に関する説明書
・優秀性が国内又は国外に広く知られた事実を証明できる資料
・品質の特性と地理的要因との関係に関する説明書
・地理的表示対象地域の範囲
・独自の品質基準
・品質管理計画書
（登録等の申請手続き）
地理的表示を登録しようとする者は、農林水産食品部長官に申請しなければならない18。
審査の結果、地理的表示の登録申請を拒否する事由がない場合、地理的表示の登録申請は
公告される19。登録申請公告があるときは、誰でも公告日から 30 日以内に農林水産食品部
長官に異議申請が可能である20。公告日から 30 日以内に異議申請がなかったり、異議申立
の審議の結果、異議に正当な事由がないと判断された場合は、地理的表示が登録される21。
（外国の地理的表示の取扱い）
明文の規定なし。
3）商標法
韓国において、商標法に基づき地理的表示団体商標の保護を受けようとするためには、
知的財産庁長官に登録出願を行い、登録されなければならない。
（登録申請者の範囲）
次の者が、地理的表示団体商標を行うことができる。
（商標法 3 条の 2）
・該当する地理的表示を使用可能な商品を生産、製造又は加工することを業として営む
者のみから構成された法人のみ

18
19
20
21

水産物品質管理法施行令 14 条 1 項
同上 15 条 3 項
同上 15 条 4 項
同上 15 条 5 項
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（出願要件）
地理的表示団体商標の登録出願の場合、通常商標の出願要件（出願人の情報、指定商品
に関する情報等）の他に、次の追加要件を定めている。
（商標法 9 条 3 項）
・大統領令が定める団体商標の使用に関する事項を規定した定款
・地理的表示団体商標の登録を望む種子の記述
・商標法上の地理的表示の定義に合致することを立証する大統領令が定める書類
（登録等の申請手続き）
地理的表示を登録しようとする者は、農林水産食品部長官に申請しなければならない22。
審査の結果、地理的表示の登録申請を拒否する事由がない場合、地理的表示の登録申請は
公告される23。登録申請公告があるときは、誰でも公告日から 30 日以内に農林水産食品部
長官に異議申請が可能である24。公告日から 30 日以内に異議申請がなかったり、異議申立
の審議の結果、異議に正当な事由がないと判断された場合は、地理的表示が登録される25。
（外国の地理的表示の取扱い）
地理的表示団体商標登録の無効事由の一つとして、登録後に当該地理的表示が原産地国
で保護が中止されるか、又は不使用になった場合が挙げられており26、外国の地理的表示
が保護されるためには、当該地理的表示の原産地国における保護又は使用が要求されると
解釈される。
ワイン又はスピリッツに関しては、WTO の加盟国を産地とするワイン又はスピリッツ
に関する地理的表示から構成される又はそれらを含む商標を、該当する地理的表示の正当
な使用者が、ワイン又はスピリッツを指定商品として地理的表示団体商標を出願すること
ができる。
（商標法 17 条 1 項 14 号）
4）韓・EU FTA
（農産物及び食料品の特定地理的表示の認定）
両者は、韓国農産物品質管理法の登録、規律、保護体制及び EU の理事会規則(EC)第
510/2006 号（農産品等の地理的表示に関する規則）と理事会規則（EC）第 1234/2007 号
（ワイン共通市場制度に関する規則）が、韓・EU FTA において規定された地理的表示の
登録及び統制のための要素に符合することを認め、その旨に同意している。
（韓・EU
FTA10.18 条 1 項、2 項及び 6 項）
各国の保護対象地理的表示リスト（付属書 10-A）に記載された地理的表示の明細書の要

22
23
24
25
26

水産物品質管理法施行令 14 条 1 項
同上 15 条 3 項
同上 15 条 4 項
同上 15 条 5 項
商標法第 71 条
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約を審査し、相手国の基準を満たしている場合、韓・EU FTA に定められた保護水準によ
り保護することを定めている(韓・EU FTA10.18 条 3 項、4 項、付属書 10-A)。
（ワイン・芳香ぶどう酒（aromatised wines）及びスピリッツに対する特定地理的表示の
認定）
ワイン又はスピリッツの地理的表示に関しては、各当事国は付属書 10-B に提示されて
いる Beaujolais、Bordeaux、Champagne（EU）などの地理的表示を保護する義務があ
ることを明示している。
（韓・EU FTA10.19 条）
5）韓・米 FTA
韓・米 FTA においては、下記のいずれか一つの事由に該当する場合、地理的表示の保
護が拒絶され得ると定めている。
（韓・米 FTA18.15 条）
・地理的表示が、その当事国の領域において善意で出願又は登録中であり、その領域に
おいてその地理的表示の保護又は認定日より先の優先日を有した商標と混同を引き起
こす恐れがある場合27
・地理的表示が、善意の使用を通じてその当事国の領域において商標に対する権利を獲
得し、その領域でその地理的表示の保護又は認定日より先の優先日を有した商標と混
同を引き起こす恐れがある場合28
・地理的表示が、その当事国の領域で有名になり、その領域においてその地理的表示の
保護又は認定日より先の優先日を有した商標と混同を引き起こす恐れがある場合29
上記の各拒絶事由に関し、拒絶の基準になる当事国の領域で地理的表示の保護日は、出
願又は申請の結果によって保護あるいは認定される場合は、その出願又は申請日、またそ
の他の手段を通じて保護又は認定される場合は、当該当事国の法による保護又は認定日と
27

韓国においては、商標法で「先出願による他人の地理的表示の登録団体標章と同一又は
類似の商標であって、その指定商品と同一、もしくは同一と認識されている商品に使用
する商標」は、商標登録を受けられないと定めており（商標法 7 条 1 項 7 の 2）
、農水産
品質管理法は登録申請された地理的表示が先に登録申請され、あるいは登録された他人
の地理的表示と同一又は類似する場合、商標法によって先に出願され、もしくは登録さ
れた他人の商標（地理的表示団体商標を含む）と同一又は類似の場合は、登録を拒絶す
るよう定めている。
（農産物品質管理法 8 条 7 項）
28 韓国においては、商標法は、
「国内又は外国の需要者の間に特定地域の商品を表示する
ものと認識されている地理的表示と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得よう
とし、若しくはその地理的表示の正当な使用者に損害を加えようとする等、不正な目的
で使用する商標」は商標登録を受けられないと定めている。
（商標法 7 条 1 項 12 の 2）
29 韓国においては、商標法において「識別性」を要件として商標の登録有無を判断してい
る。
（商標法 7 条 1 項 9 の 2）
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する。
5．異議申立制度
1）農産物品質管理法
登録申請が公告された場合、誰でも公告日から 2 か月以内に異議事由を記載した書類と
必要な証拠を添付し、農林水産食品部長官に異議申請が可能である。
（農産物品質管理法 8
条 5 項）
（登録後の取消）
農産物品質管理法に基づく地理的表示登録に対しては、無効審判又は取消し審判を行う
ことができる。
・無効審判
地理的表示保護に関する利害関係人又は地理的表示登録審議分科委員会は、地理的表示
が（i）登録拒絶事由に当たるにもかかわらず、登録となった場合、
（ii）地理的表示登録に
なった後にその地理的表示が原産地国家で保護が中止され、または使用しなくなった場合
であれば、地理的表示保護審判委員会に無効審判を請求することができる（農産物品質管
理法第 8 条の 10）
。
・取消審判
誰でも（i）地理的表示登録後、地理的表示登録をした者がその地理的表示を使用できる
農産物又はその加工品を生産・製造又は加工することを業として営む者に対し、団体の加
入を禁止したり厳しい加入条件を定める等、団体の加入を実質的に許容しない場合又はそ
の地理的表示を使用できない者に対して登録団体の加入を許容した場合、
（ii）地理的表示
登録団体又はその所属団体員が地理的表示を誤って使用することにより、消費者に商品の
品質に対する誤認又は地理的出所に対する混同を引き起こした場合、地理的表示保護審判
委員会に取消審判を請求することができる。
（農産物品質管理法 8 条の 11）
・職権による取消
農林水産食品部長官は、地理的表示品が該当する地理的表示の基準又は規格を満たさな
い場合、当該地理的表示品の生産量の急減など、地理的表示品の生産計画の履行が困難で
あると認められれば、是正命令、販売の禁止、表示の停止又は登録の取消しが可能である。
（農産物品質管理法 8 条の 8）
2）水産物品質管理法
登録申請公告があるときは、誰でも公告日から 30 日以内に農林水産食品部長官に異議
申立が可能である。
（水産物品質管理法施行令 15 条第 4 項）
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（登録後の取消）
農産物品質管理法とは異なり、登録の無効審判及び取消審判の規定はない。30
・職権による取消
農林水産食品部長官は、地理的表示品が表示した規格を満たさない場合、地理的表示品
を生産することが困難と認める場合は、是正命令、販売の禁止、表示の停止または登録の
取消しが可能である。
（水産物品質管理法 12 条）
3）商標法
出願公告後、誰でも出願公告日から 2 ヵ月以内に登録拒絶事由があることを理由に、特
許庁長官に異議申立が可能である。
（商標法 25 条 1 項）
（登録後の取消）
地理的表示団体商標登録に対しては、無効審判及び取消審判を行うことができる。
・無効審判
利害関係人又は審査官は、商標登録を受けられない者が登録を受けた場合、商標登録を
受けられない商標が登録となった場合、地理的表示団体商標登録になった後、その登録団
体商標を構成する地理的表示が原産地国で保護されなくなったり、使用されなくなった場
合等、一定の事由に当たる場合、特許庁に無効審判を請求することができる（商標法 71
条）
。
・取消審判
次の場合、誰でも商標登録の取消審判を請求することができる。
（商標法 73 条 1 項 11
号、12 号 6 項）
・地理的表示団体商標登録後、団体商標権者が、地理的表示を使用する指定商品を生産、
製造又は加工することを業として営む者に対し、定款によって団体への加入を禁じた
り、定款を満たさない加入条件を定める等、団体への加入を実質的に許容しない場合、
又はその地理的表示を使用できない者に対して団体の加入を許容した場合。
・2 以上の地理的表示団体登録標章が互いに同音異義語地理的表示に該当する場合、各
団体商標権者及びその所属団体員は地理的出所に対して消費者に混同を引き起こせな
いようなお表示を登録団体商標とともに使用しなければならないが、団体商標権者又
はその所属団体員がこれに違反して使用することで、消費者に商品の品質に対して誤
認、又は地理的出所に対して混同を引き起こした場合。

2012 年 7 月 22 日農水産物品質管理法の施行後は現行農産物の地理的表示保護に関する
審判等に関する規程が水産物の地理的表示に対しても適用されるようになる。

30
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4）韓・EU FTA
韓・EU FTA においては、異議申立制度に関して明示文上の規定を設けていないが、各
当事者の地理的表示に関する登録、規律、保護体制が、韓・EU FTA において規定された
地理的表示の登録及び統制のための要素に符合することを認め、その旨に同意することを
規定しているため、各当事者の異議制度がそのまま認められると解釈される。
（韓・EU
FTA10.18 条 1 項、2 項及び 6 項）
5）韓・米 FTA
韓・米 FTA においては、
「地理的表示のための出願及び申請が、異議申立が可能になる
よう公表されることを保障し、出願又は請願の対象の地理的表示に対する異議申立手続き
を定める。また各当事国は、出願又は申請の結果によって生じた登録を取り消すことがで
きる手続きを定める」と規定しており、異議申立、無効、取消制度の導入を義務付けてい
る。
（韓・米 FTA18.2 条 e 項）
6. 保護の効力
1）農産物品質管理法
農産物品質管理法において地理的表示登録を受けた者（以下、
「地理的表示権者」
）は、
登録された地理的表示品に対して地理的表示権を有する。
（農産物品質管理法 8 条の 2）
（誤認混同の必要性）
下記の行為については、誤認混同が生じる場合、保護の効力が及ぶ。
（農産物品質管理
法 8 条の 2）
・同音異義語地理的表示31の対象となる原産地と異なる地域を原産地とする商品への使
用。ただし、特定地域の商品を表示することを消費者が明らかに認識しており、当該
使用が混同を引き起こす場合に限る。
下記の行為については、誤認混同が生じなくても保護の効力が及ぶ。
（農産物品質管理
法 8 条の 4 第 2 項）
・地理的表示権の有しない者による登録された地理的表示と同一又は類似の表示をされ
た地理的表示品と同一又は類似の品目の製品、包装、容器、宣伝物又は関連書類に使
用する行為
・その他に地理的表示の名声を侵害しながら登録された地理的表示品と同一又は類似の
品目に直接又は間接的な方法で商業的に利用する行為
・偽造又は模造された登録理的表示の使用
31

「同音異義語地理的表示」とは同じ品目に対する地理的表示において他人の地理的表示
と発音は同じものの、当該地域が異なる地理的表示をいう。
（農産品質管理法 2 条 8 号）
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（
「型」等を伴う地理的表示に対する取扱い）
明文の規定なし。
（翻訳に関する取扱い）
明文の規定なし。
（複合語に関する取扱い32）
明文の規定なし。
（
「想起（evoke）させるような使用」に関する取扱い）
明文の規定なし。
2）水産物品質管理法
（誤認混同の必要性）
下記の行為については、誤認混同が生じなくても保護の効力が及ぶ。
（水産物品質管理
法 14 条 1 項）
・地理的表示の対象ではない水産物水産加工品に地理的表示又はこれに類似する表示の
使用
（
「型」等を伴う地理的表示に対する取扱い）
明文の規定なし。
（翻訳に関する取扱い）
明文の規定なし。
（
「想起（evoke）させるような使用」に関する取扱い）
明文の規定なし。
3）商標法
地理的表示団体商標の保護の効力は、通常商標の保護の効力と同様である。
（誤認混同の必要性）
下記の行為については、誤認混同が生じなくても保護の効力が及ぶ。
（商標法 66 条 2 項）
・他人の地理的表示の登録団体商標に類似する商標（同音異義語地理的表示は除く）を
32

当該項目は『
「A＋B」という二語からなる地理的表示があった場合に、
「A」又は「B」
単独の使用も禁止するというような明文規定が存在するか』について調査を行った。
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その指定商品と同一若しくは同一と認識される商品に使用する行為
・他人の地理的表示の登録団体商標と同一又は類似の商標をその指定商品と同一若しく
は同一と認識される商品に使用又は使用する目的で交付、販売、偽造、模造又はそれ
を所持する行為
・他人の地理的表示の登録団体商標を偽造又は模造したり、偽造又は模造させる目的で
その用具を製作・交付・販売又は所持する行為
・他人の地理的表示の登録団体商標と同一又は類似の商標が表示された指定商品と同一
若しくは同一と認識されている商品を譲渡又は引き渡すために所持する行為
（
「型」等を伴う地理的表示に対する取扱い）
明文の規定なし。
（翻訳に関する取扱い）
明文の規定なし。
（複合語に関する取扱い）
明文の規定なし。
（
「想起（evoke）させるような使用」に関する取扱い）
明文の規定なし。
4）韓・EU FTA
（誤認混同の必要性）
下記の行為については、誤認混同が生じる場合に限り、保護の効力が及ぶ。
（韓・EU FTA
10.21 条 1 項(a)）
・商品の地理的原産地について公衆を誤認させる方法で、真正な原産地以外の地理的地
域を原産とする商品を表示したり暗示する商品の名称又は表示のいずれかの手段によ
る使用。
下記の行為については、誤認混同が生じなくても保護の効力が及ぶ。
（韓・EU FTA10.21
条 1 項(b)及び(c)）
・真正な原産地が表示される場合、地理的表示が翻訳若しくは音訳された上で使用され
る場合、又は「kind」
、
「type」
、
「style」
、
「imitation」等の表現を伴う場合においても，
当該地理的表示に示された場所を原産地としない商品若しくは類似商品への地理的表
示の使用
・パリ協約第 10 条の 2 が意味する不正競争行為を構成するその他の使用。
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（
「型」等を伴う地理的表示に対する取扱い）
真正な原産地が表示される場合であっても、当該地理的表示に示された場所を原産地と
しない商品若しくは類似商品への地理的表示の使用については、保護の効力が及ぶ。
（韓・
EU FTA10.21 条 1 項(b)）
（翻訳に関する取扱い）
真正な原産地が表示される場合であっても、
「kind」
，
「type」
，
「style」
，
「imitation」等
の表現を伴う，当該地理的表示に示された場所を原産地としない商品若しくは類似商品へ
の地理的表示の使用については、保護の効力が及ぶ。
（韓・EU FTA 10.21 条 1 項(b)）
（複合語に関する取扱い）
明文の規定はないが、韓国外交通商部の金星煥長官から米国通商代表部のRon Kirk通商
代表への書簡において、韓・EU FTAの付属書 10-Aにおいて明記されている地理的表示の
うち、複数の要素からなるもの（例：
「Brie de Meaux」
「Emmental de Savoie」
「Grana
Padano」
、
「Parmigiano Reggiano」
「Pecorino Romano」
）は、すべての要素が使用され
た場合のみ、保護の対象となり、その個々の構成要素（その翻訳も含む）については保護
の対象とならないと、韓国政府が理解していることを伝えている。33
（
「想起（evoke）させるような使用」に関する取扱い）
明文の規定なし。
5）韓・米 FTA
（誤認混同の必要性）
登録商標の保護の効力は、登録商標の下記のような使用により、混同をもたらすおそれ
がある行為に対してのみ保護の効力が及ぶ旨が規定されている。
・所有者の同意を得ていない全ての第三者による登録商標に関する商品若しくはサービ
スと少なくとも同一又は類似の商品若しくはサービスに対し、地理的表示を含んだ同
一又は類似する標識を取引の過程での使用
（
「型」等を伴う地理的表示に対する取扱い）
明文の規定なし。
（翻訳に関する取扱い）
明文の規定なし。

of Letters between Ambassador Kirk and Trade Minister Kim on
Geographic Indications」パラグラフ 3 及び 4（http://www.ustr.gov/webfm_send/2944）

33 「Exchange
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（複合語に関する取扱い）
明文の規定なし。
（
「想起（evoke）させるような使用」に関する取扱い）
明文の規定なし。
7．一般名称に関する規定
1）農産物品質管理法
（一般名称の地理的表示の保護の可能性）
一般名称に当たる場合、登録が拒絶される旨が規定されており、一般名称の地理的表示
の登録はできない。
（農産物品質管理法 8 条の 7 第 4 項）
（保護された地理的表示の一般名称化）
明文の規定なし。
2）水産物品質管理法
「一般名称の地理的表示の保護の可能性」及び「保護された地理的表示の一般名称化」
に関する規定なし。
3）商標法
（一般名称の地理的表示の保護の可能性）
「当該商品の産地について一般的に使用される方法で表示した標章のみからなる商標」又
は「著名な地理的名称・その略語又はその地図のみからなる商標」は、登録が拒絶される
旨が規定されており、一般名称の地理的表示の登録はできないと解釈される。
（商標法 6
条 1 項 3 号及び 4 号）
（保護された地理的表示の一般名称化）
明文の規定なし。
4）韓・EU FTA
「一般名称の地理的表示の保護の可能性」及び「保護された地理的表示の一般名称化」
に関する規定はないが、各当事者の地理的表示に関する登録、規律、保護体制が、韓・EU
FTA において規定された地理的表示の登録及び統制のための要素に符合することを認め、
その旨に同意することを規定しているため、各当事者の制度がそのまま認められると解釈
される。
（韓・EU FTA10.18 条 1 項、2 項及び 6 項）
5）韓・米 FTA
「一般名称の地理的表示の保護の可能性」及び「保護された地理的表示の一般名称化」
に関する規定なし。
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8．権利執行者
1）農産物品質管理法
（権利執行請求主体）
地理的表示登録所有者
（権利執行主体）
裁判所
可能な救済手段は、侵害の差止め又は防止34、損害賠償35及び虚偽表示の禁止を命令す
ることができる。なお、虚偽表示については、3 年以下の懲役又は 3 千万ウォン以下の罰
金に処されることがある36。
2）水産物品質管理法
（権利執行請求主体）
地理的表示登録所有者
（権利執行主体）
裁判所
可能な救済手段は、虚偽表示の禁止を命令することができる。なお、虚偽表示について
は、3 年以下の懲役又は 3 千万ウォン以下の罰金に処されることがある37。
3）商標法
（権利執行請求主体）
地理的表示団体商標権者
（権利執行主体）
裁判所
可能な救済手段は、侵害の差止め又は防止38、損害賠償39及び信用回復40の命令をするこ
とができる。なお、地理的表示団体商標権の侵害行為をなした者は、7 年以下の懲役又は
農産物品質管理法 8 条の 4 第 2 項
35 同上 8 条の 5 第 1 項
36 同上 8 条の 6、35 条 1 項及び 2 項
37 水産物品質管理法 53 条の 3 第 1 項
38 商標法 65 条
39 同上 68 条
40 同上 69 条
「故意又は過失によって地理的表示の団体商標権を侵害することで、地理的表示の団体商
標権者の業務上の信用を失墜させた者に対しては、地理的表示の団体商標権者の請求に
よって損害賠償の代わりに又は損害賠償とともに地理的表示の団体商標権者の業務上の
信用回復のために必要となる措置が命じられる」
34
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1 億ウォン以下の罰金に処されることがある41
4）韓・EU FTA
地理的表示登録の権利執行に関する規定はないが、各当事者の地理的表示に関する登録、
規律、保護体制が、韓・EU FTA において規定された地理的表示の登録及び統制のための
要素に符合することを認め、その旨に同意することを規定しているため、各当事者の制度
がそのまま認められると解釈される。
（韓・EU FTA10.18 条 1 項、2 項及び 6 項）
5）韓・米 FTA
「各当事国は関連商品又はサービスに対し、有名商標と同一又は類似の商標又は地理的
表示の使用が混同を引き起こす可能性があるとか、誤認をもたらす可能性があるとか、欺
瞞する可能性があるとか、その商標又は地理的表示と有名商標権者を関連付ける恐れがあ
るとか、有名商標の名声に対する不公正な利用を構成する場合、その商標又は地理的表示
の登録を拒絶、取消し、使用を差し止めの適当な措置を定める」旨が規定されており、権
利執行制度の確保を各当事国に求めている。
（韓・米 FTA18.8 条）
9．水際措置の有無と概要
・税関の措置-通関の制限
商標法に基づき登録された商標権、農産物品質管理法または水産物品質管理法によって
登録され、または条約・協定などによって保護対象に指定された地理的表示登録あるいは
地理的表示（以下、
「地理的表示」
）を侵害する物品は、輸出若しくは輸入することができ
ない42。関税庁長官は、地理的表示を登録した者をして当該地理的表示に関する事項を申
告できるようにし、税関長は輸出入申告された物品等が地理的表示を侵害したと認められ
るときは、
地理的表示を申告した者に対してその事実を通知しなければならず、
この場合、
通知を受けた者は税関長に担保を提供して当該物品の通関保留や留置を求めることができ
る43。なお、上記申告がなかったとしても、地理的表示の保護を受けようとする者は、税
関長に担保を提供し、当該物品の通関保留または留置を求めることもある44。当該物品の
通関保留または留置を求められた税関長は、特段の事由がなければ、当該物品の通関を保
留または留置しなければならない45。
一方、税関長は輸出入申告された物品などが地理的表示を明らかに侵害した場合は、職
権で当該物品の通関を保留したり、当該物品を留置することができる46。

41
42
43
44
45
46

商標法 93 条
関税法 235 条 1 項
関税法 235 条 2 項及び 3 項
同上 235 条 4 項
同上 235 条 5 項
同上 235 条 7 項
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・不公正貿易行為
韓国の法令や韓国が当事者である条約によって保護される商標権、地理的表示を侵害す
る物品（以下、
「侵害物品」
）を国内に供給する行為、又は侵害物品を輸入したり、輸入さ
れた侵害物品を国内で販売する行為は不公正貿易行為に当たり、その行為のあった日から
1 年以内に貿易委員会 にそれに対する調査を申請することができる47。調査の結果、貿易
委員会が不公正貿易行為に当たると判定した場合、侵害物品の輸入及び販売の中止、破棄
処分、訂正広告などを命じることができ、一定範囲の課徴金を課すことができる。48
一方、貿易委員会に調査を申請したり、貿易委員会が職権で調査している不公正貿易行
為に回復できない被害を被っていたり、被る恐れがある者は貿易委員会に不公正貿易行為
の中止やその他被害が予防できる措置（以下、
「暫定措置」
）を申請することができ、貿易
委員会は前提措置の申請を受け付ければ、速やかに調査を済ませて暫定措置の施行有無を
決めなければならず、暫定措置の施行を決めた場合は、遅滞なく当該行為者に不公正貿易
行為の中止を命じたり、その他必要が措置を取らなければならない。49
10．執行実績、主要侵害裁判例
1）農産物品質管理法
利川（イチョン）米の不当使用を摘発して掲示告発の措置をとった事例がある50。
2）水産物品質管理法
現在、地理的名称の不当使用等が摘発された事例はない。
3）商標法
現在、地理的表示団体商標の不当使用などを摘発した事例はない。
11．地理的表示に関する規定及び商標に関する規定との間の調整規定
‐地理的表示に関する規定上の商標との間の調整規定
1）農産物品質管理法
（地理的表示と商標の抵触に関する規定）
農林水産食品部長官は、地理的表示の登録申請の公告決定を出す前に申請された地理的
表示が商標法に基づく商標に抵触するのかについて、事前に特許庁長官の意見を聴取しな
ければならない。
（農産物品質管理法 8 条 3 項）

47

「不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律」
（以下、
「不公正貿易行為法」
）4
条 1 項ア、5 条 1 項及び 2 項
48 同上 10 条 1 項及び 11 条
49 同上 7 条 1 項及び 2 項
50 国内地理的表示制度の統合化方案の研究、
（社）大韓商標協会、234 頁参照。
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次の地理的表示は、登録が拒絶される。
・商標法に基づき先に出願され登録された他人の商標（地理的表示団体商標を含む）と
同一又は類似している地理的表示（農産物品質管理法 8 条 7 項 2 号）
・国内で広く知られた他人の商標と同一又は類似している地理的表示（農産物品質管理
法 8 条 7 項 3 号）
（地理的表示の出願・登録以前より善意で使用されていた商標の使用：先使用の可能性）
上記の通り、地理的表示の出願・登録以前より善意で出願され、登録されていた商標の
使用は認められる。
2）水産物品質管理法
地理的表示と商標の抵触に関する規定、及び地理的表示の出願・登録以前より善意で使
用されていた商標の先使用に関する明文の規定なし。
－商標に関する規定上の地理的表示との間の調整規定
（商標と地理的表示の抵触に関する規定）
特許庁長官は、農産物品質管理法又は水産物品質管理法に関係する地理的表示登録対象
品目に対して地理的表示団体商標が出願された場合、地理的表示の当否に対して農林水産
食品部長官の意見を聴取しなければならない。
（商標法 22 条の 2 第 3 項）
また、次の商標は登録が拒絶される。
・農産物品質管理法又は水産物品質管理法によって登録された他人の地理的表示と同一
又は類似の商標としてその地理的表示を使用する商品と同一若しくは同一と認識され
ている商品に使用する商標（商標法 7 条 1 項 16 号）
・国内又は外国の消費者の間に特定地域の商品を表示するものとして認識されている地
理的表示と同一又は類似の商標であって、不当な利益を得ようしたり、その地理的表
示の正当な使用者に損害を加えようとするなど、不正な目的で使用される商標（商標
法 7 条 1 項 12 の 2 号）
・特定地域の商品の表示として消費者の間で著しく認識されている他人の地理的表示と
同一又は類似の商標であって、その地理的表示を使用する商品と同一若しくは同一と
認識されている商品に使用される商標（商標法 7 条 1 項 9 の 2 号）
（地理的表示の出願・登録以前より善意で使用されていた商標の使用：先使用の可能性）
上記の通り、商標の出願・登録以前に善意で出願され、登録されていた地理的表示の使
用は認められる。
4）韓・EU FTA
一般名称に関する規定はないが、各当事者の地理的表示に関する登録、規律、保護体制
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が、韓・EU FTA において規定された地理的表示の登録及び統制のための要素に符合する
ことを認め、その旨に同意することを規定しているため、各当事者の制度がそのまま認め
られると解釈される。
（韓・EU FTA10.18 条 1 項、2 項及び 6 項）
5）韓・米 FTA
韓・米 FTA において、
「各当事国は、一般名称に関する商標の使用の相対的な度合い、
場所又は形式に関する要件を含む、商品若しくはサービスの一般名称としての使用に関す
る基準が、該当する商品若しくはサービスに関して使用される商標の使用又は効率性に影
響を与えることがないようにすることを確保しなければならない。
」と規定しており、一般
名称に関する規定の確保を求めている。
（韓・米 FTA18.2 条 3 項）
12．地理的表示を使用できる者の範囲の特定方法
1）農産物品質管理法
（地理的表示を使用できる者の範囲の特定方法）
地理的表示の登録所有者が、当該地理的表示を使用する権利を有する51ことになるが、
登録出願を行うことができるのは、特定地域で地理的特性のある農産物又はその加工品を
生産又は加工する者で構成された団体（法人）に限定されている。ただし、地理的特性の
ある農産物又はその加工品の生産者又は加工業者が 1 人である場合は、例外として個人も
出願が可能である（農産物品質管理法施行令 15 条）
（上記特定方法と地理的風土等との密接関連性）
登録出願された地理的表示が、次に該当する場合は、登録出願は拒絶される。
・当該品目が地理的標識対象地域に限って生産された農産物ではなく、もしくはこれを
主原料にして当該地域で加工された品目ではない場合（農産物品質管理法 8 条 7 項 5
号、同法施行令 17 条 1 項 1 号）
・当該品目の社会的評価、品質又はその他の特性が本質的に特定地域の生産環境的要因
又は人的要因に起因しない場合（農産物品質管理法 8 条 7 項 5 号、同法施行令 17 条 1
項 4 号）
（地理的表示を使用できる者の範囲特定時の問題）
地理的表示の登録所有者が、当該地理的表示を使用する権利を有する。
（農産物品質管
理法 2 条 8 号）
地理的表示の登録出願をした者が、当該地理的表示を使用できる農産物又はその加工品
を生産・製造又は加工することを業として営む者に対して、団体の加入を禁じ、若しくは
厳しい加入条件を定める等、団体への加入を実質的に許容しない場合は、登録出願は拒絶
51

農産物品質管理法 2 条 8 号
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される。
（農産物品質管理法 8 条 7 項 6 号）
また、上記は、登録の取消事由にも該当する。
（農産物品質管理法 8 条の 11）
農林水産食品部長官は、地理的表示品が表示の基準または規格を満たさなくなったり、
当該地理的表示品の生産量の急減など、地理的表示品の生産計画の履行が困難であると認
められれば、是正命令、販売の禁止、表示の停止または登録の取消しが可能である。
（農産
物品質管理法 8 条の 8）
2）水産物品質管理法
（地理的表示を使用できる者の範囲の特定方法）
地理的表示の登録所有者が、当該地理的表示を使用する権利を有する52ことになるが、
登録出願を行うことができるのは、地理的特性のある優秀な水産物及び水産加工品を生産
または加工する者で構成された法人のみ可能である。ただし、生産又は加工する者が 1 人
である場合は、法人ではなくても、登録出願が可能である（水産物品質管理法施行令 14
条 2 項）
。
（上記特定方法と地理的風土等との密接関連性）
登録出願された地理的表示が、次に該当する場合は、登録出願は拒絶される。
（水産物
品質管理法施行令 13 条 1 項）
・当該品目の社会的評価、品質その他の特性が本質的に特定地域の自然環境的又は人的
要因によって行われていない場合
・当該品目の優秀性が国内又は国外に広く知られていない場合
また、地理的表示の対象地域は、自然環境的及び人的要因を考慮し、下記のいずれかに
よって特定しなければならない。
（水産物品質管理法施行令 13 条 3 項）
・対象となる海域は、棲息地、漁獲・採取の環境が同じ海域を緯度と経度によって特定
すること
・対象となる生産・加工する場所は、地理的特性が同じ場所を行政区域又は川を基準に
特定すること
（地理的表示を使用できる者の範囲特定時の問題）
地理的表示の登録所有者が、当該地理的表示を使用する権利を有する。
（水産物品質管
理法 9 条 2 項）
農林水産食品部長官は、地理的表示品が表示した規格を満たさなかったり、地理的表示
品を生産することが困難と認める場合は、是正命令、販売の禁止、表示の停止または登録
の取消しが可能である。
（水産物品質管理法 12 条）
52

水産物品質管理法 9 条 2 項
169

3）商標法
（地理的表示を使用できる者の範囲の特定方法）
地理的表示団体商標は、その地理的表示を使用できる商品を生産製造又は加工すること
を業として営む者で構成された法人に限って、登録を受けることができる。
（商標法 3 条
の 2）
また、出願時に、当該団体への加入の規定等を含めた定款を提出しなければならない。
（商標法 9 条 3 項）
（上記特定方法と地理的風土等との密接関連性）
地理的表示団体登録の出願人は、法人格を有する生産者団体、加工者団体、生産加工者
団体又はこれらの連合会等であり、その主な事務所所在地が当該地域内に位置しなければ
ならず、所属団体員は、その住所地・生活の根拠地・主な事務所の所在地又は生産・製造
又は加工のための土地や工場等の主要設備が当該地域内に位置しなければならない53。そ
して、出願人と所属団体員は地理的表示当該商品の生産製造又は加工を業としてしなけれ
ばならないが、必ずしもこれを専業にすることを要しない54。
（地理的表示を使用できる者の範囲特定時の問題）
地理的表示団体商標登録出願人が、該当地域の正当な業者(地理的表示を使用できる商品
を生産製造又は加工することを業として営む者)について、定款上団体への加入を禁じ、又
は実質的に認めていない場合は、出願は拒絶される。
（商標法 23 条 1 項 5 号）
また、地理的表示団体商標の登録後、団体商標権者が地理的表示を使用できる指定商品
を生産・製造又は加工することを業として営む者に対し、定款によって団体の加入を禁じ
たり定款に充足しにくい加入条件を定める等、団体の加入を実質的に許容しない場合又は
その地理的表示を使用できない者に対して団体の加入を許容した場合、登録取消の対象と
なる。
（商標法 73 条 1 項 11 号）
13．現地調査報告
1）市場調査
（調査対象）
今回の市場調査の事前準備において、ヒアリングの機会を持つことができた農産物品質
管理法に基づき登録された地理的表示の「驪州（ヨジュ）米」
「利川（イチョン）米」を調
査対象として選択した。

53
54

商標審査基準 50 条の 3 第 1 項
商標審査基準 50 条の 3 第 3 項
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（調査場所・調査日）
平成 24 年 1 月 12 日、ソウル市内のスーパーマーケット、デパートを対象にして市場調
査を行った。今回調査を行った場所は下記の通り。
・Hyundai Department Store
・Lotte Department Store
・Star Super
・E-MART
・GS25 Super Market
・イチョン市 農協スーパー

デパート
デパート
高級スーパー
中級スーパー
庶民的スーパー
庶民的スーパー

（調査結果）
上記の場所において、
「驪州（ヨジュ）米」
「利川（イチョン）米」について調査を行っ
たが、農産物品質管理法に基づく地理的表示保護のマークが付されたものを確認できたの
は、
「Star Super」
、
「E-MART」
、
「イチョン市 農協スーパー」における「利川（イチョン）
米」だけであった。
それ以外の産品についても、地理的表示保護のマークが付されていた産品は確認できな
かった。
参考として、EU において地理的表示保護がされていることを示す「PDO」や「PGI」
の付された輸入チーズを数多く確認することができた。
更に、韓・EUFTAにおいてチーズの一般名称として保護対象から除外されている「Brie」
、
「Camembert」に関しては55、ハングル語表記のパッケージが付されたものを確認するこ
とができた。
また、米、KRAFT 社のパルメザン粉チーズも確認することができた。

「Exchange of Letters between Ambassador Kirk and Trade Minister Kim on
Geographic Indications」
（http://www.ustr.gov/webfm_send/2944）
。
この書簡の中で、
「Brie」
「Camembert」
「Emmental」は、チーズの一般名称であると
韓国政府が理解していることが述べられている。
（パラグラフ 5）

55
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イチョン米の事例：

（パッケージにハングル語表記が付された Camembert チーズ）
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2）地理的表示権利者ヒアリング（1）
登録地理的表示：驪州米
品 目：米
ヒアリング先：（社）驪州（ヨジュ）米生産者協議会
（（社）驪州（ヨジュ）米生産者協議会：地域の 8 つの農協の協議会）
日 時：平成 24 年 1 月 13 日（金）：11：00 から 12：00
（1）農産物地理的表示に登録した背景
1994年にWTOのTRIPS協定批准の動きがあり、
地理的表示の保護が求められたとき、
ヨジュの米をこの地域の特産品として認めてもらうためにヨジュ郡の指導の下、活動を開
始した。
（2）農産物地理的表示に登録した利点
2007 年に登録されたが、それ以前は偽物が多かった。登録後、偽物を排除できるように
なり、本物の価値が高まった。消費者にも認識してもらえるようになった。
（3）同じ Gyeonggi-do にあるイチョン米との違いは何か
イチョンの方が有名であるが、これは宣伝・広告がうまいため。米自体はヨジュのもの
の方がタンパク質が少なく、冷めても美味しいお米である。
地形的にイチョンは平野にあり、ヨジュは山際に近い。新潟の魚沼と似た地形にあり、
川の水に養分・鉱物が多く、美味しいお米ができる。
（4）名前の使用者の管理
「ヨジュ米」の名前を広めたのはヨジュ郡庁であり、品質を満たせば誰でも使える。包
装は行政機関が管理しており、また広告も郡庁（行政機関）が行っている。
（5）韓国外への輸出
3 年ほど前に輸出したことがあるが、コストが掛り、また輸送中に品質が落ちたので、
現在は輸出していない。
（6）地理的表示以外の名前の保護について
一般商標にも登録しているが、行政から求められて登録を行ってきた。（地理的表示登
録についても自ら望んでというよりは行政の求めに応じてということ。）
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（7）名声を維持する戦略
行政と共に行っているが、除草剤を使わない、特注の肥料を配布する、などしている。
2006 年に韓国初の米生産特区に指定され、契約を結んだ農家を対象とし、コメの品質が
落ちた農家は契約を解除するなどして品質を維持している。
（8）包装用パッケージ
地理的表示保護（KPGI）マーク

3）地理的表示権利者ヒアリング（2）
登録地理的表示：利川米
品 目：米
ヒアリング先：利川米サラン営農組合法人
（利川米サラン営農組合法人：地域の 10 の農協と利川市の共同事業体）
日 時：平成 24 年 1 月 13 日（金）：13：00 から 14：00
（1）農産物地理的表示に登録した背景
ハングルを制定した韓国の王様「世宗（セジョン）、1397-1450 年」に献上されたお米
として知られている。2005 年に、お米としては最初に登録された。
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（2）農産物地理的表示に登録した利点
1995 年に商標として「王様」＋「利川」として登録したが、商標ではこの登録物しか保
護できなかった。農産物品質管理法が適用されるようになり、地理的表示保護により「利
川米」として保護できるようになった。
（3）同じ Gyeonggi-do にあるヨジュ米との違いは何か
ヨジュは契約農家（米農家の 50-60%）の米しか認めていないが、イチョンは 100%買い
取ってイチョン米として出荷している。農家の管理・指導システムに特徴がある。肥料の
供給、資金の支援、作付け方法の指導などを行っており、精米加工工場も 10 か所ほど持
っている。
（4）名前の使用者の管理
当初の地理的表示制度では名前の登録だけだったが、2009/10 の制度改正で排他的な権
利として認められるようになった。そのためこの組合法人に属していない農家は「利川米」
の名前は使用できない。
（5）韓国外での使用
韓国外では以前はシンガポール、ロシアなどに輸出していた。現在はアメリカ、香港な
どに輸出している。中国、日本、EU、アメリカに商標出願している。
アメリカ、ロサンゼルスの韓国人街で「利川米」の名前で別物を売っていた人がいたが、
話し合いで止めてもらったことがある。
（6）地理的表示以外の名前の保護について
既に話してきたように先に商標で登録していた。商標では保護しきれない部分も地理的
表示でカバーされる。
（7）名声を維持する戦略
利川市の農業技術センターと協力して品種の改善などを行っている。また市から、広
報や資金面での支援もある。最近米粉を使ったケーキやクッキーの開発なども行って
いる。このため地域企業や大学との共同も進めている。
（8）その他
利川市は農産物として米と桃が有名であるが、最近都市化が進んできて農地面積は減少
傾向にあり、その分単価の高い園芸品が増えている。
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「刑事告発事例」
2008 年に、他所の地域の米をイチョン米として、似たパッケージに入れて売っていた会
社があった。話し合いに応じなかったため刑事告訴し止めさせたが、この会社は潰れてし
まった。
ソウル市の各区にモニタリングの人員を配置し、独自に監視している。毎年類似の問題
が起きているが、大半は話し合いで解決している。
（9）包装用パッケージ
農協直営のスーパーマーケット。
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（参考資料 1）農産物品質管理法上の地理的表示の登録現況56
登録
写真
登録名称
登録日
番号

登録者

1

寶城緑茶

2002.01.25

営農組合法人寶城緑茶連合会

2

河東緑茶

2003.05.02

河東茶営農組合法人

3

高敞覆盆子酒

2004.01.15

高敞ウトゥム覆盆子酒営農
組合法人

5

英陽唐辛子粉

2005.03.05

英陽唐辛子営農組合法人

6

義城ニンニク

2005.07.18

義城ニンニク生産者団体協議会
営農組合法人

7

槐山唐辛子

2005.08.25

槐山唐辛子営農組合法人

8

淳昌伝統コチ
ュジャン

2005.10.14

営農組合法人淳昌
伝統コチュジャン連合会

9

槐山唐辛子粉

2005.11.07

槐山農業協同組合

10

星州真桑瓜

2005.12.01

星州真桑瓜生産者団体協議会
営農組合法人

56

国立農産物品質管理院ウェブサイト
（http://www.naqs.go.kr/serviceInfo/service_07_03.jsp）
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11

海南冬白菜

2005.12.26

海南冬白菜生産協議会営農
組合法人

12

利川米

2005.12.26

利川米サラン営農組合法人

13

鉄原米

2005.12.26

鉄原オデ米生産者営農組合法人

14

高興柚子

2006.05.08

高興柚子連合会営農組合法人

15

洪川もち
とうもろこし

2006.06.05

洪川もちとうもろこし営農
組合法人

16

江華薬用
よもぎ

2006.08.07

江華郡山林組合

17

横城韓牛肉

2006.09.11

横城畜産業協同組合

18

濟州豚肉

2006.09.19

社団法人濟州輸出肉加工協会

19

高麗紅参

2006.12.07

（社）高麗人参連合会
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20

高麗白参

2006.12.07

（社）高麗人参連合会

21

高麗太極参

2006.12.07

（社）高麗人参連合会

22

安東布

2006.12.07

安東布生産者営農組合法人

23

忠州リンゴ

2006.12.11

忠州リンゴ生産者団体協議会
営農組合法人

24

密陽オルムゴ
ルリンゴ

2006.12.29

オルムゴル営農組合法人

25

韓山細苧

2006.12.29

社団法人韓山細苧組合

26

珍島紅酒

2007.01.23

社団法人珍島紅酒連合会

27

旌善黃 芪

2007.01.27

旌善黃 芪生産農業人営農
組合法人

28

南海ニンニク

207.05.01

南海ニンニク生産者団体協議会
営農組合法人
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29

丹陽ニンニク

2007.05.04

丹陽ニンニク同好会営農
組合法人

30

昌寧玉ねぎ

2007.06.05

昌寧名品玉ねぎ営農組合法人

31

務安玉ねぎ

2007.07.02

務安玉ねぎ営農組合法人

32

驪州米

2007.07.11

（社）驪州米生産者協議会

33

務安白蓮茶

2007.07.02

蓮マウル営農組合法人

34

青松リンゴ

2007.08.27

青松リンゴ営農組合法人

35

高敞覆盆子

2007.08.27

高敞覆盆子連合会営農組合法人

36

光陽梅

2007.08.27

光陽梅生産者団体営農組合法人

37

旌善もち
とうもろこし

2007.08.27

旌善もちとうもろこし営農
組合法人
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38

珍富トウキ

2007.10.01

珍富トウキ生産者団体
営農組合法人

39

高麗水参

2007.12.20

（社）韓国人参生産者協議会

40

青陽唐辛子

2007.12.20

青陽唐辛子営農組合法人

41

青陽唐辛子粉

2007.12.20

青陽農業協同組合法人

42

海南
さつまいも

2008.01.30

（社）海南さつまいも
生産者協会

43

霊岩イチジク

2008.01.30

霊岩イチジク生産者団体
営農組合法人

45

寶城麻布

2008.03.05

寶城全麻布営農組合法人

46

咸安スイカ

2008.04.07

咸安スイカ営農組合法人

47

高麗人参製品

2008.06.16

（社）高麗人参連合会
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48

高麗紅参製品

2008.06.16

（社）高麗人参連合会

49

群山餅米麦

2008.07.30

（社）群山白餅米麦生産者協会

50

濟州緑茶

2008.10.16

（社）濟州緑茶発展研究会

51

洪川韓牛

2008.10.16

洪川畜産業協同組合

52

寧越唐辛子

2008.12.19

寧越唐辛子営農組合法人

53

永川ぶどう

2009.01.22

社団法人永川ぶどう生産者協会

54

栄州リンゴ

2009.01.22

社団法人栄州リンゴ協会

55

西生ガンジョ
ル岬梨

2009.03.27

ガンジョル岬梨営農組合法人

56

茂朱リンゴ

2009.04.03

茂朱果樹営農組合法人
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57

咸平韓牛

2009.09.14

咸平畜産業協同組合

58

三陟ニンニク

2009.09.14

三陟ニンニク生産者
営農組合法人

59

金泉スモモ

2009.12.17

社団法人金泉スモモ協会

60

永同ぶどう

2009.12.17

社団法人永同ぶどう連合会

61

珍島長ネギ

2010.03.02

社団法人珍島長ネギ生産者
団体協議会

62

金泉ぶどう

2010.03.02

金泉ぶどう営農組合法人

63

原州雉岳山桃

2010.03.25

原州雉岳山桃生産者団体
営農組合法人

64

寧越唐辛子粉

2010.03.25

寧越唐辛子営農組合法人

65

霊光餅米麦

2010.03.25

社団法人霊光郡餅米麦連合会
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66

礼山リンゴ

2010.03.25

社団法人礼山郷土リンゴ連合会

67

麗水突山
からし菜

2010.07.12

麗水市突山ガッ営農組合法人

68

麗水突山
からし菜
キムチ

2010.07.12

（社）麗水突山ガッキムチ
生産者連合会

69

清道
ハンゼせり

2010.08.24

（社）清道ハンゼせり生産者連
合会

70

潭陽イチゴ

2010.11.08

潭陽イチゴ営農組合法人

71

寶城熊峙
早熟米

2010.11.08

寶城農協熊峙支店

72

泗川若
ニンニク

2010.11.08

泗川若ニンニク営農組合法人

73

高霊スイカ

2011.03.02

東高霊農業協同組合

74

宜寧
マンゲットク

2011.03.02

（社）宜寧マンゲットク協議会
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75

江陵韓菓

2011.05.25

江陵ジェイル韓菓営農組合法人

76

錦山ゴマの葉

2011.05.04

錦山ゴマの葉営農組合法人

77

槐山もち
とうもろこし

2011.05.04

槐山大学餅とうもろこし
営農組合法人

78

麟蹄豆

2011.07.11

麟蹄豆営農組合法人

79

金浦米

2011.07.11

（社）金浦金米サラン会
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（参考資料 2）水産物品質管理法上の地理的表示の登録現況57
品目

登録名称

登録日

登録者

第1号

ハイガイ

寶城筏橋ハイガイ
（Boseong Beolgyo Live
Grannuar Ark）

2009.2.25

寶城筏橋ハイガイ営
漁組合法人

第2号

あわび

莞島あわび
（Wando Live Abalone）

2009.2.25

（社）莞島あわび生産
者協会

第3号

ワカメ

莞島ワカメ
（Wando Dried Sea
mustard）

2009.2.25

（社）莞島郡ワカメ協
会

第4号

昆布

莞島昆布
（Wando Dried Sea tangle）

2009.2.25

（社）莞島郡昆布生産
者協会

第5号

ワカメ

機張ワカメ
（Gijang Dried Sea
mustard）

2009.2.25

機張海藻類連合会営
漁組合法人

第6号

昆布

機張昆布
（Gijang Dried Sea tangle）

2009.2.25

機張海藻類連合会営
漁組合法人

第7号

タイラギ

長興タイラギ
（Jangheung Live Pen
Shell）

2009.2.25

正南津長興タイラギ
営漁組合法人

第8号

海苔

莞島海苔
（Wando Laver）

2010.8.20

莞島郡海苔営漁組合
法人

第9号

ヒラメ

莞島ヒラメ
（Wando Flatfish）

2010.8.20

莞島郡ヒラメ営漁組
合法人

第 10 号

海苔

長興海苔
（Jangheung Laver）

2011.1.18

（社）長興無酸海苔生
産者協会

メセンイ

長興メセンイ
（カプサ青のり）
（Jangheung Seaweed
Fulvescens）

2011.5.13

（社）正南津長興メセ
ンイ生産者協議会

登録番号

第 11 号

57

水産物安全部ホームページ（http://www.nfis.go.kr/certify/geographical.asp）
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（参考資料 3）商標法上の地理的表示団体標章の登録現況58
登録
登録日
標章
商品類及び指定商品
番号
29 類：冷凍椎茸,
長興椎茸
干し椎茸
1
2006.11.20
31 類：椎茸

58

登録権者
営農組合法人正南津長
興椎茸連合会

2

2007.3.30

高興柚子

31 類：柚子

高興柚子連合会
営農組合法人

3

2007.3.30

襄陽松茸

29 類：松茸
31 類：松茸

襄陽松茸
営農組合法人

4

2007.4.4

珍島紅酒

33 類：紅酒

5

2007.5.21

利川韓牛

29 類：韓牛肉

6

2007.5.22

慶山なつめ

29 類：なつめ

7

2007.5.22

慶山なつめ

31 類：なつめ

8

2007.6.1

韓山細苧

24 類：細苧織物

9

2007.6.25

高敞覆盆子酒

33 類：覆盆子酒

10

2007.7.20

淳昌
コチュジャン

30 類：コチュジャン

11

2007.11.2

利川陶磁器

21 類：陶磁器、白磁
器、青磁器、陶磁器製
カップなど

12

2008.5.19

韓山細苧

24 類：細苧織物

13

2008.5.22

正安栗

31 類：栗

14

2008.7.10

康津青磁

21 類：青磁

15

2008.7.11

南原木器

21 類：祭器他多数

社団法人
珍島紅酒連合会
社団法人
利川韓牛会
慶山なつめ生産者
団体協議会営農組合法
人
慶山なつめ生産者
団体協議会営農組合法
人
社団法人
韓山細苧組合
高敞ウトゥム覆盆子酒
営農組合法人
営農組合法人
淳昌ジャン類連合会
利川陶磁器
事業協同組合
社団法人
韓山細苧組合
正安栗生産者
営農組合法人
康津青磁協同組合
南原木器事業
協同組合

地理的表示団体標章制度ガイドブック、2011 年 5 月、特許庁、103 頁以下。
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尚州干し柿発展連合会
営農組合法人
咸安スイカ
31 類：スイカ（生鮮）
営農組合法人
営農組合法人
30 類：緑茶
寶城緑茶連合会
29 類：干し柿

16

2008.8.27

尚州干し柿

17

2008.11.19

咸安スイカ

18

2008.12.3

寶城緑茶

2008.12.15

CHIANTI
CLASSICO

33 類：wines
（ぶどう酒）

19

CONSORZIO VINO
CHIANTI CLASSICO
(伊)
瑞山ニンニク生産者団
体
協議会営農組合法人
求禮山茱萸の実営農組
合法人

20

2009.1.6

瑞山ニンニク

31 類：ニンニク
（生鮮）

21

2009.1.15

求禮郡山茱萸の
実

31 類：山茱萸の実

22

2009.3.2

濟州豚肉

29 類：豚肉

23

2009.4.29

霊岩イチジク

31 類：生鮮イチジク

24

2009.4.29

群山餅米麦

30 類：餅米麦
（脱穀したもの）

社団法人群山白餅米麦
生産者協会

25

2009.5.1

青陽枸杞の実

29 類：干し枸杞の実,
枸杞の実（保存処理）

青陽枸杞の実生産者
営農組合法人

26

2009.5.19

BRUNELLO
DI
MONTALCIN
O

33 類：ぶどう酒

콘조르지오 델 비노
브루 넬로 디 몬탈치노
(이탈리아)

27

2009.7.13

山薬長芋

31 類：食用山薬
（生鮮）

28

2009.7.20

TERRE DI
SIENA

29

2009.8.13

鬱陵島
ホバッヨッ
（かぼちゃ飴）

30 類：ホバッヨッ

社団法人鬱陵島
ホバッヨッ生産者協会

30

2009.8.13

天安クルミ

31 類：クルミ（生鮮）

天安名物クルミ生産者
協会営農組合法人

社団法人濟州島
輸出肉加工協議会
霊岩イチジク生産者
団体営農組合法人

社団法人
安東山薬(長芋)連合会
D.O.P「テイラー・ジ・
29 類：Edible olive oil シエナ」エキストラバー
（食用オリーブ）
ジンオリーブオイルの
保護のための協会(伊)
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31

2009.9.10

32

2009.9.29

33

2009.10.13

34

2009.10.14

永同干し柿

29 類：干し柿

第 30 類：そば（春川
で生産または加工さ
れたマックッス用そ
春川マックッス
ばに限られる）,
(蕎麦冷麺)
直用そば粉（春川で生
産または加工された
マックッス用そば粉
に限られる）
南海竹防簾
29 類：煮干し
煮干し
（非生鮮）

営農組合法人
永同干し柿連合会

春川郷土マックッス協
議会
営農組合法人

南海竹防簾煮干し営漁
組合法人
三千浦カワバキ干物生
産者営漁組合法人

三千浦
カワバキ干物

29 類：カワバキ干物

高興柚子連合会
営農組合法人

35

2009.11.2

高興柚子茶

第 29 類：柚子茶用柚
子淸
第 31 類：柚子茶

36

2009.11.17

陰城唐辛子

第 29 類：干し唐辛子

陰城唐辛子
営農組合法人

曾坪人参

第 29 類：人参、加工
人参
第 31 類：人参（生鮮）

曾坪人参研究会
営農組合法人
原州漆
営農組合法人

37

2009.11.23

38

2009.11.25

原州漆

第 2 類：ニス用漆,
生塗漆、精製漆,黒色
漆

39

2009.12.16

JINJU SILK

第 24 類:絹織物

40

2009.12.23

茂朱山葡萄

41

2009.12.23

茂朱山葡萄
ワイン

42

2009.12.23

茂朱リンゴ

43

2009.12.30

茂朱天麻

44

2010.1.15

咸陽馬川漆

第 31 類：
山葡萄（生鮮）
第 33 類：山葡萄ワイ
ン
第 31 類:
リンゴ（生鮮）
第 31 類：
天麻（生鮮）
第 2 類：染料（漆成分
を含有したものに限
られる）
、顔料（漆成
分を含有したものに
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慶南織物晉州シルク工
業協同組合
茂朱山葡萄
営農組合法人
社団法人 茂朱山葡萄ワ
イン生産者協会
茂朱果樹
営農組合法人
茂朱天麻生産者
営農組合法人

馬川漆営農組合法人

限られる）
、ニス用漆,
塗料（漆成分を含有し
たものに限られる）
、
漆液,黒色漆、
第 31 類：漆筍,漆木、
未加工漆皮（漆木の
皮）
第 31 類：リンゴ
（生鮮）
第 31 類：ぶどう
（生鮮）

社団法人栄州リンゴ協
会
社団法人
永川ぶどう生産者協会

報恩ナツメ

第 29 類：ナツメ
（保存処理）

社団法人
報恩郡黄土ナツメ連合
会

第 31 類：ナツメ
（生鮮）

社団法人
報恩郡黄土ナツメ連合
会

第 31 類：ニンニク
（生鮮）
第 31 類：生姜
（生鮮）

三陟ニンニク生産者
営農組合法人
鳳東生姜生産者連合会
営農組合法人

第 31 類：リンゴ
（生鮮）
第 32 類：イタヤカエ
デ樹液（南原智異山で
採取したものに限ら
れる）

社団法人
安東リンゴ発展協議会

45

2010.1.20

栄州リンゴ

46

2010.1.20

永川ぶどう

47

2010.1.20

48

2010.1.20

報恩ナツメ

49

2010.1.20

三陟ニンニク

50

2010.1.22

鳳東生姜

51

2010.2.3

安東リンゴ

52

2010.2.9

南原智異山
イタヤカエデ
樹液

53

2010.2.18

全州ビビンバ

第 30 類：ビビンバ

54

2010.2.26

盈德大蟹

第 31 類：生きている
大蟹

55

2010.4.2

安興蒸しパン

第 30 類：蒸しパン

56

2010.4.5

珍島黒米

第 30 類：脱穀米

57

2010.4.5

珍島ウコン

第 31 類：ウコン
（生鮮）
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智異山南原イタヤカエ
デ
営農組合法人
全州ビビンバ 生産者連
合会 営農組合法人
盈德大蟹
営漁組合法人
農業会社法人
安興名品合名会社
社団法人
珍島黒米生産者
団体協議会
社団法人
珍島ウコン生産者
団体協議会

58

2010.4.5

珍島長ネギ

第 31 類：長ネギ
（生鮮）

59

2010.4.7

岳陽大峯柿

第 31 類：
大峯柿（生鮮）

社団法人
珍島長ネギ生産者
団体協議会
岳陽大峯柿
営農組合法人

60

2010.4.7

霊岩スイカ

61

2010.4.20

三陟樟脳蔘

62

2010.5.20

ガンジョル岬梨

第 31 類：
スイカ（生鮮）
第 31 類:
樟脳蔘（生鮮）
第 31 類：
梨（生鮮）

霊岩スイカ
営農組合法人
三陟樟脳蔘生産者
営農組合法人
ガンジョル岬梨
営農組合法人

2010.6.1

Wines with the
appellation of
origin
Châteauneuf-d
u-Pape

第 33 類：ワイン

Syndicat des
Propriétaires
viticulteurs de
Châteauneuf-du-Pape

2010.6.4

MORTADELL
A
BOLOGNA

第 29 類:
Mortadella

CONSORZIO
MORTADELLA
BOLOGNA

65

2010.6.4

MORTADELL
A
BOLOGNA

66

2010.6.21

全州韓紙

67

2010.7.12

機張ワカメ

68

2010.7.12

機張昆布

69

2010.7.15

麟蹄龍垈ファン
テ（干しスケト
ウダラ）

第 29 類：ファンテ

70

2010.7.27

濟州アマダイ

第 29 類：アマダイ
（加工したもの）

63

64

71

2010.7.29

統營刺縫い

72

2010.8.30

居昌御影石

第 29 類：
CONSORZIO
Mortadella
MORTADELLA
（spiced pork
BOLOGNA
sausage）
第 16 類：韓紙
全州韓紙事業協同組合
第 29 類：ワカメ（加
機張海藻類連合会
工）
、干しワカメ
営漁組合法人
第 29 類：昆布（加工）
、
機張海藻類連合会
干し昆布
営漁組合法人

第 18 類：刺縫い財布,
刺縫いカバン
第 24 類：刺縫い布団
第 19 類：加工した御
影石
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社団法人
麟蹄龍垈ファンテ連合
会
社団法人
濟州アマダイ加工協議
会
社団法人統營刺縫い組
合
社団法人
居昌御影石発展協議会

73

2010.8.31

抱川マッコリ

第 33 類：マッコリ

74

2010.9.6

莞島ワカメ

第 29 類：ワカメ
（加工したもの）

75

2010.9.6

莞島昆布

第 29 類：昆布
（加工したもの）

抱川マッコリ
事業協同組合
社団法人
莞島郡ワカメ協会
社団法人
莞島郡昆布
生産者協会
社団法人
新安天日塩
生産者連合会

76

2010.9.6

新安天日塩

第 30 類：塩（天日塩）

77

2010.9.6

霊光クルビ

第 29 類：クルビ

78

2010.9.15

鎭安紅参

第 29 類：紅参、切片
紅参

79

2010.9.16

天安梨

第 31 類：梨（生鮮）

ハヌルグリン天安梨
営農組合法人

81

2010.9.30

康津決明子

第 29 類：決明子
（保存処理したもの）

康津決明子
営農組合法人

82

2010.10.12

莞島ヒラメ

第 31 類：生ヒラメ

83

2010.10.12

莞島あわび

84

2010.10.12

莞島海苔

社団法人
霊光クルビ生産者協会
社団法人
鎭安郡親環境紅参漢方
クラスター事業団

欠番

第 31 類：生きている
あわび
第 32 類：焼海苔、
干し海苔

2010.10.22

居昌リンゴ

第 31 類：リンゴ
（生鮮）

86

2010.11.1

浦項九龍浦クァ
メギ（生干し
サンマ）

第 29 類：クァメギ

87

2010.11.4

高敞スイカ

88

2010.11.5

濟州ひじき

89

2010.11.8

光陽梅

85

第 31 類：スイカ
（生鮮）
第 29 類：ひじき
（加工したもの）
第 31 類：ひじき
（生鮮）
第 31 類：梅
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莞島ヒラメ
営漁組合法人
莞島あわび協会
営漁組合法人
莞島郡海苔
営漁組合法人
居昌郡リンゴ発展協議
会
営農組合法人
龍浦クァメギ
営漁組合法人
高敞スイカ
営農組合法人

濟州水産業協同組合

光陽梅生産者団体

90

2010.11.10

巨濟孟宗竹

（生鮮）
21 類：孟宗竹で作ら
れたマグカップ、孟宗
竹で作られた茶碗
31 類：孟宗筍

91

2010.11.25

光陽プルコギ

第 29 類：牛肉、加工
された牛肉

92

2010.11.26

礼山リンゴ

第 31 類：リンゴ
（生鮮）

93

2010.11.29

任實チーズ

第 29 類：自然チーズ

94

2010.11.30

安東韓牛

第 29 類：韓牛肉
第 29 類：桑の葉
（加工したもの）
第 30 類：桑の葉
（生鮮）
第 31 類：梨（生鮮）
第 32 類：梨汁
（光陽白雲梨 抽出物
に限られる）
第 31 類：人参
（加工していないも
の）

95

2010.12.7

桑の葉

96

2010.12.15

光陽白雲梨

97

2011.1.5

錦山人参

98

2011.1.11

光陽干し柿

99

2011.1.31

尚州ぶどう

100

2011.1.31

キムサッガッ
ぶどう

第 31 類：ぶどう
（生鮮）
第 31 類：ぶどう
（生鮮）

101

2011.1.31

瑜伽餅米

第 30 類：餅米

102

2011.1.31

清道ハンゼせり

第 31 類：せり
（生鮮）

第 29 類：干し柿

欠番
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営農組合法人
巨濟孟宗竹
営農組合法人
光陽プルコギ
生産者団体連合会
営農組合法人
(社)礼山郷土リンゴ連合
会
社団法人
任實チーズ
生産者協議会
社団法人
安東韓牛会
扶安桑
営農組合法人

光陽白雲山チャム石梨
営農組合法人

営農組合法人
錦山人参研究会
光陽干し柿連合
営農組合法人
社団法人
尚州高冷地ぶどう協会
キムサッガッぶどう
営農組合法人
瑜伽餅米
営農組合法人
社団法人
清道ハンゼせり
生産者連合会

104

2011.1.31

清道バンシ

第 29 類：バンシ
（加工したもの）
第 31 類：バンシ
（生鮮）

105

2011.2.1

BARBARESC
O

第 33 類：ワイン

106

2011.2.1

BAROLO

第 33 類：ワイン

107

2011.2.8

錦山ゴマの葉

108

2011.2.24

江陵韓菓

109

2011.3.9

長水リンゴ

110

2011.3.10

槐山大学餅
とうもろこし

111

2011.3.10

112

社団法人
清道バンシ
生産者協会
コンソルジオ・ジ・トゥ
テラ・バルロオ・バルバ
レスコ・アルバランヘ
エ・ロエロ
コンソルジオ・ジ・トゥ
テラ・バルロ・バルバレ
スコ・アルバランヘエ・
ロエロ

第 31 類：
新鮮なゴマの葉
第 30 類：韓菓、油菓、
饊子、羗釘、茶食、藥
果、正果

錦山ゴマの葉
営農組合法人

第 31 類：リンゴ
（生鮮）
第 31 類：大学餅とう
もろこし（生鮮）

長水リンゴ
営農組合法人
槐山大学餅とうもろこ
し営農組合法人

長興無酸海苔

第 29 類：無酸海苔
（加工したもの）

2011.3.21

束草イカ塩辛

第 29 類：イカ塩辛

社団法人長興無酸海苔
生産者協会
社団法人束草市塩辛
生産者協会

113

2011.3.23

大邱リンゴ

第 31 類：リンゴ
（生鮮）

大邱リンゴ
営農組合法人

114

2011.4.12

塩サバ

第 29 類：塩サバ

社団法人
塩サバ生産者協会

英陽唐辛子

第 29 類：唐辛子
（干したもの）
第 31 類：唐辛子
（生鮮）

英陽唐辛子生産者
営農組合法人

115

116

2011.4.19

2011.4.2.

草落ドヤク
ヨモギ

江陵韓菓
営農組合法人

第 05 類：薬ヨモギ
第 29 類：冷凍ヨモギ、
営農組合法人
保存処理したヨモギ
草落ドヤクヨモギ作木
（冷凍ものは除く）
班
第 31 類：ヨモギ
（生鮮）
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117

2011.5.17

苧葉松餅

第 30 類：苧葉松餅

195

（社）靈光で苧葉餅を作
る人たち

4‐2 地理的表示の保護に関する FTA の状況
各国間のFTA締結状況はJETROの調査に詳しく述べられている 1 。この情報を元に
地理的表示保護条項の有無を調べ、盛り込まれているものに関してその条項を調査し
た。
TRIPS協定レベルを超える保護として、ワイン・スピリッツ以外の産品への地理的
表示について「kind」「type」「style」「imitation」等の使用についても保護対象
としているFTAとしてEU・韓国自由貿易協定があった。

名称

時期

ASEAN・インド包括的経
2010 年 1 月発効
済
協力枠組協定

ASEAN・豪・NZ 自由貿
易
協定（AANZFTA）

地理的表示規定、品目リスト

規定なし

Chapter 13
Article 3 1
TRIPSの遵守
2010 年 1 月発効
Article 7.3 2
（インドネシアのみ未発 国内法および TRIPS による
効、2011 年 5 月に批准は GI の保護の一般条項。
完了）
Article 7.4
商標法による GI の保護
品目リストなし

ASEAN 物品貿易協定
（ATIGA）

1993 年 1 月 CEPT 発効
2010 年 1 月 1 日発効

アジア太平洋貿易協定
（APTA）第 4 次関税減免 2006 年 9 月発効
措置

JETRO ホ ー ム ペ ー ジ
（2012.2.14 確認）
1

規定なし

規定なし

http://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/reports/07000737
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2005 年 8 月発効
インド・シンガポール包括
2007 年 12 月修正議定書
的経済協力協定（CECA）
署名、発効

規定なし

インド・チリ経済協力枠組
2007 年 8 月発効
協定

規定なし

インド・メルコスール特恵
2009 年 6 月発効
関税協定

規定なし

シンガポール・ペルー自由
2009 年 8 月発効
貿易協定

規定なし

シンガポール・豪州自由貿
2003 年 7 月発効
易協定

規定なし

ニュージーランド・シンガ
ポール経済緊密化連携協 2001 年 1 月発効
定（ANZSCEP）

規定なし

ニュージーランド・タイ経
2005 年 7 月発効
済緊密化協定

規定なし

マレーシア・ニュージーラ
2010 年 8 月発効
ンド自由貿易協定

環太平洋戦略経済連携協
定（Trans-Pacific
Strategic Economic
Partnership
（Trans-Pacific SEP）
Agreement、P4）

2006 年 5 月発効
（シンガポール、NZ）
2006 年 7 月発効
（ブルネイ）
2006 年 11 月発効
（チリ）

510

I．知的財産権
Article 11.3 3
TRIPS の条項を FTA の一部
とする合意
品目リストなし
28 条 4
TRIPSを超える保護水準を
規定する合意
30 条c 5
各国内法による GI の保護
品目リストなし

豪州・タイ自由貿易協定

2005 年 1 月発効

Chapter 13
1301 6
知的財産権の保護と権利行
使を通じての通商・投資の利
益を増進。知的財産にGIを
含む
1302 7
TRIPS および他の多国間協
定の遵守
品目リストなし

豪州・チリ自由貿易協定

2009 年 3 月発効

511

Chapter 17
Article 17.3(1) 8
TRIPSおよび他の多国間協
定の権利義務の確認
Article 17.10 9
商標と同一または類似する
標章（後発のGI等のを含む）
を排除する商標権者の排他
権の規定義務
Article 17.17 10
GI についての詳細な規定
1 項 GI を商標法、Sui
Generis 等による保護
2 項 GI 保護手段規定義務。
GI 出願受理義務
（a）GI を最小限の方式で出
願
（b）GI 出願の規則の公開
（c）GI 出願に対する異議・
取消手続きのための公開お
よび異議・取消手続きの確保
（i）登録前の異議手続
（ii）登録後の取消手続
（d）GI 出願手続の明確化、
出願手続のためのコンタク
ト情報の規定
（e）拒絶理由・異議許容の
根拠の明確化

（i）善意の先願商標と混同
する GI
（ii）善意の先使用商標と混
同する GI
品目リストなし
1965 年締結の NZ 豪州自
豪州・ニュージーランド経 由貿易協定（NZAFTA）
規定なし
済緊密化協定（CER）
を見直し、1983 年 1 月署
名
ASEAN・中国包括的経済
協力枠組協定のアーリー
ハーベストプラグラムの 2003 年 10 月発効
下でのタイ・中国早期関税
撤廃協定

規定なし

ASEAN・中国包括的経済
協力枠組協定のアーリー
ハーベストプログラムの 2004 年 3 月発効
下でのマレーシア・中国早
期関税撤廃協定

規定なし

アジア太平洋貿易協定
（APTA）第 3 次関税減免 2006 年 9 月発効
措置

規定なし

2007 年 6 月 物品貿易協
定
発効
2009 年 5 月 サービス貿
韓国・ASEAN 自由貿易協 易
規定なし
定
協定発効
2009 年 9 月 投資協定発
効
2010 年 1 月 タイとの物
品・サービス貿易協定発効
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韓国・インド包括的経済連
携協定（CEPA）
http://commerce.nic.in/tr 2010 年 1 月発効
ade/india%20korea%20c
epa%202009.pdf

規定なし

韓国・シンガポール自由貿
2006 年 3 月発効
易協定

規定なし

韓国・チリ自由貿易協定

2004 年 4 月発効

韓国・ペルー自由貿易協定 2011 年 8 月 1 日発効

V部 16 章知的財産権
Article 16.4 11 GIの保護
1．定義 品質・評判等が産
地表示に関連
2．TRIPS 22~24 条に該当す
る国内法による GI の保護
3．チリによる韓国のリスト
品目の保護
4．韓国によるチリのリスト
品目の保護。Pisco に関する
ペルーへの独占的帰属の承
認
品目リスト 12
Annex 16.4.3 韓国の GI
Annex 16.4.4 チリの GI
Annex 16.4.5 チリのワイ
ン
17 章 知的財産
17.6 GIの認識と保護
Article 17.6 13
1 項 TRIPS 協定および既
存の他国の貿易協定に従う
保護
2・3 項 韓国・ペルーの品
目リスト
4 項 リスト追加について
の協議
品目リストあり（Pottery（陶
磁器）も含む） 14
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2005 年 7 月物品貿易協定
発効
中国・ASEAN 自由貿易協 2007 年 7 月サービス貿易
規定なし
定
協定発効
2009 年 8 月投資協定に署
名
中国・シンガポール自由貿
2009 年 1 月発効
易協定

規定なし

III章
Article 10 15
1 項 GI 保護についての内
2006 年 10 月発効
国民待遇
中国・チリ自由貿易協定 2010 年 8 月 1 日サービス
2 項 品目リスト 16
貿易協定発効
Annex 2A 中国の GI
Annex 2B チリの GI
「Pisco」
12 章 知的財産権
Article 159 17
中国・ニュージーランド自
知的財産権は TRIPS に規定
2008 年 10 月発効
由貿易協定
される GI を含む

中国・ペルー自由貿易協定 2010 年 3 月発効
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品目リストなし
11 章 知的財産権
Article 146 18
TRIPS に従う相互保護
品目リスト 19
1 項 Annex 10 ペルーの
GI 品目リスト（Pottery（陶
磁器）も含む）
2 項 Annex 10 中国の GI
品目リスト（Pottery（陶磁
器）も含む）
3 項 リスト追加に関する
協議

カナダ・チリ自由貿易協定
1997 年 7 月発効
（CCFTA）

カナダ・ペルー自由貿易協
2009 年 8 月発効
定

米国・シンガポール自由貿
2004 年 1 月発効
易協定

米国・チリ自由貿易協定

2004 年 1 月発効
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なし
Section E ワインとスピリッツのGI
Article 212 20
1 項 発効日
2 項 相手方国の GI の保護
義務（保護基準および出願要
件を含む国内法及び TRIPS
の遵守）
3 項 チリによる Canadian
Whisky, Canadian Rye
Whisky 等の保護
4 項 カナダによる「Pisco」
の保護
8 項 保護を求める GI に関
する情報交換
16 章 GIを含む商標
Article 16.2 21
1 項 団体商標・証明商標権
は GI を含む
2 項 商標と同一または類
似する標章（後発の GI 等の
を含む）を排除する商標権者
の排他権の規定義務
品目リストなし
17 章 知的財産権
Article 17.1 22
5 項 TRIPS及び他の多国
間協定の適用を制限しない
Article 17.2 23
商標制度についての相互の
義務
1 項 GI を含む団体商標･証
明商標
2 項 異議申立制度
4 項 商標と同一または類
似する標章（後発のGI等の

を含む）を排除する商標権者
の排他権の規定義務
Article 17.4 24 GI
1 項 GI の定義（TRIPS22
条と同じ）
2 項 チリの義務
（a）米国の GI を特定し保
護
（b）チリの GI 登録制度に
米国のワイン･スピリッツの
GI に内国民待遇
3 項 米国の義務
（a）チリの GI の特定と保
護
（b）米国のアルコール･タバ
コ税局のラベル承認証明制
度に基づきチリのワイン･ス
ピリッツの GI に内国民待遇
4 項 相手国の当事者に GI
の保護と承認申請を提供す
る相互義務
5 項 最小限の方式による
GI の出願制度の設定
6 項 出願手続きの公開（印
刷物および電子的手段によ
る）
7 項 異議申立のための GI
出願の公開
8 項 GI 出願の手段の明確
な制定。その手続きに十分な
コンタクト情報
9 項 商標権についてのパ
リ条約と TRIPS の専用権の
確認
10 項 GI と商標権の抵触
GI を拒絶すべき場合：
a）善意による先登録商標と
類似する GI
b）善意による先使用商標と
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類似する GI
11 項 発行後 6 か月以内に
2～9 項の実施を公表
品目リストなし

米国・ペルー自由貿易協定 2009 年 2 月発効

米国・豪州自由貿易協定

2005 年 1 月発効
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16 章 知的財産権
16.2 条 25
4 項 商標権の保護（GI を
含む）
16.3 条 26 GI
1 項 GI 登録の内国民待遇
商標と同一または類似する
標章（後発の GI 等のを含む）
を排除する商標権者の排他
権の規定義務
（a）最小限の方式による
GI の出願制度の設定
（b）出願手続きの公開
（c）異議申立のための GI
出願の公開
2 項 GI と商標権の抵触。
GI を拒絶すべき場合：
（a）善意による先登録商標
と類似する GI
（b）善意による先使用商標
と類似する GI
品目リストなし
17 章 知的財産権
Article 17.2 27 GIを含む商
標権
1 項 商標権の保護義務（GI
を含む）。GI 保護手続きの
明確性
4 項 GI を含む商標権の排
他性
12 項（a）行政的・司法的な
権利行使と他の当事者の有
効性を争う手段の確保

（b）GI 登録手続きのない国
民待遇
（i）最小限の方式による GI
の出願制度の設定
（ii）出願手続きの公開
（iii） 異議申立のための
GI 出願の公開
（iv）GI 出願の規則の公開、
十分なコンタクト情報
（v）拒絶理由・異議許容の
根拠の明確化
（i）善意の先願商標と混同
する GI
（ii）善意の先使用商標と混
同する GI
品目リストなし

北米自由貿易協定
（NAFTA）

16 節 知的財産権
Article 1712 28 GI
1 項 GI 保護の法的手段の
確保
（a）誤認混同を惹起する
GI の使用の阻止
（b）パリ条約 10 条の２の
不正競争行為の阻止
2 項 誤認を惹起する GI 表
1994 年 1 月発効
示の登録の拒絶･無効化義務
（89 年 1 月発効の米国・ 3 項 虚偽の産地表示につ
カナダ FTA を継承し、メ いての準用
キシコを追加）
4 項 先使用権
（a）10 年の使用、かつ、
（b）善意の使用
5 項 商標権との抵触
（a）善意の先願商標と混同
する GI
（b）善意の先使用商標と混
同する GI
6 項 普通名詞化された標
章への不適用
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7 項 善意の 5 年の一般名称
としての使用
9 項 相手国で産地表示と
して保護されていない GI へ
の不適用
品目リストなし
アンデス共同体（CAN）・ 2005 年 4 月発効
メルコスール自由貿易協 （ペルー以外）
なし
定
2006 年 2 月発効（ペルー）

チリ・トルコ自由貿易協定 2011 年 3 月発効

IV 章 知的財産
Article 35 29
1 項 TRIPS の尊重
4 項 産地表示の誤認を生
ずる表示の阻止の法的手段
の具備
5 項 a）コンタクト情報
b）情報交換
品目リストなし

チリ・ペルー自由貿易協定 2009 年 3 月発効

チリ・メキシコ自由貿易協
1999 年発効
定

なし

Sección D Denominaciones de origen
（スペイン語につき省略）
Articulo 15-24 30
品目リストなし
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（スペイン語につき省略）
チリ – ペルー
ラテンアメリカ統合連合
（ALADI）

1981 年発効

チリ – メキシコ
Artículo 15-02 31
Artículo 15-03 32
品目リストなし

EU・スイス自由貿易協定 1973 年 1 月発効

なし
VI節 知的財産権
Article 169 33
知的財産は GI を含む
Article 170 34
TRIPS の遵守

EU・チリ連合協定

2005 年 3 月発効
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別紙 V
ワイン貿易協定
Article 3 35 定義
（b）GI TRIPS22 条（1）
（b）homonymous 同音異
義
（e）labeling ワインを区別
するボトル、コンテナーのラ
ベル、封緘、タグ
（n）identification ワイン
の地域表示を特定する使用
Article 5 36 GIの保護
1 項 GI の保護義務・保護
手段の具備義務
2 項 同音異義の GI
（a）消費者が混同しない場
合、両者を保護
（b）両当事国以外の名称と
同音異義の場合
5 項 同音異義の場合に、混
同防止表示の実務的条件
7 項 第 3 国との同音異義表
示の交渉について当事国間

の通知義務
Article 6 37
ワイン GI の特定
（a)EU のワイン リスト
（国別リスト）
（b）チリのワイン
Article 7 38 GIと商標の関
係
1 項 GI に類似する商標の
拒絶
2 項 チリの一定商標
Appendix VI の国内使用は
12 年限り、輸出は 5 年限り。
ワインリスト
Appendix I（EU） 39
Appendix II（チリ） 40
V 節 公的調達、競争および
知的財産およびその他の貿
EU・メキシコ連合協定
易関連規定
（EU・メキシコ間貿易お 2000 年 7 月発効
Article 12 41
よび貿易関連事項に関す （サービス、投資、政府調
1 項 知的財産に GI を含む
る暫定協定に基づく
達などの規定は 2001 年 3
2 項 適切な制度の具備。条
EU・メキシコ合同理事会 月に暫定発効）
約の遵守
決定 No.2/2000）
品目リストなし
2004 年 9 月発効
インド・タイ経済協力枠組
（アーリーハーベスト 82
協定
品目）

なし

・2009 年 8 月ペルーとの
カナダ・アンデス諸国自由 間で FTA が発効
カナダ･ペルーFTA 参照
貿易協定
・2011 年 8 月コロンビア
との間で FTA が発効

EU・韓国自由貿易協定

10 章 知的財産
セクション C
2011 年 7 月 1 日暫定適用
Article 10.18 42
開始
農産品、食料品およびワイン
の GI の承認
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1 項 韓国の農産品品質管
理法の適格性の EU による
承認
2 項 EU の規則 510／2006
の適格性の韓国による承認
3 項 韓国のリスト（Annex
10-A）の EU における保護
の約束
4 項 EU のリスト（Annex
10-A）の韓国における保護
約束
5 項 ワインの GI の追加の
場合の 3 項の適用
6 項 EU と韓国の合意内容
（a）相互の GI を登録
（b）地域に帰する評判等の
場合、所定の行政的手続によ
る GI リストの登録手続
（c）GI の製品の名称と仕様
の適切な行政手続きによっ
てのみ訂正可能
（d）生産に適用される管理
規定
（e）仕様に合致した農業製
品・食品であれば全ての生産
者による使用可能性の規定
（f）異議手続き
Article 10.19 43
ワイン、付香ワインおよびス
ピリッツの特定の GI の承認
1 項 Anex 10-B の EU の
GI の韓国による保護
Article 10.20 44
使用権
Subsection で保護される名
称は、仕様に合致したワイ
ン、付香ワインおよびスピリ
ッツであれば何人も使用で
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きる
Article 10.21 45
保護の範囲
1 項 GI が主張される保護：
（a）真の産地以外の産物に
関する誤認が生ずる表示
（b）翻訳、「kind」「type」
「style」 「imitation」等の
表現を伴う GI 表示
（c）不正競争行為を構成す
るその他の表示
2 項 個人名または商号に
は及ばない（誤解を生ずると
きは除く）
3 項 同音異義の GI
消費者が混同しない場合、両
者を保護、同音異義の場合
に、混同防止表示の実務的条
件を決定
4 項 不使用となった GI の
保護義務はない
5 項 先願・先使用の表示の
継続
Article 10.22 46
保護の執行
国による自発的な執行およ
び関係当事者の要請による
執行
Article 10.23 47
商標との関係
1 項 保護される GI と抵触
する後願商標の拒絶ないし
無効
2 項（a）リスト掲載の GI
は、協定発効日に出願または
承認されたものとみなす
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（b）追加の要請にかかる
GI は当事国が要請した日に
出願したものとみなす
Article 10.24 48
GI の追加
1 項 GI リストへの追加可
能
2 項 相手国は遅滞なく追
加
3 項 ぶどう品種等の植物
品種名および動物の種名は
GI 登録しない
農産物食品等のリスト
Annex 10-A 49
ワイン等のリスト
Annex 10-B 50
本協定では農産物食品の地
理的表示について「kind」
「type」
「style」
「imitation」
等の使用が保護対象となっ
ており、TRIPS 協定を超え
る保護となっている。
タイ・ペルー経済緊密化
パートナーシップに関す
る枠組み協定

2003 年 10 月署名

マレーシア・チリ自由貿易
2010 年 11 月署名
協定
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なし
3 章 商品貿易
Article 3.13 51
ワイン及びスピリッツ
1 項 マレーシアによるチ
リの Chliean Pisco（ぶどう
の蒸留酒）を TRIPS22 条の
保護対象と承認
2 項 マレーシアは、PISCO
を
ペルーの GI としても認める
ことができる

3 項 チリのワインの GI は
1944 年の農業省の命令 464
により確定
品目リストなし

米国・韓国自由貿易協定

2012 年 3 月 15 日発効予
定
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18 章 知的財産権
Article 18.2 52 GIを含む商
標
2 項 商標権は証明商標を
含み、GI を商標として保護
4 項 商標権の類似の GI に
対する排他権
14 項 GI を商標権その他の
方法で保護
（a）GI 保護および申請につ
いての内国民待遇
（b）最小限の方式による
GI の出願制度の設定
（c）出願手続きの公開・明
確化
（d）ガイダンス・コンタク
トの情報
（e）異議申立のための GI
出願の公開、取消手続きの整
備
15 項 商標との抵触
（a）拒絶理由・異議許容の
根拠の明確化
（i）善意の先願商標と混同
する GI
（ii）善意の先使用商標と混
同する GI
（iii）著名商標で先行する出
願日を有する商標と混同す
るＧＩ
（b）GI の保護日
（i）申請による保護の場合、
申請日
（ii）それ以外の場合、当該

法律による保護の日

チリ・ベトナム自由貿易協
2011 年 6 月交渉妥結
定

ペルー・メキシコ自由貿易
2011 年 4 月署名
協定

（現時点で条文入手不可）
V章
地理的表示の承認と保護
Artículo 5.1 53
Artículo 5.2 54
（スペイン語につき省略）
品目リストなし

インド・マレーシア包括的
2011 年 7 月発効
経済連携協定

EU・コロンビア・ペルー
2011年4月仮署名
貿易協定
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なし
VII 節 知的財産権
3 章 GI
セクション２
Article 207 55
申請の範囲
（a）定義 TRIPS 22 条と
同様
（b）相互に保護される GI
は本セクションによる
（c）Annex XIII, Appendix
1 にリストされた農産物、食
品、ワイン、スピリッツ、付
香ワインの相互保護義務
（d）上記以外の製品につい
ては、Annex XIII、Appendix
1 に記載の製品は当該国内
法で保護。同 Appendix 2 の
GI は産地国の GI として保
護
（e）GI の使用者権は、当該
国、当該地域の生産者・職人
に専属する
（f）GI の使用権を付与する

制度が存在する場合は、かか
る制度は当該地域からの GI
にのみ適用
（g）GI の受益を代表する公
益又は私的団体は保護され
る GI の有効な管理制度を決
定できる
（f）本節で保護される GI
は普通名詞・一般名とみなさ
れない
Article 210 56
GI の保護範囲 Annex XIII,
Appendix 1 にリストされ
た GI および追加の GI の主
張できる相手方の対象
（a)次の GI の商業的使用
（i）GI の仕様に合致しない
製品および類似製品、又は
（ii）GI の評判を利用する使
用
（b）ワイン、香付けワイン、
スピリッツ以外で、GI の承
認されていない使用。
「style」
「type」
「imitation」
その他同様な表示で混同を
生じる場合も含む。Annex
XII, Appendix 1 にリストさ
れた GI に保護が及ぶ。
（c）ワイン、香付けワイン、
スピリッツについては、真の
産地表示が付されている使
用、翻訳、「style」「type」
「imitation」その他同様な
表示が付されている使用に
も、及ぶ
（d）内部・外部の包装･広
告における、出所について虚
偽の印象を与える由来、出
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所、性質、基本的な品質に関
する虚偽あるいはミスリー
ディングな表示
（e）真の出所に関し消費者
をミスリードするその他の
行為
2 項 GI と同音異義の名称
について第三国との交渉を
する場合の他の当事国への
通知義務およびコメントを
述べる機会の付与
3 項 GI の使用を止めたと
きの通知義務
農産物、ワイン、スピリッツ
のリスト
Annex XIII, Appendix 1
また、それ以外の産物の地理
的表示については各国・地域
の法律・規則により保護され
るとしており、リストが添付
されている。
Annex XIII, Appendix 2
インド・ニュージーランド
2011 年 3 月 4 回目交渉
自由貿易協定

（現時点で条文入手不可）

インド・豪州自由貿易協定

2011 年 5 月 交渉開始合
意

（現時点で条文入手不可）

タイ・チリ自由貿易協定

2011 年 4 月交渉を開始

（現時点で条文入手不可）

マレーシア・トルコ自由貿
2010 年 5 月交渉開始
易協定
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（現時点で条文入手不可）

マレーシア・豪州自由貿易
2010 年 10 月 8 回目交渉
協定

韓国・カナダ自由貿易協定

（現時点で条文入手不可）

2009 年１月原産地部門交
（現時点で条文入手不可）
渉実施

韓国・トルコ自由貿易協定 2010 年 7 月第 2 回交渉

（現時点で条文入手不可）

韓国・ニュージーランド自
2009 年 12 月第 3 回交渉
由貿易協定

（現時点で条文入手不可）

韓国・メキシコ自由貿易協
2008 年 6 月第 2 回交渉
定

（現時点で条文入手不可）

韓国・豪州自由貿易協定

2010 年 6 月第 5 回交渉

（現時点で条文入手不可）

中国・豪州自由貿易協定

2010 年 7 月第 15 回交渉

（現時点で条文入手不可）

カナダ・インド経済連携協 2011 年 7 月第 2 回交渉開
（現時点で条文入手不可）
定
催
2007 年 8 月第 8 回目の交
カナダ・シンガポール自由
（現時点で条文入手不可）
渉
貿易協定
実施
環太平洋戦略経済連携協
定（Trans-Pacific
Strategic
EconomicPartnership
（Trans-Pacific SEP）
Agreement、TPP）

2011 年 11 月 APEC 首脳
（現時点で条文入手不可）
会談

2011 年 8 月までに 13 回
EU・インド自由貿易協定 の
交渉
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（現時点で条文入手不可）

EU・カナダ包括的経済貿
2011 年 7 月までに 8 回の
易
（現時点で条文入手不可）
交渉
協定（CETA）
EU・シンガポール自由貿
2011 年 6 月までに 7 回の
易
（現時点で条文入手不可）
交渉
協定
EU・マレーシア自由貿易 2011 年 7 月までに 4 回の
（現時点で条文入手不可）
協定
交渉
EU・メルコスール連合協
2010 年 5 月交渉再開
定

（現時点で条文入手不可）

シンガポール・メキシコ自
現在中断中
由貿易協定

（現時点で条文入手不可）

カナダ・トルコ自由貿易協 2010 年 10 月交渉開始に
定
向けた検討会を実施

（現時点で条文入手不可）

EU・タイ自由貿易協定

交渉開始検討中

（現時点で条文入手不可）

EU・ベトナム自由貿易協
交渉開始検討中
定

（現時点で条文入手不可）

韓国・ベトナム自由貿易協
共同研究中
定

（現時点で条文入手不可）

韓国・メルコスール自由貿
共同研究終了
易協定

（現時点で条文入手不可）

中国・インド自由貿易協定 共同研究終了

（現時点で条文入手不可）
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韓国・中国自由貿易協定

政府間予備協議中

米国・スイス自由貿易協定 構想・提案段階

米国・タイ自由貿易協定

2006 年交渉中断

（現時点で条文入手不可）

（現時点で条文入手不可）

（現時点で条文入手不可）

2010 年 10 月マレーシア
米国・マレーシア自由貿易
が TPP に正式参加、二国 （現時点で条文入手不可）
協定
間 FTA 交渉は中止

EU・オーストラリア
イン協定 57

ワ 2009 年発効
（1994 年法の代替）

Article 13
Geographical indications
（TRIPS レベルの保護）
品目リストあり

EU・メキシコ
ツ協定 58

スピリッ

1997 年発効

Article 4
（TRIPS レベルの保護）
品目リストあり

EU・マケドニア旧ユーゴ
スラビア共和国 ワイン 2001 年発効
協定 59

Annex III
Article 4
（TRIPS レベルの保護）

EU・クロアチア共和国
ワイン協定 60

Annex II
Article 4
（TRIPS レベルの保護）

2001 年発効

EU・スイス 農産物協定
（ワイン・スピリッツを含 2002 年発効
む） 61

Annex 7（ワイン）
Article 3, 5
Annex 8（スピリッツ）
Article 5, 6
（TRIPS レベルの保護）
品目リストあり

EU・南アフリカ ワイ
ン・スピリッツ協定 62

2002 年発効
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Article 5
（TRIPS レベルの保護）

品目リストあり

EU・カナダ ワイン・ス
2004 年発効
ピリッツ協定 63

Article 10, 11, 14, 15
（TRIPS レベルの保護）
品目リストあり

EU・アメリカ
定 64

ワイン協

2005 年発効

Article 7,12
TRIPS 協定に関連した詳細
な規定は示されていないが、
「WTO のマラケシュ合意に
制限を加えるものではない」
との宣言が為されている
品目リストあり

EU・チリ ワイン・スピ
2002 年発効
リッツ協定 65

Article 170
（TRIPS レベルの保護）
Annex V（ワイン）
Article 5
Annex VI（スピリッツ）
Article 5
品目リストあり

EU・アルバニア ワイ
ン・スピリッツ協定 66

2006 年発効

Annex II
Article 6
（TRIPS レベルの保護）
品目リストあり

（参考）
1 Article 3 - Affirmation of the TRIPS Agreement
Each Party affirms its rights and obligations with respect to each other Party under the
TRIPS Agreement.
2 Article 7 - Trademarks and Geographical Indications
1.Each Party shall maintain a trademark classification system that is consistent with the
Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the
Purposes of the Registration of Marks, as amended from time to time.
2.Each Party shall provide high quality trademark rights through the conduct of
examination as to substance and formalities and through opposition and cancellation
procedures.
3.Each Party shall protect trademarks where they predate, in its jurisdiction,
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geographical indications in accordance with its domestic law and the TRIPS Agreement.
4.Each Party recognises that geographical indications may be protected through a
trademark system.
3 Article 11.3 General Provisions
1. Each Party reaffirms its commitment to the provisions of the WTO TRIPS Agreement
and any other multilateral agreement relating to intellectual property to which both are
party.
2. For the purposes of this Chapter, the WTO TRIPS Agreement is incorporated into and
made part of this Agreement, mutatis utandis.
4 28. Brunei, Chile, New Zealand and Singapore are all signatories to the World Trade
Organisation (WTO) Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights
(the TRIPS Agreement) which sets out the minimum standards of IP protection for WTO
member countries. This IP chapter seeks to provide an enhanced standard of IP protection
beyond that required under the TRIPS Agreement in areas that are of benefit to all parties.
5 30. The salient features of this IP chapters are as follows;
c. Brunei, Chile, New Zealand and Singapore acknowledge that Geographical Indications
(GIs) will be protected in the respective jurisdictions to the extent permitted by and
according to the terms and conditions set out in their respective domestic laws.
d. Both New Zealand and Singapore have agreed that the WTO Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS) will govern all intellectual property
issues arising under the ANZSCEP.
6 1301 Objective
1.The objective of this Chapter is to increase the benefits from trade and investment
through the protection and enforcement of intellectual property rights.
2.“Intellectual property rights” refers to copyright and related rights, rights in trade
marks, geographical indications, industrial designs, patents, and lay-out designs
(topographies) of integrated circuits, rights in plant varieties, and rights in undisclosed
information, as defined and described in the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights.
7 1302 Observance of International Obligations
The Parties shall fully respect the provisions of the WTO Agreement on Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights and any other multilateral agreement relating to
intellectual property to which both are parties.
8 Article 17.3: General Provisions
1. The Parties reaffirm their existing rights and obligations with respect to each other
under the TRIPS Agreement and any other multilateral intellectual property agreements to
which both are party.
9 Article 17.10: Use of Identical or Similar Signs
Each Party shall provide that the owner of a registered trade mark shall have the exclusive
right to prevent third parties not having the owner’s consent from using in the course of
trade identical or similar signs, including subsequent geographical indications, for goods or
services that are related to those goods or services in respect of which the trade mark is
registered, where such use would result in a likelihood of confusion.
10 Article 17.17: Geographical Indications
1. Each Party shall recognise that geographical indications may be protected through a
trade mark or sui generis system or other legal means.
2. Each Party shall provide the means for persons of the other Party to apply for
protection of geographical indications. Each Party shall accept applications without the
requirement for intercession by a Party on behalf of its persons, and shall:
(a) process applications for geographical indications with a minimum of formalities;
(b) make its regulations governing filing of such applications readily available to the
public;
(c) ensure that applications for geographical indications are published for opposition and
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provide procedures for:
(i) opposing geographical indications before registration; and
(ii) cancellation of any registered geographical indications;
(d) ensure that measures governing the filing of applications for geographical indications
set out clearly the procedures for such actions and shall include contact information
sufficient for applicants to obtain specific procedural guidance regarding the processing of
those applications; and
(e) provide that the grounds for refusing an application for protection of a geographical
indication, or for opposing such an application, include the following:
(i) the geographical indication is confusingly similar to a trade mark that is the subject of
a pre-existing good-faith pending application or registration; and
(ii) the geographical indication is confusingly similar to a preexisting trade mark, the
rights to which have been acquired through use in good faith in the territory of the Party.
11 Article 16.4: Protection of Geographical Indications
1. For the purpose of this Agreement, geographical indications are indications, which
identify a good as originating in the territory of a Party, or a region or locality in that
territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially
attributable to its geographical origin.
2. With the recognition of the importance of the protection of geographical indications,
both Parties shall protect, in compliance with their respective domestic legislation, the
geographical indications of the other Party registered and/or protected by that other Party,
that fall within the scope of protection stated in Articles 22, 23 and 24 of the TRIPS
Agreement. Further to the acceptance of this obligation, both Parties shall not permit the
importation, manufacture and sale of products, in compliance with their respective
domestic legislation, which use such geographical indications of the other Party, unless such
products have been produced in that other Party.
3. Chile shall protect the geographical indications listed in Annex 16.4.3 for their
exclusive use in products originating in Korea. Chile shall prohibit the importation,
manufacture and sale of products with such geographical indications, unless they have been
produced in Korea, in accordance with the applicable Korean law.
4. Korea shall protect the geographical indications listed in Annex 16.4.4 for their exclusive
use in products originating in Chile. Korea shall prohibit the importation, manufacture and
sale of products with such geographical indications, unless they have been produced in
Chile, in accordance with the applicable Chilean law. This shall in no way prejudice the
rights that Korea may recognize, in addition to Chile, exclusively to Peru with respect to
"Pisco".
12 韓国・チリ自由貿易協定 地理的表示品目リスト
Annex 16.4.3
Geographical Indications of Korea
- Korean Ginseng (for Ginseng)
- Korean Kimchi (for Kimchi)
- Boseong (for Tea)
Annex 16.4.4
Geographical Indications of Chile
- Pisco (for wine and spirits)
- Pajarete (for wine and spirits)
- Vino Asoleado (for wine)
Annex 16.4.5
Geographical Indications of Wines Originating in Chile
Wines of the following regions, sub regions and zones:
Viticole Region of Atacama
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- Subregion: Valle de Copiapó
- Subregion: Valle del Huasco
Viticole Region of Coquimbo
- Subregion: Valle del Elqui
- Subregion: Valle del Limarí
- Subregion: Valle del Choapa
Viticole Region of Aconcagua
- Subregion: Valle de Aconcagua
- Subregion: Valle de Casablanca
Viticole Region of Valle Central
- Subregion: Valle del Maipo
- Subregion: Valle del Rapel
Zone: Valle de Cachapoal
Zone: Valle de Colchagua
- Subregion: Valle de Curicó
Zone: Valle del Teno
Zone: Valle del Lontué
- Subregion: Valle del Maule
Zone: Valle del Claro
Zone: Valle del Loncomilla
Zone: Valle del Tutuvén
Viticole Region of the South/Sur
- Subregion: Valle del Itata
- Subregion: Valle del Bío-Bío
13

ARTICLE 17.6: RECOGNITION AND PROTECTION OF GEOGRAPHICAL
INDICATIONS
1. Recognizing the importance of the protection of geographical indications, each Party
shall provide a system for the protection of geographical indications in accordance with
Section 3 of Part II of the TRIPS Agreement and protect the geographical indications of the
other Party in accordance with its domestic legislation. This Article shall not prejudice the
rights and obligations under free trade agreements that each Party previously concluded
with a non-Party.
2. The names listed in Section A of Annex 17A are geographical indications in Peru
within the meaning of paragraph 1 of Article 22 of the TRIPS Agreement. Subject to Korea’s
domestic laws and regulations, in a manner that is consistent with the TRIPS Agreement,
such names will be protected as geographical indications in the territory of Korea.
3. The names listed in Section B of Annex 17A are geographical indications in Korea
within the meaning of paragraph 1 of Article 22 of the TRIPS Agreement. Subject to Peru’s
domestic laws and regulations, in a manner that is consistent with the TRIPS Agreement,
such names will be protected as geographical indications in the territory of Peru.
4. The Parties shall enter into consultations to protect additional geographical
indications, upon request of a Party, after the entry into force of this Agreement. Subject to
the result of these consultations and by mutual consent, the Parties shall protect, in
accordance with this Chapter, such geographical indications.

14

韓国・ペルー自由貿易協定 地理的表示品目リスト
ANNEX 17A GEOGRAPHICAL INDICATIONS （1 ページ目のみ記載）

SECTION A: GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF PERU
No.

Name to be protected
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Product

1

Pisco Perú (Pisco Peru)

Spirit

2

Cerámica de Chulucanas (Chulucanas Pottery)

Pottery

3

Maíz Blanco Gigante Cusco (Cusco Giant White Corn)

Corn

4

Pallar de Ica (Pallar Bean from Ica)

Kind of bean

SECTION B: GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF KOREA
No.

Name to be protected

Product

Transcription into
Latin alphabet

1

보성녹차 (Boseong Green Tea)

Green Tea

Boseong Nokcha

2

하동녹차 (Hadong Green Tea)

Green Tea

Hadong Nokcha

3

고창복분자주

Black Raspberry

Gochang

(Gochang Black Raspberry Wine)

Wine

Bokbunjaju

4

서산마늘 (Seosan Garlic)

Garlic

Seosan Maneul

5

영양고춧가루

Red Pepper Powder

Yeongyang

(Yeongyang Red Pepper Powder)
6

의성마늘 (Uiseong Garlic)

Gochutgaru
Garlic

Uiseong Maneul

Article 10 Geographical Indications
1. The terms listed in Annex 2A are geographical indications in China, within the
meaning of paragraph 1 of Article 22 of the TRIPS Agreement. Subject to domestic laws and
regulations, in a manner that is consistent with the TRIPS Agreement, such terms will be
protected as geographical indications in the territory of the other Party.
2. The terms listed in Annex 2B are geographical indications in Chile, within the
meaning of paragraph 1 of Article 22 of the TRIPS Agreement. Subject to domestic laws and
regulations, in a manner that is consistent with the TRIPS Agreement, such terms will be
protected as geographical indications in the territory of the other Party.
16 中国・チリ自由貿易協定 地理的表示品目リスト
Annex 2A
List of Geographical Indications in China
Shaoxing Wine
Anxi Tieguanyin (tea)
Annex 2B
List of Geographical Indications in Chile
Chilean Pisco
17 Article 159 Definitions
For the purposes of this Chapter:
Intellectual property rights refers to copyright and related rights, rights in trade marks,
geographical indications, industrial designs, patents, layout designs of integrated circuits,
and rights in plant varieties as defined in the TRIPS Agreement.
18 Article 146: Geographical Indication
1. The terms listed in the Peruvian List of Annex 10 (Geographical Indications) are
geographical indications in Peru, within the meaning of paragraph 1 of Article 22 of the
TRIPS Agreement. Subject to China’s domestic laws and regulations, in a manner that is
consistent with the TRIPS Agreement, such terms will be protected as geographical
indications in the territory of China.
2. The terms listed in the Chinese List of Annex 10 (Geographical Indications) are
15
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geographical indications in China, within the meaning of paragraph 1 of Article 22 of the
TRIPS Agreement. Subject to Peru’s domestic laws and regulations, in a manner that is
consistent with the TRIPS Agreement, such terms will be protected as geographical
indications in the territory of Peru.
3. Subject to consultations and by mutual consent, the Parties may extend the
accorded protection for geographical indications listed in Annex 10 (Geographical
Indications) to other geographical indications of the Parties.
19 中国・ペルー自由貿易協定 地理的表示品目リスト
ANNEX 10
GEOGRAPHICAL INDICATIONS
CHINESE LIST
1. Anxi Tie Guanyin (Tieh-Kuan-Yin)Tea （安溪铁观音）
2. Shaoxing (Yellow) Wine （绍兴酒）
3. Fuling Pickled Mustard Tuber （涪陵榨菜）
4. (Ningxia) Zhongning Matrimony Vine （宁夏）中宁枸杞
5. Jingdezhen Porcelain （景德镇瓷器）
6. Zhenjiang Aromatic Vinegar （镇江香醋）
7. Pu’er Tea （普洱茶）
8. (Xihu) Longjing Tea （西湖）龙井茶
9. Kinghwa (Jinhua) Ham （金华火腿）
10. Shanxi Mature Vinegar （山西老陈醋）
11. Xuanwei Ham （宣威火腿）
12. Longquan Celadon （龙泉青瓷）
13. Yixing Dark-red Enamelled Pottery （宜兴紫砂陶）
14. Korla Fragrant Pear （库尔勒香梨）
15. Min County Tang-Kuei (Chinese angelica root) （岷县当归）
16. Wenshan Notoginseng （文山三七）
17. Wuchang Rice （五常大米）
18. Tongjiang White Fungus （通江银耳）
19. Bama Miniature Pig （八马香猪）
20. Taihe Blackbone Chicken （泰和乌鸡）
21. Fuding Shaddock （福鼎四季柚）
22. (Nanjing) Cloud-pattern Brocade (（南京）云锦)
PERUVIAN LIST
1. Pisco Peru (Pisco Perú)
2. Chulucanas Pottery (Cerámica de Chulucanas)
3. Cusco Giant White Corn (Maíz Blanco Gigante Cusco)
4. Pallar Bean from Ica (Pallar de Ica)
20

Article 212: Geographical Indications for Wines and Spirits
Pursuant to Part II, Section 3 of the TRIPS Agreement and as set out in Annex 212, each
Party shall provide the legal means to protect geographical indications for wines and
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spirits.
Annex 212 - Geographical Indications for Wines and Spirits
1. The obligations in this Annex shall become effective six months following the date of
entry into force of this Agreement.
2. Each Party shall protect geographical indications for wines and spirits of the other
Party, in accordance with the TRIPS Agreement and in the manner set out in its domestic
laws, including provisions of its laws stating protection criteria and application
requirements.
3. Pursuant to paragraphs 4 to 7, Peru shall allow for the protection of the indications
“Canadian Whisky” and “Canadian Rye Whisky”, as well as “Whisky Canadiense&rdquo">
[1] are essentially attributable to their geographical origin and is protected as a
geographical indication within the meaning of Article 22.1 of the TRIPS Agreement under
the laws of Peru. Further to its obligations under Part II, Section 3 of the TRIPS Agreement,
and subject to Paragraph 7 of this Annex, Canada agrees that “Pisco, Peru” is a
geographical indication within the meaning of Article 22.1 of that Agreement and as such is
eligible for protection as a geographical indication in Canada.
4-6 (missing)
7. In accordance with the application process under Canadian law, and subject to the
exceptions set out in Article 24 of the TRIPS Agreement, Canada shall take the necessary
steps to provide the protection set out in Article 23 of that Agreement to the indication in
paragraph 6 after an application has been made in good and due form.
8. The Parties may exchange information, as appropriate, on other geographical indications
for wines and spirits for which the Parties or persons of the Parties may seek protection.
21 ARTICLE 16.2 : TRADEMARKS, INCLUDING GEOGRAPHICAL INDICATIONS
1. Each Party shall provide that trademarks shall include service marks, collective marks,
and certification marks, and may include geographical indications. Neither Party shall
require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible, but each Party
shall make best efforts to register scent marks. Each Party shall afford an opportunity for
the registration of a trademark to be opposed.
2. Each Party shall provide that the owner of a registered trademark shall have the
exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the
course of trade identical or similar signs, including geographical indications, for goods or
services that are related to those in respect of which the trademark is registered, where
such use would result in a likelihood of confusion.
3. Each Party may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark,
such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the
legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.
4. Article 6bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property (1967)
(“Paris Convention”) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services that are not similar
to those identified by a well-known trademark, whether registered or not, provided that use
of that trademark in relation to those goods or services would indicate a connection between
those goods or services and the owner of the trademark and provided that the interests of
the owner of the trademark are likely to be damaged by such use.
5. Neither Party shall require recordation of trademark licenses to establish the validity
of the license or to assert any rights in a trademark.
6. Pursuant to Article 20 of the TRIPS Agreement, each Party shall ensure that its
provisions mandating the use of a term customary in common language as the common
name for a product including, inter alia, requirements concerning the relative size,
placement, or style of use of the trademark in relation to the common name, do not impair
the use or effectiveness of a
trademark used in relation to such products.
22 Article 17.1: General Provisions
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5. Nothing in this Chapter concerning intellectual property rights shall derogate from the
obligations and rights of one Party with respect to the other by virtue of the TRIPS
Agreement or multilateral intellectual property agreements concluded or administered
under the auspices of the World Intellectual Property Organization (WIPO).
23 Article 17.2: Trademarks
1. Each Party shall provide that trademarks shall include collective, certification, and
sound marks, and may include geographical indications and scent marks. Neither Party
is obligated to treat certification marks as a separate category in its domestic law, provided
that the signs as such are protected.
2. Each Party shall afford an opportunity for interested parties to oppose the application
for a trademark.
3. Pursuant to Article 20 of the TRIPS Agreement, each Party shall ensure that any
measures mandating the use of the term customary in common language as the common
name for a good (“common name”) including, inter alia, requirements concerning the
relative size, placement, or style of use of the trademark in relation to the common name, do
not impair the use or effectiveness of trademarks used in relation to such good.
4. Each Party shall provide that the owner of a registered trademark shall have the
exclusive right to prevent third parties not having the owner’s consent from using in the
course of trade identical or similar signs, including subsequent geographical indications, for
goods or services that are related to those goods or services in respect of which the
trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion.
24 Article 17.4: Geographical Indications
1. Geographical indications, for the purposes of this Article, are indications which identify
a good as originating in the territory of a Party, or a region or locality in that territory,
where a given quality, reputation, or other characteristic of the good is essentially
attributable to its geographical origin. Any sign or combination of signs (such as words,
including geographical and personal names, letters, numerals, figurative elements, and
colors), in any form whatsoever, shall be eligible for protection or recognition as a
geographical indication.
2. Chile shall:
(a) provide the legal means to identify and protect geographical indications of United
States persons that meet the criteria in paragraph 1; and
(b) provide to United States geographical indications of wines and spirits the same
recognition as Chile accords to wines and spirits under the Chilean geographical indications
registration system.
3. The United States shall:
(a) provide the legal means to identify and protect the geographical indications of Chile
that meet the criteria in paragraph 1; and
(b) provide to Chilean geographical indications of wines and spirits the same recognition
as the United States accords to wines and spirits under the Certificate of Label Approval
(COLA) system as administered by the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau,
Department of Treasury (TTB), or any successor agencies. Names that Chile desires to be
included in the regulation set forth in 27 CFR Part 12 (Foreign Nongeneric), or any
successor to that regulation, will be governed by paragraph 4 of this Article.
4. Each Party shall provide the means for persons of the other Party to apply for
protection or petition for recognition of geographical indications. Each Party shall accept
applications or petitions, as the case may be, without the requirement for intercession by a
Party on behalf of its persons.
5. Each Party shall process applications or petitions, as the case may be, for geographical
indications with a minimum of formalities.
6. Each Party shall make the regulations governing filing of such applications or petitions,
as the case may be, available to the public in both printed and electronic form.
7. Each Party shall ensure that applications or petitions, as the case may be, for
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geographical indications are published for opposition, and shall provide procedures to effect
opposition of geographical indications that are the subject of applications or petitions.
Each Party shall also provide procedures to cancel any registration resulting from an
application or a petition.
8. Each Party shall ensure that measures governing the filing of applications or petitions,
as the case may be, for geographical indications set out clearly the procedures for these
actions. Such procedures shall include contact information sufficient for applicants or
petitioners to obtain specific procedural guidance regarding the processing of applications
or petitions.
9. The Parties acknowledge the principle of exclusivity incorporated in the Paris
Convention and TRIPS Agreement, with respect to rights in trademarks.
10. After the date of entry into force of this Agreement, each Party shall ensure that
grounds for refusing protection or registration of a geographical indication include the
following:
(a) the geographical indication is confusingly similar to a pre-existing pending good faith
application for a trademark or a pre-existing trademark registered in that Party; or
(b) the geographical indication is confusingly similar to a pre-existing trademark, the
rights to which have been acquired through use in good faith in that Party.
11. Within six months of the entry into force of this Agreement, each Party shall
communicate to the public the means by which it intends to implement paragraphs 2
through 10.
25 Article 16.2: Trademarks
4. Each Party shall provide that the owner of a registered trademark shall have the
exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the
course of trade identical or similar signs, including geographical indications, for goods or
services that are related to those goods or services in respect of which the owner’s
trademark is registered, where such use would result in a likelihood of confusion.
26 Article 16.3: Geographical Indications
1. If a Party provides the means to apply for protection or petition for recognition of
geographical indications, through a system of protection of trademarks or otherwise, it shall
accept those applications and petitions without the requirement for intercession by a Party
on behalf of its nationals, and shall:
(a) process applications or petitions, as the case may be, for geographical
indications with a minimum of formalities;
(b) make its regulations governing filing of such applications or petitions, as the case may
be, readily available to the public;
(c) provide that applications or petitions, as the case may be, for geographical
indications are published for opposition, and shall provide procedures for opposing
geographical indications that are the subject of applications or petitions. Each Party shall
also provide procedures to cancel a registration resulting from an application or a petition;
and
(d) provide that measures governing the filing of applications or petitions for geographical
indications set out clearly the procedures for these actions. Such procedures shall include
contact information sufficient for applicants or petitioners, as the case may be, to obtain
specific procedural guidance regarding the processing of applications and petitions.
2. Each Party shall provide that grounds for refusing protection or recognition of a
geographical indication include the following:
(a) the geographical indication is likely to cause confusion with a trademark that is the
subject of good-faith pending application or registration; and
(b) the geographical indication is likely to cause confusion with a pre-existing trademark,
the rights to which have been acquired in accordance with the Party’s law.
27 ARTICLE 17.2 : TRADEMARKS, INCLUDING GEOGRAPHICAL INDICATIONS
1. Each Party shall provide that marks shall include marks in respect of goods and

540

services, collective marks, and certification marks. Each Party shall also provide that
geographical indications are eligible for protection as marks.
(…)
4. Each Party shall provide that the owner of a registered mark shall have the exclusive
right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the course of
trade identical or similar signs, including geographical indications, for goods or services
that are related to those goods or services in respect of which the owner’s mark is registered,
where such use would result in a likelihood of confusion. In case of the use of an identical
sign, including a geographical indication, for identical goods or services, a likelihood of
confusion shall be presumed.
(…)
12. (a) Each Party shall provide a system that permits owners to assert rights in marks,
and interested parties to challenge rights in marks, through administrative or judicial
means, or both.
(b) Consistent with sub-paragraph (a), where a Party provides the means to apply for
protection or petition for recognition of geographical indications, through a system for the
protection of marks or otherwise, it shall accept such applications and petitions without the
requirement for intercession by a Party on behalf of its nationals, and shall:
(i) process applications or petitions, as relevant, for geographical indications with a
minimum of formalities;
(ii) make its regulations governing filing of such applications or petitions, as relevant,
readily available to the public;
(iii) ensure that applications or petitions, as relevant, for geographical indications are
published for opposition, and provide procedures for opposing geographical indications that
are the subject of applications or petitions. Each Party shall also provide procedures to
cancel any registration resulting from an application or a petition;
(iv) ensure that measures governing the filing of applications or petitions, as relevant, for
geographical indications set out clearly the procedures for these actions. These procedures
shall include contact information sufficient for applicants or petitioners, as relevant, to
obtain specific procedural guidance regarding the processing of those applications or
petitions; and
(v) provide that grounds for refusing an application for protection or recognition of a
geographical indication include the following:
(A) the geographical indication is likely to cause confusion with a mark that is the
subject of a good-faith pending application or registration; and
(B) the geographical indication is likely to cause confusion with a preexisting mark, the
rights to which have been acquired through use in good faith in the territory of the Party.
28 Article 1712: Geographical Indications
1. Each Party shall provide, in respect of geographical indications, the legal means for
interested persons to prevent:
(a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or
suggests that the good in question originates in a territory, region or locality other than the
true place of origin, in a manner that misleads the public as to the geographical origin of
the good;
(b) any use that constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article
10bis of the Paris Convention.
2. Each Party shall, on its own initiative if its domestic law so permits or at the request of
an interested person, refuse to register, or invalidate the registration of, a trademark
containing or consisting of a geographical indication with respect to goods that do not
originate in the indicated territory, region or locality, if use of the indication in the
trademark for such goods is of such a nature as to mislead the public as to the geographical
origin of the good.
3. Each Party shall also apply paragraphs 1 and 2 to a geographical indication that,
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although correctly indicating the territory, region or locality in which the goods originate,
falsely represents to the public that the goods originate in another territory, region or
locality.
4. Nothing in this Article shall be construed to require a Party to prevent continued and
similar use of a particular geographical indication of another Party in connection with
goods or services by any of its nationals or domiciliaries who have used that geographical
indication in a continuous manner with regard to the same or related goods or services in
that Party's territory, either:
(a) for at least 10 years, or
(b) in good faith,
before the date of signature of this Agreement.
5. Where a trademark has been applied for or registered in good faith, or where rights to
a trademark have been acquired through use in good faith, either:
(a) before the date of application of these provisions in that Party, or
(b) before the geographical indication is protected in its Party of origin, no Party may
adopt any measure to implement this Article that prejudices eligibility for, or the validity of,
the registration of a trademark, or the right to use a trademark, on the basis that such a
trademark is identical with, or similar to, a geographical indication.
6. No Party shall be required to apply this Article to a geographical indication if it is
identical to the customary term in common language in that Party's territory for the goods
or services to which the indication applies.
7. A Party may provide that any request made under this Article in connection with the
use or registration of a trademark must be presented within five years after the adverse use
of the protected indication has become generally known in that Party or after the date of
registration of the trademark in that Party, provided that the trademark has been
published by that date, if such date is earlier than the date on which the adverse use
became generally known in that Party, provided that the geographical indication is not used
or registered in bad faith.
8. No Party shall adopt any measure implementing this Article that would prejudice any
person's right to use, in the course of trade, its name or the name of its predecessor in
business, except where such name forms all or part of a valid trademark in existence before
the geographical indication became protected and with which there is a likelihood of
confusion, or such name is used in such a manner as to mislead the public.
9. Nothing in this Chapter shall be construed to require a Party to protect a geographical
indication that is not protected, or has fallen into disuse, in the Party of origin.
29 Article 35
Intellectual Property
1. The Parties recognize the importance of intellectual property in promoting economic
and social development, technological innovation, as well as in promoting the transfer and
dissemination of technology to the mutual advantage of technology producers and users,
particularly in the new digital economy.
2. The Parties reaffirm their existing rights and obligations with respect to each other
under the WTO Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
(hereinafter referred to as the TRIPS Agreement) and any other multilateral intellectual
property agreements to which both are party.
3. Nothing in this Chapter shall prevent a Party from adopting appropriate measures to
prevent:
a) the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices that
unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology;
and
b) anticompetitive practices that may result from the abuse of intellectual property rights
provided that such measures are consistent with this Agreement.
4. The Parties shall provide the legal means for interested parties to prevent commercial
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use of country names of the other Party in relation to goods in a manner which is likely to
mislead consumers as to the origin of such goods.
5. Consistent with paragraph 1, the Parties agree to cooperate with each other. Such
cooperation may include, inter alia:
a) notification of contact points;
b) exchange of information regarding the intellectual property systems, aimed at
promoting the efficient registration of intellectual property rights;
c) other activities and initiatives as may be mutually determined between the Parties.
30 Articulo 15-24: Denominaciones de origen
1. Las Partes se sujetarán en materia de denominaciones de origen a lo dispuesto en el
anexo 15-24.
2. Las disposiciones contenidas en el Artículo 23 del Acuerdo ADPIC, serán aplicables a
las denominaciones de origen señaladas en el anexo 15-24.
31 Artículo 15-02:
Protección de los derechos de propiedad intelectual
1. Los derechos de propiedad intelectual regulados en este capítulo, corresponden a los
derechos de autor, los derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio y las
denominaciones de origen a que se refiere este capítulo.
2. Cada Parte otorgará en su territorio a los nacionales de la otra Parte, protección y
defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere
este capítulo y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se
conviertan, a su vez, en obstáculos al comercio legítimo.
3 Cada Parte podrá prever en su legislación, una protección más amplia que la exigida en
este capítulo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.
32 Artículo 15-03:
Relación con otros convenios sobre propiedad intelectual
1. Ninguna disposición de este capítulo, referida a los derechos de propiedad intelectual,
irá en detrimento de las obligaciones que las Partes puedan tener entre sí en virtud del
Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Convenio de Ginebra.
2. Con objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de
propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo, las Partes aplicarán, cuando menos,
las disposiciones sustantivas del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de
Roma y el Convenio de Ginebra.
33 Article 169 Scope
For the purposes of this Agreement, intellectual property rights embodies copyright –
including copyright in computer programs and in databases — and related rights, the
rights related to patents, industrial designs, geographical indications including appellation
of origins, trademarks, layout-designs (topographies) of integrated circuits, as well as
protection of undisclosed information and protection against unfair competition as referred
to in Article 10bis of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property
(Stockholm Act, 1967).
34 Article 170 Protection of intellectual property rights
In pursuance of the objectives set out in Article 168, the Parties shall:
(a) continue to ensure an adequate and effective implementation of the obligations arising
from the following conventions:
(i) the Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property, Annex 1C to the
Agreement establishing the World Trade Organisation (the TRIPs);
35 Article 3
Definitions
(…)
(b)‘geographical indication means the indication defined in Article 22(1) of the WTO TRIPs
Agreement, which is protected under the laws and regulations of a Party for identifying a
wine originating in a region or locality within that Party;
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(…)
(e) homonymous means the same geographical indication or same traditional expression
and complementary quality mentions, or such a term so similar as to be likely to cause
confusion, to denote different places, procedures or things;
(…)
(g) labelling means all descriptions and other references, signs, designs, geographical
indications or trademarks which distinguish wines and which appear on the container,
including its sealing device or the tag attached to the container and the sheathing covering
the neck of bottles;
(…)
(n) identification, when used in relation to geographical indications, means the use of
geographical indications for the purpose of describing or presenting a wine;
36 Article 5
Protection of geographical indications
1. The Parties shall take all necessary steps in accordance with this Agreement to ensure
mutual protection of the names referred to in Article 6 and used for describing and
presenting wine that, within the meaning of Article 3, originate in the Parties. To that end,
each Party shall make use of the appropriate legal means referred to in Article 23 of the
WTO TRIPS Agreement to ensure an effective protection and prevent geographical
indications from being used to describe wine not covered by the indications or descriptions
concerned.
(…)
4. In the case of homonymous geographical indications:
(a) where two geographical indications protected under this Agreement are homonymous,
protection shall be granted to both of them; the consumer shall not bet misled as to the
actual origin of the wine;
(b) where a geographical indication protected under this Agreement is homonymous with
the name of a geographical area outside the Parties, the latter name may be used to
describe and present a wine of the geographical area to which the name refers, provided it
is traditionally and consistently used, its use for that purpose is regulated by the country of
origin and consumers are not misled into believing that the wine originates in the Party
concerned.
5. The Parties may, where necessary, lay down the practical conditions of use to make a
distinction between the homonymous geographical indications referred to in paragraph 4,
bearing in mind the need to treat the producers concerned fairly and to ensure that
consumers are not misled.
(…)
7. Where a Party, in the context of negotiations with a third country, proposes to protect a
geographical indication for wine of that third country, and that name is homonymous with a
geographical indication of the other Party, the latter shall be informed and be given a
chance to comment before the name becomes protected.
37 Article 6
Geographical indications
The following names shall be those referred to in Article 5:
(a) as regards wine originating in the Community:
(i) terms referring to the Member State in which the product originates;
(ii) the geographical indications listed in Appendix I.
(b) as regards wine originating in Chile:
(i) terms referring to Chile;
(ii) the geographical indications listed in Appendix II.
38 Article 7
Geographical indications and trademarks
1. Registration of a trademark for wine within the meaning of Article 3 which is identical
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with, or similar to, or contains a geographical indication protected under Article 5 shall be
refused.
2. On the basis of the Chilean trademark register as established on 10 June 2002, the
trademarks listed in Appendix VI shall be cancelled within 12 years for use on the internal
market and five years for use for export from the date of entry into force of this Agreement.
3. The trademarks listed in Appendix VI for wine that has been exported on average in
less than 1 000 boxes of 9 litres during the period 1999-2001 shall be cancelled at the date of
entry into force of this Agreement.
39 EU・チリ連合協定 地理的表示品目リスト（ワインリスト）
Appendix I（EU、1 ページ目のみ掲載）
(Referred to in Article 6)
GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF WINES ORIGINATING IN THE COMMUNITY
I. WINES ORIGINATING IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
1. Quality wines produced in specified regions (‘Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete’)
1.1. Names of specified regions
- Ahr
- Baden
- Franken
- Hessische Bergstraße
- Mittelrhein
- Mosel-Saar-Ruwer
- Nahe
- Pfalz
- Rheingau
- Rheinhessen
- Saale-Unstrut
- Sachsen
- Württemberg
1.2. Names of sub-regions, communes, parts of communes
1.2.1. Specified region Ahr
(a) Sub-region:
- Bereich Walporzheim/Ahrtal
(b) Großlage:
- Klosterberg
(c) Einzellagen:
- Blume
- Burggarten
- Goldkaul
- Hardtberg
- Herrenberg
- Laacherberg
- Mönchberg
- Pfaffenberg
- Sonnenberg
- Steinkaul
- Übigberg
(d) Communes or parts of communes:
- Ahrbrück
- Ahrweiler
- Altenahr
- Bachem
- Bad Neuenahr-Ahrweiler
- Dernau
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- Ehlingen
- Heimersheim
- Heppingen
- Lohrsdorf
- Marienthal
- Mayschoss
- Neuenahr
- Pützfeld
- Rech
- Reimerzhoven
- Walporzheim
1.2.2. Specified region Hessische Be rgstraße
(a) Sub-regions:
- Bereich Starkenburg
- Bereich Umstadt
(b) Großlagen:
- Rott
- Schlossberg
- Wolfsmagen
40

EU・チリ連合協定 地理的表示品目リスト（ワインリスト）
Appendix II（チリ、1 ページ目のみ掲載）
(Referred to in Article 6)
GEOGRAPHICAL INDICATIONS OF WINES ORIGINATING IN CHILE
I. Vino Pajarete
II. Vino Asoleado
III. Wines of the following regions, subregions, zones and areas:
1.0.0.0. VITICOLE REGION OF ATACAMA.
1.1.0.0. Sub-region: Valle de Copiapó
1.2.0.0. Sub-region: Valle del Huasco
2.0.0.0. VITICOLE REGION OF COQUIMBO.
2.1.0.0. Sub-region: Valle del Elqui
2.1.1.0. Zone:
2.1.1.1. Area: Vicuña
2.1.1.2. Area: Paiguano
2.2.0.0. Sub-region: Valle del Limarí
2.2.1.0. Zone:
2.2.1.1. Area: Ovalle
2.2.1.2. Area: Monte Patria
2.2.1.3. Area: Punitaqui
2.2.1.4. Area: Río Hurtado
2.3.0.0. Sub-region: Valle del Choapa
2.3.1.0. Zone:
2.3.1.1. Area: Salamanca
2.3.1.2. Area: Illapel
3.0.0.0. VITICOLE REGION OF ACONCAGUA
3.1.0.0. Sub-region: Valle de Aconcagua
3.1.1.0. Zone:
3.1.1.1. Area: Panquehue
3.2.0.0. Sub-region: Valle de Casablanca
4.0.0.0. REGION OF VALLE CENTRAL
4.1.0.0. Sub-region: Valle del Maipo
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4.1.1.0. Zone:
4.1.1.1. Area: Santiago
4.1.1.2. Area: Pirque
Article 12
Intellectual, industrial and commercial property
1. Reaffirming the great importance they attach to the protection of intellectual property
rights (copyright — including the copyright in computer programmes and databases — and
neighbouring rights, the rights related to patents, industrial designs, geographical
indications including designation of origins, trademarks, topographies of integrated circuits,
as well as protection against unfair competition as referred to in Article 10a of the Paris
Convention for the Protection of Industrial Property and protection of undisclosed
information), the Parties undertake to establish the appropriate measures with a view to
ensuring an adequate and effective protection in accordance with the highest international
standards, including effective means to enforce such rights.
2. To this effect, the Joint Council shall decide on:
(a) a consultation mechanism with a view to reaching mutually satisfactory solutions in
the event of difficulties in the protection of intellectual property;
(b) the detailed measures to be adopted in pursuance of the objective set out in
paragraph 1, taking into account in particular the relevant multilateral conventions on
intellectual property.
42 ARTICLE 10.18:
RECOGNITION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR AGRICULTURAL
PRODUCTS AND FOODSTUFFS AND WINES
1. Having examined the Agricultural Products Quality Control Act, with its
implementing rules, in so far as it relates to the registration, control and protection of
geographical indications for agricultural products and foodstuffs in Korea, the European
Community concludes that this legislation meets the elements laid down in paragraph 6.
2. Having examined Council Regulation (EC) No 510/2006, with its implementing rules,
for the registration, control and protection of geographical indications of agricultural
products and foodstuffs in the European Community, and Council Regulation (EC) No
1234/2007 on the common organisation of the market in wine, Korea concludes that this
legislation meets the elements laid down in paragraph 6.
3. Having examined a summary of the specifications of the agricultural products and
foodstuffs corresponding to the geographical indications of Korea listed in Annex 10-A,
which have been registered by Korea under the legislation referred to in paragraph 1, the
European Community undertakes to protect the geographical indications of Korea listed in
Annex 10-A according to the level of protection laid down in this Chapter.
4. Having examined a summary of the specifications of the agricultural products and
foodstuffs corresponding to the geographical indications of the European Community listed
in Annex 10-A, which have been registered by the European Community under the
legislation referred to in paragraph 2, Korea undertakes to protect the geographical
indications of the European Community listed in Annex 10-A according to the level of
protection laid down in this Chapter.
5. Paragraph 3 shall apply to geographical indications for wines with respect to
geographical indications added pursuant to Article 10.24.
6. The European Community and Korea agree that the elements for the registration and
control of geographical indications referred to in paragraphs 1 and 2 are the following:
(a) a register listing geographical indications protected in their respective territories;
(b) an administrative process verifying that geographical indications identify a good as
originating in a territory, region or locality of either Party, where a given quality, reputation
or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin;
(c) a requirement that a registered name shall correspond to a specific product or products
41
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for which a product specification is laid down which may only be amended by due
administrative process;
(d) control provisions applying to production;
(e) legal provisions laying down that a registered name may be used by any operator
marketing the agricultural product or foodstuff conforming to the corresponding
specification; and
(f) an objection procedure that allows the legitimate interests of prior users of names,
whether those names are protected as a form of intellectual property or not, to be taken into
account.
43 ARTICLE 10.19:
RECOGNITION OF SPECIFIC GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR WINES,
AROMATISED WINES AND SPIRITS
1. In Korea, the geographical indications of the European Community listed in Annex
10-B shall be protected for those products which use these geographical indications in
accordance with the relevant laws of the European Community on geographical indications.
44 ARTICLE 10.20:
RIGHT OF USE
A name protected under this Sub-section may be used by any operator marketing
agricultural products, foodstuffs, wines, aromatised wines or spirits conforming to the
corresponding specification.
45 ARTICLE 10.21:
SCOPE OF PROTECTION
1. Geographical indications referred to in Articles 10.18 and 10.19 shall be protected
against:
(a) the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or
suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true
place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the
good;
(b) the use of a geographical indication identifying a good for a like good7 not originating in
the place indicated by the geographical indication in question, even where the true origin of
the goods is indicated or the geographical indication is used in translation or transcription
or accompanied by expressions such as “kind”, “type”, “style”, “imitation” or the like; and
(c) any other use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of
Article 10 bis of the Paris Convention.
2. This Agreement shall in no way prejudice the right of any person to use, in the course
of trade, that person’s name or the name of that person’s predecessor in business, except
where such name is used in such a manner as to mislead consumers.
3. If geographical indications of the Parties are homonymous, protection shall be granted
to each indication provided that it has been used in good faith. The Working Group on
Geographical Indications shall decide the practical conditions of use under which the
homonymous geographical indications will be differentiated from each other, taking into
account the need to ensure equitable treatment of the producers concerned and that
consumers are not misled. If a geographical indication protected through this Agreement is
homonymous with a geographical indication of a third country, each Party shall decide the
practical conditions of use under which the homonymous geographical indications will be
differentiated from each other, taking into account the need to ensure equitable treatment
of the producers concerned and that consumers are not misled.
4. Nothing in this Agreement shall oblige the European Community or Korea to protect a
geographical indication which is not or ceases to be protected in its country of origin or
which has fallen into disuse in that country.
5. The protection of a geographical indication under this Article is without prejudice to
the continued use of a trademark which has been applied for, registered or established by
use, if that possibility is provided for by the legislation concerned, in the territory of a Party
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before the date of the application for protection or recognition of the geographical indication,
provided that no grounds for the trademark’s invalidity or revocation exist in the legislation
of the Party concerned. The date of application for protection or recognition of the
geographical indication is determined in accordance with Article 10.23.2.
46 ARTICLE 10.22:
ENFORCEMENT OF PROTECTION
The Parties shall enforce the protection provided for in Articles 10.18 through 10.23 on
their own initiative by appropriate intervention of their authorities. They shall also enforce
such protection at the request of an interested party.
47 ARTICLE 10.23:
RELATIONSHIP WITH TRADEMARKS
1. The registration of a trademark that corresponds to any of the situations referred to in
Article 10.21.1 in relation to a protected geographical indication for like goods, shall be
refused or invalidated by the Parties, provided an application for registration of the
trademark is submitted after the date of application for protection or recognition of the
geographical indication in the territory concerned.
2. For the purposes of paragraph 1:
(a) for geographical indications referred to in Articles 10.18 and 10.19, the date of
application for protection or recognition shall be the date when this Agreement enters into
force; and
(b) for geographical indications referred to in Article 10.24, the date of application for
protection or recognition shall be the date of a Party’s receipt of a request by the other Party
to protect or recognise a geographical indication.
48 ARTICLE 10.24:
ADDITION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR PROTECTION
1. The European Community and Korea agree to add geographical indications to be
protected to the Annexes 10-A and 10-B in accordance with the procedure set out in Article
10.25.
2. The European Community and Korea agree to process, without undue delay, the
other’s requests for adding geographical indications to be protected to the Annexes.
3. A name may not be registered as a geographical indication where it conflicts with the
name of a plant variety, including a grape variety, or an animal breed and as a result is
likely to mislead the consumer as to the true origin of the product.
49 EU・韓国自由貿易協定 地理的表示農産物食品リスト
ANNEX 10-A（1ページ目のみ記載）
GEOGRAPHICAL

INDICATIONS

FOR

AGRICULTURAL

PRODUCTS

AND

FOODSTUFFS
PART A. AGRICULTURAL PRODUCTS AND FOODSTUFFS ORIGINATING IN THE
EUROPEAN COMMUNITY (as referred to in Article 10.18.4)
AUSTRIA
Name to be protected Product/Transcription into Korean alphabet
Tiroler Speck Ham 티롤러 슈페크
Steirischer Kren Horseradish roots 슈타이리셔 크렌
CZECH REPUBLIC
Name to be protected Product/Transcription into Korean alphabet
Česke pivo Beer 체스께 삐보
Budějovicke pivo Beer 부뎨요비츠께 삐보
Budějovicky měšt'ansky var Beer 부뎨요비츠끼 므네슈땬스키바르
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Českobudějovicke pivo Beer 체스꼬부뎨요비츠께 삐보
Žatecky chmel Hops 쟈떼스키 슈멜
FRANCE
Name to be protected Product/Transcription into Korean alphabet
Comte Cheese 꽁떼 / 콩테
Reblochon Cheese 르블로숑 / 레블로숑
50

EU・韓国自由貿易協定 地理的表示ワインリスト
ANNEX 10-B（1ページ目のみ記載）
GEOGRAPHICAL INDICATIONS FOR WINES, AROMATISED WINES AND SPIRITS
PART A. WINES, AROMATISED WINES AND SPIRITS ORIGINATING IN THE
EUROPEAN COMMUNITY (as referred to in Article 10.19.1)
SECTION 1. WINES ORIGINATING IN THE EUROPEAN COMMUNITY
FRANCE
Name to be protected/Transcription into Korean alphabet
Beaujolais 보졸레
Bordeaux 보르도
Bourgogne 부르고뉴 / 버건디
Chablis 샤블리 / 샤블리스
Champagne 샹파뉴 / 샴페인 /샹빠뉴
Graves 그라브
Medoc 메독 /매독
Moselle 모젤
Saint-Emilion 쌩떼밀리옹 / 생테밀리옹
Sauternes 쏘떼른 / 소테른
Haut-Medoc 오메독 / 오매독
Alsace 알자스
Cotes du Rhone 꼬뜨 뒤 론 / 코트 뒤 론
Languedoc 랑그독
Cotes du Roussillon 꼬뜨 뒤 루시옹 / 코트 뒤 루시옹
Chateauneuf-du-Pape 샤또 네프 뒤 빠쁘 / 샤토 네프 뒤 파프
Cotes de Provence 꼬뜨 드 프로방스 / 코트 드 프로방스
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Article 3.13: Wine and Spirit
1. Malaysia recognises, in accordance with its domestic legislation, the geographical
indication CHILEAN PISCO, that falls within the scope of protection established in Article
22 of the TRIPS Agreement.
2. This shall in no way prejudice the rights that Malaysia may recognise, in addition to
Chile, to the geographical indication PISCO, exclusively for Peru, that falls within the scope
of protection established in Article 22 of the TRIPS Agreement.
3. Chilean geographical indications for wines are established by Decree 464 of the
Ministry of Agriculture of December 14, 1994, and its amendments, and by the Law 18.455.
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ARTICLE 18.2: TRADEMARKS INCLUDING GEOGRAPHICAL INDICATION
1. Neither Party may require, as a condition of registration, that signs be visually
perceptible, nor may either Party deny registration of a trademark solely on the grounds
that the sign of which it is composed is a sound or scent.
2. Each Party shall provide that trademarks shall include certification marks. Each
Party shall also provide that geographical indications are eligible for protection as
trademarks.
3. Each Party shall ensure that its measures mandating the use of the term customary in
common language as the common name for a good or service (common name), including,
inter alia, requirements concerning the relative size, placement or style of use of the
trademark in relation to the common name, do not impair the use or effectiveness of
trademarks used in relation to such good or service.
4. Each Party shall provide that the owner of a registered trademark shall have the
exclusive right to prevent all third parties not having the owner’s consent from using in the
course of trade identical or similar signs, including geographical indications, at least for
goods or services that are identical or similar to those goods or services in respect of which
the owner’s trademark is registered, where such use would result in a likelihood of
confusion. In the case of the use of an identical sign, including a geographical indication, for
identical goods or services, a likelihood of confusion shall be presumed.
5. Each Party may provide limited exceptions to the rights conferred by a trademark,
such as fair use of descriptive terms, provided that such exceptions take account of the
legitimate interests of the owner of the trademark and of third parties.
6. Neither Party may require, as a condition for determining that a mark is a wellknown
mark, that the mark has been registered in the territory of that Party or in another
jurisdiction. Additionally, neither Party may deny remedies or relief with respect to
wellknown marks solely because of the lack of:
(a) a registration;
(b) inclusion on a list of well-known marks; or
(c) prior recognition of the mark as well-known.
7. Article 6bis of the Paris Convention shall apply, mutatis mutandis, to goods or services
that are not identical or similar to those identified by a well-known trademark, whether
registered or not, provided that use of that trademark in relation to those goods or services
would indicate a connection between those goods or services and the owner of the
trademark, and provided that the interests of the owner of the trademark are likely to be
damaged by such use.
8. Each Party shall provide for appropriate measures to refuse or cancel the
registration and prohibit the use of a trademark or geographical indication that is identical
or similar to a well-known trademark, for related goods or services, if the use of that
trademark or geographical indication is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to
deceive or risk associating the trademark or geographical indication with the owner of the
well-known trademark, or constitutes unfair exploitation of the reputation of the
wellknown trademark.
9. Each Party shall provide a system for the registration of trademarks, which shall
include:
(a) a requirement to provide to the applicant a communication in writing, which may be
provided electronically, of the reasons for a refusal to register a trademark;
(b) an opportunity for the applicant to respond to communications from the trademark
authorities, to contest an initial refusal, and to appeal judicially a final refusal to register;
(c) an opportunity for interested parties to oppose a trademark application and to seek
cancellation of a trademark after it has been registered; and
(d) a requirement that decisions in opposition and cancellation proceedings be reasoned
and in writing. Written decisions may be provided electronically.
10. Each Party shall provide a:
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(a) system for the electronic application for, and electronic processing, registering, and
maintenance of, trademarks; and
(b) publicly available electronic database, including an online database, of trademark
applications and registrations.
11. Each Party shall provide that:
(a) each registration and publication that concerns a trademark application or registration
and that indicates goods or services shall indicate the goods or services by their names,
grouped according to the classes of the classification established by the Nice Agreement
Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the
Registration of Marks (1979), as revised and amended (Nice Classification); and
(b) goods or services may not be considered as being similar to each other solely on the
ground that, in any registration or publication, they appear in the same class of the Nice
Classification. Conversely, each Party shall provide that goods or services may not be
considered as being dissimilar from each other solely on the ground that, in any registration
or publication, they appear in different classes of the Nice Classification.
12. Each Party shall provide that initial registration and each renewal of registration of a
trademark shall be for a term of no less than ten years.
13. Neither Party may require recordation of trademark licenses to establish the validity
of the license, to assert any rights in a trademark, or for other purposes.
14. If a Party provides the means to apply for protection or petition for recognition of
geographical indications, through a system of protection of trademarks or otherwise, it shall,
with respect to such applications and petitions (as relevant to the means chosen by the
Party):
(a) accept those applications and petitions without requiring intercession by a Party on
behalf of its nationals;
(b) process those applications and petitions with a minimum of formalities;
(c) ensure that its regulations governing filing of those applications and petitions are
readily available to the public and set out clearly the procedures for these actions;
(d) make available contact information sufficient to allow the general public to obtain
guidance concerning the procedures for filing applications and petitions and the processing
of those applications and petitions in general; and to allow applicants, petitioners, or their
representatives to ascertain the status of, and to obtain procedural guidance concerning,
specific applications and petitions; and
(e) ensure that applications and petitions for geographical indications are published for
opposition, and provide procedures for opposing geographical indications that are the
subject of applications or petitions. Each Party shall also provide procedures to cancel a
registration resulting from an application or a petition.
15. (a) Each Party shall provide that each of the following shall be grounds for refusing
protection or recognition of, and for opposition and cancellation of, a geographical
indication:
(i) the geographical indication is likely to cause confusion with a trademark that is the
subject of a good faith pending application or registration in the Party’s territory and that
has a priority date that predates the protection or recognition of the geographical indication
in that territory;
(ii) the geographical indication is likely to cause confusion with a trademark, the rights to
which have been acquired in the Party’s territory through use in good faith, that has a
priority date that predates the protection or recognition of the geographical indication in
that territory; and
(iii) the geographical indication is likely to cause confusion with a trademark that has
become well known in the Party’s territory and that has a priority date that predates the
protection or recognition of the geographical indication in that territory.
(b) For purposes of subparagraph (a), the date of protection of the geographical indication
in a Party’s territory shall be:
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(i) in the case of protection or recognition provided as a result of an application or petition,
the date of the application or petition; and
(ii) in the case of protection or recognition provided through other means, the date of
protection or recognition under the Party’s laws.
53 Artículo 5.1:
Confirmación de derechos y obligaciones de la OMC Las disposiciones contenidas en el
Artículo 23 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio de la OMC, serán aplicables a las denominaciones de origen
señaladas en el artículo Siguiente
54 Artículo 5.2:
Reconocimiento y protección de denominaciones de origen
1. El Perú reconoce la denominación de origen “Tequila” para su uso exclusivo en
productos originarios de México. En consecuencia, en el Perú no se permitirá la importación,
fabricación o venta de productos bajo la denominación de origen “Tequila”, a menos de que
hayan sido elaborados y certificados en México, conforme a las leyes, reglamentos y
normatividad de México aplicables a esos productos.
2. México reconoce la denominación de origen “Pisco” para su uso exclusivo en productos
originarios del Perú. En consecuencia, en México no se permitirá la importación, fabricación
o venta de productos bajo dicha denominación de origen, a menos que hayan sido elaborados
y certificados en el Perú, conforme a la legislación peruana aplicable a tales productos. El
reconocimiento previsto en este párrafo es sin perjuicio de los derechos que México ha
reconocido, de forma exclusiva, en materia de denominaciones de origen, en otros acuerdos
comerciales suscritos previamente con otros países.
3. Las Partes, de mutuo acuerdo, podrán ampliar la protección acordada a otras
denominaciones de origen de las Partes. Para tal efecto, una Parte notificará a la otra las
nuevas denominaciones protegidas en virtud de su legislación nacional. La inclusión de
dichas denominaciones de origen se hará efectiva mediante decisiones adoptadas por la
Comisión en un plazo no mayor a 4 meses contados a partir de la fecha de la notificación de
una Parte a la otra.
55 Article 207
Scope of application of this Section
With respect to the recognition and protection of geographical indications which are
originating in the territory of a Party, the following applies;
(a) geographical indications are, for the purposes of this Title, indications consisting of the
name of a particular country, region or locality or a name which, without being that of
particular country, region or locality, refers to a particular geographical area, and which
identify a product as originating therein where a given quality, reputation or other
characteristic of the product is exclusively or essentially due to the geographical
environment in which it is produced, with its inherent natural and human factors;
(b) geographical indications of a Party to be protected by another Party, shall only be
subject to this Title if they are recognised and declared as such in the country of origin;
(c) each Party shall protect geographical indications for agricultural and foodstuff products,
wines, spirit drinks and aromatized wines listed in Appendix 1 of Annex XIII (Lists of
Geographical Indications) in accordance with the procedures referred to in Article 208 as
from the entry into force of this Agreement;
(d) geographical indications for products other than agricultural foodstuffs products, wines,
spirit drinks or aromatised wines listed in Appendix 1 of Annex XIII (Lists of Geographical
Indications) may be protected according to the laws and regulations applicable in each
Party. The Parties acknowledge that geographical indications listed under Appendix 2 of
Annex XIII (Lists of Geographical Indications) are protected as geographical indications in
the country of origin;
(e) the use of geographical indications related to products originating in the territory of a
Party shall be reserved exclusively for producers, manufacturers of craftsmen with
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production of manufacturing establishments in the locality of region within the Party
identified or evoked by that indication;
(f) if a Party adopts or maintains a system for authorizing the use of geographical
indications, such system shall only apply to the geographical indications originating in its
territory;
(g) public or private bodies that represent beneficiaries of geographical indications or
bodies designated for that purpose shall have at their disposal mechanisms allowing for the
effective control over the use of protected geographical indications; and
(h) geographical indications protected in accordance with this Title shall not, for as long as
they remain protected in their country of origin, be considered the common or generic
designation of the product that they identify.
56 Article 210
Scope of protection of geographical indications
1. The geographical indications of a Party listed in the Appendix l of Annex XIII (Lists of
Geographical Indications), as well as those added pursuant to Article 209, shall be protected
by another Party at least against:
(a) any commercial use of such protected geographical indication:
(i) for identical or like products not compliant with the product specification of the
geographical indication; or
(ii) in so far as such use exploits the reputation of the geogra1phical indication;
(b) any other non-authorized use of geographical indications other than those identifying
wines, aromatized wines or spirits drinks that creates confusion, including even in cases
where the name is accompanied by indications such as style, type, imitation and other
similar that creates confusion to the costumer; without prejudice to this subparagraph, if a
Party amends its legislation in order to protect geographical indications other than those
identifying wines, aromatised wines and spirit drinks at a higher level than the protection
provided for in this Agreement, that Party shall extend such protection to the geographical
indications listed in Appendix 1 of Annex XIII (Lists of Geographical Indications);
(c) in case of geographical indications that indentify wines, aromatized wines or spirit
drinks, any misuse, imitation or evocation even if the true origin of the product is indicated
or if the protected name is translated, transcribed, transliterated or accompanied by an
expression such as 'style', 'type', 'method', 'as produced in', 'imitation', ‘flavour', 'like' or
similar;
(d) any other false or misleading indication as to the provenance, origin, nature or
essential qualities of the product, on the inner or outer packaging, or the advertising
material relating to the product concerned, liable to convey a false impression as to its
origin; and
(e) any other practice liable to mislead the consumer as to the true origin of the product.
2. Where a Party, in the context of negotiations with a third country, proposes to protect a
geographical indication of that third country, and the name is homonymous with a
geographical indication of another Party, the latter shall be informed and be given the
opportunity to comment before the name becomes protected.
3. The Parties shall notify each other if a geographical indication ceases to be protected in
its country of origin.
57 EU・オーストラリア ワイン協定
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:028:0003:0087:EN:PDF
（2012.02.23 確認）
58 EU・メキシコ ワイン協定
http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/third/mex_en.pdf（2012.02.23 確認）
59 EU・マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 ワイン協定
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:342:0027:0041:EN:PDF
（2012.02.23 確認）
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EU・クロアチア共和国 ワイン協定
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:342:0063:0078:EN:PDF
（2012.02.23 確認）
61 EU・スイス ワイン協定
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:114:0132:0349:EN:PDF
（2012.02.23 確認）
62 EU・南アフリカ ワイン・スピリッツ協定
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:028:0113:0125:EN:PDF
（2012.02.23 確認）
63 EU・カナダ ワイン・スピリッツ協定
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:035:0003:0093:EN:PDF
（2012.02.23 確認）
64 EU・アメリカ ワイン協定
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22006A0324(01):EN:NOT
（2012.02.23 確認）
65 EU・チリ ワイン・スピリッツ協定
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:352:0003:1439:EN:PDF
（2012.02.23 確認）
66 EU・アルバニア ワイン・スピリッツ協定
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:239:0106:0159:EN:PDF
（2012.02.23 確認）
60
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4‐3 地理的表示に関係する国際条約への加盟状況等
本調査研究では、地理的表示関係する下記の国際条約への対象国の加盟状況を調べ
た。
・工業所有権の保護に関するパリ条約（パリ条約）
・虚偽の又は誤認を生じさせる原産地表示の防止に関するマドリッド協定
（マドリッド協定）
・原産地名称の保護及びその国際登録に関するリスボン協定（リスボン協定）
各国の加盟状況は、下記の通り（表 1 を参照）
。なお、リスボン協定に加盟してい
る国に関しては、登録されている原産地名称のリストを添付している。
（表 2 を参照）
表 1：地理的表示に関係する国際条約への加盟状況（1）
国及び地域名

パリ条約

マドリッド協定

リスボン協定

米国

○

カナダ

○

中国

○

韓国

○

インド

○

タイ

○

マレーシア

○

シンガポール

○

ベトナム

○

オーストラリア

○

ニュージーランド

○

○

○

○

△*

欧州連合

－

－

－

フランス

○

○

○

スイス

○

○

英国

○

ドイツ

○

○

イタリア

○

○

トルコ
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○

スペイン
○

○

△*

* 加盟済み、未批准

表 1：地理的表示に関係する国際条約への加盟状況（2）
国及び地域名

パリ条約

マドリッド協定

リスボン協定

ハンガリー

○

○

○

ロシア

○

ブラジル

○

ペルー

○

チリ

○

メキシコ

○

アンデス共同体

－

○
○
○
－

－

表 2：リスボン協定加盟国の登録リスト（2012 年 1 月 31 日現在） 1
フランス（1）：508 件
登録番号

登録名称

1

76 ALSACE

2

77 BARSAC

3

78 BLAYE

4

80 BORDEAUX

5

81 BORDEAUX CLAIRET

6

82 BORDEAUX ROSÉ

7

84 BORDEAUX HAUT BENAUGE

8

85 BORDEAUX MOUSSEUX

9

86 BORDEAUX SUPÉRIEUR

10

87 BORDEAUX CÔTES de FRANCS

11

88 BOURG

12

89 BOURGEAIS

WIPO ウェブサイトの Search Appellations of Origin (Lisbon Express)のデータを
元に作成。（http://www.wipo.int/ipdl/en/search/lisbon/search-struct.jsp）
1
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13

90 CÔTES DE BOURG

14

91 CÉRONS

15

92 CÔTES DE BLAYE

16

93 CÔTES DE BORDEAUX SAINT-MACAIRE

17

94 CÔTES CANON FRONSAC

18

95 CANON FRONSAC

19

97 ENTRE-DEUX-MERS

20

98 ENTRE-DEUX-MERS-HAUT-BENAUGE

フランス（2）：
登録番号
21

登録名称

99 GRAVES

22

100 GRAVES SUPÉRIEURES

23

101 GRAVES DE VAYRES

24

102 HAUT-MÉDOC

25

103 LALANDE DE POMEROL

26

105 LOUPIAC

27

106 LUSSAC SAINT-ÉMILION

28

107 MARGAUX

29

108 MÉDOC

30

109 MONTAGNE-SAINT-ÉMILION

31

110 MOULIS

32

111 MOULIS EN MÉDOC

33

112 NÉAC

34

114 PAUILLAC

35

115 POMEROL

36

116 PREMIÈRES CÔTES DE BLAYE

37

117 PREMIÈRES CÔTES DE BORDEAUX

38

118 PREMIÈRES CÔTES DE BORDEAUX / CADILLAC

39

119 PREMIÈRES CÔTES DE BORDEAUX / GABARNAC

40

120 PUISSEGUIN-SAINT-ÉMILION

41

122 SAINTE CROIX DU MONT

42

123 SAINT-ÉMILION

43

124 SAINT-ESTÈPHE

44

125 SAINTE FOY BORDEAUX

45

126 SAINT-GEORGES-SAINT-ÉMILION

46

127 SAINT-JULIEN

47

128 SAUTERNES
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48

129 ALOXE-CORTON

49

130 AUXEY-DURESSES

50

131 BATARD-MONTRACHET

51

132 BEAUJOLAIS

52

133 BEAUJOLAIS SUPÉRIEUR

53

134 BEAUJOLAIS-VILLAGES

54

135 BEAUNE

55

136 BIENVENUES-BATARD-MONTRACHET

フランス（3）：
登録番号

登録名称

56

137 BLAGNY

57

138 BONNES MARES

58

139 BOURGOGNE

59

140 BOURGOGNE ALIGOTÉ

60

141 BOURGOGNE ORDINAIRE

61

142 BOURGOGNE GRAND ORDINAIRE

62

143 BOURGOGNE PASSE-TOUT-GRAINS

63

144 BOURGOGNE CLAIRET

64

145 BOURGOGNE ROSÉ

65

147 BOURGOGNE HAUTES-CÔTES-DE-BEAUNE

66

148 BOURGOGNE CLAIRET HAUTES-CÔTES-DE-BEAUNE

67

149 BOURGOGNE ROSÉ HAUTES-CÔTES-DE-BEAUNE

68

150 BOURGOGNE HAUTES-CÔTES-DE-NUITS

69

151 BOURGOGNE CLAIRET HAUTES-CÔTES-DE-NUITS

70

152 BOURGOGNE ROSÉ HAUTES-CÔTES-DE-NUITS

71

153 BOURGOGNE MOUSSEUX

72

154 BROUILLY

73

155 CHABLIS

74

156 CHABLIS GRAND CRU

75

157 CHAMBERTIN

76

158 CHAMBERTIN CLOS DE BÈZE

77

159 CHAMBOLLE MUSIGNY

78

160 CHAPELLE-CHAMBERTIN

79

161 CHARLEMAGNE

80

162 CHARMES-CHAMBERTIN

81

163 CHASSAGNE-MONTRACHET

82

165 CHENAS
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83

166 CHEVALIER-MONTRACHET

84

167 CHIROUBLES

85

168 CHOREY-LES-BEAUNE

86

169 CLOS DE LA ROCHE

87

170 CLOS DE TART

88

171 CLOS DE VOUGEOT

89

172 CLOS SAINT-DENIS

90

173 CORTON

フランス（4）：
登録番号

登録名称

91

174 CORTON CHARLEMAGNE

92

175 CÔTES DE BEAUNE

93

176 CÔTE DE BEAUNE VILLAGES

94

177 CÔTES DE BROUILLY

95

178 CÔTE DE NUITS VILLAGES

96

179 VINS FINS DE LA CÔTE-DE-NUITS

97

180 CRIOTS-BATARD-MONTRACHET

98

182 ÉCHEZEAUX

99

183 FIXIN

100

184 FLEURIE

101

185 GEVREY-CHAMBERTIN

102

186 GIVRY

103

187 GRANDS ÉCHEZEAUX

104

188 GRIOTTES-CHAMBERTIN

105

189 JULIÉNAS

106

191 LA TÂCHE

107

192 LATRICIÈRES-CHAMBERTIN

108

193 MÂCON

109

194 MÂCON VILLAGES

110

195 PINOT CHARDONNAY MÂCON

111

196 MAZIS-CHAMBERTIN

112

197 MAZOYÈRES-CHAMBERTIN

113

198 MERCUREY

114

199 MEURSAULT

115

200 MONTAGNY

116

201 MONTHÉLIE

117

202 MONTRACHET
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118

203 MOREY-SAINT-DENIS

119

204 MORGON

120

205 MOULIN-A-VENT

121

206 MUSIGNY

122

207 NUITS

123

208 NUITS-SAINT-GEORGES

124

209 PERNAND-VERGELESSES

125

210 PETIT CHABLIS

フランス（5）：
登録番号

登録名称

126

211 POMMARD

127

212 POUILLY-FUISSÉ

128

213 POUILLY-LOCHÉ

129

214 POUILLY-VINZELLES

130

215 PULIGNY-MONTRACHET

131

216 RICHEBOURG

132

217 LA ROMANÉE

133

218 ROMANÉE CONTI

134

219 ROMANÉE-SAINT-VIVANT

135

220 RUCHOTTES-CHAMBERTIN

136

221 RULLY

137

222 SAINT-AMOUR

138

223 SAINT-AUBIN

139

224 SAINT-ROMAIN

140

226 SANTENAY

141

227 SAVIGNY-LES-BEAUNE

142

228 VOLNAY

143

229 VOSNE-ROMANÉE

144

230 VOUGEOT

145

231 CHAMPAGNE

146

232 ROSÉ DES RICEYS

147

233 ARBOIS

148

234 BANDOL

149

235 BELLET

150

236 CASSIS

151

237 CHÂTEAU-CHÂLON

152

238 CHÂTEAU-GRILLET
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153

239 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

154

240 CLAIRETTE DE BELLEGARDE

155

241 CLAIRETTE DE DIE

156

242 CLAIRETTE DU LANGUEDOC

157

243 CONDRIEU

158

244 CORNAS

159

245 CÔTES DU JURA

160

246 CÔTES DU RHÔNE

フランス（6）：
登録番号

登録名称

161

247 CÔTE RÔTIE

162

248 CRÉPY

163

249 CROZES-HERMITAGE

164

250 HERMITAGE

165

251 L'ÉTOILE

166

252 LIRAC

167

253 PALETTE

168

254 SAINT-JOSEPH

169

255 SAINT-PÉRAY

170

256 SAINT-PÉRAY MOUSSEUX

171

257 SEYSSEL

172

258 SEYSSEL MOUSSEUX

173

259 TAVEL

174

260 ANJOU

175

261 ROSÉ D'ANJOU

176

262 ANJOU MOUSSEUX

177

263 ANJOU PÉTILLANT

178

264 ROSÉ D'ANJOU PÉTILLANT

179

265 CABERNET D'ANJOU

180

266 ANJOU COTEAUX DE LA LOIRE

181

267 BONNEZEAUX

182

268 BOURGUEIL

183

269 CHINON

184

270 COTEAUX DE L'AUBANCE

185

271 COTEAUX DU LAYON

186

272 COTEAUX DU LOIR
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187

273 COTEAUX DE SAUMUR

188

274 JASNIÈRES

189

275 MENETOU-SALON

190

276 MONTLOUIS

191

277 MONTLOUIS MOUSSEUX

192

278 MONTLOUIS PÉTILLANT

193

279 MUSCADET

194

280 MUSCADET DES COTEAUX DE LA LOIRE

フランス（7）：
登録番号

登録名称

195

281 MUSCADET DE SÈVRE ET MAINE

196

282 POUILLY SUR LOIRE

197

283 POUILLY FUMÉ

198

284 BLANC FUMÉ DE POUILLY

199

285 QUARTS DE CHAUME

200

286 QUINCY

201

287 REUILLY

202

288 SANCERRE

203

289 SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL

204

290 SAVENNIÈRES

205

291 SAUMUR

206

292 SAUMUR MOUSSEUX

207

293 SAUMUR PÉTILLANT

208

294 CABERNET DE SAUMUR

209

295 TOURAINE

210

296 TOURAINE MOUSSEUX

211

297 TOURAINE PÉTILLANT

212

298 VOUVRAY

213

299 VOUVRAY MOUSSEUX

214

300 VOUVRAY PÉTILLANT

215

301 BERGERAC

216

302 BERGERAC SEC

217

303 BLANQUETTE DE LIMOUX

218

304 CÔTES DE BERGERAC MOELLEUX

219

306 CÔTES DE DURAS

220

307 CÔTES DE MONTRAVEL

221

308 FITOU

564

222

309 GAILLAC

223

310 GAILLAC PREMIÈRES CÔTES

224

311 GAILLAC MOUSSEUX

225

312 HAUT-MONTRAVEL

226

313 JURANÇON

227

315 MADIRAN

228

316 MONBAZILLAC

229

317 MONTRAVEL

フランス（8）：
登録番号

登録名称

230

318 PACHERENC DU VIC BILH

231

319 PÉCHARMANT

232

320 ROSETTE

233

322 BANYULS

234

323 BANYULS GRAND CRU

235

326 FRONTIGNAN

236

327 MUSCAT DE FRONTIGNAN

237

328 GRAND ROUSSILLON

238

329 MAURY

239

330 MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE

240

331 MUSCAT DE LUNEL

241

332 MUSCAT DE MIREVAL

242

333 MUSCAT DE RIVESALTES

243

334 MUSCAT DE SAINT-JEAN DE MINERVOIS

244

335 PINEAU DES CHARENTES

245

336 PINEAU CHARENTAIS

246

337 RASTEAU

247

338 RIVESALTES

248

339 ARMAGNAC

249

340 BAS ARMAGNAC

250

341 HAUT ARMAGNAC

251

342 TÉNARÈZE

252

343 COGNAC

253

344 EAU-DE-VIE DES CHARENTES

254

345 GRANDE FINE CHAMPAGNE

255

346 GRANDE CHAMPAGNE

256

347 FINE CHAMPAGNE

565

257

348 CALVADOS DU PAYS D'AUGE

258

349 CHÂTEAUMEILLANT

259

350 COTEAUX D'ANCENIS

260

351 COTEAUX DU GIENNOIS

261

352 CÔTES DE GIEN

262

353 GROS PLANT DU PAYS NANTAIS

263

357 VIN D'ENTRAYGUES ET DU FEL

264

358 VIN D'ESTAING

フランス（9）：
登録番号

登録名称

265

360 VIN DE L'ORLÉANAIS

266

361 VIN DU THOUARSAIS

267

362 CÔTES DE TOUL

268

363 VIN DE MOSELLE

269

364 CÔTES DU FOREZ

270

368 COTEAUX DU LANGUEDOC

271

372 CÔTES DU VIVARAIS

272

374 CORBIÈRES

273

379 FAUGÈRES

274

380 MINERVOIS

275

386 SAINT-CHINIAN

276

390 VIN DU BUGEY

277

391 ROUSSETTE DU BUGEY

278

392 VIN DE SAVOIE

279

393 ROUSSETTE DE SAVOIE

280

394 COTEAUX DE PIERREVERT

281

395 CÔTES DE PROVENCE

282

396 CAHORS

283

398 CÔTES DU MARMANDAIS

284

401 TURSAN

285

407 VIN DE LAVILLEDIEU

286

408 COTEAUX D'AIX-EN-PROVENCE

287

411 CÔTES DU VENTOUX

288

413 CHÂTILLON-EN-DIOIS

289

414 COTEAUX DU TRICASTIN

290

415 CALVADOS

291

416 CALVADOS DE L'AVRANCHIN

566

292

417 CALVADOS DU CALVADOS

293

418 CALVADOS DU COTENTIN

294

420 CALVADOS DU MORTANAIS

295

421 CALVADOS DU PAYS DE BRAY

296

422 CALVADOS DU PAYS DE MERLERAULT

297

423 CALVADOS DU PAYS DE LA RISLE

298

424 CALVADOS DU PERCHE

299

425 CALVADOS DE LA VALLÉE DE L'ORNE

フランス（10）：
登録番号

登録名称

300

426 EAU-DE-VIE DE CIDRE DE BRETAGNE

301

427 EAU-DE-VIE DE POIRÉ DE BRETAGNE

302

428 EAU-DE-VIE DE CIDRE DU MAINE

303

429 EAU-DE-VIE DE POIRÉ DU MAINE

304

430 EAU-DE-VIE DE CIDRE DE NORMANDIE

305

431 EAU-DE-VIE DE POIRÉ DE NORMANDIE

306

432 MARC D'ALSACE GEWÜRZTRAMINER

307

433 EAU-DE-VIE D'AQUITAINE

308

434 MARC D'AUVERGNE

309

435 EAU-DE-VIE DE MARC DE BOURGOGNE

310

436 EAU-DE-VIE DE VIN DE BOURGOGNE

311

437 EAU-DE-VIE DU BUGEY

312

438 EAU-DE-VIE DU CENTRE-EST

313

439 EAU-DE-VIE DE MARC DE CHAMPAGNE

314

440 EAU-DE-VIE DES COTEAUX DE LA LOIRE

315

441 EAU-DE-VIE DES CÔTES DU RHÔNE

316

442 EAU-DE-VIE DE FAUGÈRES

317

443 EAU-DE-VIE DE FRANCHE-COMTÉ

318

444 EAU-DE-VIE DU LANGUEDOC

319

445 EAU-DE-VIE DE VIN DE LA MARNE

320

446 EAU-DE-VIE DE PROVENCE

321

447 EAU-DE-VIE DE SAVOIE

322

448 MIRABELLE DE LORRAINE

323

450 KAEFFERKOPF

324

451 SONNENGLANZ

325

452 BLEU DES CAUSSES

326

453 CANTAL

567

327

454 FROMAGE BLEU DU HAUT JURA GEX - SEPTMONCEL

328

455 COMTÉ

329

456 LAGUIOLE-AUBRAC

330

457 MAROILLES

331

458 REBLOCHON

332

459 ROQUEFORT

333

460 SAINT-NECTAIRE

334

461 SALERS HAUTE-MONTAGNE

フランス（11）：
登録番号

登録名称

335

462 CHASSELAS DE MOISSAC

336

463 NOIX DE GRENOBLE

337

464 LENTILLES VERTES DU PUY

338

465 CASSIS DE DIJON

339

466 FOIN DE CRAU

340

467 MIEL DE LORRAINE

341

469 VERMOUTH DE CHAMBÉRY

342

470 POULET DU BOURBONNAIS

343

471 VOLAILLE DE BRESSE

344

472 ÉMAUX DE LIMOGES

345

473 MOUCHOIRS DE CHOLET

346

474 TOILE DE CHOLET

347

475 POTERIE DE VALLAURIS

348

476 BEAUFORT

349

496 PATRIMONIO

350

499 COTEAUX DU VENDÔMOIS

351

500 CAROTTES DE CRÉANCES

352

505 MUNSTER

353

506 NEUFCHÂTEL

354

543 CHAOURCE

355

551 POULIGNY-SAINT-PIERRE

356

552 FOURME D'AMBERT

357

553 PONT-L'ÉVÊQUE

358

554 SAINT-VÉRAN

359

556 COLLIOURE

360

557 OLIVES DE NYONS

361

558 OLIVES NOIRES DE NYONS

568

362

559 HUILE D'OLIVES DE NYONS

363

560 PINTADEAUX DE LA DRÔME

364

596 LAGUIOLE

365

597 MUNSTER-GÉROMÉ

366

602 BLEU D'AUVERGNE

367

603 SELLES-SUR-CHER

368

604 LIVAROT

369

605 CROTTIN DE CHAVIGNOL

フランス（12）：
登録番号

登録名称

370

648 DINDE FERMIÈRE DE BRESSE

371

672 BEURRE DES CHARENTES

372

673 BEURRE CHARENTES-POITOU

373

674 BEURRE DES DEUX-SÈVRES

374

685 "Ossau Iraty - Brebis Pyrénées" ou / "Petit Ossau Iraty Brebis Pyrénées"

375

686 Brie de Meaux

376

687 Brie de Melun

377

688 "Mont d'Or" ou / "Vacherin du Haut-Doubs"

378

689 Huile essentielle ou / essence de lavande de
Haute-Provence

379

690 Crémant d'Alsace

380

691 Alsace Grand Cru

381

692 Vin de Corse

382

693 Vin de Corse - Calvi

383

694 Vin de Corse - Coteaux du Cap Corse

384

695 Vin de Corse - Figari

385

696 Vin de Corse - Porto Vecchio

386

697 Coteaux Champenois

387

698 Côtes du Frontonnais - Fronton

388

699 Côtes du Frontonnais - Villaudric

389

700 Côtes du Roussillon

390

701 Côtes du Roussillon Villages

391

702 Côtes du Roussillon Villages / Latour de France

392

703 Crémant de Loire

393

704 Rosé de Loire

394

705 Saussignac

569

395

706 Vin de Savoie mousseux

396

707 Pétillant de Savoie

397

708 Mousseux de Savoie Ayze

398

709 Cabardès

399

710 Cheverny

400

711 Côtes de Saint Mont

401

712 Côtes de Cabardès et de l'Orbiel

402

713 Sauvignon de Saint Bris

フランス（13）：
登録番号

登録名称

403

714 Côtes de la Malepère

404

715 Fiefs Vendéens

405

716 Coteaux Varois

406

717 Côtes du Brulhois

407

718 Marc de Lorraine

408

719 Fine de Bordeaux

409

720 Cadillac

410

721 Clos de Lambrays

411

722 Crémant de Bourgogne

412

723 Bourgogne Irancy

413

724 Beurre d'Isigny

414

725 Crème d'Isigny

415

726 Picodon de l'Ardèche ou / Picodon de la Drôme

416

727 Camembert de Normandie

417

741 MARSANNAY

418

742 ANJOU-VILLAGES

419

743 ARBOIS PUPILLIN

420

744 BÉARN-BELLOCQ

421

745 ANJOU VILLAGES BRISSAC

422

746 BÉARN

423

747 BONS BOIS

424

748 BORDERIES

425

749 BOUZERON

426

750 BOURGOGNE CÔTE CHALONNAISE

427

751 BOURGOGNE CÔTES D'AUXERRE

428

752 CALVADOS-DOMFRONTAIS

429

753 CORNOUAILLE

570

430

754 COTEAUX DE DIE

431

755 COTEAUX DU LAYON-CHAUME

432

756 CÔTES DE MILLAU

433

757 CÔTES-DU-RHÔNE VILLAGES

434

758 CÔTES DU ROUSSILLON-VILLAGES CARAMANY

435

759 CÔTES DU ROUSSILLON-VILLAGES LESQUERDE

436

760 CÔTES DU ROUSSILLON-VILLAGES TAUTAVEL

437

761 CRÉMANT DE BORDEAUX

フランス（14）：
登録番号

登録名称

438

762 CRÉMANT DE DIE

439

763 CRÉMANT DE LIMOUX

440

764 CRÉMANT DU JURA

441

765 EAU-DE-VIE DE COGNAC

442

766 ESPRIT DE COGNAC

443

767 FINS BOIS

444

768 FLOC DE GASCOGNE

445

769 FRONSAC

446

770 GIGONDAS

447

771 HAUT-POITOU

448

772 LA GRANDE RUE

449

773 MACVIN DU JURA

450

774 MARANGES

451

775 MARTINIQUE

452

776 MOUSSEUX DE BUGEY

453

777 MUSCADET CÔTES DE GRANDLIEU

454

778 MUSCAT DU CAP CORSE

455

779 PAYS D'AUGE

456

780 PESSAC-LEOGNAN

457

781 PÉTILLANT DU BUGEY

458

782 PETITE CHAMPAGNE

459

783 PETITE FINE CHAMPAGNE

460

784 POMMEAU DE BRETAGNE

461

785 POMMEAU DE NORMANDIE

462

786 RÉGNIÉ

463

787 SAUMUR CHAMPIGNY

464

788 SAVENNIÈRES-COULÉE DE SERRANT

571

465

789 SAVENNIÈRES-ROCHE-AUX-MOINES

466

790 TOURAINE AMBOISE

467

791 TOURAINE AZAY-LE-RIDEAUX

468

792 TOURAINE MESLAND

469

793 MARCILLAC

470

794 CÔTE ROANNAISE

471

795 COTEAUX DU LYONNAIS

472

796 COSTIÈRES DE NÎMES

フランス（15）：
登録番号

登録名称

473

797 BUZET

474

798 IROULÉGUY

475

799 LES BAUX DE PROVENCE

476

800 CÔTES DU LUBÉRON

477

801 VIN DE CORSE SARTÈNE

478

802 AJACCIO

479

803 ABONDANCE

480

804 BROCCIU CORSE OU BROCCIU

481

805 TAUREAU DE CAMARGUE

482

806 HUILE D'OLIVE DE LA VALLÉE DES BAUX DE
PROVENCE

483

807 MIEL DE SAPIN DES VOSGES

484

808 MIEL DE CORSE - MELE DI CORSICA

485

809 CÔTES D'AUVERGNE

486

810 SAINT-POURÇAIN

487

811 COUR-CHEVERNY

488

812 BLANQUETTE MÉTHODE ANCESTRALE

489

813 LIMOUX

490

814 CÔTES DE BERGERAC

491

815 LADOIX

492

816 LISTRAC-MÉDOC

493

817 CÔTES DE CASTILLON

494

818 VOLNAY SANTENOTS

495

819 VIN DU BUGEY CERDON MOUSSEUX

496

820 POMME DE TERRE DE L'ÎLE DE RÉ

497

821 VIN D'ALSACE EDELZWICKER

498

822 VACQUEYRAS

572

499

823 VALENÇAY

500

824 CHABICHOU DU POITOU

501

825 ÉPOISSES

502

826 LANGRES

503

827 ROCAMADOUR

504

828 SAINTE-MAURE DE TOURAINE

505

829 FOURME DE MONTBRISON

506

830 COCO DE PAIMPOL

フランス（16）：
登録番号
507

登録名称

831 OLIVES NOIRES DE LA VALLÉE DES BAUX DE
PROVENCE

508

832 MUSCAT DU VENTOUX

イタリア（1）：31 件
登録番号

登録名称

1

503 FONTINA

2

504 GRANA PADANO

3

507 FRASCATI

4

508 ROSSO PICENO SUPERIORE

5

509 VERDICCHIO DEI CASTELLI DI IESI

6

510 COLLIO

7

511 ROSSO CONERO

8

513 PARMIGIANO-REGGIANO

9

516 PROSECCO DI CONEGLIANO-VALDOBIADDENE /
SUPERIORE DI CARTIZZE

10

517 TORGIANO

11

518 BARDOLINO

12

519 VALPOLICELLA

13

520 RECIOTO DI SOAVE

14

521 RECIOTO DELLA VALPOLICELLA

15

522 SOAVE

16

523 GUTTURNIO DEI COLLI PIACENTINI

17

524 SANGIOVESE DI ROMAGNA

18

525 ALBANA DI ROMAGNA
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19

526 PROSECCO DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE

20

544 COLLI EUGANEI BIANCO

21

545 COLLI EUGANEI ROSSO

22

546 COLLI EUGANEI MOSCATO

23

548 TREBBIANO DI APRILIA

24

549 SANGIOVESE DI APRILIA

25

550 MERLOT DI APRILIA

26

733 PROVOLONE VALPADANA

イタリア（1）：
登録番号

登録名称

27

843 Prosciutto di Parma

28

853 PROSCIUTTO DI SAN DANIELE

29

888 BARBARESCO

30

889 BAROLO

31

891 BRUNELLO DI MONTALCINO

ハンガリー（1）：28 件
登録番号

登録名称

1

495 HEREND

2

501 KALOCSA / KALOCSAI / KALOCSAER

3

502 SZEGED / SZEGEDI / SZEGEDINER

4

527 TOKAJ / TOKAY / TOKAYER

5

528 MÓR

6

529 BALATONMELLÉK / BALATONMELLÉKI / CÔTES DU
BALATON

7

530 SOMLÓ / SOMLÓI / SOMLÓER

8

531 BALATONFÜRED-CSOPAK

9

532 EGER / ERLAU / EGRI / ERLAUER

10

533 DEBRŐ / DEBRŐI / DEBRŐER

11

534 BADACSONY / BADACSONYI / BADACSONYER

12

535 VILLÁNY-SIKLÓS

13

536 PÉCS-MECSEK

14

537 VERPELÉT

15

538 SOPRON / SOPRONI / SOPRONER

16

539 SZEKSZÁRD

574

17

540 KECSKEMÉT / KECSKEMÉTI / KECSKEMÉTER

18

541 EGER / EGRI

19

542 SZATMÁR / SZATMÁRI / SZATMÁRER

20

584 BUDAFOK

21

585 BONYHÁD

22

586 SZENTGOTTHÁRD - HONGRIE / SZENTGOTTHÁRDI HONGRIE

ハンガリー（2）：
登録番号

登録名称

23

600 CSABA / CSABAI / CSABAER

24

601 GYULA / GYULAI / GYULAER

25

728 Alginite de Gérce

26

729 KALOCSA / KALOCSAI / KALOCSAER

27

737 HEREND

28

738 Halas, Kiskunhalas / de Halas, de Kiskunhalas / from
Halas, from Kiskunhalas / von Halas, von Kiskunhalas

ペルー：5 件
登録番号

登録名称

1

865 PISCO

2

868 MAÍZ BLANCO GIGANTE CUSCO

3

869 CHULUCANAS

4

885 PALLAR DE ICA

5

893 CAFÉ VILLA RICA

メキシコ：5 件
登録番号
1

669 TEQUILA

2

731 Mezcal

3

732 Olinalá

4

833 Talavera

5

840 Café Veracruz

登録名称

575

6

841 Bacanora

7

842 Ambar de Chiapas

8

849 Sotol

9

850 Mango Ataulfo del Soconusco Chiapas

10

851 Charanda

11

852 Café Chiapas

12

890 VAINILLA DE PAPANTLA

13

898 CHILE HABANERO DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN
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