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北イタリア・トレヴィーゾにおける地理的表示制度
による野菜産地の形成

 

高柳長直*・宮地忠幸**・両角政彦***・今野絵奈****
 

要約：ローカル性を付与した農産物がヨーロッパや日本で注目されている。そうした手法の代表が地
理的表示制度であり，ヨーロッパで発達してきた。本稿は，EUの PDO/PGI の特徴と産地形成に与
えた役割について，北イタリアのトレヴィーゾ・ラディッキオを事例に考察した。トレヴィーゾ・ラ
ディッキオは歴史的に栽培されてきたが，生産が拡大したのは 1980 年代以降である。地理的表示制
度は余剰傾向にあった農産物から他の品目への転換を促した。しかし，実際には PDO/PGI の農産物
の流通は限定的であり，地理的表示制度はラベリング効果によるブランド化という役割を果たした。

 
キーワード：地理的表示制度， PDO/PGI， 野菜産地， ブランド化， ラディッキオ・ロッソ・トレヴィーゾ

 

　Ⅰ． は じ め に

　グローバル化が進展するとともに，商品として
の農産物や食品は脱ローカル化が進展してきた。
脱ローカル化とは，食品の標準化が進められるこ
とによって，商品に内在する地域色が希薄化して
きたことを意味する（Sonnito and Marsden, 2006）。
歴史的に，農産物は多様な地域環境の中で生産さ
れてきた。それゆえに，多様な品種と生産方法が
地域的に受け継がれ，地域ごとに独特の風味や食
感をもつ農産物や食品が存在してきた。ところが，
農業の工業化や食の生産の場と消費の場の分離に
伴うフードシステムの形成によって，このような
地域的な特徴をもつ農産物や食品は，しだいに少
なくなり，消滅したものも少なくない。「農」や
「食」が産業となるにつれて，生産や流通の効率
性が優先され，それに適合しないものは淘汰され
てきたのである。
　このような状況の中で，欧米や日本といった先
進国を中心として，農産物や食品のローカル性が
あらためて注目されるようになってきた。食の
ローカル性に関わる動向としては，二つのタイプ

に分けられる。第 1に，生産者と消費者の間の空
間的・社会的な距離を縮減させる形態である。た
とえば，CSA（community-supported agriculture），
フードシェッド，100 マイル・ダイエット，ファー
マーズ・マーケット，地産地消といったフード
ネットワークがあげられる。第 2に，農産物や食
品そのものにローカル性を付与する形態である。
呼称に地名を冠してローカル性を強調するもの
で，地域ブランドや地理的表示制度があげられる。
これらは，消費者にとっては質の高いものとして
受け入れられ，生産者にとってはグローバル規模
で競争を強いられる中での有効な差別化戦略とし
て取り入れられるようになってきた（高柳，2010）。
　日本においては，地域団体商標制度によって地
域ブランドの農産物や食品がブームとなってお
り，その制度に影響を与えたのがヨーロッパにお
ける地理的表示制度である。EU（ヨーロッパ連合）
の農産物に関する地理的表示制度（原産地呼称制
度）は，PDO（原産地呼称保護），PGI（地理的表示
保護）として 1992 年に欧州理事会規則 2081/92
号で定められ，翌 1993 年に施行された1）。地理
的表示制度は，ヨーロッパにおいて地域ごとに特
徴のある農産物や食品を保護しようとする伝統が
みられる。特にワインにおいては，長年にわたっ
て地理的表示制度がヨーロッパ各国で構築されて
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きた（竹中・齋藤，2010）。フランスのAOC（Appel-
lation d’Origine Contrôlé）は，EUの地理的表示制
度のモデルとされたものである。地域ごとにワイ
ンやチーズの風味が異なるのは，原料となるぶど
うや牛乳が，異なるテロワール（terroir）で生産
されるということを根拠としている。テロワール
とは，歴史的には農産物の独特な品質の形成に影
響を与えるような小地域の土壌，微気候といった
特性のことを指す（Barham, 2003）。ただし，テロ
ワールには単に自然環境だけではなく，地域で
代々受け継がれてきた製法も含む。つまり，地域
文化の蓄積と継承によって，地域ごとの特産物の
創出と存続が図られてきた。
　ヨーロッパの地理的表示に関する研究として
は，荒木（2004），須田（2005），高橋（2010）など
があげられ，日本において PDO/PGI への関心が
高まっている。しかし，これらの研究では，ヨー
ロッパの制度の紹介や価値観の対立に関する法学
的分析が中心である。こうした制度は，地域の農
業や経済へ大きな影響を与えると考えられるが，
そうした視点からの研究はほとんど行われていな
い。
　そこで本稿では，EUの地理的表示制度にはど
のような特徴がみられ，それが産地の形成にどの
ように影響を与えたのかということを，事例調査2） 
から明らかにすることを目的とする。研究対象と
して，北イタリア・ヴェネト州の野菜であるトレ
ヴィーゾ・ラディッキオ（Radicchio Rosso di Trev-
iso）を取り上げる。イタリアの産地を取り上げる
のは，第 1 に，PDO/PGI の登録数が最も多く，
地理的表示制度が社会に浸透していると考えられ
るからである。第 2に，イタリアの農業や食料を
めぐる状況が日本に類似していることである。イ
タリアの食料自給率は約 63%（カロリーベース，
2007 年）と，日本ほどではないにしろ先進国の中
では比較的低い。グローバル化が進行する中で地
理的表示制度を農村地域振興の手段として利用し
ていると考えられる。また，自然環境や歴史性と
いう点から，地域の多様性に富んでいる。第 3に，
日本においてイタリアの農業や食をめぐる議論で

は，スローフード運動の発祥地として着目されて
いることがあげられる。スローフード運動を日本
の地産地消運動の類似形態として捉え，食生活の
改善やまちづくりに生かそうという取り組みが行
われている（杉山，2009）。しかし，イタリアにお
けるフードシステムの川上に相当する生産の側面
に関しては，上林（2006）による環境保全政策か
らみた稲作に関する研究や，蔦谷（2004，2006），
山内・仙北（2009）による有機農業の実態と推進
課題に関する研究など，きわめて限られているの
が現状である。グローバル化時代における日本の
農村振興を図っていく上でも，イタリアの農産物
産地研究を蓄積していくことが重要である。な
お，イタリアの中でもトレヴィーゾ・ラディッキ
オを事例とするのは，野菜としてはサン・マル
ツァーノ・トマト（Pomodoro San Marzano dell’Agro 
Sarnese-Nocerino），セニーゼとうがらし（Peperone 
di Senise），カステルフランコ・ラディッキオ（Ra-
dicchio Variegato di Castelfranco）とともに，PDO/
PGI に最も早く登録され，PDO/PGI 制度と産地
振興の課題を考察するのに適していると考えられ
るからである。

　Ⅱ． EUの地理的表示制度とイタリアの農産
物産地の概況

　⑴　地理的表示制度の目的
　地理的表示制度には，二つの目的がある。第 1
に，オリジナルな生産者の利益を保護することで
ある。フランスにおいて，19 世紀後半から 20 世
紀にかけて，各地域独特のチーズやワインなどが
全国的に市場を拡大して，地方名産品の生産が発
展した。しかしながら，原産地の商品は近隣の地
域で模倣された結果，原産地の産地範囲を規定す
る制度が発達することになった（プラノール，
2005）。EUの PDO/PGI においても，産地を誤認
させるような表示は禁止されている。たとえ本当
の産地名が表示されていたり，翻訳された名称で
あったりしたとしても，「様式」（style），「型」（type），
「方式」（method），「～のように生産した」（as pro-
duced in），「模倣」（imitation），あるいはその他類
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似の表現が添えられていたとしても，悪用，模倣，
あるいはイメージを想起させるようなことから保
護される（EC 510/2006 第 13 条 ; 高橋，2010）。その
結果，オリジナルな生産者は他産地のものから区
別され特別な利益を享受することが可能となる。
ただし，指定地域外で生産すること自体が禁じら
れているわけではないことに注意する必要があ
る。
　第 2に，地理的表示制度のもとでの農産物や食
品は，他の商品から差別化されて販売促進に貢献
することである。この制度の導入背景が，制定時
の規則EEC2081/92 の前文に記載されており，そ
れを読むと農村経済の振興という目的のほうが，
むしろ重要であることがわかる。1992 年の共通
農業政策（CAP）改革で，ヨーロッパの農業は大
きな転換を迎えることになった。その一つが，農
産物の需給バランスの改善であり，多様な農産物
を生産することによって特定の農産物の過剰生産
を緩和することが期待される。もう一つは，条件
不利地域や隔絶地域の振興である。こうした地域
の農産物は，価格競争に対して圧倒的に不利であ
るが，商品差別化はこうした競争を回避すること
が可能である。Parrot et al.（2002）によると，
PDO/PGI の 70% は，条件不利地域を指定地域と
したものであり，工業的農業の生産主義が一般的
になる中で，伝統や自然を強調したローカルな食
品は，ニッチ商品として重要であることを指摘し
ている。ただし，必ずしもすべての農産物や食品
の農家や中小事業者が地理的表示制度によって恩
恵を受けるとは限らない。
　⑵　PDO/PGIの登録数
　2010 年現在，PDO/PGI 農水産物および加工品
は合計で 961 件である。2004 年時点では 644 件
であった（高柳，2004）ので，PDO/PGI の登録数
は増加傾向にある。国別の登録状況をみると，イ
タリアが 217 件と最も多く，フランス（182 件），
スペイン（143 件），ポルトガル（116 件），ギリシ
ア（88 件）と，南ヨーロッパ各国が上位に位置し，
これら 5か国で全体の 78% を占めている（表 1）。
PDO/PGI の登録数が南欧に多い理由は，北欧と

比べて多様な品種が存続しやすい自然環境があげ
られる。ただし，農業は自然そのものに近い動植
物の生態とは異なり，人間が品種や栽培法を選び
取った結果である。前述のように，南欧諸国では
ワインをはじめ，地域ごとに生産された特産品を
保護するという伝統が形成されてきた。生産者の
みならず消費者も地域に対する愛着や誇りが強
く，地域ごとの多様性を維持していくという社会
における価値観の相違が，PDO/PGI 登録数の南
北差に表れているといえよう。なお，表 1 には
EU以外の国（コロンビア，キプロス，中国）の品目
が登録されていることが示されている。これは，
規則 2081/92 号が TRIPS 協定に違反していると
してWTO紛争パネルで提訴され，2006 年の改
正によってEU以外の第三国の地理的表示産品が
保護されるようになったからである。品目別に登
録数3） をみると，野菜・果物・穀物（これらの加工
品も含む）が 258 件と最も多く，チーズ（189 件），
精肉（116 件），食用油・バター・マーガリン等の
油脂類（112 件），肉加工品（109 件）の順となって
いる。野菜・果物・穀物の登録は，他の品目以上
に南欧 5か国に集中しており，88% を占めている。
　EUで PDO/PGI の最も多いイタリアでは，登
録品目の変化がみられる。1996 年に現在の約 3
割にあたる 66 件が登録され，以降，毎年数件か
ら約 20 件追加されてきた（図 1）。当初は，チーズ，
肉製品，油脂類が多かったが，2000 年以降では
これらの新規登録は少なく，野菜・果物・穀物の
登録が増加している。チーズやハムといった加工
品は，伝統的に原材料や製法が確立され，1990
年代においてある程度ブランド化されているもの
が早く登録されたと考えられる。野菜・果物・穀
物の登録件数の増加は，PDO/PGI の登録によっ
て，販売額の増加など一定の成功をみた事例に触
発されて，周辺の産地からの申請が増加すると
いったことが一因にあると考えられる。
　図 2は，イタリアにおける PDO/PGI 農産物（野
菜・果物・穀物）の分布を示している。これをみ
ると，イタリア全土に均一に PDO/PGI 農産物が
分布しているわけではないことがわかる。ヴェネ
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ト州の平野部，エミリア＝ロマーニャ州の山間地，
カンパニア州のナポリやサレルノの周辺，シチリ
ア島に，PDO/PGI 農産物が比較的多い。ただし，
この分布は PDO/PGI 農産物を生産する農場や栽
培面積の分布と一致するわけではない。PDO/
PGI 農産物の産地の規模に大きな相違がみられる
からである。イタリア農林食品政策省の統計によ
ると，PDO/PGI 農産物の生産規模が最も大きい
のはトレンティーノ＝アルト・アディジェ州で，
2009年現在，22,704 ha, 11,322農場である。次いで，
エミリア＝ロマーニャ州（6,839 ha, 881 農場），シ
チリア州（6,450 ha, 870 農場）で，カンパニア州や
ヴェネト州の農場数は，それぞれ 709 農場，586
農場と比較的多いものの，栽培面積は，それぞれ
920 ha, 1,209 ha にとどまっている。1農場当たり
の PDO/PGI 農産物の栽培面積は，イタリア全土
で 2.9 ha であるが，野菜の登録が多いヴェネト州

は，2.1 ha と経営規模は大きくはない。

　Ⅲ． トレヴィーゾにおけるラディッキオの生
産・流通

　⑴　産地の形成過程
　ラディッキオはチコリの一種で，キク科の野菜
である。外観はレタス，食感は白菜に類似してお
り，主としてサラダの材料として用いられている。
2006 年現在，イタリア全土では約 26.7 万 t（ラ
ディッキオ以外のチコリも含む）が生産されており，
イタリアでは比較的一般的な野菜である。北部の
ヴェネト州で約半分が生産され，その中心がトレ
ヴィーゾである（図 3）。トレヴィーゾはヴェネチ
アの北東部，ピアーヴェ川やシーレ川などによっ
て形成された平野部に位置し，土壌は肥沃で農業
の生産条件としては比較的恵まれている。
　ラディッキオの栽培自体は 16 世紀まで遡るこ

表 1　PDO/PGI の登録数（2010 年）
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（出所）DOOR database より作成。
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とができるが，当時は貧しい人々の食料であった。
1860 年代に，ベルギーの造園家で野菜栽培にも
通じていた Francesco Van Den Borre がエンダ
イブで用いられていた軟白化技術を導入し，その
後，1900 年代初頭頃からラディッキオは本格的
に生産されるようになった（Consorzio tutela Ra-
dicchio Rosso di Treviso e Variengato di Castelfranco, 

2005）。かつては，冬季には野菜が少なく，ラディッ
キオは冬の保存食，貴重な食材として食されてき
た。当時からトレヴィーゾの中心地で交易会や共
進会（コンクール）が開かれ，トレヴィーゾはラ
ディッキオの代名詞となった。当時の品種は現在
のものとはやや異なり，大玉のものが生産されて
いた。その後，多くの品種が作出され，1950 年
代の選抜育種の過程で二つの系統に分かれ小型化
した。
　主要な品種は，ヴェネト州に 6 種類ある。① 

ラディッキオ・ロッソ・トレヴィーゾ（Precore : 
早生トレヴィーゾ），② ラディッキオ・ロッソ・ト
レヴィーゾ（Tardivo : 晩生トレヴィーゾ，日本では「タ
ルディーヴォ」ともよばれている），③ ラディッキオ・
ヴァリーガトー・カステルフランコ，④ ラディッ
キオ・ロッソ・キオッジャ，⑤ ラディッキオ・ロッ
ソ・ヴェローナ，⑥ ラディッキオ・ビアンコ・
ルシアとなっている。これらのうち，① 早生ト
レヴィーゾ，② 晩生トレヴィーゾ，③ カステル
フランコの 3 種は 1996 年に，④ キオッジャは
2008 年，⑤ ヴェローナは 2009 年に PGI に登録
された。
　産地で PGI に登録しようと考えたきっかけは，
イタリアのある研究所の消費者アンケートで，品
質のよい農産物として想起する青果物の第 3位に
選ばれたことである（なお，第 1位はパッキーノ（シ
チリア州）のトマトで 19%，第 2 位はメリンダ（トレ

図 1　イタリアにおける PDO/PGI の登録推移
（出所）イタリア農林食品政策省（Ministero dell politiche agricole alimentari e forestali）による PDO/PGI のリストより作成。
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ンティーノ=アルト・アディジェ州）のりんごで 14%，

トレヴィーゾのラディッキオはメリンダのりんごより

もわずかに低い）。そこで，ブランド価値を守ると
ともに，消費者に対して的確な品質保証を行って
いくことが重要であると考え，1995 年に申請を
行った。トレヴィーゾ園芸協同組合（AOMT : 
Associazione Ortofrutticoltori della Marca Trevigiana）

が県，商工会議所，州と協力してイタリア農業省
に提出，1996年にEUからPGIとして登録された。
同時にトレヴィーゾ・ラディッキオ協会（Consorzio 
Radicchio di Trevisoe ; 以下，ラディッキオ協会）4） が
設立され，PGI の管理と販売促進を行っている。
　このようにトレヴィーゾにおけるラディッキオ
には歴史性を有しているが，生産が拡大するよう

になったのは比較的近年のことである。1980 年
の時点でヴェネト州全体のラディッキオの生産量
は 4.9 万 t であったが，1990 年には 7.0 万 t, 1995
年には 10.5 万 t へと増加した。2005 年には生産
量は 14.7 万 t にまで拡大した。その結果，価格
が低下したことで作付はやや減少し，生産量も
11.0 万 t から 11.9 万 t 程度で推移している。
　産地における導入状況を事例農場からみてみよ
う（表 2）。F農場は，当地域におけるラディッキ
オの中核的存在であるが，ラディッキオを経営に
取り入れたのは 1989 年のことであった。この年
に F氏は父親から経営の移譲を受けた。父親の
時代には子牛の肥育や酪農を行っていた。F氏は
周辺の農家にラディッキオの種子の販売を行うと

図 2　イタリアにおける PDO/PGI 農産物（野菜・果物・穀物）の分布（2010 年）
（出所）欧州委員会の資料（http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html）および筆者の調査より作成。
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ともに栽培技術指導を行って，当地域でのラ
ディッキオ生産の拡大に大きな役割を果たしてき
た。F農場におけるラディッキオの作付面積は
11 ha であり，うち 7 ha で PGI ラディッキオが生
産されている。そのうち 65% が晩生，25% が早
生，10% がカステルフランコである。このほか，
豚の飼料用とうもろこしとビール麦も生産してい
る。従業員は 4名で，冬季には 3名増加している。
　V農場では妻（46 歳）が経営主で，夫（49 歳）
と母の 3 名で営農している。1989 年に母がラ
ディッキオの栽培を開始し，1992 年に娘に経営
移譲を行った。なお，V氏は就農する前は庭師を
行っていた。例年は 3 ha でラディッキオを生産
しているが，2006-7 年は，2 ha にとどまっている。

ほかに，ズッキーニ，さつまいも，チコリといっ
た野菜を生産している。
　G農場では，ラディッキオを 1996 年から栽培
している。G 農場は，G 氏（48 歳）の祖父が約
100 年前に当地で農業を開始した。当時，トレ
ヴィーゾ周辺で農家は少なかった。ワイン生産の
ためのぶどう栽培を主体として，1950 年代には
酪農と畑作も導入，1970 年代までは 7～9 ha の規
模で経営を行っていた。しかしながら，その後ワ
インは他の醸造所との競争に敗れて販売不振に陥
り，ぶどう栽培を大幅に縮小した。ヴェネト州は
イタリアの中でワインの生産量が最も多く，しか
も DOCG（Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita）や DOC（Denominazione di Origine Cont-
rollata）といった高級ワインの比率も高く競争が
激しい地域である。現在，G農場では，3名の雇
用労働力を用いて，約 40 ha を経営している。ラ
ディッキオを 6.5 ha（早生 1 ha，晩生 5 ha，カステル
フランコ 0.5 ha）栽培し，ぶどうとワイン（赤が主体），
とうもろこし，麦，豆類，野菜（キャベツ，ショウ
ガ，ラディッシュ）を生産，2005 年から白菜5） の生
産も当地域で最初に開始した。
　T農場でラディッキオを導入したのは 2003 年
と最近のことである。T氏（28 歳）は，パルマ農
業大学を卒業後，父の双子の兄弟であるおじの農
場に就農した。T農場では，かつては酪農を主体
として経営されていた。ラディッキオの導入に際
しては，前述したF氏から技術指導を受けており，
種子も F農場から購入している。T農場の経営
耕地面積は 10 ha で，ラディッキオ 5.5 ha（うち早
生が 1.5～2.0 ha, 晩生が 3.5～4.0 ha），アスパラガス

図 3　ラディッキオ（チコリ）の州別生産量（2005）
（出所）ISTATより作成。

表 2　ラディッキオ農場の事例
単位 : ha, 人

農場
ラディッキオ

経営耕
地面積

雇用
労働力

他のおもな作目
開始年 転換前

作付
面積

F農場
V農場
G農場
T農場

1989
1989
1996
2003

←酪農
←ぶどう
←ぶどう
←酪農

11
2
6.5
5.5

…
3
40
10

8
0
3
3

とうもろこし，ビール麦
ズッキーニ，チコリ
とうもろこし，ワイン，白菜，その他多品種
アスパラガス，小麦，大麦

（出所）聞き取り調査より作成。
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1 ha（ハウス栽培 ; グリーンアスパラ 2棟，ホワイトア
スパラ7棟）で，残りの2 haで大麦を栽培している。
なお，ラディッキオと大麦は輪作で生産している。
ほかに，借地 1.5 ha で販売用の硬質小麦と大麦を
生産している。労働力は，おじ・おば・T氏・い
とこの 4名が主体で，雇用労働力は 3名であるが，
T氏の母も時々農作業を行うことがある。
　以上のように，PDO/PGI 農産物は歴史的に特
定の地域で生産されてきた品種であるが，地理的
表示制度が導入される以前から生産がさかんで
あったとは必ずしもいえない。ラディッキオは，
ヨーロッパ全域で余剰傾向にあったワインや乳製
品に代わって，競争力のない農場の有望な品目と
なった。つまり，ブランドを保護する目的という
よりは，地域の生産者や流通業者が地理的表示制
度を利用して特産品のブランド価値を高め，地域
振興を図っていくという目的のほうが，より重要
であったといえる。
　⑵　ラディッキオの生産形態
　ヴェネト州のラディッキオ 6品種のうち，最も
特徴的で最も高価なものが，晩生トレヴィーゾ・
ラディッキオである。晩生ラディッキオの栽培方
法は，6月下旬～7月中旬頃（規定では 6月 1 日～7
月 31 日）に温室で播種，播種後 15～20 日に定植
を行い（規定では 8月 31 日まで），11 月 15 日頃（葉
の赤色を出すために必ず霜が 2回降りた日以降）に収
穫を行う。その後，収穫したラディッキオを紐や
ゴムで束ねるか篭に入れ，屋内あるいはシートで
雨や霜を除けて，根から芯の部分を水に 2～3 週
間浸す。水温は 11～14℃ で，天候によって調整
される。そうすると，ラディッキオの中心から白
くて柔らかい新しい葉が生長する。古い外葉をは
がして，十分に水洗いを行い箱詰めして出荷する
という手順である。
　このように，晩生ラディッキオは，地元で「7
回手に取る作物」とよばれるほど，労働集約的な
野菜である。必要労働時間は，1,200～1,500 時間
/ha で，他のサラダ用野菜と比べると 3倍程度必
要とのことである。特に最後の調製は手作業で行
う必要があり，雇用労働力として外国人も多用さ

れている。外国人労働力の賃金水準は 5～6 ユー
ロ /時であり，これはミラノで最も賃金水準の低
い（清掃作業など）職種（約 7ユーロ/時）よりも，
さらに低い水準である。また，機械化も進められ，
1999 年頃から定植機，2001 年頃から収穫機が導
入され，作業負担の軽減とコスト削減に努めてい
る。
　⑶　ラディッキオの流通
　ラディッキオの販売ルートは主に三つである。
第 1に，生産者（生産者グループも含む）が，卸売
市場やスーパーといった流通業者に直接販売する
ことである。例えば，T農場のラディッキオの販
売は，25～30 農場が共同で行っている。とはい
え，中心的な一つの農場が営業活動を担当して販
路を開拓，ミラノ，ボローニャ，フィレンツェの
卸売市場やスーパー（Cadoro）に販売されている。
コード番号で出荷量や出荷日が個別に管理され
て，販売代金が分配される仕組みをとっている。
F農場も，ヴェネト州のスーパー（IPERや Lando）
10 店舗への直販が中心である。
　第 2に，流通業者や販売協同組合を通じて，全
国チェーンのスーパーや生協などに出荷されるも
のである。ただし，実際に販売されているのは北
部と中部であり，なす・トマト・ズッキーニなど
伝統的に豊富な野菜が生産されてきた南部では，
ラディッキオを食べる習慣はあまりみられない。
ラディッキオを扱っている組合は三つあり，この
うち 2組合で全流通シェアの 50% を占めている。
　そのうちの一つのO組合は，年間売上高 2,500
万ユーロ，職員数 40 名，取引先約 1,000 社を数
える農産物の販売組合である。前身は 1960 年代
に設立された二つの協同組合で，2001 年に統合，
集荷場も新設された。年末に生産者だけではなく
チェーンスーパー，生協，技術者，種苗会社等も
まじえた 62 人で理事会が開かれ，翌年の価格形
成方法などについて協議がなされる。ラディッキ
オの仕入れ先農場は約 250 で，個別農場が約
200，生産者グループが 5組織（約 50 農場）となっ
ており，これらの 95% はトレヴィーゾ周辺の農
場（専業農家）である。市場価格を建値として利



74 農村研究　第 113 号（2011）

用しながら，個別の品質を加味して単価が決めら
れており，多くの取扱品は市場価格より 15% ほ
ど高くなっている。通常，週 1～3 回程度，価格
の見直しが行われるが，キオッジャやサラダ菜な
どでは，シーズン前の 1回や月 1回程度のものも
ある。販売金額の 45% はスーパーや生協（8社・
組合）といった量販店で，取扱金額全体に占める
割合は上昇している。39% が卸売市場で，主とし
てトレヴィーゾ，ウディナ，パドヴァ，ヴェネチ
アへ出荷されている。10% が輸出され6），6% が
レストランや小売店となっている。V農場では，
生産されたラディッキオの 100% すべてが販売組
合に出荷されている。2005 年の平均出荷価格は 3
ユーロ /kg であった。PGI 農産物の割合は 90% 
に達し，経験豊富なだけにかなり高くなっている。
　第 3に，消費者への直接販売である。G農場の
ラディッキオの出荷先は，庭先での直売が中心で，
季節によって異なるがその割合は 50%～98% を
占めている。近隣の野菜小売店やレストランと
いった業務用のほかにも家庭用として一般の人も
買いに来ている。残りは，トレヴィーゾの卸売市
場に出荷している。通常，3～4 ユーロ/kg ほど
であるが，2007 年はやや価格が安くなっている。
直売では 4.5 ユーロ/kg で販売されていた。クリ
スマス前には 5～6 ユーロ/kg になるとのことで
ある。また，G氏の弟が農場内で 1999 年からア
グリツーリズモ（農家民宿）の経営を行っている。
部屋数は 9室（うち 4室はミニキッチンつきの別館）
で，毎日宿泊可能である。金土日の週末は，農場
内で生産された野菜などを利用して食事も提供し
ている。トレヴィーゾはヴェネチアから自動車で

1時間弱の距離で比較的近く，中世の面影が残る
田園都市で観光客も多い。
　ラディッキオは，10 月～11 月以降，単価が高
くなる傾向があり，とりわけクリスマス前は高騰
する。各生産者は，価格の高い時期をねらいたい
が，気温が高かったりすると，生長が早まって出
荷量が増加し，値崩れを起こしやすい。そのため，
T農場のように保冷庫の室温を－1℃ に低下させ
て生長を一時的に止め，出荷時期の調整を行って
いるところもみられる。

　Ⅳ． 地理的表示制度のもとでの生産・流通の
特徴

　⑴　比較的広域な指定地域
　地理的表示制度は生産される地域を画定する必
要がある。イタリアの PDO/PGI は，コムーネ単
位で指定されている。コムーネはイタリアの基礎
自治体であるが，広域合併が進んだ日本の市町村
よりは一般に規模が小さい。トレヴィーゾ・ラ
ディッキオの指定地域は，43 コムーネにおよぶ
（図 4）。しかも，その範囲は産物名のもとになっ
たトレヴィーゾ県（28 コムーネ）にとどまらず，
周辺のヴェネチア県（7コムーネ），パドヴァ県（6
コムーネ）にわたっている。生産地域の範囲は，
土地や気候といった自然環境の共通性や生産の歴
史的経緯をもとに決められるが，地域の意向（政
治的圧力）にも大きく左右されている。
　トレヴィーゾ・ラディッキオの指定地域をみる
と，中心地域では早生と晩生の両者が生産される
が，周辺地域では早生のみが生産され，明瞭な地
域差がみられる。PDO/PGI の指定地域は，一つ

表 3　ラディッキオおよびチコリの単価（2005 年）
単位 : €/kg

ベルーノ パドヴァ ロヴィーゴ トレヴィーゾ ヴェネチア ヴェローナ ヴィチェンツァ 州平均

キオッジャ・ラディッキオ
トレヴィーゾ・ラディッキオ
ヴェローナ・ラディッキオ
カステルフランコ・ラディッキオ
その他のラディッキオ
チコリ

…
0.49
1.18
0.68
0.86

0.60
1.30
1.50

0.50

…
3.32

1.50

0.84
0.99
0.89
0.86
0.98
0.43

0.48
0.79
0.77
0.79
0.70
0.30

0.55
1.20
0.63
0.55

0.33

0.70
1.60
0.78
0.92
0.98
0.41

（出所）Canditi（2006）より作成。
（注）…は出荷量 50 t 未満，空欄は出荷量が皆無であることを示す。



75北イタリア・トレヴィーゾにおける地理的表示制度による野菜産地の形成

の申請団体につき一つの区画が原則であるが，ト
レヴィーゾ・ラディッキオの場合は，例外的に品
種ごとの指定地域が認められた。早生と晩生の外
観は比較的似ているが，早生は外葉が締まった感
じであるのに対し，晩生は外葉の先が花のように

開き気味でより鮮やかな色彩で，両者の区別は容
易である。早生は 9月頃から市場に出回るが，晩
生は 12 月以降であり，市場価格に大きな相違が
みられる。冬期は生鮮野菜の供給が減少すること
もあるが，晩生は何段階もの工程を手作業で行い，

図 4　トレヴィーゾ・ラディッキオの PGI 指定地域
（出所）Consorzio tutela Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco の資料より作成。

（注）数字は早生・晩生両者，ローマ字は早生のみの生産地域を示す。
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いわば職人的な加工品ということが市場で評価さ
れているといえよう。表 3は，ヴェネト州におけ
る県別のラディッキオ・チコリの単価を示してい
る。トレヴィーゾ・ラディッキオの中心地域であ
るトレヴィーゾ県では 3.32 ユーロ/kg と，他県
産と比べると 2.5 倍から 4.2 倍の価格をつけてい
る。したがって，6品種のラディッキオの中心は
晩生トレヴィーゾであり，空間的にも中心地域の
みで PGI 指定されているのに対し，早生トレ
ヴィーゾはより広域的に指定されている。
　ただし，トレヴィーゾ・ラディッキオは，実際
にはベルーノ県を除くヴェネト州で広く生産され
ている。PGI は，PDOよりも登録要件が緩やか
ではあるが，あまりに広域的に設定すると登録が
認められないことがある。また，仮に登録が認め
られたとしても，地域と商品との関係が希薄とな
り消費者への訴求力を喪失するとともに，中心地
域と周辺地域との間で生産者の利害が対立するこ
とにもなりかねない。以上のように微妙なバラン
スの上で，トレヴィーゾ・ラディッキオの指定地
域が設定された。
　⑵　厳格な規格と少ない PGI農産物の流通量
　出荷されるラディッキオが指定地域で生産され
たとしても，すべてが PGI を表示できるわけで
はないことに注意する必要がある。PGI には詳細
な規格が定められており，規格を満たしたものだ
けが PGI 農産物として流通することができる。
その規格は，表 4に示すとおり，外観，色，大き
さ，食感など細かく決められている。
　2005 年の PGI ラディッキオの生産量はラ
ディッキオ・ロッソ（早生・晩生）が 361 t，PGI

カステルフランコが 123 t である。1999 年では合
わせて 220 t であったので，この 6 年間で 2.2 倍
の伸びをみせている。ラディッキオ協会に加盟し
ている生産者は 180 農場で，このうち PGI ラ
ディッキオを出荷しているのは 130 農場である。
トレヴィーゾ，ヴェネチア，パドヴァ 3 県のラ
ディッキオ・ロッソ・トレヴィーゾの生産量は
22,164 t である。したがって PGI 農産物は，この
3県の生産量のわずか 2% にすぎない。当地域に
おけるラディッキオ協会加盟農場に限定しても，
PGI 農産物はその生産量の約 30% を占めている
にとどまる。
　PGI 基準を満たすためには肥培管理などを的確
に行う必要があり，労働力負担が増加する。また，
一定の品質を確保するために単収についても制限
があり，早生で 9 t/ha，晩生で 7 t/ha となってい
る。単収は年々増加傾向にあるが，PGI として販
売するためには生産量を抑制しなければならな
い。さらに，PGI 農産物として販売するためには
第三者機関の認証を必要としており，そのための
費用も必要となる。PGI ラディッキオの場合は，
ヴィチェンツァ県ティエーネニにある CSQA社
から農場ごと毎年検査を受けている。このほか，
PGI のマークをつけたシールとして，5 kg 当たり
0.21 ユーロをラディッキオ協会に支払うことにな
る。このように PGI として生産・流通するため
には農場の負担が大きく，敢えて PGI 基準にこ
だわらない生産者もみられる。

　Ⅴ． お わ り に

　本稿は地理的表示制度が産地の形成に果たした

表 4　PGI 晩生ラディッキオの規格

外観
標準で均一のコンパクトな形状
葉は閉じていて，先端に向かって曲がっている
玉の大きさに応じた長さの芯の一部がついている（ただし 6 cm未満）

色
葉は濃いワインレッドでわずかに支脈が見える
主脈は白

食感 ほろ苦く，シャキッとした歯ごたえ

大きさ
100 g 以上
付け根の部分の直径 3 cm以上，長さ（芯の部分を除く）12～25 cm

（出所）トレヴィーゾ・ラディッキオ協会での聞き取り調査および提供資料に
より作成。
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役割について，北イタリアのトレヴィーゾ・ラ
ディッキオ産地を事例として考察してきた。トレ
ヴィーゾ・ラディッキオは，当地において 400 年
以上の歴史を有し，とりわけ晩生ラディッキオは
栽培方法が独特で，外観的にも消費者が容易に認
知でき，古くから特産品として知られていた。そ
の結果，EUの地理的表示制度発効後の 1996 年
という早期に，トレヴィーゾ・ラディッキオは
PGI として登録された。しかし，地理的表示制度
は，トレヴィーゾ・ラディッキオのブランド価値
を保護するという役割よりは，地域における新た
な中核的農産物として，生産・販売を促進すると
いう役割のほうが大きい。EUにおいて地理的表
示制度導入の背景は，CAPによる価格支持政策
の影響もあって 1980 年代にはワインや乳製品の
過剰生産が深刻化したことである。トレヴィーゾ・
ラディッキオ産地の事例から，地理的表示制度は，
従来の農産物の競争力がない地域で，製品差別化
戦略を導入するインセンティブとして機能した。
　しかし，実際には PGI 農産物として流通して
いるラディッキオはきわめて少ない。市場には同
じ農産物でも PGI 商品と非 PGI 商品の両者が混
在している。PGI 商品は高価格が期待されるが，
必ずしもコストの増加分を単価の高さで吸収でき

るわけではない。つまり，イタリアにおいて地理
的表示制度は消費者に対してラベリング効果を果
たし，非PGI商品を含めてトレヴィーゾ・ラディッ
キオのブランド化を促進した。PDO/PGI 農産物
は必ずしもローカルに流通しているわけではな
い。消費者への直販やアグリツーリズモでの食材
の提供といったこともみられるが，大量流通を
担った販売組合が産地形成に果たした役割は大き
い。地理的表示制度は，農産物のローカル性と品
質に対して，ヨーロッパにおける最高レベルの権
威による証明を与え，農産物産地の発展に大きな
役割を果たしたといえよう。

　付　記
　本稿は，平成 18 年度東京農業大学大学院高度
化推進研究プロジェクト（代表 : 立岩壽一），およ
び日本学術振興会科学研究費基盤研究B「第 3次
フードレジーム下の対日農産物・食料輸出の展開
と当事国農業・流通への影響」（平成 19～21 年度，
研究代表者 : 荒木一視，課題番号 1932013）の研究成
果の一部である。現地でお世話になりました横田
早苗氏，Luca Giavi 氏，Francesco Arrigoni 氏を
はじめ，調査にご協力いただいた農場や関係機関
のみなさまに感謝申し上げます。

　注

1）　PDO/PCI でいう原産地呼称や地理的表示とは，
農産物や食品が生産された地域を表現するもので，
PDO は，次の二つの条件を満たすものである。
① 品質や特徴が原産地の地理的環境に起因するこ
と，③ 生産・加工・調製が当該の原産地の地理的
範囲内で行われることである。一方，PGI は，次の
二つの条件を満たすものである。② 当該の地理的
原産地に起因する特別な品質，評判，特徴を有して
いること，③ 生産，加工，調製が当該の原産地の
地理的範囲内で行われることである。つまり，PGI
の場合には，評判（reputation）があればよいので，
農産物の品質や特徴と地域の特性との明瞭な関係を
必ずしも有しない。また，PGI の場合には，生産，
加工，調製の過程のうち，いずれか一つが産地で行
われていれば要件を満たすことになる。なお，フラ
ンスのAOCは，PDOの基準に相当する。

2）　本研究のための現地調査は 2007 年 1 月に行い，
2008 年 3 月に補足調査を行った。
3）　EC 510/2006 の規定にある分類による。
4）　コムーネとしてはゼロ・ブランコがラディッキオ
の生産の中心で，協議会の本部もおかれている。協
会の名称は，Consorzio tutela Radicchio Rosso di 
Treviso e Variegato di Castelfranco に改称されて
いる。
5）　トレヴィーゾはアパレルメーカー・ベネトンの発
祥の地（本木，2007）で，白菜はその中国人労働者
向けの需要増加をねらったものである。
6）　イタリア国内市場が飽和傾向を示しているのに対
し，輸出は年々拡大傾向にある。主な輸出先はドイ
ツとイギリスで，日本にも輸出されている（Canditi, 
2006）。
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The Role of Geographical Indications in Developing the Vegetable 
Producing Area in Northern Italy

 Nagatada TAKAYANAGI (Tokyo University of Agriculture)
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Ena KONNO (Graduate School of Agriculture, Tokyo University of Agriculture,
JSPS Research Fellow)

 　　Local foods have attracted a lot of attention in the globalized agro-food systems.  Geographical indications, 
which have been developed in Europe, are an eff ective scheme for agricultural produce markets.  This article 
examines how PDO/PGI played a role in the development of vegetable producing areas through the eloquent 
example of Radicchio Rosso di Treviso, a type of chicory, in Northern Italy.  Although this vegetable dates 
back centuries in Treviso, production has remarkably increased since the 1980s.  Geographical indications in-
duced this change from the earlier surplus production of agricultural commodities to a focus on niche products.  
However, in reality a handful of products are sold with a certifi cate seal.  Geographical indications promoted 
branding products by the labeling eff ect.

 
Key words :  geographical indications, Protected Designation of Origin/Protected Geographical Indication, veg-

etable producing area, brand marketing, Radicchio Rosso di Treviso
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