
I．は　じ　め　に

　2018 年 8 月 6 日に「岩手木炭」，「岩手切炭」（英語名
Iwate Charcoal）が林産物として国内で初めて地理的表示
保護制度（GI）に登録された。登録番号 66 とあるように，
林産物の分類に当てはまる産品は，農産物と比べて初登録
までに比較的長い時間を要している。具体的には，2015
年 6 月に「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」
（制定は前年の 2014 年 6 月）が施行された半年後の 2015
年 12 月末に夕張メロンなどの第一弾の農産物が認定され
てから 2年半余りを経て，林産物の分類に当てはまる産品
としては地理的表示保護の登録第一号が誕生した。
　今回，登録された岩手木炭は，同法の農林水産物等が属
する区分の第 40 類木炭類黒炭に該当する。現状では，立
木竹並びに木材および竹材類と定義され，丸太や木材の製
材が区分されている第 34 類での申請は無い。なお，知的
財産保護として先行する類似制度の地域団体商標において
は，炭で 4産品，木材で 10 産品の合計 14 産品の林産物が
登録されている（2018 年 8 月現在）。類似の地域団体商標
が存在するにもかかわらず地理的表示保護制度が行政に
よって推進されている背景として，2017 年 5 月に，知的
財産戦略本部から公開された「知的財産推進計画 2017」
において打ち出された，「攻めの農林水産業・食料産業を
支える知財活用・強化」がある（知的財産戦略本
部 2017）。2018 年 5 月に同本部から公表された「知的財
産推進計画 2018」でも，同様に農林水産業における知財
の活用が取り上げられている（知的財産戦略本部 2018）。
　日本の林産物輸出は，輸出額としては 2012 年の 123 億

円から 2017 年の 360 億円に増加している（林野庁 2018）
ものの，品目別では土木資材や梱包用の低価格，低質な丸
太が多く，今後は，高価で高品質の木材の輸出に力を入れ
る方針である（林野庁 2017）。また，現在の輸出先国別は
中国，韓国，フィリピン，台湾，米国が 9割を占めるが，
新たな輸出相手国の開発に取り組む方針であり，有望な貿
易相手候補は EUとされている。2018 年現在，交渉が進
められている日欧経済連携協定（EPA）の発効後は，EU
と日本の地理的表示は相互保護制度として，相手国の登録
産品を保護する義務が生じる見通しである（農林水産省 
2018a）。今後の EUへの木材輸出などの議論をする上でも，
林産物と地理的表示保護制度の活用のあり方を検討する必
要がある。そこで本稿では，地理的表示保護制度の概観を
紹介し，日本で最初の林産物の登録となった岩手木炭の登
録過程とその活用方法を事例として分析する。まず岩手木
炭の登録過程について登録主体にヒアリング調査を行っ
た。次に林産物における地理的表示の活用を行う上で，今
後の研究展望の議論を試みる。

II．分析対象・分析方法

1．�農林水産業に関わる知的財産の概観
　古くから生産者が創意工夫を行ってきた育種，樹木の選
別等，また農業の種子や品種は，当然，知的財産の範疇に
入るが，必ずしも法的に権利が定められた知的財産権には
対応してこなかった。日本の地域社会に根付く慣習，自ら
の工夫を分け与えてきた篤農家の存在，工業製品との特性
の違いなどが背景にある。
　農林水産物において知的財産の必要性が認識されるよう
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になった背景の一つに各地の特産物とその模造品対策があ
る。近年，東南アジアを中心とする海外での模造品に加え
産地の偽装も深刻な状況となっている（農林水産知的財産
保護コンソーシアム 2018）。知的財産のなかでも地理的表
示は，その風土，地域の特性に由来する農林水産物を共有
財産として登録することで他地域のものを識別化する呼
称・表示である。この比較的新しい地理的表示の保護制度
に加え，特許庁，農林水産省などの省庁主導の下に，産品
の植物の新品種を独占使用する権利，あるいは表示する権
利に関わる制度が複数存在する（表⊖1 参照）。
　代表的制度を表⊖1 に掲載したが，まず育成者権とは，
新しい植物種の育成者がその新品種を登録により独占利用
できる権利であり，林業に関係が深い制度である。保護の
期間についても，品種改良と試験等にかかる時間を考慮し，
改良の費用を回収できるよう品目によって異なっている。
永年性の植物である樹木は農産物よりも保護期間が長く設
定されている。林業種苗法において，「種苗」とは，林業
の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子，穂木，茎，
根及び苗木を指す。
　商標権は，ある商品や役務（サービス）の商標に関して，
やはり登録により他の事業者などの使用を排除し独占的に
使用できる権利であり，商品名その他のマークとそれに裏
打ちされた信用を継続して守っていくための制度である。
なお，商標権と育成者権は，権利の内容は異なるものの，
品種と商標の名称が同一ないし類似のものは重複して登録
できない点など，相互の制度の関係性にも注意が必要とな
る（実際，石川県の「ルビーロマン」あるいは栃木県の「と
ちおとめ」の事例のように，商標になり得た名称を品種登
録してしまい，商標で保護できない事態なども発生してい
る）。
　地域団体商標制度とは，地名を冠した商標を保護する，
比較的新しい制度である。地名という比較的公共性を有す
るものを使用するために，使用する組織の性質（入会の自
由），商品の周知の度合い（隣接する都道府県には知られ
ている）等がチェックされる仕組みとなっている。また「薩
摩芋」など一般名称化しているとみなされているものは登
録ができないなど，商標の一種ではあるが，登録出願に際
して通常の商標とは異なるいくつかの要件がある。
　特許権は，発明をした者に対して与えられる独占権であ
る。新規性，進歩性のある発明の内容を公開する代わりに，
独占的に使用できる特許権の期間（日本では出願日から

20 年）にそれまでの費用を回収してもらう制度といえる。
「発明」とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のう
ち高度のものであると定義され（特許法第 2条），林業の
分野であれば，林産物や樹木そのものよりは，林業機械や
ソフトウェアなどが関連する。また，機械等の組み合わせ
の工夫等であれば，「物品の形状，構造又は組合せ」を保
護対象とする実用新案も存在する。林業の作業が高度化す
るに従い，特許権や実用新案も含めた知的財産権が林業分
野に関係してくる可能性もあろう。
2．�分析対象とする地理的表示の保護制度
　本稿の分析対象は，地理的表示保護制度に登録された林
産物である。地理的表示とは，ある産品に関し，その確立
した品質，社会的評価その他の特性が当該商品の地理的原
産地に主として帰せられる場合において，当該商品が加盟
国の領域またはその領域内の地域もしくは地方を原産地と
するものであることを特定する表示を示している（TRIPS
協定第 22 条）。地理的表示保護制度の特徴は，地域に存在
する特産物や伝統的な技法，自然や歴史遺産など文化的に
優れた地域産業資源の品質コントロールを，各国の官僚機
構が関わって強固に行うことにある。
　つまり地理的表示とは，原産地の特徴と密接に関係する
独特の品質や社会的評価を有する農産物及び食品を対象と
し，他の産地とは異なることを区別できるようにその原産
地を特定する表示といえる。地域団体商標と同様，商品の
原産地を示し，かつそれを市場において特定する役割を果
たす言葉及び記号から成る表示ということになる。ただし，
地理的表示そのものは原産地を特定することであり，ブラ
ンド化そのものをもたらすものではなく，個別の権利化を
目指す商標などと性質が異なるとする専門家もいる
（Gangjee 2017）。
　地理的表示の制度の起源は，凶作の際に品質が低い偽物
の農作物が出回ったことを契機とした品質保証の取り組み
にさかのぼる。具体的には，20 世紀初頭にフランスのワ
インの産地が害虫で壊滅的な被害を受け，その復興の際に，
品質偽装が頻発し，模倣品の抑止を目的として設立した制
度である 1919 年の原産地呼称及び 1935 年の統制原産地呼
称法（AOC法）が最初の制度といわれる （日本政策投資
銀行・日本経済研究所 2012）。現在では，ボルドーワイン
などワインに加え，畜産・酪農のイベリコ豚，パルメザン
チーズなど欧州からの代表的産品が多く登録されている。
　一口に「地理的表示の保護」の制度といっても，厳密に

表⊖1．農林水産物・食品等の知的財産権保護制度
権利の種類 内容 保護の期間 事例

品種登録による育成者権
（種苗法）

農林水産物の生産のために栽培される植物の新品種を独占利用できる権利 登録から 25 年
（樹木は 30 年）

おぼろづき
シナノゴールド

商標権 商品・サービスに使用する名前やマークを独占使用できる権利 登録から 10 年（更新可能） あまおう

地域団体商標 地名＋商品名から成る商標を独占使用できる権利 登録から 10 年（更新可能） 関あじ
関さば

特許権 発明者が特許発明を独占的に実施できる権利 出願から 20 年 カクメロ

地理的表示保護制度 品質管理や不正表示に行政が関与することが特色
特定者への権利付与は無く，地域共有の財産として位置づけ

無期限（取り消されない限り存続） 神戸ビーフ
岩手木炭

農林水産省 ︵2014︶を基に筆者が簡素化と地理的表示保護制度について加筆。
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は各国，地域によって差異が存在する。例えば欧州では，
保護する対象産品の登録方法が 2種類存在する。専門用語
でそれぞれ，保護原産地呼称（PDO：Protected. Designation 
of Origin），保護地理的表示（PGI：Protected Geographical 
Indication）と称される。前者は，地域・産地との結びつき
がより強く，原材料の生産から加工や調整まで全てが登録
エリア内で実施される産品を保護する。一方，後者の地理
的表示は製造や加工の一部でも特定地域内で実施される産
品を保護対象としており，登録要件は比較的緩やかである。
　ある地域のなかで生産の全てが完結している保護原産地
呼称は，消費者にも分かりやすい概念である。一方で，地
理的表示の場合には実態として生産と加工する場所が離れ
ている広域的ケースを含み，表示エリアの解釈に注意が必
要となる。
　ワインと日本酒を例に考えてみよう。地理的表示は，前
述したように南仏のワインが発祥であるが，ワインは味や
風味が原材料であるブドウの産地の風土，テロワールと密
接に関係しており，ボルドーなど産地名を聞いただけでど
のようなワインかイメージが沸きやすい。ところが，日本
酒となると少し話は異なってくる。日本酒に使う米の山田
錦などは，兵庫県が一大産地で，伝統的な地酒であっても
必ずしも地場で生産された米を使用しているとは限らな
い。つまり，地酒など産地と密接な関係があることを連想
させる産品が必ずしも地元の原材料や風土に由来するとは
限らず，厳密な保護原産地呼称には馴染まない。
　更に養殖を除く漁業のように産品が行政区画や地域を越
えて移動する場合，素材が集積する有名産地や加工場の地
域で，加工の技術や歴史性を理由として地理的表示に登録
がなされている事例もある（例えば，下関のフグのような
事例）。木材を含む林産物の場合にも，他の産地で伐採さ
れたヒノキなどの材木を加工した地域で登録する可能性を
示唆しており，参考となろう。
　日本では地理的表示のもともとの構想は 2012 年の「地
理的表示保護制度研究会報告書骨子案」などで議論がなさ
れ，鳥取のラッキョウや鹿児島の壺造り黒酢への生産者へ
のヒアリングも実施された（制度発足後に両者は登録と
なった）。その後，2014 年 6 月 18 日に「特定農林水産物
等の名称の保護に関する法律（地理的表示法）」が成立し，
6月 25 日に公布された。翌年の 2015 年 6 月 1 日に運用が
スタートし，登録の受付が開始され，夕張メロン，神戸ビー
フ，八女茶本玉露等の農産物，畜産物を中心に最初の認定
7品目が 2015 年 12 月 22 日に登録された。
　地理的表示の登録によって期待される効果はどのような
ものがあるのか。制度の成立背景を考えれば，まずは模造
品の防止や真正品の証明が挙げられる。他にも申請のプロ
セスや合意形成の話合を通して，構成員が品質・基準に関
する認識や誇りを持つようになるといった組織内部に向け
た効果を期待する登録団体も多い。品質の向上やそのバラ
ツキ幅が減ることが，結果的に商品価格の維持・上昇に結
び付くことを期待するケースもある。2018 年現在，既に
内藤ら（2018）などが，地理的表示の保護に関する初期段
階での課題や期待についての調査結果を報告している（林

産物は含まれない段階でのデータとなる）。
　日本よりも先行して地理的表示を導入している欧州で
は，地理的表示の保護を受けた産品と保護を受けていない
製品を比較した場合，保護を受けた産品の方が平均で 1割
から 2割程度高い価格帯で取引されているというデータも
ある。もっとも，もともとの高いものが地理的表示に登録
される傾向があるという点も考慮して読み解く必要があ
り，地理的表示の登録と価格の向上に因果関係があると簡
単に結論付けることはできない。とはいえ，スペインの羊
肉生産者の分析事例において，地理的表示を受けた産品の
生産者は「市場へのアクセスの改善」，「消費者からの信頼」
を同制度による商業上の重要なメリットと考えている実態
が明らかにされている（Sepúlveda et al. 2010）。ただし，
生産条件や社会的文脈が異なる欧州での動向がそのまま日
本でも適用されるわけではない。
　また，欧州には，加工品は野菜や生鮮肉など素材そのも
のの産品より地理的表示による価格の向上率が高いという
データもある（表⊖2）。価格の高い理由は，加工品等の方
が商品の賞味期限が長く日持ちすること，輸出入を含め移
動に適することも影響しているものと推定されている。た
だし，林産物については，農産物との特性の違いを考慮し，
分析していく必要がある。例えば，炭の場合は比較的軽量
で加工品としての寿命は長いものの，木材そのものは運搬
には大きなコストがかかるなど，林産物のなかでも特徴が
分かれてきそうだ。
　日本の場合，地理的表示と類似した地名を冠する地域団
体商標を商標法の枠組みのなかに設定し，地域の資源や食
文化などの保護を図っている。地域団体商標と地理的表示
には具体的にどのような差異があるのだろうか。両者の比
較を表⊖3 にまとめた。
　地理的表示保護制度と地域団体商標制度の大きな違いの
一つとして，公的機関またはそれに準ずる機関の関与の度
合が指摘できる。公益保護の側面がある地理的表示の場合
には，公的機関またはそれに準じる機関が，品質保証や地
理的境界の画定などに深く関与している（香坂 2018）。一
方の地域団体商標の場合，特許庁は審査・登録を行うもの
の，品質保証や地理的境界に関わる紛争を調停する責任を
有していない（香坂ら 2018）。
　両制度は，消費者を他の商品との混同や誤認から保護し，
信用による利益を権利者に独占させる点では共通している
が，地理的表示保護制度は商品の地理的原産地を特定し，
その品質管理や地域との関連性を求める制度であり，一方

表⊖2．地理的表示登録産品の付加価値
品目区分 付加価値率 品目区分 付加価値率

食肉製品 1.80 果物および野菜 1.29
オリーブ油 1.79 魚介類 1.16
ビール 1.62 生鮮肉 1.16
チーズ 1.62 農産物・食品【平均】 1.55

付加価値率＝Σ {︵GI産品の価格 ︶× ︵GI産品の数量 ︶} / Σ {︵通常品の
価格 ︶× ︵GI産品の数量 ︶} 。価格は，農協，加工業者，産地卸売業者の
段階のもの。EU /加盟国政府の統計，生産者団体へのサーベイ，専門家
へのインタビュー結果に基づき，推計。食品需給研究センター作成資料
より。
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の商標制度はあくまで標識としての商標を守る制度であ
り，両者は，機能は類似しているものの完全に重複しては
いない。むしろ，商標の権利化を意図する商標制度と，地
域の共同資源となることを目指している地理的表示の保護
制度とは「専門家でも混同がよくあるが，正反対である」
とする研究者もいる（Gangjee 2017）。
3．�分析方法
　岩手木炭の申請主体である岩手県木炭協会に登録前の
2018 年 7 月にヒアリング調査と現地調査を行った。調査
内容は，申請の動機，申請を終えるまでの過程，申請段階
での困難，産品の品質規準などの項目である。この項目は
日本における地理的表示のインタビュー調査の既存研究の
調査項目を踏まえて設定した（Tashiro et al. 2018）。

III．岩　手　木　炭

1．�申請主体と産地の歴史
　岩手県における木炭生産の歴史は古く，室町時代末期の
製鉄技術に関する古文書に木炭生産が記されている（藤沢
町教育委員会 2007）。岩手県の木炭生産は，大きく増加し
たのは 1907 年の木炭価格の大暴騰である。しかし，当時
の岩手県産の木炭は，秋田物と呼ばれる秋田県産の白炭，
野州物と呼ばれる栃木県産の黒炭に対して品質が劣り，東
京市場で場違物として低価格で取引された（岸本 1976）。
そのため，他の地域から炭焼きの専門家を招聘し岩手木炭
の品質改良に取り組んだ歴史がある。
　岸本（1976）に，「木炭の岩手」といわれるくらい品質
のよい木炭を大量に製炭しているという記述があるよう
に，岩手木炭は高品質の木炭として知られている。最盛期
の 1957 年に岩手木炭は 17 万 3,245 トンの生産量があり，
1973 年には日本の木炭生産量の約 12％を占めていた。木
炭は岩手県山村の主要な産業であったため，行政機関も力

をいれ，全国でも模範的な生産，販売指導組織があったこ
とが指摘されている（岸本 1976）。
　1915 年に，岩手県の木炭生産量は北海道，福島県を上
回り，生産量全国一位になった。岩手木炭が一大産地とし
ての地位を確立する過程で重要な役割を果たしたのが，組
織的な品質管理と精煉窯の改良である（畠山 1980）。岩手
県主導で，1921 年に「岩手県木炭検査規則」を制定し，
販売する木炭の出荷検査を行った。その後数回にわたり「岩
手県木炭検査規則」は改正された。品質向上のための木炭
生産指導も行政主導で行われ，1925 年に岩手県は岩泉，
葛巻，浄法寺地域に，木炭指導検査出張所を開設した。
1927 年には最初の木炭販売組合である岩手木炭移出同業
組合が設立され，組織的な品質管理体制が構築された。
1947 年に岩手県木炭生産者組合が設立され，1950 年に岩
手県木炭同業協会が設立される。岩手県木炭同業協会が
1952 年に解散し，地理的表示の登録主体である岩手県木
炭協会が設立された（畠山 1980）。
　かつて岩手木炭を製炭する窯の構造は生産者によって異
なり，木炭の品質にもバラツキがあったことから，1953
年に岩手県木炭協会が規格の統一を目指して新たな窯の開
発に乗り出した。その後，改良を重ねて完成させた独自の
構造の岩手窯を岩手県内の全ての生産者が使用するように
なったことで，製炭作業の基準化や品質規準のマニュアル
化が進み，木炭の品質も統一された。現在も年に 1回，協
会から派遣された指導員が，生産者に品質の指導を行う会
合（指導会）が開かれている。地理的表示の登録に向けて
新たな品質管理基準や品質規準は設定せず，従来の生産の
方法を明文化した。
2．�申請に際しての課題と記述内容の変遷
　地理的表示保護制度の申請者は，マニュアル化で中心的
な役割を担った岩手県木炭協会である。岩手県木炭協会の

表⊖3．地理的表示保護制度と商標制度の比較
地理的表示 地域団体商標

目的 高付加価値を持つ農林水産物・食品等が差別化されて市場に流
通することを通じて，生産者と需要者の双方の利益を保護する

地域ブランドの名称を適切に保護することにより，　事業者の信
用の維持を図り，産業競争力の強化と経済の活性化を支援する

対象（物） 農林水産物・飲食料品等（酒類は除く） すべての商品・サービス

対象 ︵名称） 地域を特定できれば，地名を含めなくても良い 「地域名」＋「商品名」

申請主体 生産・加工業者の団体（法人格のない団体も可） 農協等の組合，商工会，NPO法人等

名称における地名の有無 地域を特定できれば，地名を冠する必要がない 地名を冠する必要がある

産地との関係 品質等の特性が該当地域と結びついている必要がある 該当地域で生産されていれば足りる

ブランド化の程度 伝統性
一定期間継続し生産されている

周知性
一定の需要者（近隣等）に知られている

品質等の基準 産地と結びついた品質の基準を定め，登録・公開する必要がある。 制度上の規定はなく，権利者が任意で対応する

品質管理 生産・加工業者が品質基準を守る団体が管理，管理状況につい
て国の定期的なチェックを受ける

制度上の規定はなく，権利者が任意で対応する

規制手段 不正使用は国が取り締まる 不正使用は商標権者が自ら対応

権利付与 権利ではなく，地域共有の財産となり，品質基準を満たせば，
地域内の生産者は誰でも名称を使用

名称を独占して使用する権利を取得

保護期間 取り消されない限り権利が永続 登録から 10 年間

海外での促進 地理的表示保護制度を持つ国との間で，相互保護が実現した際
には，該当国においても保護される

各国に個別に登録を行う必要がある

地理的表示保護制度登録申請マニュアル作成チーム ︵2018︶。
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概要は，1952 年に社団法人岩手県木炭協会として設立さ
れ，現在は一般社団法人となっており，会員数は 151 名
（2018 年 7 月現在）である。申請の背景として，海外産の
安価な木炭の流入による県内の木炭生産量の減少と価格の
低下の問題を抱えていた。生産者人口の確保のためにも，
安定した価格での木炭の販売が必要であり，価格が向上し
ないと生産の持続性が保てないとの危機感を募らせ，木炭
生産者が生業として成立できる程度の収入を得られるよう
にすることが申請者の課題であった。
　一方で，岩手木炭は，生産量が国内で最も多く，品質も
高評価されている。そこで，協会は地理的表示を活用して
他の木炭との差別化を図り，価格の向上と認知度の向上を
意図して申請に向けて動き出した。更に，木炭の持続的な
生産を行うことで，里山の整備や環境の維持，地域の生業
の維持を副次的に意図していた。
　設立して 60 年以上の歴史がある協会であり，内部の構
成員の品質や生産工程については，既に確立したマニュア
ルが 1950 年代から存在し，生産工程管理の明細について
は登録に際して新たに策定をする必要もなく，合意形成は
大きな課題とはならなかった。実際に岩手県木炭協会は，
2016 年から 2017 年に，151 人いる会員への地理的表示の
説明会，会員との意見交換，品質規準などの詳細な調整を
行った。その過程での地域内の合意形成は円滑に進み，協
会の会員から地理的表示への申請に異論は出なかった。
　協会が申請に際して直面した課題は，申請の受付者であ
る外部の農林水産省に岩手木炭の特性を理解してもらうと
いう点であった。この点は担当者と農林水産省の担当者の
25 回程度にわたる電話・メールのやり取りと，登録前に
実施した現地調査において主に特性の記述方法について議
論を重ねた。その結果，申請では窯と生産手法の特徴，炭
の精錬を電気的に測定する品質管理を明確にすることと
なった。まず精錬では，岩手木炭の品質の高さを客観的に
農林水産省に提示する根拠として，炭に含まれる固定炭素
割合である「精煉度」を用いることとした。精煉度とは，
木炭表面の電気抵抗を 0～9度の 10 段階で表示したもの
で，数値が低いほど炭化が進み，良質な炭とされる。通常，
市場に流通している木炭の固定炭素割合は 75％程度であ
るが，岩手木炭の固定炭素割合は 90％である。出荷規格
として，炭化の度合いを示す精煉度が 8度以内の炭質であ
ることが義務づけられている。
　きのこ等の食用を除くと味覚が関係しない林産物では，
このように地理的表示保護の登録では農産物と比較して特
性の記述が課題となる。農産物と比較して特性の記述が課
題となる。杉田（2016）は，農産物における差別化の裏付
け手段として，原料に由来する特性と加工方法に由来する
特性に大別して議論をしている。登録公示簿にある岩手木
炭の例であれば，品質は炭の精煉度であり，加工方法は「岩
手県独自で開発した岩手窯，岩手大量窯を使用し，窯内を
均質な温度に保ち時間をかけて丁寧に製炭することで，原
木の全体が均等に炭化され，炭質が良く締まり割れが少な
い」と品質の因果関係を説明する形で言及している（農林
水産省 2018b）原料については県全体の森林面積率と全国

平均との比較（岩手県 77％全国平均 67％），素材生産量の
順位（全国 3位），素材生産量に占める広葉樹の割合（岩
手県 22％全国平均 11％）と，平成 27 年木材需給報告書を
引用する形で生産地である岩手県の自然条件，森林資源の
全般的な特徴が述べられており，今後の林産物の申請の際
の一つのテンプレートとなっていく可能性が高い。
3．�小括

　ここでは，岩手木炭の地理的表示の登録の小括を行う。
インタビュー調査時は，地理的表示の正式な登録に至って
おらず，登録の効果に関する結果は得られていない。申請
過程においては，登録主体である岩手県木炭協会と生産者
の間の合意形成が円滑に進んだことが登録に至った重要な
要因であろう。また，協会主導で古くから生産のマニュア
ル化や指導会を通じて高い品質規準の維持に努めており，
そうした継続的な品質管理の姿勢が登録につながったとい
えよう。その一方で，登録申請におけるプロセスで，現状
で農産物が登録産物のほとんどを占めているなか，参照で
きる既存の事例が少なく，申請書類の作成に多くの時間を
要した。通常の地理的表示の申請と審査の過程では，原則，
申請後に農林水産省の担当者が現地調査を行う。しかし，
品質の理解の難易度が高い岩手木炭の場合は，申請前に農
林水産省の担当者が現地調査を行い，当地の歴史と風土，
実際の電気抵抗を測定する品質審査を含む現地での生産工
程の説明を確認した。
　地理的表示に登録される重要な要素は，産品の品質とそ
の土地の気候や風土との関係性ではあるが，登録が無かっ
た林産物には参考となる情報が限られた。現状では申請書
類を作成する際に求められる品質の科学的根拠の提示な
ど，申請者と関連団体には時間的負担や記述のスキルが求
められているのが実情である。

IV．今後の研究課題

　岩手木炭が林産物として初めて地理的表示に登録された
ことで，木材を含めた林産物にとっては，品質，基準，生
産工程管理等の実務面での策定で参照可能になった。ここ
で，今後の研究課題として次の 2点を提起したい。
　第 1点は，制度比較の観点からの分析である。具体的に
は，すでに木材の登録のある地域団体商標と地理的表示と
の棲み分けが進むのか，どのような産品であれば商標が適
し，どのような産品であれば地理的表示が適しているのか
といった比較・分析が求められる。また，登録数で先行す
る農業，漁業の産品との比較により，林産物の特性・特徴
は何かといった議論が深まる。地域団体商標において，初
期の制度の紹介（香坂 2006）や農産物と林産物を比較し
た試論は存在するが（香坂・内山 2016），定量的な分析は
なされていない。また 2018 年 12 月 27 日に「漆類 荒味漆，
生漆」の第 38 類という林産物を使用するカテゴリーで，
やはり岩手県の「浄法寺漆」が 73 番目の登録となっている。
炭と漆の比較等の特用林産物の領域での地域特性の記述の
比較研究も待たれる。食用のきのこ類の登録は現時点で無
いが，将来的に登録となった場合には農産品との比較も重
要となろう。
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　第 2の研究課題は，地理的表示の制度において，品質や
産地の表示に公的機関が関与すべきか，その関与はコスト
面から正当化されるのか，という議論である。登録する側
にとっては，特定の産品や産地の商標とは異なる地理的表
示の利点として，不正に対して国が取り締る点が強調され
る。だが，制度全体としては，その行政コストは税金等に
よって賄われることとなる。一方で，商標に比べて，地理
的表示の保護では品質と産地への貢献においてメリットが
あるという側面もあり，Gangjee （2017）が指摘するように，
公的機関が審査を行うことによって発生する行政コストを
市民社会や卸・流通を含めた利害関係者が補っていくこと
で公的機関等の登録を通して品質や産地の表示の担保を実
施していくべきなのか。
　米国のように商標制度において，産品が市場での評価に
より，切磋琢磨して品質を高めたり淘汰されたりすること
で最終的に優れたものが残るとする考え方もある。国際的
には寛容型（permissive systems主に米国・ブラジルのよう
に商標が優先されるタイプ）と処方箋型（prescriptive 
systems主に EU・地理的表示）の優劣の論争が続いてきた
（Gangjee 2017）。表示の制度の効果の違いや優劣の比較を
越え，どのような制度を選択していくのかということは，
どのような制度を通して国や社会を形作っていこうとして
いるのか，どのような役割を消費者，生産者，関係者，行
政が担っていくのかという議論と連動してくる。実際に産
品の登録では，「地名を冠した産品を登録する公共性と品
質維持のための排除のバランスをどうするのか」，「各生産
者が秘匿していた地域の産品のノウハウをどこまで共有す
るのか」といったことも各地域で具体的に問われる。今後
の林産物と地理的表示保護制度の議論の展開が待たれる。
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