
I．は　じ　め　に

　2015 年 6月に施行された「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）に基づいて
運用されている地理的表示保護制度に，2018 年から特用林
産物に分類される産物の登録がなされている。具体的には
「岩手木炭」，「岩手切炭」（以下　岩手木炭　英語名 Iwate 

Charcoal）が 2018 年 8月 6日に登録（第 40 類 「木炭類黒炭」 
登録番号 66），続いて「浄法寺漆」（英語名 Joboji Urushi）
が同年 12月 27日に登録（第 38 類 「漆類 荒味漆，生漆」 登
録番号 73）となっている（注 1）。地理的表示とは，ある産
物に関し，その確立した品質，社会的評価その他の特性が
当該産物の地理的原産地に主として帰せられる場合におい
て，当該産物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
のことである（TRIPS協定第 22条）。日本では，地理的表
示保護制度の運用が 2015 年にスタートし，各地の産物の
登録が進んでいる。地理的表示保護制度の主な特徴は，名
称だけでなく生産，品質管理の方法までも登録を行うこと，
伝統性について概ね 25年以上の生産の歴史を有すること
を要件としていること，さらには，模造品について国が取
り締りを行うといった点である（香坂・梶間 2019）。同制
度では，産物の知的財産の保護を通じて，差別化等により
産物の持続的生産に寄与することと，地域に根差した伝統

的な産物を保護することの両方が意図されている。なお，
制度の詳細については，香坂・梶間（2019）を参照されたい。
　地理的範囲として，岩手木炭が岩手県と県に限定してい
るのに対し，浄法寺漆は岩手県全域に加え，青森県と秋田
県の一部エリア（青森県については三戸郡，八戸市，十和
田市，秋田県については鹿角郡小坂町，鹿角市，大館市）
が含まれている。ただし，多少のエリアのずれはあるもの
の，両者ともに岩手県内を産地の拠点としており，産地の
地理的な条件は類似している。一方で，申請に際しての動
機，論理の構築，直面した課題は異なる。類似した地理的
条件下での比較は，欧州と比較して歴史が浅い日本の地理
的表示保護制度の知見と可能性を理解する題材となりうる。
　本稿では，香坂・梶間（2019）において指摘された将来
課題を受け，農産物とは異なる様相と課題が指摘される林
産物領域における地理的表示保護制度の最新の展開と状況
を報告し，二つの林産物の登録を通して同制度の特性の理
解を深めることを目的とする。香坂・梶間（2019）では将来
課題として，地理的表示制度の林産物に関わる議論の深化
に向けて，林産物同士の比較，農産物と林産物の比較，商
標と地理的表示の制度比較，地理的表示の制度への公的機
関の関与に関する分析が課題として指摘されており，本稿
では，林産物同士の比較分析に取り組んだ結果を提示する。
　農産物と比較した林産物の特徴としては，産地の面積が
比較的広く，複数県にまたがることも珍しくないことや，
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原木の例等では，産地と加工地が別の自治体に存在する等，
離れて立地しているケースも多いこと等がある（香坂・内
山 2016）。そのため，林産物は特に，産地との結びつきの
証明に難しさを抱える可能性がある。なお，2015 年度に
文化庁が出した重要文化財等の修理に国産漆の使用を求め
る通知などを背景とし，国内生産が活発化している漆（田
中ら 2017）に関しては，増産，改質・利用の技術的改善
や量産木の評価，費用対効果等の観点から田端・渡辺（2019）
らにより本誌においても特集号を組まれるなど，関心が高
まっており，民俗学的な研究も存在する（羽生 2019）。浄
法寺漆の地理的表示の保護制度への登録の理解は，このよ
うな漆への関心，需要と普及啓発にも寄与する。
　具体的な手法としては，岩手木炭と浄法寺漆の登録の過
程と暫定的効果について申請主体にヒアリング調査を行っ
た。そもそも最終商品である木炭と中間投入財的産物であ
る漆には根源的な相違があり，それを前提としつつ地理的
表示の保護の申請動機ならびに申請要件となる「産地・土
地との結びつき」，「伝統性」について，産物の正当性に関
わる論拠などについて比較分析を実施した。また，地理的
表示自体が持つ特性についても示唆を得るべく，比較結果
の考察を行った。
　なお，「正当性」については，環境や資源のマネジメン
ト等のコモンズを対象とした管理の主体のあり方をめぐる
文献もある（宮内 2001）。本報で対象とする産物は，その
ような正当性の議論の対象となるコモンズとしての性格を
有している。何故ならば，（i）特定の地理的範囲において
生産され，産物名に地名という公共性の高い名称を冠して
いる，（ii）同様の地理的範囲において，登録された生産
方法によって産物を生産する等の一定の条件が揃えば，い
ずれの生産者も登録された産物の生産者として認められ，
その産物名を使用することができるようになる等，地域に
おいて共有され得る性格を有しているためである。

II．分析対象・分析方法

1．�分析対象
　岩手木炭と浄法寺漆の申請主体（岩手県木炭協会，岩手
県浄法寺漆生産組合）にそれぞれヒアリング調査を行った。
岩手県木炭協会については登録前の 2018 年 7 月 3 日に最
初の調査を行い，その後も 2019 年 1 月に電話等による補
足調査を行っている。岩手県浄法寺漆生産組合には，登録
後の 2019 年 1 月 17 日と同年 3月 7日に調査を実施した。
岩手県木炭協会は，木炭の品質向上・販路拡大，生産者の
所得向上等を目的として，1952 年に設立され，現在の会
員数は 151 名である。岩手県浄法寺漆生産組合は，国産漆
の最大規模の供給団体である。1975 年に発足した同組合
は 29 名の職人が加入している，主に国宝・重要文化財等
の修理事業者や漆工品事業者等に漆の供給を行っている。
2．�分析方法
　分析対象の申請主体に対して，申請の動機，申請を終え
るまでの過程，申請段階での課題，暫定的効果などの項目
について調査を行った。この項目は，香坂・梶間（2019）と
同様に日本における地理的表示の申請主体を対象とした既

存研究の調査項目を踏まえて設定した（Tashiro et al. 2018）。
　さらに今回は，炭と漆という伝統性の高い産物であるこ
とから，両産物の特性，生産方法，産地との結びつき，歴
史的経緯に関する説明について，伝統性という観点からも
分析を行った。特に，両産物のアプローチや課題等の違い
と共通性を浮き彫りにすべく，地理的表示の登録簿，明細
書，生産行程管理業務規程における記述についても分析を
行っている。上記三つの書類については，農林水産省の
Webページにおいて公開されているものを参照した。

III．調査分析結果

1．�結果
　結果について，表⊖1に申請に際しての動機，産地との結
びつきに関する論理の構築，申請プロセス，直面した課題に
ついての両産物の特徴を整理した。特に既存研究（内藤ら 
2018, 2017）では明示的ではない，「保存」という点に注目
することで，炭と漆という極めて伝統性の高い特性を反映し
た分析を行い，歴史的資料等を活用した歴史的経緯の説明
の仕方にも注目している。既存研究では，地理的表示登録産
物の歴史性が農村物の持続的な生産に及ぼす影響について
考察したものもあるが（Gugerell et al. 2017），本研究では，
地理的表示の制度的な特性と，登録産物のうち特に林産物
に着目している。以下本節では，調査の結果を詳述する。
　1）申請動機
　内藤ら（2018）では，地理的表示保護制度への一般的な
期待として，次の 7項目が挙げられている；①差別化によ
る価格上昇，②差別化による販売量増加，③登録をきっか
けとした生産者の機運上昇，④偽物に対する行政の取締り，

表⊖1．岩手木炭と浄法寺漆の比較結果（注 2）
岩手木炭 浄法寺漆

生産地 岩手県 岩手県全域，青森県三戸郡，
八戸市，十和田市，秋田県鹿
角郡小坂町，鹿角市，大館市

申請動機 信用力向上，価格の維持向上
（直接取引以外の多様な取引
形態あり）

差別化，模造品防止，価格の
維持向上
（直接取引が主）

産地との結び
つきに関する
論理

産地の広葉樹の割合等の自然
条件，産地の珪藻土の性質，
岩手県木炭協会の取り組み
（窯の構造の統一化等），岩手
県の取り組み（製炭技士認定
制度等）

漆の栽培面積（国内最大規
模），江戸時代の盛岡藩の取
り組み（漆の植林の奨励等），
浄法寺の産地の取り組み（漆
林の保全），職人の取り組み
と規模（国内最多）

伝統性 平泉遺跡群発掘調査の結果，
12世紀前半の陶器窯の跡よ
り，炭が熱源として使用され
ていたことが報告されてい
る。明治時代には，製鉄が盛
んな東北地方の工業用木炭と
して活用され，国内最大の生
産地の地位を確立した。

盛岡藩家老席日記「雑書」（盛
岡市中央公民館蔵）において，
盛岡藩が漆の栽培を奨励して
いた記述が有る。明治時代に
は，「越前衆」と呼ばれた福
井県今立地方の漆掻き職人が
浄法寺に出稼ぎのため滞在
し，技術を普及した。

申請プロセス 年 1回の協会の会員を対象と
した説明会（品質の指導会）
で情報共有，合意形成。GI
サポートデスクと頻繁な遣り
取りを実施（現地調査含む）。

年 1回の共進会（品質評価会）
等の機会において情報共有と
合意形成。定義の整理と申請
書の作成時に GIサポートデ
スクと連携。国産漆状況調査
も実施。

直面した課題 産地との結びつきを示す定性
資料，定量的データの整備と，
申請書の作成自体（農林水産
省の申請書様式への対応）。

産地との結びつきを示す定量
データが基本的に無い状況に
おいて，定性資料（歴史的経
緯に関する資料）を軸に，産
地との結びつきを証明すること。

243林産物における地理的表示の比較研究



⑤ GIマークの活用，⑥輸出促進，⑦その他。
　本研究では，林産物の比較的小規模な市場規模と先行研
究を考慮し，全ての項目を網羅せず，経済性に直結する①，
②，③，⑥への期待を申請動機として捉えている。以下で
は申請動機とその背景についても提示する。
　（1）岩手木炭
　直接取引以外にも多様な取引形態が存在し，高い品質に
は定評があるなか，海外産の安価な木炭の流入が進んでい
るのを背景として，信用力の向上による価格の維持向上が
申請動機となっている。次節の小括の地理的範囲の，地理
的範囲の設定に関する議論において詳述するが，岩手木炭
の産地としては，産業クラスターの形成を目指しており，
地理的表示登録による保全・伝承の促進を意図しつつも，
市場規模の拡大につながるような経済性も重視されている。
　（2）浄法寺漆
　日本では直接取引が基本となっている。海外産の安価な
漆の流入と，文化財修復などのイベント的な需要が主であ
るなかで，差別化による模造品の防止，価格の維持向上が
主要動機であった。需要に関しては，これまで安定的な需
要が見込みにくい状況が続いていたが，文化庁が 2015 年
に国宝や重要文化財等の修復に国産漆を使用することを求
める通知を出したのを契機として，現在は官需を中心に需
要過多の状況にある。岩手木炭と同様に価格の維持向上が
申請動機となっているが，岩手木炭と異なり，直接取引が
基本であり，近年は需要過多であるものの，それ以前の期
間は生産を続けること自体も難しいといえる状況にあっ
た。そのため，経済性に対する意識は，結果的に市場規模
の拡大にも関係するが，あくまで保全・伝承のために経済
性が考慮されている。
　2）産地との結びつきに関する論理の構築
　産地との結びつきの説明においては，産物の品質や生産
方法等と産地の環境や歴史等に密接な関連があることを客
観的に示す必要がある。具体的には，自然条件等に関わる
定量データや，歴史的経緯に関わる定性データを用いた説
明がなされる。対象とした二つの産物については，岩手木炭
は定量データを比較的多く活用し，浄法寺漆は歴史的経緯
を中心とした論理の構築により定性データが用いられている。
　（1）岩手木炭
　炭の品質，生産方法，歴史的経緯に加えて，広葉樹林の
割合等の自然条件も産地との結びつきを示す資料として活
用されている。品質，生産方法，自然条件等は定量的なデー
タを示している。ただし，自然条件については面積比率や
一般的な記述が目立つ。
　（2）浄法寺漆
　生産方法の基準，歴史的経緯が，産地との結びつきを示
す論拠となる。ただし，歴史的な経緯については特に定量
的なデータを示すことが困難であり，全体的に定性資料に
依拠した論理の構築がなされている。
　3）伝統性
　概ね 25 年以上の継続的生産という制度側の要求に対し
て，それより遥かに長い伝統を示すため，両産物ともに歴
史的資料（発掘調査結果，歴史的文献）を使っている。岩

手木炭では，平泉の発掘調査報告書を引用している。浄法
寺漆については，盛岡藩家老席日記「雑書」（盛岡市中央
公民館蔵）の記述が引用されており，盛岡藩が漆の栽培を
奨励していた記述を論拠として提示している。このような
伝統性が，地理的表示の産物の要件を単に満たすだけでは
なく，岩手県庁の地理的表示担当者が「まさに地理的表示
の保護の制度にぴったりと沿う」（2019 年 3 月 7 日，訪問
調査時）というように，正統性の根拠にもなっている。
　4）申請プロセス
　（1）岩手木炭
　2016 年から 2017 年にかけて，年 1回開催している協会
の会員を対象とした説明会（品質の指導会）において情報
の共有を行いつつ，登録申請に向けた合意形成を進めた。
申請書の作成において，国が設けた GIサポートデスクを
利用しており，農林水産省の担当者とは電話・メールのや
り取り（計 25 回程度）を行い，登録前に実施した現地調
査では主に特性の記述方法について議論を行っている。
　（2）浄法寺漆
　まず 2016 年に，登録申請に向けて産物の定義の整理に着
手し，GIサポートデスクにアドバイスを受けながら，定義の
整理と申請書の作成を進めた。申請プロセスにおいては，国
産漆状況調査も行っている。組合員へは年1回の共進会（品
質評価会）等の機会において情報共有と合意形成を進めた。
　5）直面した課題
　（1）岩手木炭
　産地との結びつきを示す定性資料，定量的データの整備，
申請書の作成自体等において労力を要することとなった。
　（2）浄法寺漆
　品質は産物の性質上規格化が難しく，自然条件は特に固
有の条件ではないため，定量的な論拠を示すことが困難な
産物となっている。申請書の作成において，特に歴史的資
料の収集と，歴史的経緯を軸に産地との結びつきを説明す
ることに労力をかけている。
　6）暫定的効果
　価格の変化といった需要側等との取引の結果として表れ
る効果については，登録から日が浅いこともあり，調査実
施時点では観測されていない。欧州等の地理的表示導入の
先行地域では蓄積のある価格や生産量の変動に関する分析
は，今後の長期的課題である。ただし，両産物ともに内部
的な効果として，意識の統一化に一定程度効果がみられる
との回答を得た。内部的な意識変化については，客観的な
評価基準を基に分析を行う必要もあるが，これまで明文化
されていなかった産物をめぐる情報を生産者組織が整備
し，生産者間で共有されていくプロセスには，明文化され
た部分を中心に，産物やその生産等に対する共通の意識を
醸成する効果があることが推察される。
2．�小括
　岩手木炭と浄法寺漆の地理的表示への申請主体を調査し
た結果において，特筆すべき点について以下に示す。
　1）地理的表示の活用の方向性
　地理的表示は，登録要件に概ね 25年以上の生産の歴史が
あることが含まれている等，産物の知財保護を通じたブラ
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ンド化による伝統の継承を促すことが意図されている。産
物によっては保存・伝承と経済性は，必ずしも常に両立し
得ない観点であるが，その両立を促す制度としても地理的
表示は捉えられる。本報で対象とした産物は，登録におい
て二種類の動機（保存・伝承，経済性）をそれぞれ有しつつ，
双方の目的の達成の一助となることを期待して地理的表示
を活用している。多様な取引形態が存在する岩手木炭より，
これまで需要が安定せず，取引が直接取引に限定される浄
法寺漆の方が，地理的表示を保全・伝承の手段として活用
する色合いが強いが，保存・伝承と経済性の双方の観点か
ら地理的表示を活用しようとしている点は共通している。
　2）品質管理と伝統性の証明
　岩手木炭は，品質の規格化が進んでおり，品質に関する
統一的な基準を定量的に示すことが可能である。他方で，
産地との結びつきに関する歴史的な経緯については，発掘
調査の結果を参照する等により提示しているが，歴史的な資
料の収集等の資料整備に多大な労力をかける必要があった。
　浄法寺漆は，生産に関する基準は定められているものの，
実際には季節や生産者によって多様な品質の産物が存在
し，統一的な規格を策定することが極めて困難な産物であ
る。そのため，岩手木炭のように品質について規格として
提示することは課題となっている。他方，浄法寺への産地
の集積や歴史的な経緯等については，資料の整備等に労力
が必要とされたものの，国内における主要な産地としての
歴史的経緯の証明は，岩手木炭のケースほどの困難さはな
かったと推察される。
　伝統性の証明と品質管理について，岩手木炭は，伝統性
を証明する歴史的な資料の収集に多大な労力を必要とした
ものの，規格を通じた品質管理が比較的容易なケースであ
り，浄法寺漆は，品質について統一的な規格を提示するこ
とが困難な産物であるが，歴史的な経緯について特徴があ
るケースとして位置付けられる。伝統性の証明と品質管理
は，地理的表示登録における主要課題であり，それぞれの
項目について対照的な性質を有する岩手木炭と浄法寺漆
は，今後の林産物の登録の際のモデルとなり得る。
　3）産地の地理的範囲の設定
　両産物ともに，原材料や加工地が広域に分布する林産物
として，地理的範囲の設定は比較的緩やかに設定されてい
る（香坂・内山 2016）。それにより，地理的範囲の設定に
よる排除効果を低減することができる。他方，産物名にお
ける地名の設定の仕方には，両者それぞれの戦略の違いが
表れている。具体的には，岩手木炭については，「岩手」
という間口の広い名称を使うことによって，岩手木炭の生
産を行う主体の参画を容易にし，産業クラスターの形成を
意図している。一方，浄法寺漆については，岩手木炭より
更に広い複数県にまたがる地理的範囲を登録しているもの
の，産物名には浄法寺のみを使用している。背景として，
浄法寺が位置する二戸市が浄法寺漆の地理的範囲における
8割の生産量を有しており，浄法寺に職人が集積している
こと等があるが，浄法寺の歴史性を前面に出し，その歴史
性を継承しようとする意図が浄法寺漆の名称に表れている
と考えられる。

　最後に今後の地理的表示保護登録に向けた取組みへの示
唆として，申請時の工夫と申請による効果について述べる。
岩手木炭と浄法寺漆は，一方は品質を一定の幅の中に抑え
る必要がある規格化できる性質のもの（木炭）であり，一
方は幅があること自体が産物の特性となっており（漆），品
質の観点からは対照的な産物であるといえるが，いずれも
申請プロセスにおいて，産地を可能な限り広く捉え，合意
形成の障害，排除を未然に防ぐことで合意形成を容易にし
ている。また土地との結びつきを示す資料の収集や，品質，
生産方法の確認等を通して，内部的な意識の統一化が図ら
れる等の類似した暫定的効果がみられる。なお，差別化に
よる価格上昇や販売量増加等の対外的な効果については，
まだ認定から日が浅いこともあり，今後の検証が必要となる。
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注　　　記
（注 1）「飯沼栗」（登録番号 38　2017 年 6 月 23 日に登録）は，梨な

どと同じ第三類「果実」に分類され，栗のカテゴリーは「農林
水産省生産局の管轄で，特用林産物の資料にその生産局の数値
は掲載されるものの，統計上は林産物ではなく農産物の扱いと
なる」（林野庁林政部経営課特用林産対策室　担当者　2019 年 4
月 2 日，同年 6月 13 日聞き取り）。

（注 2）両産物の申請主体を対象とした調査結果および登録簿，明細
書，生産行程管理業務規程のデータを基に筆者作成。
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