
 

 

認定基準の各項目に係る農林水産業システムの説明                
 

１ 世界及び日本においての重要性 

本システムは、「みかん生産者の高い観察力による優良品種の探索」と「みかん農

家による苗木生産」の組み合わせによる自立性の高い産地形成、多様な地勢・地質

の組み合わせに応じた栽培技術の開発及び日本初のみかん共同出荷組織「蜜柑方」

を起源とする多様な出荷組織の共存による、持続的農業システムである。 
 

有田地域は、江戸時代に日本で初めて、みかん栽培を生計の手段にまで発展させ

た地域であり、日本のみかん栽培は有田地域から全国へと広まっている。 
 

北は長峰山脈、東は紀伊山地、南は白馬山脈に囲まれ、西は紀伊水道に向けて開

けた有田地域は、平地が少ない一方で温暖な気候、長い日照時間や水はけの良い土

壌条件に恵まれた「みかんの栽培適地」であり、本システムはこの条件を最大限に

活かしている。 
 

人々は、周囲に広がる山々の斜面に石積みの階段園を築き、多様な地形・地質の

組み合わせに応じた品種選定や栽培技術の開発を行うことで、高品質なみかんを栽

培し、平地の少なさを克服してきた。 
 

みかん生産者は長年培った高い観察力により、偶発的に発生した優良品種を見出

すとともに、一部の農家がみかん栽培との兼業により、高品質な苗木（２年生・土付

き苗木）を農家の視点に基づいて生産することで、自立性の高い産地を形成してきた。 
 

また、江戸時代には日本初のみかん共同出荷組織「蜜柑方」（みかんがた）を組織

しており、時代に合わせてその形態を発展させることで、販売面での優位性を維持

してきた。 

加えて、蜜柑方から続く「集落組織」は生産者による情報交換の場となっており、

人々は互いに切磋琢磨を重ねることで、栽培技術を向上させ続けてきた。 
 

本システムにより持続可能な発展を続けた有田地域は、日本を代表する地域ブラ

ンド「有田みかん」を確立し、日本一の生産量を誇る産地となるとともに、他産地

の発展を牽引してきた。 
 

また、有田地域では「地域内外からの担い手の確保」や「多様な６次産業化」な

どの新たな取組によってシステムの持続性を高め続けており、各産地がみかんの栽

培面積を減少させるなか、有田地域は栽培面積を維持している。 

 

オレンジ、マンダリン、グレープフルーツ、レモン、ライムなどを含む柑橘類は

世界で最も生産量の多い果樹であり、熱帯から暖帯の南部にわたる 100 を超える国・

地域で栽培されている。 
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日本においても多様な柑橘類が栽培されているが、明治以降、本システムの主力

品種となった「温州みかん」は、日本で最も生産量の多い果樹であり、その生産量

が最も多い産地が有田地域である。 
 

近年、柑橘類はアジア・アフリカを中心に栽培が拡大しているが、世界には、粗

放的な栽培や資源消費型の栽培を行う地域も存在する。 

このような状況の中、平地の少なさを乗り越え、400 年以上にわたる持続的な発

展を可能にするとともに、地域全体の生活・文化を発展させ続けてきた本システム

は、「持続可能な農業の促進」（SDGs Goal2）、「陸域生態系の持続可能な利用の促進」（SDGs 

Goal15）、「ジェンダー平等」（SDGs Goal5）の達成に確実に貢献するものである。 
 

本システムは、日本で初めて、みかん栽培を生計の手段に発達させるとともに、

みかん農家・苗木農家・出荷組織が連携し、産地全体で日本一の「有田みかん」産

地を形成・維持してきた地域共同のシステムである。 

 

（１）農業的及び文化的遺産価値 

ア 有田地域におけるみかん栽培の歴史 

柑橘類の原産地はインド東北部からアジアにわたる地域とされている。 

日本では、古事記・日本書紀においてすでに食用植物としての橘（たちば

な）の記載がみられるが、その消費は自給的であったと推察される。 
 

なお、有田地域におけるみかん栽培の歴史は、室町時代にまで遡る。 

我が国最古の稲荷神社（652 年創建）として知られる有田市の糸我（いと

が）稲荷神社に残る「糸我社由緒」（いとがしゃゆいしょ）には、「永享年中

（1429-1440 年）、立岩の麓、神田の岸に、橘（現在の九年母（クネンボ）又は

柑子（コウジ）と推察）一樹自然に生え出て、年々に実を結ぶ。其の味、蜜の

如し。よって蜜柑と号す。」と記されており、有田地域では少なくとも室町

時代より在来のみかんが存在していたことがわかる。 
 

また、「文正（1466 年）の頃、山畠に植え、近郷へも植える。大永年中

（1521-1527 年）に接ぎ木始まる。」との記載が続くことから、在来みかんの

栽培は、有田地域各地に広まっていたと考えられる。 
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このように有田地域では、室町時代後期より在来みかんの栽培を行って

きたが、1574 年（安土桃山時代）には、肥後国八代（熊本県八代市）から、味

が良いとの評判であった「八代の小みかん」を導入している。 

（伊藤孫右衛門による導入。有田地域南岸・下流域の糸我地域に植えられ、現

在も同じ園地に７代目の原木が現存する。） 
 

人々は在来みかんへの接ぎ木により、八代

の小みかんの栽培を拡大させていったが、こ

の過程において優れた系統の選抜を重ね、江

戸時代に「紀州みかん」の名で全国を席巻し

た「紀州小みかん」を育成した。 
 

なお、みかん栽培が地域を支える生計の手

段にまで発展した背景には、紀州小みかんの

味の良さに加え、紀州藩による栽培奨励・保護政策が存在する。 
 

和歌山県は「木の国」と謳われたほど山林が多く、平地が少ないことか

ら、田畑からの収穫が少なく農民の暮らしは貧しかった。 

そこで、初代紀州藩主 徳川頼宣（1602～1671 年。1619 年入国）は、領内を

巡視し、藩内各地でその立地条件に合った産業を奨励した。 

有田地域では、温暖な気候と山林の多い地形を活かしたみかん栽培を奨

励し、山林を開墾し、石積みの階段園を築いてゆくことで、日本一の産地を

形成していった。 

また、生産量の増加に伴い、紀州藩は日本初となるみかん共同出荷組織

「蜜柑方」（みかんがた）を設け、流通網を整備し、販路拡大・販売管理を行

うことで、流通・販売を保護した※１。 

※１：輸送船の手配、運賃・代金の回収、出荷調整などを組織的に実施する共
同出荷組織。 

 

写真 1-1 糸我稲荷神社 写真 1-2 糸我社由緒  

出典：私たちの有田市 
  

写真 1-3 紀州小みかん 
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元締（蜜柑方の代表）、組株（現在の出荷組合）、荷親（出荷組合長）、荷主
代（江戸での問屋への引き渡し、代金回収を実施）等から構成。 

 

紀州藩は蜜柑方に「紀州家御用」のお墨付を与え、江戸での荷揚げ場の提
供や販売・売掛金の回収支援などの他藩にない支援を実施。 

 

流通面においては、選別・籠詰めしたみかんを船で下して有田川河口に

集積し、大型船によって江戸・尾張に出荷しており※2、輸送経路としての有

田川の存在により、大都市の消費に応える産地が形成されていった。 

※２：河口では、蜜柑方の世話人が仕分けを実施。 

大坂から江戸への定期貨物船「菱垣廻船」の航海が出荷に有利に働く。 
 
 

 
 

紀州藩は、みかん農家の増加、生産量・売上げが安定した 1698 年（元禄

11 年）より、みかんに対する税金「御口銀」の徴収を開始しており、みかん

栽培は藩の財政強化に大きく貢献した。 
 

江戸末期における江戸へのみかん出荷量は 100 万籠（約 15,000t）に及ん

だが、これは江戸の全住民がみかんの季節に毎日１個以上食べた量に相当す

るものであり、紀州みかんによって日本人の食文化にみかんが定着した。 

図 1-1 有田地域における江戸時代のみかん栽培・収穫及び出荷の様子（紀伊国名所図会）

左上：石積み階段園での収穫、       右上：選別・籠詰め 

左下：船による有田川河口（北湊）への集積 右下：大型船への積み込み 

出典：日本名所風俗図会（角川書店） 
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なお、江戸時代におけるみかんの大産地は紀州、駿河（静岡県中部）、九

州の各藩等であったが、「中でも紀州産優れ、皮厚くしてその味甘し」（1754

年 日本山海名物図絵）とされるなど、みかん産業の創生期より有田地域は他

産地を圧倒してきた。 
 

ここまでを整理すると、有田地域のみかん栽培は、自生のみかんが存在

した糸我地域（有田川南岸・下流域）を起点とし、対岸の有田川北岸、内陸部

や沿岸部に拡大し、江戸時代には、各地で蜜柑方が設置されることとなって

いる。 
 

明治期に入ると、有田地域は紀州小みかんから「温州みかん」への転換

を全国に先駆けて行っている。 

 
 

温州みかんは、1500～1600 年頃、鹿児島県長

島地域で偶然発生したとされており、小みかん

よりも果実が大きく、甘くて果汁に富むが、「種

子がない」との特徴が武家社会で忌み嫌われ（子

孫繁栄に繋がらない）、その栽培が広がることはな

かった。 
 

しかし、江戸後期になると好んで食べる人が

増え始め、明治期には更に人気が高まったが、有田地域ではこの変化をいち

早く捉え、温州みかんへの転換を進め※３、明治維新以降に本格化した柑橘

産業の近代化を牽引した。 

※３：明治14 年には、東京神田に温州みかんを初出荷。 
鹿児島県における温州みかんの本格栽培は、明治28 年からとされる。 
なお「小みかん」は、正月飾り用の「葉付きみかん」として現在も有田地域で栽培 
（2016 年 2.2ha） 

 

温州みかんの来歴について 
・田中長三郎 農学博士（1885-1976）は、「温州みかんは、鹿児島県出水郡長島が

原産地。中国から伝来していた柑橘から偶然実生したもので、中国にはない品
種。江戸時代初期に発現。」と結論。（柑橘の研究・1933 年） 

 

・当時は、発祥地に因み、長島蜜柑、中島蜜柑、唐蜜柑、李夫人（りうりん・りふ

じん）などと呼ばれたが、19 世紀初期には温州みかんの名称が用いられるよう
になり、明治期に農務省により温州みかんに統一。 

 

・2016 年、ＤＮＡ鑑定により温州みかんは、種子親が紀州みかん、花粉親がク
ネンボであることが判明。（情報・システム研究機構国立遺伝学研究所、農研機構果
樹茶業研究部門カンキツ研究領域、京都大学農学研究科） 

写真 1-4 温州みかん 
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大正期には、整枝・剪定技術を導入することで生産性を向上させるとと

もに、交通手段の発達に伴い、みかんの輸送方法を海上輸送から鉄道輸送へ

と転換した。   

昭和の戦時期には、食料増産のため、みかん園の強制伐採が行われたが、

戦後にはみかん栽培を「復興の柱」とし、地域全体の生活を再建した。 
 

その後も、全国的な生産過剰による価格低迷やオレンジの輸入自由化な

どの危機に見舞われてきたが、高品質・高単価ブランドの創出や６次産業化

等の革新的な取組をシステムに加え続けることで、地域を発展させ続け、日

本のみかん産業を牽引してきた。 

 

イ 日本のみかん生産における位置付け 

生産性の低い山間地において、持続的な発展を可能にした有田地域のみ

かん栽培は、多くの地域に波及している。 
 

愛媛県（温州みかん生産量：全国 2 位）における「みかん栽培発祥の地」と

される宇和島市吉田町立間への温州みかんの導入については、「文久元年

（1861 年）、紀州から苗木を１本購入した」とする説と、「立間村の住民が伊

勢神宮への参拝の帰りに、紀州から木を持ち帰った」との説があり、どちら

の説も紀州を起源としている。 
 

静岡県（生産量：全国３位）については、「明暦年間（1655-1657 年）から万

治年間（1658-1660 年）にかけて、庵原郡富士川町岩淵（富士市岩淵）の常磐

小左衛門が紀州より小みかんの苗木を持ち帰った」ことが起源とされている。 
 

徳島県では、「寛政年間（1789-1800 年）、徳島県勝浦町の宮田辰次が、紀

州への行商に際して持ち帰った柑子を植え付けた」ことが、広島県では、「元

和 5年（1619 年）に紀州藩から移封された浅野長晟が、紀州より紀州みか

んを取り寄せ、増殖を進めた」ことがみかん産業の始まりとされている。 
 

全国のみかん産地の歴史栽培をみると、「有田（紀州）からの苗木の導入」

が多くみられており、苗木ともに、基本的な栽培技術も有田地域から広まっ

たことが推察される。 
 

みかん産業の成長期である明治中期から大正期には、多くの産地が有田

地域の石積み技術を学ぶため、地域を訪問している。 
 

みかんの栽培技術は、明治期以降、組織的な研究が進み、産地間で共有・検

証されることで向上を重ねてきたが、有田地域では全国に先駆け、組織的研究

を開始しており、日本のみかん栽培において先導的な役割を果たしてきた。 
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1901 年（明治 35 年）：農商務省農事試験場園芸部 
1910 年（明治 43 年）：有田郡農会立園芸試験場（和歌山県） 
1922 年（大正 11 年）：農事試験場果樹園（愛媛県） 

1940 年（昭和 15 年）：柑橘試験場（静岡県） 
 

このように、日本のみかん栽培は、有田地域を起点とし、静岡県、愛媛県、

戦後には九州へと広まり、我が国を代表する農業分野にまで発展している。 

 

（２）「持続可能な開発に関する世界的な課題」における重要性 

高齢化の進行と新規就農者の減少により、日本の温州みかん栽培面積は減少

を続けているが、有田地域では本システムにより栽培面積を維持しており、農

業就業人口についてもその減少を抑制している。 
 

本システムは、平地の少ない当地を 400 年以上にわたって持続的に発展させ

続けてきたが、有田地域では「新たなスキームによる地域外からの新規就農者

の確保」、「収益性を向上させ、地元雇用を創出する６次産業化の取組」や「女

性の参画促進」などの革新を進めることで、システムの持続可能性を高め続け

ている。 

 
 

表 1-1 温州みかんの栽培面積の推移 

資料：作物統計（農林水産省） 

注：（ ）内は対 1990 年比 

単位：ha

1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年

3,503 3,556 3,505 3,751 3,863 3,882
(100%) (102%) (100%) (107%) (110%) (111%)

8,800 8,610 8,000 8,020 7,970 7,800

(100%) (98%) (91%) (91%) (91%) (89%)

10,900 10,200 9,060 8,280 6,920 6,280

(100%) (94%) (83%) (76%) (63%) (58%)

8,610 7,450 6,650 6,480 6,070 5,820

(100%) (87%) (77%) (75%) (70%) (68%)

7,340 6,500 5,740 5,140 4,740 4,240

(100%) (89%) (78%) (70%) (65%) (58%)

6,590 5,510 4,690 3,930 3,560 3,180

(100%) (84%) (71%) (60%) (54%) (48%)

80,800 70,500 61,700 54,800 48,900 44,600
(100%) (87%) (76%) (68%) (61%) (55%)

長崎県

全 国

有田地域

和歌山県

愛媛県

静岡県

熊本県
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表 1-2 農業就業人口の推移 

資料：農林業センサス（農林水産省） 

注：（ ）内は対 2000 年比 
※１：八幡浜市、西宇和郡、西予市三瓶町 
※２：浜松市北区三ヶ日町 

単位：人

2000年 2005年 2010年 2015年

10,357 9,424 8,320 7,269
(100%) (91%) (80%) (70%)

7,823 6,242 5,492 4,744

(100%) (80%) (70%) (61%)

3,195 3,073 2,048 1,787

(100%) (96%) (64%) (56%)

3,891,225 3,352,590 2,605,736 2,096,662

(100%) (86%) (67%) (54%)
全 国

有田地域

西宇和地域※１

（愛媛県）

三ヶ日地域※２

（静岡県）

15



～持続可能な開発を支えてきたシステムの要素～ 

ア 大雨に対するレジリエンスの向上や高糖度果実の生産に貢献する石積み

の階段園 

有田地域では、今も江戸時代と変わらない「石積みの階段園」において

みかんを栽培している。 
 

 

石積みの階段園によるみかん栽培は他産地でもみられるものであるが、

有田地域は、歴史の古さと階段園を“最高品質のみかん”を生み出す園地と

して評価し、維持し続けている点において特徴がある。 
 

石積みの階段園は地表面を流れる雨水の流速を低減し、斜面崩壊に対す

るレジリエンスを向上させるとともに、高い排水性により果実糖度を上昇さ

せている。 

なお、江戸時代初期から培われ、向上してきた有田地域の石積み技術は、

大正期には体系的に整理され、国内の他産地にも普及している。 

 

イ 「生産者の高い観察力による優良品種の探索」と「みかん農家による高品

質な苗木生産」による自立的な産地形成 

みかんには、成長点の突然変異により、ある枝にだけ遺伝的形質の変異

が生じる「枝変わり」や、樹体全体で

変異が生じる「一樹変異」を起こす性

質がある。 
 

有田地域では、生産者が培った高

い観察力により、僅かな変異を示す枝

変わり・一樹変異を見出すことで、多

くの優れた品種を選抜・育成してきた。 

 

 

図 1-２ 江戸時代（左）と現在（右）のみかん園の風景 

 左：紀伊国名所図会（1812 年） 出典：日本名所風俗図会（角川書店） 

写真 1-５ 温州みかんの枝変わり 
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また、多くのみかん産地は苗木生産を地域外の専門業者に委ねているが、

有田地域では一部農家がみかん栽培との兼業により苗木を生産している。 
 

なお、他の苗木産地では接ぎ木後の育成期間が１年間である「１年生苗

木」を、根から土を落とした状態で出荷するが、有田地域では十分に生育し

た「２年生苗木」を、土付きの状態で出荷することで、定植後の苗木の安定

した初期生育を確保している。 

 
 

なお、この産地内での苗木生産により、優良品種の速やかな普及が可能

になるとともに、他産地に依存しない自立的な産地が形成されてきた。 

 

ウ 多様な地勢・地質の組み合わせに応じた栽培 

東西 約 42km、南北 約 12km に広がる有田地域は、その中央を東西に有

田川が流れており、その地勢・地質の組み合わせは多様性に富んでいる。 
 

地勢でみると、西側は紀伊水道に面した「海岸部・河口部」、東側は標高

200～300m 級の山々の間を有田川が流れる「内陸部」となっている。 

また、有田川沿いは、河川が形成した「平坦地」であり、その両側に山々

の「傾斜地」が連なっている。 

有田川両岸についても、北岸と南岸では日当たりが異なることから、か

つては、北岸を「陽地」（ようじ・南向き斜面）、南岸を「陰地」（おんじ・北向

き斜面）と呼び分けみかんを栽培してきた。 

写真 1-6 苗木の育成園地 写真 1-7 ２年生 土付き苗木 
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地質でみると、有田川の北側には有田川構造線、南側には仏像構造線が

東西に走っており、北から三波川（さんばがわ）帯、秩父帯、四万十帯に区

分される。 

 

 
 

このように多様な地勢・地質の組み合わせからなる有田地域では、 
 

・日当たりの良さによる果皮の着色の良さと、十分な成熟により糖度

を高め、本来の果実特性を発揮することができる土壌条件を活かし

た「三波川帯・有田川沿い（河口部北岸・南向き斜面）階段園での普

通品種の栽培、早生品種の完熟栽培」 
 

写真 1-8 有田川河口から望む有田地域 

図 1-３ 有田地域の地質 

（わかやまの石（和歌山市立こども科学館）を元に作成） 
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・土壌の高い養分保持力、適度な水分保持力（物理的性質）と果皮の“紅

色の濃さ”を向上させる微量要素の豊富さ（化学的性質）を活かした

「秩父帯・海岸部・有田川沿い階段園での普通・早生品種の栽培」、

「秩父帯・内陸部・階段園での早生品種の栽培」や 

「秩父帯・内陸部・平坦地での極早生品種の栽培」 
 

・土壌の水はけの良さによる果皮の着色の良さを活かした、「四万十

帯・海岸部・南向き階段園での早生品種の栽培」や昼夜の大きな温

度差による果皮の“色抜け”（緑色の退色）の早さを活かした「四万

十帯・北向き階段園での極早生品種の栽培」 
 

など、多様な地勢・地質の組み合わせに応じた栽培を行っており、地域

全体として高い品質を誇る「有田みかん」産地を形成している。 
 

 

 

（３）６次産業化による所得の安定、地元雇用の創出及び女性の参画の促進 

有田地域では古くより、生食に適さない果実を用いた加工品を生産すること

で生計を安定させており、陳皮（ちんぴ・果皮を乾燥させたもの・漢方薬の原料）

の生産は江戸時代から現在にまで続いて

いる。 
 

また、近年ではみかん生産者による「高

糖度・高単価みかんジュース」の開発・販

売が各地で行われている。 
 

みかんジュースは戦後より多くの産地

で生産されてきたが、その目的は「下級品

の加工仕向けによる需給調整」であり、生

産者の所得を大きく向上させる手段では

なかった。 
 

写真 1-９ 多様な地勢・地質の組み合わせに応じたみかん栽培 

左:三波川帯 河口部の階段園 中:秩父帯 有田川南岸の階段園 右:四万十帯 海岸部の階段園 
 出典：有田みかんデータベース（http://www.mikan.gr.jp/） 

写真 1-10 ６次産業化による 

高糖度・高単価みかんジュース 

（有田市の商品例） 
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しかし、有田地域では全国に先駆け、みかん生産者自らが高糖度・高単価み

かんジュースの開発・販売を行い、生産者所得を向上させてきた。 
 

適正価格による原料みかんの買い取り、環境保全型農業による原料みかんの

生産、高齢化により耕作困難となった園地の引き受け、地元の雇用創出や女性

の参画促進等の取組を盛り込んだ当地域の６次産業化は、地域全体の発展に大

きく貢献している。 

 

（４）本システムの世界的な位置付け 

柑橘類の原産地は、インド北東部からアジアにわたる地域とされており、そ

の栽培は中国から始まり（紀元前）、地中海地方（紀元前）、アメリカ（1518 年）、

南半球（1549 年）へと広まっている。 
 

現在、柑橘類は北緯 35°～ 南緯 35°を中心に広がるシトラスベルト（World 

citrus belt）を中心に栽培されているが、本システムは品種の独自性、階段園

での栽培、家族農業を主とした産地形成及び産地主導のブランド形成において

特徴がある。 
 

ア 品種の独自性 

世界で栽培されている柑橘類はオレンジ類、レモン・ライム類、グレー

プフルーツ・ブンタン類、タンゼリン・マンダリン・クレメンティン・温州

みかん類の４区分に大別される。 
 

 

表 1-３ 世界における柑橘類の生産量（2017 年） 

資料：世界の主要果実の生産概況 2018 年版（公益財団法人 中央果実協会） 

世界計 146,599 73,313 17,347 9,063 33,414

1位 38,854 (中国） 17,460 (ブラジル） 2,978 (インド） 4,659 (中国） 18,026 (中国）

2位 19,799 (ブラジル） 8,564 (中国） 2,528 (メキシコ） 633 (アメリカ） 1,967 (スペイン）

3位 11,419 (インド) 7,647 (インド) 2,290 (中国) 568 (ベトナム) 1,550 (トルコ)

4位 8,274 (メキシコ) 4,630 (メキシコ) 1,676 (アルゼンチン) 442 (メキシコ) 1,278 (モロッコ)

5位 7,002 (アメリカ） 4,616 (アメリカ） 1,293 (ブラジル） 352 (インド） 1,039 (エジプト）

6位 6,331 (スペイン) 3,357 (スペイン) 923 (スペイン) 324 (南アフリカ) 965 (ブラジル)

7位 4,770 (トルコ） 3,014 (エジプト） 851 (トルコ） 260 (トルコ） 937 (アメリカ）

8位 4,398 (エジプト） 2,295 (インドネシア） 804 (アメリカ） 237 (タイ） 741 (日本)

単位：千トン

オレンジ レモン・ライム
グレープフルーツ・

ブンタン

タンゼリン・マンダ
リン・クレメンティ

ン・温州みかん
柑橘類
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オレンジ類（ネーブルオレンジ、バレンシアオレンジ など）は世界で最も生

産量の多い柑橘類であり、ブラジル、中国、インドなどが主産国となって

いる。オレンジ類は適度な甘味・酸味を有し、ジュース原料としても多

く生産されているが、多くの品種は手で皮を剥くことは難しい。 
 

インド、メキシコ、中国などを主産国とするレモン・ライム類は、酸味

や香りを楽しむ柑橘であり、生食を目的としたものではない。 
 

グレープフルーツ・ブンタン類は亜熱帯性の柑橘であり、生食に加えジ

ュースなどの加工食品に用いられるが、オレンジ類と同じく手で皮を剥

くことは難しい。 
 

タンゼリン・マンダリン・クレメンティン・温州みかん類は、オレン

ジ類に次いで最も生産量の多い柑橘類であり、果皮が薄く、手で簡単に皮を

剥くことができるという特徴がある。 
 

なお、多くの柑橘類の栽培技術は、シトラスベルトを中心とした柑橘類

の拡散の過程で生まれたが、日本原産の「温州みかん」の栽培技術は、日本

で確立されており、その中心を担ったのが本システムである。 
 

本システムは、温州みかんを栽培品種としている点において特長がある。 
 

イ 階段園での栽培 

柑橘栽培の歴史の古い地中海地方では、本システムと同じく階段園にお

いて高品質な柑橘を栽培している。 

地中海地方で生まれた（17 世紀）「ブラッドオレンジ」は、当地方を代表

する品種の一つであり、主にシチリア島の斜面に広がる階段園において栽培

されている。 

「血のような」果肉の色素であるアントシアニンの生成は、昼夜の大き

な寒暖差により促進されるため、傾斜地の階段園がブラッドオレンジの栽培

適地となっている。 
 

本システムにおいても、階段園における昼夜の大きな寒暖差により、夜

間の糖の消費を抑えることで高糖度なみかんを生産している（夜温の低さに

よる呼吸の抑制）。 
 

一方、アメリカやブラジルなどの新興産地では、平野部の大規模園地に

おいてオレンジ類を栽培しており、階段園による高品質柑橘の生産や傾斜地

の克服の仕組みはみられない。 
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ウ 家族農業を主とした産地形成やと産地主導のブランド形成 

新興産地であるアメリカや南米では、大規模農園における企業的な経営

が行われており、生産・流通・販売の各過程は高度に分業化されている。 
 

一方、本システムは家族農業を主として産地を発展させており、生産者

が流通・販売過程に積極的に関与することで、「有田みかん」のブランドを

確立してきた。 
 

近年、家族農業が世界の食料安全保障確保や貧困撲滅に果たしてきた役

割が大きな注目を集めているが※４、本システムにおける家族農業を主とし産

地形成は、関連産業を含めた地域全体の生活・文化の発展を生み出している。 

※４：国際連合は、2019 年～2028 年を国連「家族農業の 10 年」として制定。
家族農業に係る施策の推進・知見の共有等を加盟国等に要請。 

 

以上のように、本システムは世界に広がる柑橘栽培との比較において、高い

独自性を有している。 

 

（５）本システムにおいて受け継がれ続ける技術・想い 

本システムでは、農家が日々の農作業の中で、わずかな変異を示す枝変わ

りなどを見つけ出し、選抜を重ねることで優れた品種を生み出し続けている。 
     

安土桃山時代 

       ・八代より導入した小みかんをもとに、選抜を重ね、紀州小みかんを育成。 
     

     現 在 

       ・みかん生産者による枝変わりや一樹変異の探索により、数多くの品種育成。 

       ・民間で初めて、交雑育種され、品種登録された柑橘が有田地域の「春峰」。       

       ・生産者は、果樹新品種研究同志会を組織 
 

また、生産者自らが生産から流通・販売にまで関与しており、江戸時代に

は日本初のみかんの共同出荷組織「蜜柑方」を組織。 

    現在では、多様な出荷組織が共存することで、産地全体で「有田みかんブ

ランド」を形成している。 
 

なお、家族経営を主体とした産地形成も、過去から続くものである。 
 

みかんは、樹の生育を強め過ぎると、良質な果実を生産できないため、有

田地域では各生産者が「こだわりの剪定」を行い続けている。 
 

「みかんを知るには紀州を訪うにしかず」との言葉が示すとおり、有田地

域では、栽培技術を広く普及させる気風が受け継がれている。 

 

22




