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農産物および農産加工品の競争優位性を活用した
地域活性化に関する研究
Rural Development with Competitive Advantage of
Agricultural Products
This research clarifies how subjects and stakeholders who are related to regional agriproducts
which have obtained high quality as result of unique production methods and natural
characteristics such as regional climate and soil conditions, by making use of Geographical
Indication (GI)protection system, actualize rural development. The qualitative methodology of
interpretation on data gathered by interviews and fieldworks thickly describes the human networks
of two different GI registered products. The former GI product confirms that top-down style
networking system by prefectural office makes residences of the area have sense of ownership/
representative on the GI product and successfully create regional brand together. The later GI
product shows that GI applicant group seems like controlling every procedure and activity
from production to shipment in supply chain of the product, which results in frustration and
distrust emergence among other subjects. The study argues that forming constructive networking
system of subjects and collaborative actions for shared goal accomplishment of regional brand
construction leads them to rural development. GI registration has a function to have them
recognize the outstanding and unique characteristics of the place and its competitive advantages
against products from outside terroir

1

1. はじめに
本研究は、各地域の在来農産物および農産加工品が地理的表示制度を活用することでどのように
地域活性化を実現しうるのかを明らかにすることを目的としている。
結論を先取りすると、地域活性化は主体が社会構造に埋め込まれた資源を適切に動員することによっ
て実現する可能性がある。具体的には、地域ブランド構築を目指す主体が地理的表示産品を取り巻く
連携ネットワーク体制を形成し協働的に活動すれば地域を活性化につなげられる。言いかえると、地理
的表示はローカリティの特性を顕現化させ主体にその意義を認識させる機能を持つ。
地理的表示は、TRIPS 協定第 22 条第 1 項で「ある商品について、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
国の領域又は領域内の地域若しくは地方を原産地とすることを特定する表示」と定義されている1 。世
界知的所有権機関は地理的表示を「特定の地理的原産地を持ち、その原産地に基本的に起因する
品質、評判又は特性を持つ商品に使用される表示」と定義している 2 。このことから地理的表示は産
品に品質等の特性があり、産品の特性とその地理的原産地が結びついている場合、その原産地を特
定することとなる表示であるといえる（内藤 2013；木村 2014 ）。
農産物・農産加工品マーケティング研究における地理的表示に関する研究はいずれも地理的表示
の機能と役割を明らかにするものである。具体的には、6 次産業等の地域産業の活性化のメカニズム
を考察するもの、地域団体商標等の類似の法律との比較を目指すもの、特に第三諸国の国際競争に
おける競争優位性を分析するものの3つに大別できる（木村 2014 ）。
本稿が注目する地域活性化メカニズムでは、農業の多機能性に関する研究や（ Belletti, et als.,
2003 ）、製品差別化となりえることを強調する研究（ Teuber 2007 ）、生産者価値の創造に関する一
連の研究蓄積（ Marescotti 2003；Arfini et als.,2013 ）がある（木村 2014 ）。
GI 産品によって持続可能な地域社会の実現を可能にすることが主張されているとおり（ Van der
Ploeg, et al., 2002 ）
、GI 産品は単にその産品の生産者のみならず生産地域全体に大きな影響を及
ぼすと予想される。ネットワークという視点からは、重要な役割を果たすのが連携推進機関であり（石
倉他 2003 ）
、特に主体間の協調的価値創造は重要である（ Jaime 2010 ）。

2. 日本の地理的表示と地域活性化
地理的表示は農林水産物・食品の名称で、産品の特性が土地の特性と結びついている場合にそ
の産品に与えられる知的財産権である。イタリアやフランスなどのヨーロッパでは古くからある制度で、

1 TRIPS 協定とは「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」
（ Agreement on Trade Related Aspect of
Intellectual Property Rights ）の略である。GI 産品の定義は原文では “identify a good as originating
in the territory of a Member, 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”（Article 22 ）と定義されている。
2 世界知的所有権機関 “About Geographical Indications”
http：//www.wipo.int/geo_indications/en/about.html（ 2014 年 5月4日参照）
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EU の制度としては 1992 年に施行された。日本では昨年 6 月に運用が開始され、2015 年 12 月22日に
日本で初となる名称が7つ登録された。2016 年 10月24日現在、21 産品が登録されている3 。
本研究は 2 つの事例を取り上げ、地理的表示産品をめぐる社会的メカニズムを探索的に明らかに
するための仮説を導出する。方法論として事例研究を選択するのは、本稿は理論的仮説を検証、確
証、あるいは反証するのではなく、理論的仮説に例証を通じて表現力を与えるヴィヴィフィケーション
（ vivification ）を目指すからである（水越 2011 ）。
1 つ目の事例では、トップダウン型のネットワーク構築によって唯一の伝統野菜を用いながら消費者に
も当事者意識を持たせ地域ブランドを創出する仕組みを明らかにする。2 つ目の事例では、伝統的産
品の生産から出荷までのサプライチェーンを統合し管理しようとする主体とそれに反発したり困惑したり
する主体によって形成されるネットワーク構造を解明する。

3. 事例研究 1：野菜 A4
3 .1. 調査対象者
地理的表示に登録された野菜 Aを取り上げる。調査対象者は以下の通りである5 。
【 2016 年 11 月12日】
1 ）X 県立大学 Lキャンパス食堂：消費者ヒアリング、従業員ヒアリング
2 ）野菜 A：組合長とX 県農業経営支援部担当者インタビュー
3 ）L 市在住消費者インタビュー：L 市の歴史のヒアリング
4 ）民宿：宿主インタビュー
【 2016 年 11 月13日】
5 ）L 市地元青果店：店主インタビュー
6 ）L 市図書館：野菜 A の資料収集および複写
7 ）L 市食文化館：学芸員による野菜 Aを含む地域食文化の説明と館内ツアー
8 ）L 市食文化館別館：地元料理店で地元料理を食す
9 ）フィッシャーマンズワーフ：野菜 A の仕入れと取扱い確認
10 ）量販店店頭調査：JA 系列店、および地元チェーン店
11 ）道の駅 L：取扱商品の調査
12 ）L 市まちの駅：取扱商品の調査
13 ）外食産業：店主に野菜 A の特性やメニューなどをヒアリング

3 具体的には、1. あおもりカシス、2. 但馬牛、3. 神戸ビーフ、4. 夕張メロン、5. 八女伝統本玉露、6. 江戸崎かぼちゃ、
7. 鹿児島の壺造り黒酢、8. くまもと県産い草、9. くまもと県産い草畳表、10. 伊予生糸、11. 鳥取砂丘らっきょう、
12. 三輪素麺、13. 市田柿、14. 吉川ナス、15. 谷田部ねぎ、16. 山内かぶら、17. 加賀丸いも、18. 三島馬鈴薯、
19. 下関ふく、20. 能登志賀ころ柿、21. 十勝川西長いもである。
4 野菜 A の調査は法政大学経営学部木村純子ゼミナール 3 年高内咲希と共に実施した。
5 調査は本研究期間終了後に行わなければいけなかった。なぜならば、本研究期間中はまだ地理的表示に登録されて
おらず、地理的表示登録に係る学識経験者である筆者は生産者にコンタクトを取ることができなかったからである
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【 2016 年 11 月14日】
14 ）量販店インタビュー：JA 系列店で野菜 Aについてインタビュー
15 ）JA 直売所：取扱商品の調査、および従業員ヒアリング
16 ）M 県庁：X 県食料産業振興課担当者インタビュー
3 .2. 産品特性
野菜 A は農林水産省の地理的表示に登録される前から、他の認証を複数受けている。たとえば、
2004 年に農山漁村文化協会による「故郷に残したい食材」に選定され、2006 年に L 市ブランド推奨
機構から「 L 市ブランド」として認証され、2007 年にはスローフード協会による「味の箱舟」に選定さ
れた。
認証を受けられた理由として、その産品の特性が挙げられる。形状は、2 度の植え替えを行うが、
2 度目の伏せ替えの際に斜めに植えることで根元が釣り針状に曲がる。味は慣行野菜よりも柔らかくて
甘いと言われている。栽培面積はわずか 3 ヘクタールで、生産者数は12 人である。必然的に出荷量も
少なく、年間約 5トン程度である。野菜 A は生産性の低い産品である。具体的には、購入するのでは
なく前年 9月に自家採取した種を翌年植え、2 度にわたる植え替えの後、収穫できるのは10月以降であ
ることから 1 年以上も手をかけなければいけない野菜である。1 年に 3 回も収穫が可能な地理的表示
産品もある中、極めて生産性が低い産品であるといえよう。
3. 3. 分析
（1 ）食育の先駆けとしての X 県
X 県は食育に対する意識と関与が高いといえる。たとえば、
「食育」という言葉を日本で使ったのは
X 市で生まれた医師である。書籍の中で「地方に先祖代々伝わってきた伝統的食生活にはそれぞれ
しんど ふ じ

意味があり、その土地に行ったらその土地の食生活に学ぶべきである」という身土不二の原理を発表
している。X 県は今から百年以上も前に、食の栄養、安全、選び方や組み合わせ方の知識と、それに
基づく食生活が心身共に健やかな人間をつくるという教育、すなわち「食育」を唱えていたのである6 。
（2 ）生産者の機能と限界
野菜 A は生産量が少なく、生産者の高齢化も進んでいることから地域ブランド構築の主要アクター
になることは難しいと思われる。たしかに、生産者はネットワークの中で重要な機能を果たしている。機
能とは具体的には地域の伝統を守り、育てにくいが他の地域にはない在来品種の野菜を求めて京都
のミシュラン星付きの菊乃井といった外食産業からも引き合いが来ることから生産者価値を創出し、地
理的表示登録以降増加したメディア露出によって産品認知度を向上させている7 。
しかしながら、野菜 A 生産者組合は任意団体であり組合員もたった12 生産者であることから予算が
わずかしかないことや野菜 A 自体きわめて生産性が低いことから社会構造の中でイニシアティブを取っ
てネットワークを構築していくことは難しい。

6 X 観光営業部ブランド営業課 HP 、および食文化館インタビュー。
7 メディアとはローカル局のテレビ番組や新聞である。たとえば、2016 年 12 月 3 日放送の X 県テレビ局ニュース
番組や、2016 年 12 月 14日放送の NHK 情報番組などで取り上げられた。
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（3 ）GI 申請以前の X 県の取組み
X 県はGI申請する以前から、地域の在来品種を大切にしようとする文化的社会構造を有していた。
いまから30 年前の1986 年に「ふるさと特産野菜優良系統育成事業」として県内で古くから自家採取に
より栽培されている野菜の優良系統選抜試験実施し、1998 年には自主的研究グループ「ふるさと野菜
の会」を発足させ書籍『 X の伝統野菜』の出版を契機にふるさとの味としての伝統地場農産物の評
価に対する見直しを行ったことで「伝統野菜をもっと食べたい」
「興味がある」
「作ってみたい」といった
消費者の気運が生まれた（早川 2012p66 ）。2001 年には伝統地場農産物等原種供給事業として、県
内各地域の伝統地場農産物品種を収集、栽培、選抜、保存を進め、現場の要望に応じて種子等を
配布した（早川2012p66）。県が主体となったこれらの活動を通じて、伝統地場農産物の栽培や収穫、
即売会などの話題が地方新聞の記事に掲載される機会が増えた（早川2012p69 ）。
（4 ）GI 申請と登録過程での X 県のサポート
X 県による体系的な取組みから、県は地理的表示の仕組みを理解した上で申請者をサポートして
いることが読み取れる。県庁 GI 担当者へのインタビューより、具体的な活動が明らかになった。たと
えば、X 県出身で東京の日仏学院関係者が県にフランスの原産地呼称制度（ AOC： Appellation
d'Origine Contrôlée ）を紹介したことで日本における地理的表示法の施行前から原産地呼称に対す
る理解が主体間で共有されていた。実際、長野県認証制度を参考にして X 県の認証制度を作ろうと
していたほどである。書類作成といった事務的・実務的側面からも生産者をサポートした。伝統野菜
の普及に努めるパンフレットの作成や『 X の伝統野菜』の出版を通じて、2010 年頃から地域野菜の認
知度向上活動を行っている。
県が包括的に見て県内の伝統野菜を 20 産品程度選定し精査し GI 申請の準備を進めた。GI を生
産者と消費者に理解してもらうため、県主体のイベント「味の祭典」等で GI 自体の普及に努めた。販
路開拓としては、学校給食や限定的流通販路であったものを GI 登録によって JA のルート開拓を始め
ることができた。県内外の飲食店などのチャネルに対しても販売促進することで、生産者の意識改革に
寄与した。生産者は「自分が育てた産品が都会のレストランで使われている」
「百貨店の伊勢丹で引き
合いがあった」といった実績を知って自信をつけている。
重要なのは、慣行野菜としての通常の野菜から野菜 A を消費者に買わせようとするのではなく、当該
野菜カテゴリーの中に比較的高価格帯の野菜 A があると消費者が知ることで、購買行動と消費行動
の選択の幅を広げられるという消費価値の創出である。
（5 ）ネットワーク構造への消費者の取込み
X 県は消費者教育を積極的に展開し消費者に当事者意識を持たせている。具体的には、食の文
化館や資料館における食文化のアーカイブ化や文化館に併設されたキッチンでのイベントを通じた野
菜 Aを用いた料理の教育実践である。限られた生産量の野菜 A であることから販路比率の意思決定
は難しいが、都会に出荷するばかりではなく、給食に利用することで地元消費、ことさら子供たちが消
費できる機会を増やそうとしている。県は野菜 A の用途開発にも積極的である。メニュー提案やフレン
チレストランなど常識にとらわれない販路の開拓を行うことで、消費者も野菜 A に対してより理解と関与
を高めることができるからである。
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以上、野菜 A の事例から、県が多様な主体を取りまとめることで地理的表示産品を活用しながら地
域活性化の実現を目指していることが明らかになった。押しつけ型のトップダウン方式ではなく、消費者
に当事者意識を持たせることで双方向的に産品を盛り上げる工夫をしている点が重要であろう。

4. 事例研究 2：加工品 B8
4. 1. 調査対象者
【 2016 年 11 月2日】
1 ）飲食店：実家で加工品 Bを作っている店主と従業員にヒアリング
2 ）青果店：加工品 Bを販売。多品種ハチヤとの違いなどヒアリング。
3 ）土産物店：店員2 名に地元における加工品 B の意味や GI 取得の影響についてヒアリング
4 ）土産物店：取り扱っている加工品 B 関連の菓子類について品揃え調査とヒアリング
5 ）園芸農業協同組合：GI 登録の影響や今後の取組みに関するインタビュー
6 ）JA 直売所：所長にインタビュー
7 ）飲食店：従業員に地元での加工品 B の食べられ方についてヒアリング
【 2016 年 11 月3日】
8 ）コンビニエンスストア：土産コーナーにおける品揃え
9 ）JR 駅売店：従業員に最も売れる土産品と加工品 B の売行きについてヒアリング
10 ）農家：加 工品 B 生産者にインタビュー。実際に工具を見ながら加工品 B の加工過程の説明を
受ける
11 ）JA 工房：所長にインタビュー、加工品 B 試食、工房で作業の説明
12 ）N 町町歴史風俗資料館：加工品 B の歴史の展示と資料
13 ）加工業者：社 長にインタビュー。加工品 B の原料となる果実 B の用途開発やイノベーション。
GI 登録の影響について
14 ）地元イベント：特産品の取扱い確認
15 ）地元量販店：店員にヒアリング。青果コーナーと土産コーナーと地元特産品コーナーの品揃え確認
4. 2. 産品特性
Y 県 M 市とその周辺の村で栽培されている加工品 B は、渋柿の一種である果実 B のみを原料とす
る製品である。原料である果実 B は糖度が高い品種で、成熟時に糖度 18％以上の高糖度となる。サ
イズは成熟時に 100 グラムから 120 グラム中心の小ぶりな品種である。干し柿としての加工品 B は明る
い飴色の果肉で、羊羹のようにやわらかでもっちりとした肉質である。他の産地の干し柿よりも比較的
高価格帯で取引されている9 。
後述の主体間関係に関わることから生産工程過程を概観する。第 1 は 6 月から 8 月の摘花である。

8 加工品 B の調査は法政大学経営学部木村純子ゼミナール 2 年佐藤匠真と共に実施した。
9 筆者が利用するクイーンズ伊勢丹小石川店では6 個入り150グラム798 円で販売されている。
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大きな実ができるように、小さなうちに余分な実を取る。第 2 は 10 月末から11 月の収穫である。ちょうど
良い位に色づいた実を収穫する。果実が熟してしまうので短期間に収穫をしなければならない。第 3は
皮むきである。皮むき器を使って皮を剥く。それでも人手が足りず短期で人を雇う農家が多い。第 4 は
硫黄燻蒸である。硫黄燻蒸によって殺菌、乾燥の促進、カビ防止の効果がある。第 5 は 10 月末から
11 月の果実のれんつくりである。果実と果実が触れ合わないよう間を空けて吊るす。第 6 は乾燥であ
る。風通しのよい柿ハウスで 1ヶ月程度干して乾燥させる。皮むき時の 35 ％程度の重さになったら柿を
外す。第 7は果実の揉みこみである。もむことで中の水分を外にだししわの少ない干し柿となる。第 8は
天日干しである。干して中の水分をさらに抜く。タンニン含有量が高く非常に脱渋し難い性質を持って
いることから脱渋には時間をかけてじっくり干し上げることが必要となる。12 月になると第 9 段階の出荷
である。検品した後、出荷する。以上のとおり、加工品 B はたいへん手間のかかる作業を経て丁寧に
作られる産品である。
4. 3. 分析
（1 ）原産地に根づいた産品
N 町は「加工品 B 発祥の地」として町をあげてプロモーション活動に取り組んでいる。例えば、N 町
のマンホールは加工品 B を吊るしているイラストである。町のキャラクターは柿丸くんと呼ばれ B の顔を
している。
原産地内で暮らす人たちも加工品 B が馴染みのある産品であると述べる。飲食店の店員は実家で
加工品 B を作っている。GI に登録されたことも知っていた。若い女性であったが、加工品 B 作りの製
法にも詳しく、子供のころから自身も祖母を手伝い作った経験があり、年明けのお食い初めで食べる風
習が地元にはあるがあまりに身近な産品過ぎてもう見たくもないと思うことがあるという。家族が Bを作っ
ていなくても、地元小学校で加工品 B の生産工程を体験させることで子供たちは産品を身近なものと
捉えている。
M 市駅前の青果店では店主に果実 B の皮を使った酢漬け料理や加工品 B の昔のパッケージにつ
いても説明してもらった。最近愛知の研究所から研究目的で果実 B の注文があったという。地域内で
の果実 Bと加工品 B の認知度は非常に高く、B の存在はもちろんのこと、GI 登録されたということまで
広く知れ渡っている。
歴史的資料も残りアーカイブ化されている。N 町歴史風俗資料館には「加工品 B コーナー」もあり
B の歴史を知ることができる。果実 Bと加工品 B の起源、加工品 B を使う料理教室のパンフレット、過
去の包材（パッケージ）
も展示されている。
（2 ）GI 登録後の地域活性化効果
調査実施時、GI 登録後の初出荷は 1ヶ月程度先であったため期待される効果を尋ねたところ主に
3 点あった。1つ目はブランド力の向上である。GI 登録によって得られる国の保障という力を借りてブラン
ド力を向上できることを期待している。2 つ目は模倣品の取締りである。以前、中国産干し柿が加工品
ちんたお

Bという名称で販売されていたことがあったが、GI 登録後は中国加工業者との交渉で青島柿と改称さ
せることができた。3 つ目は後継者の育成である。ブランド力向上によって生産者価格が上昇し収入が
安定すれば新規農業就労者が増え農業就業者数の減少に歯止めをかけられる。これらはいずれも地
域活性化の礎となる要素といえよう。
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（3 ）ネットワーク構造の課題と解決策
地域団体商標を申請するにあたり発足させた加工品 B ブランド推進協議会とGI 申請者である JA
の結びつきは強い。具体的には、広報やイベント企画を加工品 B ブランド推進協議会が行う一方で、
GI 取得は JA が行い生産農家や加工業者を組合員にして品質管理や工房を保有し加工できない生
産者の果実を引き取り加工している。ブランド推進協議会とJA は情報共有を行い協働で積極的に PR
活動を実施している。
しかしながら、すべての主体が建設的な関係を必ずしも築けているわけではない。農家はGI 登録に
より厳格な生産工程基準を遵守し JA の管理を受けなければいけなくなったことから加工品 B の生産
の負荷が高まったと感じている。加工業者もこれまでは JA の組合員にならずに自立して加工品 B を生
産できていたが、GI 登録により組合に加入し JA が指定する農薬を使用したり指定された GI マークを
パッケージに付与したりしなければいけなくなったことに不満を抱いている。
解決策として、GI 制度の理解と効果の実感が挙げられよう。高齢化が進む生産農家は JA のサポー
トと教育のもと愚直に生産工程基準を守っているものの、GI 制度それ自体を理解しているわけではな
かった。生産者や加工業者が制度を適切に理解し、プレミアム価格など登録の効果と恩恵を生産者価
値として実際に受けられるようになることで JAに対する不信感や不満を解消することができるであろう。
加工品 Bをめぐる関連主体のネットワークは図 1の通り表すことができる。
図 1 加工品 B のネットワーク

出所：佐藤（ 2017 ）を元に筆者作成

5. おわりに
本研究は、各地域の在来農産物および農産加工品が地理的表示制度を活用することでどのように
地域活性化を実現しうるのかを探索的に明らかにすることを試みた。原産地を中心とする地域社会の
社会的経済的活性化は、関連主体が建設的な連携ネットワーク体制を形成し地理的表示を活用した
販売促進や販路開拓等において協働的に活動し地域ブランドを構築することで可能となる。
主な発見物は以下の通りである。第 1 に、地理的表示制度は経済的側面だけではない生産
者価値を創出するきっかけとなりえる。農家など生産に直接携わる主体が望んで申請し登録した
わけではなかった。理由としては産品が持つユニークネスや競争優位性が生む消費者価値を
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認識していないからである。地理的表示登録によって生産者はポジティブな自己アイデンティティを形成
したり地域内外の消費者とのインタラクションを手に入れたりすることでやりがいや自信といった社会心
理的側面における価値を得ることができる。第 2に、地理的表示産品は美味しく高級で希少といった単
なる “ モノ” ではなく、大量生産される工業製品とは異なり多くの主体の重層的で階層的でインタラク
ティブな関係性が生みだす有機的で動態的な産物である。したがって地理的表示産品を取り巻くネット
ワークを理解するためにはパワーや信頼や集団的アイデンティティといった分析概念が必要である。
実践的な今後の課題として、地理的表示の認知度を向上させなければならない。本稿では生産者
が制度を適切に理解していない点を指摘したが、消費者教育も必要である。地理的表示登録産品の
特性はその原産地の特性があるからこそ生まれるものであるという “ つながり” こそが産品をその産品
たらしめるファクターである。つながり概念は単に産品の本質的味や栄養素の特性を生むだけではな
く、現代社会が直面する生産と消費の分断を解消する鍵となりえよう。
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