
全国初のブラッドオレンジ産地化を目指した普及活動
活動期間：平成２１～（継続中）

○ 宇和島地域は、地球温暖化で主力の温州みかんの高品質栽培が困難
な状況となり、新規作物の導入が緊喫の課題となる。

○ このため、産業振興課では、地球温暖化により栽培が可能となったブラッ
ドオレンジに着目し、「ブラッドオレンジ産地化確立事業」を企画・立案・予算
化、栽培研究会と加工研究協議会を立ち上げ、技術確立と加工品開発及
びＰＲ活動を推進し、全国初の産地化に取り組んだ。

○ その結果、栽培面積・生産量が大幅に増加し、宇和島地域の新たなブラ
ンドが確立された。

愛媛県

普及指導員だからできたこと

・専門技術を持ち、産地と密接な関係を持
つ普及指導員だからこそ、対応すべき課題
を明らかにして、それに対する事業化が可
能。

・高いコーディネート機能を持つ普及指導員
だからこそ、農業者、関係機関、企業との連
携が可能。

具体的な成果

１ ブラッドオレンジの栽培面積・生産量増
大
■面積・生産量ともに大幅増・産地が拡大
①栽培面積 2.1ha → 18ha
②生産量 1.8t → 87t
③生産農家数 65戸 →118戸
④販売金額 0円 → 2,980万円

２ 栽培・貯蔵と加工の技術確立
■アントシアニン増強栽培・貯蔵技術の確立

■果実の加工適性の把握と果汁の保存技
術の確立により商品化へ

３ 消費者・市場へのＰＲ活動の推進

■東京アンテナショップでの試食会・アン
ケート調査の実施

■東京表参道でのプロモーション活動
■地元でブラッドオレンジフェアを開催
■大手酒造メーカー
から缶酎ハイの発売
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普及指導員の活動

平成21年
■県の出先機関の独自予算事業を立案・
予算化し、普及ベースで組織を立ち上げ
た（栽培研究会、加工技術研究協議会）。

■栽培研究会、加工技術研究協議会及び
関係機関と連携し、実証圃等を設置、栽
培・貯蔵・加工分野の試験を行い、技術
を確立した。

平成22年
■機能性成分を維持した加工品の開発。
■関係機関と連携を図り、高鮮度（アントシ

アニン）加工技術を確立した。

平成23年
■関係機関との連携を主導し、東京におけ

る販売促進活動を支援。
■地元でのブラッドオレンジフェアの開催や

専用のＨＰを開設、情報発信に努めた。
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１．取組の背景 

愛媛県の西南に位置する宇和島地域は、急傾斜地が多く、労働条件は厳し

いが、この自然条件を逆手に取り、カンキツのトップブランド産地を形成し

ている。しかし地球温暖化による気温の上昇で、温州みかんでは浮皮が発生

するなど高品質果実の栽培が難しくなっており、ブラッドオレンジの生産に

対する農家の期待は大きいものがあった。 

南予地方局産業振興課では、全国初の｢ブラッドオレンジの産地化｣を図る

ため、みかん研究所等と連携して栽培上の問題解決

と、加工・販売促進に取り組み、栽培面積の拡大を

推進した。 
 

２．活動内容（詳細） 

【平成 20 年～21 年度】 

 平成 20 年度に、県の出先機関の独自予算事業（｢ブ

ラッドオレンジ産地化確立事業｣、平成 21 年度から３カ年事業）を立案・予算

化し、課内でプロジェクトチームを発足させ、事業に取り組んだ。 

平成 21 年度の普及課題は、当事業とリンクさせ、活動は①アントシアニン増

加栽培技術の確立、②長期貯蔵・高鮮度加工技術の確立について、栽培研究会

を通して技術指導を行った。普及のコーディネート活動により栽培研究会・加

工技術研究会が立ち上がり、ＪＡ、みかん研究所、食品産業技術センター等関

係機関と一体となって赤味を安定して発現させるための栽培技術（着果ストレ

ス等）に取り組んだ。 

【平成 22 年度】 

平成 22 年度の課題では、マルチ資材等の利用や着果量の制限による赤味の増

強について、現場で実証試験を行い、その成果を栽培部会員やＪＡ指導員等に

発表して、意識統一を図った。また加工面では、ブラッドオレンジの機能性成

分を維持した加工技術開発を目的に、地元企業や食品産業技術センターと連携

して、加工品製作に取り組んだ。 

【平成 23 年度】 

平成 23 年度の課題は、栽培・貯蔵技術の確立に加え、多種の加工品開発と販

売支援に力を入れた。 

加工品消費拡大には、広く消費者へのＰＲが必要であったことから、ブラッ

ドオレンジ専用のＨＰを開設し、情報発信を開始した。また東京と地元宇和島

で販売促進イベントを実施して広くアピールした。 

産地育成室では、3年間の活動結果（栽培・貯蔵試験結果、加工品紹介、消費

動向調査）を取りまとめて冊子を 1,000 部作成し、関係者に配布した。  

図 1 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞ:赤が特徴
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３．具体的な成果（詳細） 

(1)ブラッドオレンジの栽培面積、生産量の増大 

この取組みの結果、栽培面積は

平成 17 年の 2.1ha から 23 年に

は 18ha に、生産量は 1.8t から

87t になり、平成 23 年の販売金

額は 2,980 万円まで増加し、目標

の 1 億円は平成 27 年には達成さ

れる見込みである。また、ブラッ

ドオレンジを活用した加工品は

30 品目を超え、県外有名百貨店に出荷する業者も出てきている。 
 

(2)栽培・貯蔵と加工の技術確立  

ア アントシアニン増強のための栽培技術・貯蔵技術の確立 

  ブラッドオレンジは果皮・果肉の赤味（アントシアニン）が大きな特徴で

ある。栽培研究会はみかん研究所と連携し、研究所と会

員の圃場で、赤味増強のための①土壌乾燥処理技術（シ

ートマルチで雨水を制限）、②結実管理技術（摘果時期

を変える）、③樹形改造技術（剪定方法）の現地実証試

験を行い、連年安定生産技術を実証した。また、貯蔵試

験を２年間実施し、鮮度保持に最適な温度が明らかと

なり、長期貯蔵技術を確立することに成功した。 

 

イ 果実の加工適性の把握と果汁の保存技術の確立により商品化へ 

加工協議会は、アントシアニン（機能性成分）の長期安定化技術の確立と

新しいコンセプトに基づく加工品づくりに取り組み、加工関係企業等 9 社が

試作品 30 種類を試作し、商品化を行った。 

 

(3)消費者・市場へのＰＲ活動の推進 

 ア 東京アンテナショップでの試食会・アンケート調査の実施 

  普及指導員は 6 次産業化を後押しし、栽培研究会が中心となり、ＰＲ用パ

ンフレットを作成。消費者・市場へのＰＲ活動やアンケート調査により、都

市部では少量買いが多いという消費動向を把握、販売戦略を立て、実践した。   

 

 イ 東京表参道でのプロモーション活動 

  平成 24年 2月には東京表参道において｢愛媛とつながるプロジェクト｣での
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図 2 ﾌﾞﾗｯﾄﾞｵﾚﾝｼﾞの栽培面積と販売量の推移 

図 3 ｱﾝﾄｼｱﾆﾝ増強試験
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ブラッドオレンジプロモーションが行われ、果実の展示やブラッドオレンジ

を使用したオリジナルメニューが提供された。 

 

 ウ 地元でブラッドオレンジフェアを開催  

 平成 24 年 3 月には、地元宇和島の道の駅

｢きさいや広場｣において、｢ブラッドオレン

ジフェア｣を開催し、栽培研究会もパネルを

利用した紹介や試飲・試食を通した消費者と

の交流に力を入れた。 

 

 エ 大手酒造メーカーから缶酎ハイの発売 

  平成 24 年 11 月 20 日から、加工研究協議

会が大手酒造メーカーと連携して開発した、

宇和島産ブラッドオレンジを使った缶酎ハイが全国販売された。販売数量は

６万ケース（１ケース 350ml 24 本）。ブラッドオレンジは全国的には生産量

が少なく、知名度も低いため、全国区になることが関係者の間では期待され

ている。 

 

４．農家等からの評価・コメント（宇和島市吉田町 児玉氏） 

 ブラッドオレンジを当初から栽培していたが、普及指導員さんの事業化のお

かげで、組織化が図られ、栽培・貯蔵中の問題点もある程度目処が立ち、宇和

島の新しい顔として認識されるようになった。 

 今後も普及指導員さんの指導を受けて、消費者へのＰＲ活動に取り組み、全

国の人にブラッドオレンジを売り込んでいきたい。 

 

５．普及指導員のコメント（産業振興課 果樹係長 菊池泰志） 

 普及の総合力を発揮して、試験研究機関との連携のもと、いろいろな問題点

を解決することができた。また農家のネットワークにより、ＰＲ活動は進展を

見せており、全国初のブラッドオレンジの産地化が実現できた。 

 

６．現状・今後の展開等 

一般企業の加工品に向ける量が少なくなり、生産量増大が求められているた

め、早期成園化の対策を推進し、生産量の増大を図る。 

安定した赤味が発現するよう栽培部会で技術の均一化が求められているため

関係機関と連携して、継続して支援する。 

今後は、地域内、また都心の異業種との連携を図り、販売チャンネルの多角

化を推進し、農商工連携、６次産業化等、多角的な経営を支援していく。 

図 4 生産者自らが消費宣伝マンになりＰＲ 


