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解題 小澤  卓 



 司会（田家） 第３回講演会を開催します。 

 本日は、愛媛県上島町岩城島の、株式会社いわぎ物産センターの大本センタ

ー長にお越しいただきました。「「青いレモン」で島おこし」という演題でお話

しいただきます。岩城島御出身で、Ｕターンされ、「青いレモン」のブランド

化をはじめ、柑橘類の商品開発に取り組んで来られております。苦労話を含め、

全国で地域おこしに取り組んでおられる方にとって有用かつ興味深いお話をし

ていただけるものと期待しております。特に私の個人的な思いですが、生産の

拡大に制約がある下でのブランド化は大変御苦労があったのではないかと推察

いたしております。 

 日本農業研究所では、毎年４回程度講演会を開催しております。どなたをお

呼びしてお話しいただくかは私どもの研究員から推薦をいただきまして、研究

員会議で相談し、その上でお願いしております。 

質疑を含め、講演内容については解題を付しまして、日本農業研究所の調

査・研究誌でございます「農業研究」の別冊として編集しまして、全国の大学

などの研究機関に配布することにいたしております。本日の大本さんにつきま

しては、解題をしていただく小澤研究員にお願いし、お話しいただくことにな

りました。小澤研究員は、日本離島センターに現在勤務されておられます。厳

しい環境の下にある離島におきまして、農業など産業振興を通じた地域の振興

策について研究をしていただくため、日本農業研究所の客員研究員になってい

ただいております。離島振興に関する学位論文によって博士号をお持ちです。

本日もその縁で多くの離島関係の皆様に参加していただいております。 

 講演会は全体で２時間程度を予定させていただきまして、大本さんにお話を

いただいた後、質疑を行いたいと思います。質疑の冒頭は、恒例によりまして、

本日の講演に関しまして解題をお願いする小澤研究員にお願いしますので、御

承知おき願います。 

 その後、Zoomでの参加者を含め、会場の皆さんからの質問をいただきたいと

思います。なお、効率化のために、Zoomでの参加の皆様にはチャットによって

事前に質問があることを教えていただければと思います。（別添資料：「岩城島

による国産レモンのブランド化 「青いレモン」で島おこし」） 
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Ⅰ 講  演 

 

１ はじめに 

大本 皆さん、こんにちは。ただいま御紹介いただきました、株式会社い

わぎ物産センター（以下、物産センター）のセンター長を務めております大本

孝則と申します。本日はよろしくお願いいたします。本題に入る前に、まずは

岩城島のロケーションから紹介いたします。「岩城島ってどこ？」（別添資料２

～16 頁）。岩城島はどの辺にあるかといいますと、ちょうど愛媛県と広島県の

県境にある離島であり、ぎりぎり愛媛県に所属します。 

 平成 16 年、平成の大合併により、もともと４町村だった島々、弓削町、生

名村、岩城村と、ちょっと離れたところにあります魚島村が合併して、上島町

という町になりました。人口は、現在約 6,400人、世帯数は約 3,800 戸、うち

農業軒数は約 350 戸、全戸数の 9.2％ほどです。販売農業戸数は約 120 戸、全

戸数に対して 3.2％ほどです。 

 弓削大橋、生名橋、岩城橋と、それぞれの島々が順番に橋でつながりました。

弓削島と弓削町、佐島を結ぶ弓削大橋が 1996 年に開通。次に、佐島と生名島

を結ぶ生名橋が 2011 年に開通し、今年３月に生名島と岩城橋を結ぶ岩城橋が

つながり、名実ともに離島がつながった町になりました。余談ではありますが、

どうして「いきなばし」とか「いわぎばし」ではなく「いきなはし」「いわぎ

はし」と濁音にしないのか。私も知らなかったのですが、昔から橋は川を渡る

ために架けられるものでしたので、川の水が濁らないように、橋が濁流に流さ

れないようにという願いが込められているそうです。 

 岩城橋開通後は、人が歩いて渡れ、自転車での往来ができる橋、ゆめしま海

道として多くの観光客が訪れています（８～９頁）。島ではシーカヤックやＳ

ＵＰといった海のアクティビティーも体験できます（10～11 頁）。周りが海な

ので、魚介類などの食べ物も大変美味しく、柑橘の種類も豊富で、瀬戸内の潮

風を受けて育っています（12～13 頁）。キャンプ場もあり（14 頁）、春になる

と岩城島の積善山に咲く三千本桜があり（15 頁）、全日空のカレンダーの４月

の写真に２回載りました（16 頁）。瀬戸内海に沈む夕日など、風光明媚なロケ

ーションも多いところなので、ぜひ皆様も一度お越しいただければと思います。 
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２「青いレモンの島」の取り組み 

２－１ 造船業とミカンの島 

 では、岩城島がどのようにしてレモンをブランドしていったのか、その足取

りについて紹介したいと思います。17 頁の表題の「青いレモンの島」という

言葉ですが、○Ｒマークのとおり商標登録しております。 

 岩城島の人口は約 2,000人。周囲 14kmほどの、信号機もない小さな島です。 

1970 年代、島の基幹産業は 18～19 頁にあるような造船業と農業でした。お

父さんが造船所に勤め、お母さんが畑の面倒を見る。週末は家族みんなでミカ

ンを収穫するといった感じです。農業は、ミカンを中心にハッサクやイヨカン

といった柑橘類の栽培が盛んでした。しかし、国内の生産過剰やオレンジの輸

入自由化などにより、ミカンの価格は大暴落してしまいます。出荷しても手数

料を引かれると収入がマイナスになるという状況で、ミカンを海に捨てる農家

さんも出てきました。出荷すればするほど赤字になってしまうという状況です

ね。農家さんは、ミカンに代わる柑橘はないかと模索し始めます。 

 当時、島の人口は 3,000人以上いましたが、既にほかの地域と同様、過疎化、

高齢化による人口減少が危ぶまれていました。 

２－２ 果樹試験場岩城分場の脇善富氏とレモン栽培の試験実施 

何か村おこしになる柑橘はないだろうか。合併前の岩城村で幸いだったの

が、岩城島には愛媛県の出先機関である果樹試験場の岩城分場があったことで

す。当時、分場長だった脇 義富さんが、瀬戸内の温暖で少雨な気候を生かし

た柑橘はないかということで、地中海でも栽培されているレモンに着目しまし

た。島ではレモン博士と言われています（20頁）。 

 昭和 49 年にレモンの品種の比較試験を開始し、研究の末、品種は愛媛県の

栽培奨励品種の一つ、アレンユーレカという品種を選択しました（21 頁）。レ

モンの品種の中では果実は少し小ぶりになりますが、ほかの品種と比べると木

のとげも短く、栽培しやすい品種と考えられました。レモンらしい爽やかな香

りと酸味、それに加えて糖度もある品種です。昭和 51 年に栽培技術を確立す

るための研究を開始し、昭和 54 年には周年栽培も視野に入れた、ハウスでレ

モンを育てる研究も開始しました。アレンユーレカは四季咲き性で、春夏秋冬、

季節ごとに花を咲かせます（22 頁がレモンの花）。花の上の緑色の小さな粒が
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結実したレモンの実です。春に咲いた花が結実して秋に収穫、秋に咲いた花が

結実して春に収穫できます。日本は北半球に位置しており、冬場は気温が低く、

レモンの実もたくさんついていますので、花が咲いてもなかなか結実すること

ができません。ですから、夏場に収穫できるレモンはおのずから少なくなりま

す（23 頁）。ハウスで栽培することによってレモンの果実の表面が滑らかにな

って、皮も薄くなり、果汁の割合も増えます（24 頁）。また、防除の回数、い

わゆる農薬の使用回数も減らせる利点が生まれました。果汁が多くて外見もよ

く、安全性も踏まえたレモンが誕生しました。 

 昭和 55 年に島の農業の方向性や指針を決める営農指導協議会で、島全体で

レモン栽培に取り組むことを決定し、農家さんたちに伝えました。 

 昭和 56 年に、岩城村単独でレモンを栽培する農家に対する「経営維持安定

資金融資制度」という村独自の融資制度をスタートしました。翌年にはレモン

を育てるためのハウス施設の建設についても融資の対象としました。その年か

ら約 50 戸の農家さんに対し、レモンの苗木を 2,000 本、穂木 15 キロを配布

し、本格的な産地化に取り組んでいきました。 

 その当時、店頭に並んでいたレモンの大半は輸入品でしたが、実は緑色のレ

モンを収穫し、エチレンガスで処理して黄色く色付かせてから防腐剤やワック

スを塗布したレモンでした（25 頁）。日本国内で流通させるときは輸入するほ

ど時間を要しませんので、防腐剤やワックスなどは必要ありません。 

２－３ 「青いレモン」―新鮮＆安全といわぎ物産センターの立上げ 

 そこで考えられたのが、収穫したての緑色のレモンを「青いレモン」と命名

し、新鮮さや安全性のバロメーターとして宣伝していくことになりました。農

業の活性化、過疎化対策、岩城島の宣伝など、課題は山積みでした。 

 昭和 60 年、生産者が育てたレモンを直接販売できる第三セクターとして、

株式会社いわぎ物産センターを設立します。出資の約９割が岩城村で、岩城村

農協、岩城村漁協、岩城村商工会の４者が株主となりました。 

物産センターは島の西側にあり（28 頁）、レモンの出荷やレモンの搾汁、特

産品の製造をしています。設立当初は現在の場所ではなくて、岩城港の観光セ

ンターの一室を間借りして営業を始めました。 

 建物の名は「リモーネプラザ」といいます。この施設に、切符売場とお土産
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物売場、喫茶店があります（29頁）。 

 お土産物売場です。岩城島の産直野菜や果物を販売しています（30頁）。 

喫茶店の入口にデザインされているロゴです。お分かりの方もいるかもし

れませんが、作者の了解を得て漫画『ＢＡＲ レモン・ハート』のロゴを使わ

せてもらっています。意外と有名人や芸能人が来ていまして、カウンターに座

って見上げるとサインがいっぱい並んでいます。こちらの売店と喫茶店は弊社

が運営しております（31～33頁）。 

 

３ 「青いレモン」のブランド化 

３－１ 「青いレモンの島」の商標登録と独自の選別ゲージ 

 農家さんが生産し、物産センターが販売、行政がバックアップを行うという

ことで、島全体が一丸となって「青いレモン」を特産品とした村おこしが始ま

りました。 

 当時は輸入レモンが市場に出回っている時代で、「レモンは黄色」というイ

メージが定着していました。見た目がグリーンのレモンは「まだ熟していない」

とか「搾っても果汁が出るのか？」と、なかなか受け入れてもらえませんでし

た。 

 「青いレモン」として出荷できるのは秋口から年内いっぱい程度。年が明け

ると、気温などの影響で黄色く色付きます。「青いレモン」とは、見た目が青

い、グリーンというだけではなく、「もぎたて」や「新鮮さ」の代名詞として

アピールしていきました。 

 岩城島、そして岩城島産のレモンをもっと知ってもらうために、「青いレモ

ンの島」をキャッチフレーズとして商標を出願しました。そして、商標を取得

し、各地のイベントや物産展に出展し、販売を開始しました。「青いレモンは、

防腐剤やワックスを一切使っていません。水洗いするだけで皮も食べられます」

といううたい文句で宣伝しました。 

 生産者に安定した収入をもたらさなければならないという使命もあり、価格

は当時の輸入レモンよりも少し高め、生産者が納得できる価格を貫きました。

当初販売したレモンは主にハウス栽培のレモンで、果皮表面のきめも細かく、

大きさや形もよく、傷もほとんどない、品質にこだわった高品質なものだけを
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販売しました。 

 通常は、ゲージを使って柑橘の直径を測ってサイズを決めます。 

 アレンユーレカはレモンの中でも少し小ぶりな品種なので、こちらのゲージ

を使って選別します（35～36 頁）。このゲージは弊社の手作りであり、農家さ

んと相談し、通常の選別をするとＭサイズになってしまうレモンをＬサイズに

格上げできるように、岩城島独自のサイズを設定しました。この２つの穴の間

に収まるサイズがＬサイズとなります。最も高値となるＬサイズの範囲を広げ

て、少しでも農家さんの利益になるようなサイズ選別を導入しました。 

一個ずつ、目で見て触って、このゲージを使って直径を測るという手間を

かけて丁寧に選別します。農家さんにもゲージを配布し、収穫するときから大

きさを当たりながら収穫してもらいます。「収穫するときは卵を扱うように丁

寧に扱ってください」と、事あるごとにお願いしました（37頁）。 

３－２ 市場を通さない独自の販路開拓－伊勢丹デパート 

 当時はインターネットやＳＮＳもなく、やっと携帯電話が普及し始めた頃で

す。広報の手段は地道な宣伝活動しかありません。片や、流通業界はどんどん

進歩します。今日の夕方発送した荷物が、明日には首都圏に届く。そこに着目

しました。 

 当時、柑橘は市場への卸販売が主流の時代に、産地直送による通信販売を開

始しました。電話や手紙による受注です。口コミや贈答用など、徐々にお客さ

んが増えていきました。やがて、輸入レモンのポストハーベストや発がん性物

質の残留が騒がれ始め、やっと国産レモンが注目されるようになりました。し

かし、まだ農家さんが育てたレモンが飛ぶように売れたわけではありません。 

 そのとき、売行きに伸び悩む農家のおばあさんから一本の電話がありました。

「東京に弟がいて、どこかレモンを買ってくれるところはないか探してくれと

頼んでいる」と言うのです。その弟さんは林さんという方ですが、電話で話を

しますと、「東京だったらここの百貨店が一番いいのでは」と事前にリサーチ

してくれていました。それが、新宿伊勢丹です。 

 「アポイントは取っています。当たって砕けろ、ですよ。一緒に営業に行き

ましょう」ということで、私は青いレモンを持って島から上京し、林さんと一

緒に東京にある百貨店の本店に訪れました。 
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 地下のフルーツ売場に行くと、そこにバイヤーも兼任している部長さんがい

らっしゃいました。これが運命の出会いでした。 

 岩城島のレモンを見ていただきながら青いレモンの説明をしていると、レモ

ン売場に連れていかれました。「輸入のレモンでさえ、こうやって袋に入れて

売られていますよ」と、レモンが３個入った袋を見せられました。袋には、

「カリフォルニア・ノンケミレモン」と書かれていました。部長さんは、「そ

のレモンも袋に入れて売ってみたら？」と提案してくれました。林さんは、

「早速サンプルが必要だ。急いでサンプルを用意して、また来ましょう」と言

ってくれました。私は、深夜バスに乗り込んで岩城島に帰りながら、どうやっ

てサンプルをつくろうかと悩んでいました。 

 当時、会社のＯＡ機器は、ワープロからやっとパソコンに入れ替わり、プリ

ンターでの白黒印刷しかできませんでした。役場に相談したところ、役場には

カラーで印刷できるプリンターが導入されていました。私は林さんに、「袋の

デザインを紙に印刷して部長さんに見てもらったらどうか」と相談しました。

しかし、林さんは「それでは絵に描いた餅にしかならない。ちゃんとレモンを

袋に入れた状態で見てもらいましょう」と言うのです。私は頭を抱えました。 

 私は役場の一室を借りて、袋のデザインをつくっていました。紙に印刷しよ

うと、ふとプリンターの印刷する用紙の種類を見ると、ＯＨＰフィルムという

ものがありました。私は、これだ！と思い、急いで印刷できるＯＨＰフィルム

を隣島の文房具店に注文し、そのフィルムでカラー印刷しました。 

 それからレモンが２個入りそうなセロファンの袋を購入し、カラー印刷した

ＯＨＰフィルムを忍ばせ、レモンが呼吸できるように袋の上下左右にパンチで

穴を開けて、レモンを２個忍ばせました。やっとサンプルの完成です。 

 サンプルを持って再度、林さんと百貨店を訪問しました。部長さんが、「こ

れだったら売れるかもしれない、試しに本店で売ってみましょう」と言ってく

れました。私は、部長さんの即答に半信半疑でしたが、林さんは喜びのあまり、

「お祝いの乾杯をしましょう」と言って一緒に百貨店のレストラン街に行き、

生ビールで乾杯しました。 

 私は、島に帰って早速印刷会社にデザインや袋の仕様を相談し、見積りを依

頼しました。見積りの金額は約 40 万円。当時の物産センターは赤字経営であ
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り、村から助成金をもらいながら運営していました。売れるか売れないか分か

らない、一か八かの賭けでした。 

 皆さんもどこかのお店で見かけられたことがあるかもしれませんが、レモン

の２個入りです（42頁）。袋が完成して、初めての納品です。 

 １週間たち、10 日後、バックオーダーが入りました。「順調に売れているか

ら、百貨店全店に置いてみる？」と言われて、百貨店８店舗にも納品が開始し

ました。 

 農家さんが持ってきてくれたレモンをどんどん選別して、どんどん袋に詰め

ていきます（43頁）。 

 百貨店の販売も順調で、翌年にはチェーン店のスーパー全店にも納品が決ま

り、関東方面を中心に 28店舗の納品が始まりました。 

３－３ 袋詰めレモンの本格的発売 

 レモンを袋に入れて販売する。今では他の産地も導入しておられますが、当

時としては画期的な手法でした。食品用のＯＰＰ製袋に入れることにより、衛

生的で適度な呼吸ができ、なおかつ鮮度も保持できます。 

 ２個入り袋の表面には「瀬戸内『青いレモンの島』」と表記しました（45

頁）。やはり、「愛媛県」と表示するよりも「瀬戸内」という表記のほうがイメ

ージしやすいと考えました。現在は愛媛県のブランド産品にも認定され、ブラ

ンドのロゴマーク、右側の「愛」というマークも印刷されています。 

 46 頁。袋の裏面には、青いレモンの説明です。「防腐剤・ワックスを一切使

っておりません。水洗いするだけで皮まで安心してお召し上がりできます。」

と書いています。青いレモンでの提供は秋口から年内いっぱいくらいで、年が

明けますと黄色く色付いてきますという旨も記載しています。加えて、西日本

の地図と、しまなみ海道が入った地図を印刷しています。レモンを手に取った

お客様が、瀬戸内の「この島で取れたんだな」と想像できるようにしました。 

 併せて、岩城島の宣伝にもなりました。現在はＱＲコードも印刷しており、

スマホで読み込めば弊社のホームページにつながります。お客様に直接案内で

きる広告宣伝にもなりました。店頭での販売が終了したシーズンオフには、リ

ピーターのお客様がこの袋の電話番号を見て直接注文してくれるようになりま

した。 
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 ちょっと大きめの２Ｌサイズのレモンを１個入れています。２個入りと迷わ

ないように色を変えております（47 頁）。小売価格は、２個入りが約 500 円、

１個入りが約 300 円です。輸入のレモンが今は２個入りで 200～300 円ぐらい

なので大分高いとは思います。 

 現在は、もっと技術を向上しようと、電解水（食塩水を電気分解して強アル

カリ性の水と強酸性の水をつくります）を用い、強アルカリ性の水でレモンを

洗って、強酸性の水で殺菌してから袋に詰めています。こちらの電解水は有機

物に触れると中性に戻るようになっています。百貨店での販売を開始して 20

年ほどになりますが、現在では「青いレモン」、いわゆるグリーンレモンは国

産レモンで、安全で安心だと認知されるようになりました。 

３－４ レモンを使った特産品の開発－レモン果汁の搾汁 

 次は、レモンを使った特産品の開発について紹介したいと思います。最初に、

様々な特産品開発の基となったレモン果汁の開発について説明します。 

 青果でのレモンの販売が軌道に乗ると、今度は、青果としての販売が難しい、

傷や病害虫の影響を受けた、外見の悪い規格外のレモンをもっと有効に利用で

きないかという要望が出てきました。 

 規格外のレモンの一例です。ウイルス性の潰瘍病、錆ダニ、赤ダニ、葉ダニ

ともいいますが、見た目のきれいなレモンは売れるけれど、見かけの悪いレモ

ンはまだ売れ残る状況でした（50頁）。 

 皆さんは、レモンを使うとき、どのようにして使うでしょうか。串切りにし

てメインディッシュに添えて、「皮を下にして搾るのが本来の搾り方です」と

言われますが、果汁をたっぷりと使う場合は、やはり半分に切ってレモン搾り

器で搾るという方法ではないでしょうか。美味しいレモン果汁を搾って、付加

価値をつけて売ってはどうか。無謀ではありましたが、何のノウハウもないま

ま、一般消費者向けの 100％果汁の開発を始めました。全くのゼロからのスタ

ートです。 

 当時、四国の近隣の中小の企業では、ユズやスダチなどを搾り、搾った果汁

を殺菌せずに一斗缶や一升瓶に詰めてジュースメーカーなどへ業務用として卸

すのが一般的でした。しかし、小売用の商品をつくるとなると話は異なります。

製造工程や品質管理などの安全性、何といっても味を重視しなければなりませ
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ん。どのようにしてレモンを搾るか。レモンを半分にカットして搾り器で手搾

りする。このときに搾られた果汁は、果肉だけを搾った美味しい果汁です。限

りなくこの手搾りの味に近付けたい。搾る機械のほとんどがベルト式の圧搾搾

汁機の時代で、弊社の工場にも既にその機械は導入されていました（53 頁 ベ

ルト式搾汁機）。左右のキャタピラが回ってレモンを挟み、押し潰して搾ると

いう機械です。この機械でどう搾れば手搾りのような美味しい果汁が搾れるか。

レモンを丸ごと搾ると、皮の油である精油や苦みが果汁に入ってしまいます。

試行錯誤を繰り返すうちに、一つの方法を見いだしました。一個ずつ皮を剥い

てから、中の果肉だけを搾ってみてはどうか。手間はかかりますが、傷んだ果

実や未熟果の混入を防げますし、何といっても皮に含まれる精油がほとんど混

入しません。レモンや柑橘類には、果皮表面の毛穴のようなブツブツ、油胞に

精油が含まれています。レモンを切ったらいい香りがするのは油胞が壊れ、あ

のような香りがするのです。この爽やかな香りのする精油は、加熱すると舌を

刺すような味覚を招き、香りも悪くなるなど、果汁の美味しさや風味を損ねて

しまう要因となります。精油は揮発性を持ち、火もつきます。 

 次はどのように皮をむくかです。私たちは効率よく皮をむく機械がないか探

し、干し柿をつくるときに皮をむく機械があるという情報を入手しました。機

械のデモ機を送ってもらい、試してみました（55 頁 皮むき機）。レモン１個

をむくのに約２秒。ちょうどリンゴの皮をむいたときのように、らせん状に皮

がむけます（56 頁 講演では皮むきの様子が動画で示された）。この皮むき機

は、干し柿の需要が減り、残念ながら今では廃盤となってしまいました。私た

ちも修理しながら使っています。 

 今度は、皮をむいたレモンを搾ります。ベルト式搾汁機で搾り、左右のキャ

タピラが回って、レモンを挟み込んでいきます（58頁）。 

 搾られた果汁は、下の樋に集まり、搾りかすは排出されます。皮をむくとい

う作業で、どうにか手搾りに近い果汁が搾れるようになりました。 

次に、搾った果汁を濾過していきます。メッシュを張った太鼓のような機

械で、粗いメッシュから細かいメッシュへと濾過していきます。 

 大手メーカーでは、遠心分離機を使うなど、搾った果汁を真空や冷凍、加熱

などの処理をして、５～６倍に濃縮して冷凍保存します。そして果汁を使用す
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るときに水分を加えて戻します。よくジュースに書かれている、いわゆる「濃

縮還元」です。保存する体積が半分近くになるメリットはあるのですが、濃縮

還元はどうしても加工していく過程で酵素やビタミン、食物繊維といった栄養

素が少なくなります。弊社には濃縮する設備もありませんので、濾過機（59

頁）を使って濾過した果汁をそのまま冷凍保管しています。 

３－５ えひめ飲料の福谷博士の技術指導 

 次は、果汁の瓶詰めです。果汁を加熱殺菌して瓶詰めします（60頁）。 

 瓶は事前に水洗いして、熱風乾燥機で殺菌し、乾燥させています。蒸気で温

めた瓶、12 本ずつにゆっくりと果汁が瓶に入っていきます。自動充填機によ

り、約 90℃の果汁が注がれます。瓶も熱い状態、果汁も熱い状態です。 

 コンベヤを流れていき、自動打栓機で打栓します。打栓した果汁を、今度は

横倒しします。転倒殺菌といいますが、充填した熱い果汁でキャップ内部を殺

菌します。キャップは紫外線殺菌灯であらかじめ殺菌しています。 

 こちらの動画（講演の際は動画で工程が示された）は、製造工程が既に確立

されている動画ですが、開発当初はなかなかうまくいきませんでした。瓶詰め

した果汁を常温で保管していますと、数日たってからキャップが飛んでしまい

ました。加熱殺菌もしているのに、なぜキャップが飛ぶのか。当時の私には理

由が分からず、なかなか瓶詰め果汁が完成できませんでした。 

 そうしたなか、弊社を担当していた役場の方が、えひめ飲料さんに相談して

はどうかと助言してくれました。皆さんも御存じかと思いますが、「愛媛のま

じめなミカンジュース」でお馴染みの「ポンジュース」をつくっているメーカ

ーです（61 頁）。 

 早速、役場の方と一緒にえひめ飲料さんを訪問し、悩みを打ち明けました。

既に国や県の補助金と村の予算もつぎ込んだ果汁製造工場は完成していました。

このレモン果汁の開発は村の威信にも関わることでした。ここで、またもや運

命の出会いがありました。そのとき対応してくださった方は、何とポンジュー

スの生みの親、福谷博士という方でした。福谷博士は、「一度工場を見せてく

ださい。それからお話ししましょう」と言ってくれました。弊社の工場に来て

いただき、製造ラインを見ながら細かく説明してくれました。そして、「うち

の工場のような大規模ではなく、小規模な製造ラインだからこそできる、こだ
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わりのレモン果汁をつくりましょう」と言ってくれました。私もいろいろな質

問をし、試作段階で何か分からないことや疑問に思うことがあれば、えひめ飲

料さんに何度も訪問しました。福谷博士は、惜しげもなくノウハウを教えてく

れました。そして、やっとこだわりのレモン果汁が完成しました。福谷さんは、

「謝礼は一切要りませんよ」とおっしゃられましたが、そういう訳にもいきま

せんので、ちゃんと謝礼はさせていただきました。 

３－６ レモン果汁の販売 

 今度は、つくった果汁を売らなければなりません。原価を計算し、いざ小売

価格を試算してみますと、その当時売られていた他社のレモン果汁よりも 100

円ほど高い商品となってしまいました。「味はどこにも負けません」と営業し

ても、価格を伝えると「高いよ」と言われ、なかなか売れません。原材料のレ

モンもできるだけ高値で買ってあげたい。農家さんの収入を考えますと、安売

りするわけにもいきません。 

 そこに転機が訪れました。東京ドームで開催された展示会に出展したときで

す。そこで食品の卸会社さんの方から、「御社のレモン果汁を販売してみたい」

とオファーをいただきました。早速販売に取りかかり、納品が順調に始まりま

した（64頁）。 

 ところが、大問題が発生しました。毎月の納品予定数量が約２か月前にＦＡ

Ｘで届きます。しかし、その納品数量はとてつもなく大量で、手元に搾って冷

凍している果汁では到底足りなくなったのです。今ですと「数量限定販売」と

か「季節限定販売」といった売り方もよくありますが、その当時の食品業界の

感覚ですと、１年を通して販売できないと利益が出ないという考え方でした。

１年分以上販売できる果汁を在庫しておかないといけなかったのです。 

 私は、売ることだけに気を取られていました。そして、卸会社さんにすぐに

電話すると、先方の社長さんは大激怒してしまいました。食品業界で欠品とい

う事態は死罪にも匹敵する罪だというのです。私は平謝りするしかありません

でした。挙げ句には、「輸入のレモンでも、どこの産地の果汁でもいいから、

瓶詰めしろ」というありさまです。しかし私は、それは違うと思いました。数

量を用意できなかったことはもちろんこちらのミスです。でも、中身の果汁を

偽って販売するほうがもっと罪だと思いました。 
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 結局、末端の納入先とは取引ができなくなり、卸会社さんにも多大な迷惑を

かけてしまいました。それでも、最初に声をかけていただいた担当の方は小規

模な店舗を紹介してくださり、「限定の商品にしましょう」と、取引を継続し

てくれました。おかげさまで、今でもその卸会社さんとはお取引をさせていた

だいています。 

３－７ 様々な加工品へのチャレンジ 

皮をむいて搾ることによって、様々な加工品に利用できるようになりまし

た（65頁）。開発していった商品を何点か紹介したいと思います。 

66 頁。レモンを搾った後の搾りかす、白い内皮の部分はアルベドといいま

すが、ジャムなどのゲル化剤、いわゆるジャムなどを固める食物繊維のペクチ

ンが多く含まれています。内皮には苦みがあるので、最初に茹でこぼし（煮汁

を捨てるの意）をして苦みを抜きます。その後、水とレモン果汁を加え酸性に

し、ぐつぐつ煮出すとペクチンが溶け出します。それをザルやメッシュを使っ

て濾していき、液体だけを抽出します。このペクチンが溶け出た液体に砂糖と

果汁を加えるとジャムになります。 

 67 頁。むいた後のレモンの皮はフラベドといいますが、この皮を千切りに

スライスして砂糖漬けにし、それを混ぜ合わせるとマーマレードになります。

青いレモンを使ったマーマレード、黄色い皮を使ったマーマレードもつくりま

した。レモンの搾りかすから取れるペクチンを使って、いろいろなジャムがで

きました（70頁）。 

 ちょっと珍しいのは、左側のピンク色のジャムです。桜の花びらを使った桜

ジャムです。岩城島は桜も有名なので、桜を使った特産品としてお花見シーズ

ンによく売れております。 

 次に、皮、内皮、果汁を使い、協力会社とともに粉末の清涼飲料を開発しま

した。本物のレモンを使ったときのレモネードの味に近づけるよう、何度も配

合を変え、お湯を注ぐだけで手軽に飲める粉末の清涼飲料を作りました（71

頁）。 

 また、老舗の飴屋さんとタイアップして、レモン果汁を使った飴を開発しま

した。食べ終わるまで味が変わらない、手作りでしか出せない味として売り出

しました（72頁）。その飴屋さんは御夫婦で頑張って営業されていましたが、
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御主人がお年を召されて体調を崩し、一時はお孫さんが跡を継ごうとされてい

ましたが、やはりもう作ることはできないということで廃業されました。その

とき、弊社が砂糖や小麦粉を仕入れている業者さんが、ほかに作ってくれる飴

屋さんを探してくれました。製造レシピを全てもらったのですが、やはり何か

が違うのでしょうか、果汁のような液体のものを飴に混ぜるということは相当

難しいらしく、なかなか同じものができません。何度も試作をしていただき、

どうにか当初の味に近づけることができました。 

 いろいろな開発商品がありますが、レモン果汁に次ぐ主力商品としましてレ

モンケーキがあります（73頁）。 

 私もＵターンではありますが、私よりも先に島に帰ってきていたパティシエ

がいました。口に含んだとき、レモンの香りが口いっぱいに広がるケーキをつ

くりたい。そのコンセプトの下に、シンプルなレシピでつくった職人こだわり

のケーキです。もともとは直径 18cmのリング状のケーキでしたが、島も高齢

化が進み、もらっても１人では一度に食べ切れない。食べ切りサイズの小さい

レモンケーキをつくってほしいという要望がたくさんありました。 

 そんなとき、取引先の紹介で、隣島の生口島にレモンで島を盛り上げている

瀬戸田で、既にレモンケーキを主力商品として製造販売しているケーキ屋さん

と出会いました（74頁）。 

 当時はパティスリーオクモトさんといいましたが、現在は「島ごころ」とい

う会社名になりまして、会社も大きくなっておられます（75頁）。 

 経営者の奥本さんは、「島同士や愛媛県と広島県でどっちのレモンが売れて

いる」とかで競い合うのではなく、「一緒に瀬戸内のレモンを盛り上げていき

ましょう」とおっしゃられ、私たちはすぐに意気投合しました。 

 そこで、「小さいレモンケーキをつくりたい」と相談したところ、「じゃ、教

えてあげましょう」と言ってくれました。ミキサーやオーブンの選定、オーブ

ンの細かい設定まできめ細かく教えていただき、オーブンを使いこなすように

なるだけでも半年ぐらいかかるところを、ほんの１か月ほどでミニレモンケー

キを完成させることができました（76 頁）。ちょうど６次産業化の補助金があ

ったので活用させていただき、設備一式を買いそろえました。 

 つい先日パッケージがリニューアルし、かわいいデザインになりました（77
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頁）。今では岩城島のお土産として定番の商品になっています。 

 次は、お酒です。レモンリカーというお酒をつくりました（78頁）。 

リキュールですが、甘めのFruityと、爽やかな味わいのDryという２種類の

お酒をつくりました。こちらについては、愛媛県産にこだわろうということで、

原材料のレモンは岩城島産、酒蔵は地元愛媛県の桜うづまきさん、割水は四国

カルストの天然水を使用しています。愛媛大学果樹研究室に協力していただき、

レモンの皮からレモンの香りをアルコールに移行させる方法を確立、レモン果

汁とブレンドしたリキュールです。上島町公認のお酒として、産・学・官の連

携で完成させました。 

 その他、サイダーやジュース、シロップなど、いろいろな協力会社さんと一

緒に開発していきました（79頁）。 

 先ほど、レモンを搾った後の搾りかすを利用した商品としてマーマレードを

紹介しましたが、どんどん果汁を搾っていくと搾りかすが大量に出るため、全

てを利用することが難しくなってきました。そのとき、島で唯一の養豚業者さ

んとお話しする機会がありました。餌にレモンの搾りかすを混ぜてみてはどう

だろう。豚さんに食べさせてみると、美味しそうに食べてくれました。産業廃

棄物となりつつあったレモンの搾りかすは豚の飼料となり、豚の排泄物は畑の

肥料に、畑ではレモンが育つ、小さな島での循環農業が完成しました。お肉も

「レモンポーク」というネーミングで売り出し、2009 年には食肉産業展銘柄

豚コンテストで最優秀賞を受賞し、ブランド豚の一員となりました。レモンと

豚さんのお尻をモチーフにしたデザインもとてもかわいいです（80～81 頁）。 

 次は、食品ではない商品です。やはりレモンといえば、あの爽やかな香りで

はないでしょうか。近年開発した商品としまして、レモンの果皮から抽出した

レモンのエッセンシャルオイルがあります。写真はすごく大きく見えますが、

一瓶３ミリリットル入りの、とても小さい商品です。レモンの皮を細かく刻ん

で、水蒸気蒸留法で抽出した精油です（82頁）。 

 皮をむくという選択肢から、次々といろいろな商品が生まれてきました。レ

モンを使った加工品を開発していくうちに、ほかの柑橘を使った様々な商品の

開発にも派生していきました。 

 こちらは、ライムを使ったエッセンシャルオイルです。レモンと同じように、
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ライムの皮から抽出しています（83頁）。 

「たまみ」や「はれひめ」という柑橘を使ったマーマレードとジュースも

開発しました（84頁）。 

 いろいろと商品の紹介をしましたが、いろいろな人達との出会いがあって、

その方たちのお陰で、レモンの販売から商品づくりまで、大変な時もありまし

たが、どうにか頑張ってこられたと思っております。 

３－８ 今チャレンジしていること 

 現在は、レモンポークを使ったレモンポーク丼を考案し、喫茶レモン・ハー

トやイベントなどで提供しています（86 頁）。 

また、上島町内の飲食店やホテルでもレモンポークを使ったメニューを提

供してもらっています。レモンポーク丼も、弊社だけではなくて町内のほかの

店舗さんでも提供しています（87頁）。 

 レモンで島全体を盛り上げることによって、鯛を養殖している業者さんが、

鯛のおなかにレモンを詰めて蒸し焼きにしたレモン鯛を開発してくれたりと、

広がりも出てきました。レモン鯛とレモンポークは、弊社の岩城港・売店でも

販売しています（88～89頁）。 

 「青いレモン」の第一人者の脇さんですが、ＮＰＯ法人の岩城農村塾という

団体を立ち上げ、各地の物産展に農家さんと一緒に販売に行ったり、毎年池袋

で開催されております「アイランダー」という離島の祭典などのイベントに参

加して新規就農者を斡旋したり、移住相談を受けたりしています。その活動が

認められまして、平成 23年度の地域づくり総務大臣賞を受賞されました。 

 私どもはといいますと、農家さんと一緒にほかの産地に研修に行ったり、レ

モンの始まるシーズン前に農家さんを集めて出荷会議を開き、会議の後はみん

なで食事会をするなど親睦を深めています（91～92頁）。 

 現在、大手酒造メーカーさんが、瀬戸内産レモンを使ってチューハイやサワ

ーなどをつくって、どんどん宣伝しています。レモンを使ったお菓子やお土産

もたくさん売られています。空前のレモンブームです。瀬戸内産レモンの需要

はまだまだ増えており、お陰様で岩城島で生産されたレモンは青果販売をはじ

め加工品の原材料としても利用され、全て消費されるようになりました。果汁

や皮の問合わせも沢山いただくようになりました。 
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４ 終わりに 

 しかし、ここに来て新たなハードルが現れました。需要に対して供給が間に

合わなくなったのです。青果販売用、加工原材料とも、レモンが足りずに苦し

くなってしまいました。現実問題として、農家さんの高齢化、後継者不足につ

いては、いまだ目に見えるほど改善できていません。 

 今、日本では、国産食材が注目されています。加工食品においても、国産の

原材料にこだわった商品が増えています。業界内でも国産の農作物が減少して

いることは周知の事実です。私たちが次にやらなければならないことは何か。

それは、生産すること。生産者を育てることだと思います。 

 現在は、弊社でもレモンを栽培し、苗木も育てています。私達は、これから

も安心・安全な国産レモンを育て、産地を守っていきます。以上で岩城島のレ

モンのブランド化に至る足取り、「「青いレモン」で島おこし」の講演を終りま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

 

Ⅱ 質 疑 応 答 

 

 (1) 小澤 卓氏の質問 

小澤 大本センター長、本日はありがとうございました。私も何度か岩城

島に伺っておりますが、改めてレモン栽培の歴史をはじめ、これまでの苦労話

は、聞くことができなかったので、涙ぐましい努力をされてきたことが大変よ

く分かりました。その上で、３点質問させていただきます。 

 １つ目は、物産センターが平成 16 年から黒字に転換をしてきたと以前伺い

ましたが、黒字に転換するに至った理由は、センター長の営業努力、そして鍵

になったのは百貨店さんでの取引が決まってから、徐々に販路が拡大してきた

頃なのではないか思うのですが、ポイントになった点をお聞きしたい。 

 ２つ目は、選果場を伺った際に、「卵よりも高いものを売るのだから、卵を

扱うように丁寧に扱わなければいけない」という話をされていたのを記憶して

おります。発表を御覧になった皆さんも、品質管理等でブランドを維持されて

いるのを御理解いただけたと思うのですが、やはり価格自体は通常売っている

レモンの値段の２倍近くはするでしょう。最初の値決めをした時には、どのよ
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うに決めるに至ったのかを、配信で御覧になっている離島の皆さんも気になっ

ていると思うのでお伺いしたいと思います。 

 ３つ目は、今後の課題の部分にありました、産地を守る上での取組について

です。ＵＩターンの新規の就農者の方もいらっしゃると思いますが、物産セン

ターで生産もされているとお話しされました。今後の展望に取り組むなかで、

課題になっている事がありましたらお伺いしたいなと思います。よろしくお願

いいたします。 

 大本 分かりました。 

まず、黒字に転換できたタイミングは、百貨店の全店納品が決まったとい

うのが、やはり大きかったですね。説明にもありましたが、その当時、袋に入

れるというのが本当に斬新でした。今では当たり前ぐらいの感覚だと思います

が、当時は大体の輸入のレモンは裸で冷蔵陳列ショーケースに山積みされてい

るような感じだったと思います。袋に入れることによって、お客様が素手で触

ることができない。ということは、レモンが傷みにくい。傷つきにくい。なお

かつ、袋に入れることによって保存期間が一気に延びる。弊社の実験ですと、

大体半年ぐらい腐らずに冷蔵保存で置いておけるという実験データも実証され

ております。ですので、やはり袋に入れて百貨店に卸せたというのが一番のキ

ーポイントだったと思います。 

 次は、値決めですね。値決めについては、販売というよりも仕入れです。レ

モンなので、露地栽培品もあればハウス栽培品のレモンもあります。当時です

と農協さんに出荷したときに、農家さんの手取りは幾らぐらいかというのが既

にベースとしてありました。露地でもハウスでも値段は変わらない。しかし、

ハウス栽培をおこなう農家さんは、何百万円も先行投資されており、年々減価

償却していく。では、実際どれぐらいの単価だったら納得できるのかというの

を農家さんと相談して、農家さんがこれぐらいの金額だったらいいのではない

かと、みんなで相談して価格を決めました。そうしたら納得して生産してもら

えるます。農家さんが納得してくれないと、出荷もしてくれないので、そこは

もうみんなで相談して決めたという感じです。 

 徐々に他の産地も増え、国産レモンの値段がどんどん上がってきました。そ

れに伴って、弊社も仕入価格を農家さんの収入を考えて上げております。今現
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在ですと、シーズンの最初に、その金額よりも更に１割上乗せして仕入れてい

ます。なぜなら、他にも仕入れて売られている業者さんが出てきており、生も

のなので、一回収穫してしまうと木にはなくなります。早めに収穫し、早めに

弊社に持ってきてもらえるために１割増しにするなど、その年々によって手法

を変えています。 

 最後の質問ですが、本当にＩＵターンは行政を含めて斡旋するなど様々な取

り組みをしておりますが、弊社としてはやはりＵターンの方も大事にしたい。

島で育って一回外に出て、帰ってきてもらうにはどうしたらいいかというと、

そこには仕事がなければならないし、なおかつ生産もしてほしい。弊社の社員

もおりますが、やはりＵターンの社員を雇いました。なぜなら、島で育ち、自

分のなかに自負心のような気概を皆さん持っており、愛着があるので生産者の

ためにも頑張ってくれるというところがあります。そのため島出身の従業員が

多くなります。後継者対策は悩みどころで本当に課題だと思っております。 

 

 (2) 河原昌一郎氏の質問 

 河原 本日はどうもありがとうございました。当研究所の河原と申します。 

 １つだけ質問があるのですが、農家との関係ですけれども、農家とはあらか

じめこれだけ買うと契約しておいて、それで買われているのか、それとも農家

のほうは自由に栽培して、その出荷したものをそのときの価格で買っておられ

るのか。先ほど、直売所でも買っておられるような感じのことも言っておられ

たのですけれども、その辺の関係はどうなっているのかなということと、あと、

この「青いレモン」ということで品質を一定にさせなくてはいけないですよね。

その場合、やっぱり技術指導とか、農家との関係というのは一体どういうふう

になっているのか。また、何戸の農家と今関係しておられるのか。関係されて

いる農家数。もちろん、御自分のところで何か栽培もされているようなのです

が、どれだけの数の農家と今契約されているのか。ちょっとその辺の技術指導

の関係と、あと価格の関係とかその辺について、もう少し詳しくお聞かせいた

だければありがたいです。よろしくお願いします。 

 大本 出荷に関しては、農家さんと契約書は一切交わしておりません。弊社

は第三セクターでもありますし。契約書を交わしても構わないのですが、いわ
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ゆる独占になってしまう可能性もある。そのため、農家さんには自由に、どこ

に出荷してもいいようになっております。 

 もう一つ、農家さんに出荷してもらう際に、振り込む時は農協さんの口座を

使って振り込みます。その時に手数料が農協さんに何％か入るようになってい

て、その手数料分を弊社が上乗せして仕入れています。弊社の株主に農協さん

がいますので、農協さんにも幾らかお金が落ちる仕組みにしております。狭い

島なので、農家さんも農協さんにも親戚がおり、知っている従業員ばかりなの

で農協さんと仲違いするわけにもいきませんし、肥料も農協さんで買われます

ので、いわゆる島ぐるみでどうにか解決していけたらなというのが最初にあり

ました。 

 技術指導ですが、説明にもありましたとおり、愛媛県の出先機関の果樹試験

場が岩城島にございます。今は試験場としては機能していないのですが、ずっ

と栽培は継続しており、職員の方もいらっしゃいますので、毎年栽培技術を農

家さんに伝えるようになっております。そこに自分たちも参加して、「今年は

こういうやり方がいいですよ」とか、防除の仕方や剪定もご指導していただい

ています。 

 

 (3) 菊地弘美氏の質問 

 菊地 菊地と申します。「青いレモン」ということで、島おこし、地域おこ

しのお話をしていただきましてありがとうございました。 

 お聞きしたいのは、このレモンをつくっている方々が 120 戸くらいというこ

とでございまして、ほかにセンターでいろいろな商品開発もやって、というこ

とで、このレモンに携わっている方々は全体で何人くらいいらっしゃるのかと

いうことです。 

 大本 弊社の従業員ですが、定年退職者の継続雇用も含めて、社員は５名。

パートさんが 14 名です。その他に直接携わっている方というのはほとんどお

りませんで、役場の担当の方はいろいろとコンタクトを取りながらやってはお

ります。商品開発に関しましては本当に弊社の従業員だけで行っているところ

がありまして、あとは営業していく中で、物産展で業者さんにお会いしたとき

に、こういうものがつくりたいとか、こういう商品をつくってみたいとか、原
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材料はこういうのを使ってみたいという相談をさせていただきながら、作り上

げていくスタンスでずっとやって参りました。 

 

 (4) 堀口健治氏の質問 

堀口 どうもありがとうございました。知りたいのは、生産者の規模です。

１戸当たり何人ぐらいで、どのくらいの年間売上げで、専業で営まれているの

か、そうではないのか教えていただけますか。 

 大本 弊社に出荷していただいている農家戸数は約 60 軒。実際に専業農家

さんは多分２～３軒です。従事されている戸数の人数でいきますと、大体が御

夫婦です。専業でやられている場合は、本人が直接販売するパターンが多いで

す。 

 堀口 面積とか本数はいかがですか。 

 大本 面積は、全体的な面積は把握し切れてはいないのですが、産地化を進

めていまして、年間に約 3,000本の苗木を町が配布しておりますので、本数は

もう分からないぐらいに増やしているという状況です。おそらく、１軒で約

100～200 本という単位では植わっています。専業農家さんと販売していない

農家さんでは本数が全然違うので、平均してしまうと数字的にはあまり意味が

ない感じもします。 

 

 (5) 坪田邦夫氏の質問 

 坪田 当研究所の研究員の坪田と申します。今日は大変面白い話をありがと

うございました。離島で大変成功しておられる、面白いお話を伺うことができ

ると聞いていて、そのとおりだったのですが、私の質問は、離島ならではの御

苦労というか、そういったものがあるのかどうか、あったらお教えいただけな

いかなと思っております。というのは、昔、五島列島に行っていたときに、Ｉ

ターンで来られて農業をやっておられる方とお話をしたところ、離島の農業と

いうのは大変難しいと。そのときの理由を伺ったら、ちょうどおっしゃられた

ように、安定的にまとまった量を出すのが非常に難しいと。五島の場合、海が

荒れると船が来ない。そうすると、福岡のスーパーから「欠品になったら困る

よ」「量が足りなくなったら困るよ」と言われて、なかなか取引がうまくいか

－ 133 －



ないというのが一つ。 

 それから、もう一つは、船賃が離島だとどうしてもかかる。よほどお客がい

ない限り、片道運賃になってしまうと。片道で両方取られるという、そういう

ような問題があって、なかなか離島で特に生鮮物の販売というのは生産・販売

が非常に難しいというふうに聞いたのですが、そのような御苦労が岩城島にあ

ったのかどうかお教えいただけますでしょうか。 

 大本 そうですね。やはり流通に関しては、離島ということがあるのでフェ

リー代が関係します。弊社も個人向けの宅配、いわゆる産地直送販売をやって

おります。当初クロネコヤマトは島に入っておらず、愛媛県と広島県の県境で、

近くの因島にクロネコヤマトさんの拠点であり、フェリーも広島県側が多く、

愛媛県側に流通させるより広島県側のほうに荷物を出したほうが早く届きまし

た。そこでクロネコヤマトに、岩城島の業者さんにも声をかけ、島で荷物をか

き集め、元は取れるから集荷に来てほしいと連絡しました。そのお陰で、毎日

午前１便往復、午後１往復入ってもらうことになりました。そうしたら、因島

の営業所で売上げが２倍以上に増えたと。今度は、それを聞いた愛媛県側のク

ロネコヤマトが怒りました。テリトリーが違うではないかと。でも、こちらと

しては広島県側に出したほうが絶対近いし、船賃も安いのでリスクは少ないと

言い、クロネコヤマト本社に嘆願書まで出して、絶対そのほうが利益になりま

すよと言ったのですが、もう上層部はそういうわけにいかなかったみたいで、

お偉い方がいっぱい来られて、今は愛媛県側からクロネコヤマトが入ってきて

くれています。ですので、午前中に荷物を出したら集荷してもらい、午後も夕

方４時半ぐらいまでいてくれるので、日に２回出せて、翌日の午後には東京に

着きます。料金は、離島ですけれども通常料金と同じです。販売するに当たっ

ては本土で考えるとトラックで配送できますけれども、離島から出荷するとい

うことは本当に１つの荷物として、申し訳ないけれどもそれに送料を乗せるし

かないので、それでどうにかクリアしました。離島での苦労といいますと、買

い物をする場所がなかなかないので島外に出なければならないのが苦労です。 

 

（田家 ではここで、Zoomで参加していただいている西之表市の久留さんから

御質問があるようですのでお願いしたいと思います。） 
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 (6) 久留康平氏の質問 

久留 西之表市の久留といいます。 

 集荷用ゲージと選果用のゲージについてです。それは出荷先に言われて規格

したものなのかどうかということ。あと、青果用で出荷している品質はどうい

うふうに管理されているのか。レモンですので、酸っぱさの度合いというのは

測定して出荷されているのでしょうか。よろしくお願いします。 

 大本 ゲージについては、取引先からの指示ではなく、標準の通常のゲージ

でいきましたら、直径が 5.5センチ以上で 6.1 センチ未満だとＭサイズになる。

ちょっとほかの品種と比べたら小ぶりなレモンになるので、そのＭサイズをい

かにＬサイズの方にちょっと格上げしてあげられるかというところで、直径を

5.8 センチという微妙な直径にしまして、5.8 センチから 6.5 センチまでをＬ

サイズとして扱うと。今ではもう岩城島では当たり前になってはいるのですが、

その当時は弊社独自のサイズであり、農家さんと相談した挙げ句に決めたサイ

ズです。ですので、本来のサイズよりもちょっと小ぶりなものをＬサイズに格

上げして、Ｌサイズとして取り扱って仕入れてあげるというふうにしておりま

す。 

 次に品質ですけれども、レモンでありがたいのは糖度が測定できないことで

す。酸度があるので、いわゆる一般的なミカンや他の柑橘の甘さを調べる糖度

計で調べることは可能ですが、その数値は確定されたものではなく、酸度があ

るので測っておりません。他のミカンとかと違って甘さを問われないというの

がやはり一番レモンのいいところ。その代わり、それ以外に品質にこだわる部

分があり、傷のあるなし、形のよしあしですね。あとは農家さんの取扱い。

「青いレモン」でのネックなのが、収穫してポンと投げてしまうと、最初は分

からない傷ができます。収穫したときは緑色ですが、時間がたってくると緑色

のクロロフィルが壊れて傷が茶色くなってきます。地元ではヤケと言っている

のですが、それを農家さんが出荷されると、こちらで選別するときには茶色く

なっている箇所が出てくるのです。もうそれで農家さんがどのように扱ってい

るのが分かります。それはもう一番最初から十分に農家さんに言って気をつけ

てもらいます。「木に百円玉がぶら下がっているんだよ」みたいな感覚で言っ

たら、大分浸透してきました。本当に丁寧に扱ってくださいと。ミカンだった
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ら、ちょっとちぎったらすぐ籠にポンポン入れられていたんですけれども、レ

モンは本当に卵のように、収穫したらゆっくりゆっくり置いてもらうという風

に、品質はこだわって気をつけています。 

 

 (7) 小澤健二氏の質問 

小澤（健） どうもいろいろありがとうございました。何か夢があって、

海もきれいだし、ここで老後を暮らすと幸せではないか、そんな印象を持ちま

した。レモンとかその他の柑橘、それに魚、お米は外から入れなければならな

いのでしょうが、豊かな生活をこの島で楽しめるのではないか、そういう点で

高齢者が生活するのにいい居住条件であるような気がします。もっとも、地域

の面的な広さの問題もあって難しい条件もあるでしょうが・・。その点で、Ｕ

ターンとかＩターンの方々と同時に、少数でも高齢者がこの島に入って生活で

きるかどうか、老後の生活の観点からこの地域の魅力を発揮できる余地があり

得るかどうか、この点を教えて下さい。もちろん、今日のお話の中でも、世帯

数では高齢者単身の方が多いようですし、高齢者が生活する上では、医療とか

健康管理の面とかで大変な面もあるとは思いますが・・。ただし、瀬戸内海の

島々には一種の夢があるような感じがします。例えば、小豆島でも、レモンと

は違いますが、オリーブで農業法人井上誠耕園は成功していますし、海を利用

した独自の美術館を造って、一つの芸術の島として発信をしているところもあ

りますね。もちろん、生活の基盤のベースがなければなりませんので安易には

語れないかもしれません。しかし、この瀬戸内は昔からの歴史があり、非常に

風光明媚な環境もいいところなので、今日のお話を聞いて老後の生活に適して

いるような印象を持ちました。そういう高齢者の生活空間として少しでも生活

環境を改善し、それをアピールしていく余地があるかどうか、教えて下さい。

今日のお話と直接に関係がなくて恐縮ですが、お願いいたします。 

 大本 非常に難しい御質問ですが、実際に高齢の方が単身で来られているケ

ースもございます。戸建ての家をポツンと建てられて、皆さん貯金があるのか

なと思っています。やはり気候もいいですし、過ごしやすい地域ではあると思

います。行政のほうとしても移住・定住促進はしておりますが、やはり若い担

い手に力を注いでいるような感じはしますね。老後ということになると、何か
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しらの貯金とかがないと難しいのかなと思ったりもしますけども。 

 

（田家 Zoomで御参加の、小笠原アイランド農協代表の門脇さんにお願いした

いと思います。） 

 

 (8) 濱﨑泰宏氏の質問 

 濱﨑 門脇と一緒に拝見させていただいております、小笠原で農家をやって

いる濱﨑と申します。本日は大変貴重なお話をお聞かせいただき、本当にあり

がとうございました。私もレモンの栽培を頑張っているところなのですが、ま

だまだ生産量も少ないですが、今回のお話を伺って頑張っていこうと決意を新

たにしました。そこで質問なのですが、岩城島でレモンの生産量というのは現

在どのくらいなのでしょうか。できれば秀品だとか加工用向けとか、内訳も分

かれば教えていただきたいと思っています。よろしくお願いします。 

 もう一点お答えできる範囲で構わないのですが、農家として岩城島の生産者

さんたちの手取りが気になります。等級や、例えば秀品は大体どの程度、加工

用だとこのぐらいとか、もしお答えできれば教えていただければ幸いです。よ

ろしくお願いいたします。 

 大本 弊社が把握している出荷量は年によって違いはありますが、70～100

トンぐらいです。そのうち、いわゆる加工品になるのが６～７割です。弊社に

はいいものが集まってくるので、青果として販売しているのは毎年約 40 トン

ほどです。 

 今度は、農家さんの手取り、仕入れ価格ですが、一番最初に決めたベースが

秀品で１キロ当たり 500 円がベースになっています。500 円だったらハウスで

栽培したレモンでも良いと。その当時ミカンは約 170円。農協さんに出荷して

も、平均 200 円行くか行かないか。相場で一番いいものを生産したら１キロ

500 円です。それでも幅はありランクがありますが、ピンをつくったら 500 円

というのがやっぱり一番魅力だったのだと思います。その値段を決めたのは農

家さんと相談して決めた金額なので。シーズン最初にはプラス１割増し等、そ

の年々に応じていろいろなことをやって、決して安くはなっておりません。ず

っと高いままで仕入れて、それをどう売るかというのが私達に委ねられている
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という感じです。 

 濱﨑 ありがとうございます。すごくいい値段で買っていらっしゃるという

ことで、大変驚きましたし、生産者として参考になりました。ちなみに加工用

等級だと 10 分の１ぐらいになると思うのですが、そのぐらいでしょうか。 

 大本 加工用のレモンは非常に量がありまして、最初に値決めしたのはキロ

50円です。これは岩城島で出荷してもらった農家さんの手取り。今はキロ 120

円。規格外をつくっても 120円になる。ミカンではそれよりも上か下かが分か

らない。加工品の相場も上がっているので、産地産によっては 200円を超える、

250 円ということもあります。ですが、岩城島では今年は 120 円、去年は 140

円、一昨年は 160円と、そのときの相場に応じて調整させていただいておりま

す。しかし、100円は当分下まわったことはないですね。 

 濱﨑 ありがとうございます。本当に生産者のことを考えていらっしゃるこ

とが分かって、とても参考になりました。どうもありがとうございます。 

 

 (9) 生源寺眞一氏の質問 

 生源寺 福島大学の生源寺と申します。この研究所の客員研究員でもありま

す。大変有益なお話をありがとうございました。多分、今日からレモンを見る

目が変わるのではないかと思います。 

 それで、私の印象として、販売・流通にどう乗せるかとか、あるいはどうい

う形で加工していくかという場合に、相手がおられるわけですね。恐らく今日

のお話の中にもありましたけれども、非常にいい関係がつくられたケースもあ

れば、残念ながらそうならなかったようなケースもあるだろうと思うんですね。

相手とのつながりの内容によって販売基準は多分違うと思いますが、こういう

相手であれば何とかなるよとか、これは初めから接触すること自体を避けたほ

うがいいケースもあるといった辺りの判断はどうなのでしょうか。非常に漠然

とした質問で恐縮です。 

 こういうことを聞いてはよくないのかもしれませんけれども、最初のデパー

ト──あれは伊勢丹ですかね──につないでいただいた林さんという方。この

方はどういうバックグラウンドをお持ちの方でしょうか。これまでなかった形

の袋詰めの販売に乗っけることになったわけですけれども、そのことを支えた
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林さんの背景事情みたいなことを、もし差し支えなければお聞かせいただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

 大本 林さんについてですが、島でレモンを生産して弊社に持ってきてもら

っている農家さんのおばあさんがいらっしゃって、その方の弟さんに当たりま

す。林さんのバックグラウンドはペットボトルの製造会社の方です。ペットボ

トルは非常に単価が安く、何十万本という生産をしなければならないというこ

とで、印刷した紙でなく、実際に袋に入れたレモンを持ってこないと駄目なの

だと、もう淡々と言われ、ペットボトルはそんな業界じゃないんだと言われま

した。それで私も考えなければならないと思い、袋をどうやってつくったらい

いかと考えさせられました。私はと言うと、もう絵に描いたようなものでもい

いのではないかと軽く思っていたぐらいでした。しかし、実際に袋に入れたレ

モンを半信半疑で持参し、見てもらったら「ああ、これだったらいけるんじゃ

ない？」と、一つ返事でいただいたのです。あとはその林さんが持っていた地

元愛もありました。 

 余談ですが、その林さんもお年を召されてもその時の印象が残っており、ど

うしても私に会いたいということで、島に何十年ぶりかに帰られ、弊社に来て

くださいました。お話ししましたら、そのときの印象がすごくあったようです。

後々聞いてみると、アポイントを取ったのは奥様のようですが、実際に一緒に

デパートに行って営業してくださったのは林さんです。あれが本当に転機とい

うかターニングポイントだったと思います。 

最初の頃はもう本当に、私は営業職出身だったので、どんどん触手を広げ

ていくというか、繋がりをつくっていくことをやっていました。やはり苦い経

験は何回もありまして、不渡りを出し回収できなかったこともありました。そ

うこうしていると、だんだんと鼻が利くようになり、この方とはあまりお取引

しないほうがいいなとか、段々分かる感じになりました。大体は本当にいい方

が多くて、一緒に商品をつくりましょうと言ってくれます。 

 気をつけていたのは、こちらからレモン果汁なりレモンの皮なり、レモンな

りを提供するので品物をつくってください、ということは絶対にしないように

しようと思いました。あくまでもレモンを買ってもらって、果汁を買ってもら

って、皮を買ってもらって、できたものを逆に今度は弊社が仕入れる。だから、
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向こうも利益を乗せてもらっても構わない。それが正規の流通の在り方ではな

いかと思っています。よく仕入れ値が高くなるのはなぜと言われるのですが、

それで仕入れ値を安くしてもらったところで、こっちは無償で出しているので、

その時点でマイナスじゃないですか。仕入れた材料を無償で提供して製品をつ

くってもらっても、赤字から始まっている。こちらから頼んで「これをつくっ

てください」というのはなるべくしないようにしました。だから、卸して、つ

くってもらって、もう一回仕入れて、売る。こちらとしては金銭的に２回利益

が発生する感覚を大切にしています。 

 

 (10) 岩元明久氏の質問 

 岩元 客員研究員の岩元です。今日は本当にとってもためになりまして、最

後まで聞かせていただきました。 

 それで、最初にセンター長のほうからの話をお聞きしながら、国産の「青い

レモン」というのは一体いつ頃からあるのかなと思っていたのですが、どうも

伊勢丹に売込みをされたのが 20 年ぐらい前というようなことでしたので、あ

あ、そうなんだと。国産レモン、「青いレモン」の登場で、レモンというのは

とにかく黄色でなければいけないという先入観が消費者にはあったと思います

が、それが徐々にそうではないと。それこそワックスをかけていないというよ

うなことで、高くても、家内も国産の「青いレモン」を買ってきます。そうい

うように徐々になってきたのには、皆さん方の非常な努力があって少しずつ消

費者の目が国産のレモンに向いていったと思うのです。一方、私がお聞きした

いのは、生産者の側にも日本ではレモンをつくれないという先入観があったの

ではないかというように感じているのですが、そこら辺のところは、ただ売り

先がないからそうだったのか、それとも皆さん方がいろいろやはり努力をされ

ながら国産レモンをこれからやっていこうということで、指導というか、生産

者の皆さん方につくってもらうようにいろいろ説得されるような努力というか

そういうことがあったのかどうかをお聞きしたいなと思いながら聞いておりま

した。 

 本当に、非常に参考になるお話をいただいたと思っています。ありがとうご

ざいました。 
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 大本 レモンを育て産地化する際に、農家さんの協力を仰ぐために果樹試験

場のレモン博士こと脇さんの御尽力は相当あったと思います。しかし、小さい

島なので、農家さんは皆知り合いです。２～３軒の農家さんが「レモンはいい

よ」と言ったら、みんなレモンに変えるため、産地化するのはすごく早かった

と思います。なおかつ行政が苗木をくれるので、じゃあ作ってみようかなと。

そのため、広がりは非常に早く、高品質なものをと切磋琢磨していったのでは

ないかなと思います。 

 

 (11) 田家明氏の質問 

田家 予定の時間になりますが、私から質問をさせて頂きます。今日は

Zoomで離島の行政関係者の方の視聴が多いですが、恐らく生産者からいろいろ

な相談があるのではないかと思います。ご自分の経験に照らしてアドバイスが

あればお願いします。 

 大本 そうですね。加工食品はこだわりをもって製造している商材はすごく

多いと思います。ジャム等がそうですが、昔はジャムといったら添加物、固め

るためにペクチンというのは必ず添加物を入れていました。添加物を入れたく

ないというところで、搾りかすからペクチンを取るなど、原材料名を見たら

「砂糖、レモン」か「レモン、砂糖」しか書いていないような、他ではつくっ

ていないような商品をつくってみるというのが良いと思います。あとは、やっ

ぱり自分たちが納得する味を追求するべきだと思います。 

 田家 どこの地域でも経験することでしょうけれども、やはり今は青果にし

ても加工品にしてもセンターが一元的に販売されていますよね。今後バイヤー

が入ってきて、競争が始まる可能性がありますが、現在の販売体制を構築する

にあたって苦労話があればお願いします。 

 大本 私はＵターンして島に帰り、レモンで盛り上げようという時には、本

当にレモンが売れるようになったら、農家の皆さんのご協力があって、順風満

帆かと思っておりました。しかし、やはり他に販売される方も出てこられまし

た。私も実家が農家なので、もう本当に農家さんのためにと思ってやってきた

のですが、やはり農家さんも人なので、少しでも儲かるところに出すと言うの

は、私のなかでもちょっと、ジレンマではないですけれども、ちょっとガッカ
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リしたというのはありました。 

しかし、この狭い島の中でレモンが取り合いになりますが、弊社が設立さ

れた経緯には、農家さんの収入が潤えばいいというところがあるので、そこで

は喧嘩するわけにはいかないのです。どうするかといったら、こちらには営業

力・販売力があるので、少しでも本当に農家さんの収入に跳ね返るような製品、

加工品でもその価格帯があります。そして通常、青果を売ろうと思ったら、い

いものだけ、いわゆる整品、優品、秀品を何キロくださいというやり方で仕入

れます。そうではなくて、農家さんとしてみたら、物産センターにレモンを持

っていけば全部買ってもらえる。そうしたら農家さんとしては楽であり、面倒

ではないので、それでどうにかやり繰りしてきたのかなと思います。やはり単

価ばかり気にする農家さんもいらっしゃるので、その方には「弊社はこの単価

です」というのを言って、あとの選択は農家さんにお任せするようにしていま

す。 

――了―― 
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解  題 

小 澤   卓 

 

令和４年度第３回講演会は、離島の産地から有識者を招き、島での生産活動

の実態や、産物のブランド化の取り組み、担い手育成の現状について研究する

ための講演会を企画することとなった。そこで今回、愛媛県上島町に所在する

株式会社いわぎ物産センターのセンター長である、大本孝則（おおもと たかの

り）氏に依頼し、「離島から国産レモンのブランド化～青いレモンで島おこし」

という演題でお話しをいただいた。 

株式会社いわぎ物産センター（以下、物産センター）は、1985 年６月に旧岩

城村にて第三セクターとして設立された。設立以来、国産レモンの「青いレモ

ン」のブランド化をはじめ、島の柑橘やレモンを使った加工品の製造から販売、

島の港には島のお土産や野菜を直売するリモーネ・プラザ、喫茶レモン・ハー

トを運営し、地域振興に寄与してきた。また最近では、レモンを豚の飼料に混

ぜた「レモンポーク」のブランド化、レモンを鯛料理に活かした「レモン鯛」

といった他の第一次産業と連携した特産品の開発もおこなっている。 

「国産レモン」や「瀬戸内レモン」という言葉が浸透してきた昨今だが、物

産センターでは 80 年代からブランド化に取り組み、島のレモンが防腐剤やワッ

クスを一切使わず、水洗いすれば皮も食べられ、安心・安全な食材であること

を普及し、市場での信頼構築に取り組んできた。このことは、岩城島や愛媛県

内のみならず、瀬戸内でのレモン栽培をおこなう地域に大きな貢献を果たして

きたと考える。 

講演は、岩城島の紹介、青いレモンの導入経緯、愛媛県立果樹試験場の研究

者（その後に岩城分場長）であったレモン博士こと脇義富氏の貢献、青いレモ

ンの販路開拓、レモン果汁にはじまる商品開発の変遷、後継者対策等の今後の

展開から構成されている。農地の拡大に制約がある離島では、ブランド化に伴

う生産拡大や産品の供給には苦労があったと推察する。大本センター長は岩城

島の出身であり、島にＵターンされ、物産センターに入社された。これまでの

間、どのようにして「青いレモン」の販路開拓をおこない、ブランド化に取り

組んできたのか、その経緯や販路開拓における苦労話、これからの展開という
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流れでお話いただいた。 

大本氏は、「まずレモンの果実を売ること」が基本だと言う。農家の協力が得

られる体制をつくり産地化してきたが、まずは果実が売れなければ信頼が得ら

れない。そして、販路に乗せるために、島に縁のある方の仲介により百貨店と商

談し、今では通常のレモンの袋詰め販売等、流通に合わせる営業努力をしてきた。 

物産センターでは、柑橘が市場への卸販売が主流でインターネットやＳＮＳ

も普及していない時代に、産地直送による通信販売を始めている。岩城島産レ

モンの知名度向上のために「青いレモンの島」の商標を取得し、各地のイベン

トや物産展への出展してきた。物産センターは生産者の安定収入を使命として

いるため、レモンの価格は当時の輸入レモンより少し高くとも、生産者が納得

できる価格での買いとりを貫いてきた。特に、ハウス栽培の農家は先行投資を

しているため、納得できる単価を相談して価格を決めることで、農家からの安

定出荷を実現したことは、産地づくりの重要な要素と考えられる。現在は他の

産地も徐々に増え、国産レモンの値段が上昇しているため、物産センターも他

の産地やその年の生産状況を考慮しながら仕入価格を上げるなど、農家へのイ

ンセンティブを工夫している。 

レモン自体が売れ始めてから、売れ残る規格外品を加工品にしてきた。一般

消費者向けの100％果汁の開発を契機に、多様な商品へ展開してきた。技術やノ

ウハウが初めから備わっていた訳ではなく、島外の事業者と連携しながら、商

品開発を手掛けてきたことも、大本センター長をはじめとした物産センターの

行動力の賜物であろう。講演の最後は、将来的な生産体制の構築のために、Ｕ

ターン後継者対策を課題とし、物産センターでも生産活動を始めるに至ったと

ころで締め括られた。後継者対策はどの各産地にも共通する課題だと思われる

が、物産センターならでは今後の取り組みを期待したいところである。 

質疑では、聴講者から物産センターの経営状況、レモン価格の決定方法、農

家への技術指導、商品開発でのパートナー選び、離島ならではの物流上の課題

等に質問がなされた。また、オンラインにて小笠原村、八丈町、神津島村、西

之表市のレモン栽培に取り組む離島市町村からも参加をいただき、熱心な議論

をいただいた。本講演が離島での生産活動や地域おこしに取り組む方々に資す

ることを期待したい。 
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