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【報告論文】

樹種別にみた果樹経営の動向と課題

澤田守

（農研機構）

I はじめに

国内の農業政策を考えるうえで、農業経営体

の将来的な予測が重要となっている。特に、永

年作物である果樹においては、定植から収穫に

至るまでに長い年月がかかるため、長期的な趨

勢を見据えた対策が必要とされる。しかし、果

樹に関する動向に関しては、これまで農林水産

省で単年度の需要、供給動向について見通しを

示しているものの注1)、長期的な予測を行った

ものはない。

そのため本稿では、 2005年から2015年の農林

業センサスの組替集計を行うことで、マルコフ

推移確率を用いた果樹の樹種別の動向予測を行

う。特に、これまで果樹においては、樹種別に

長期的な予測を行った分析はなく、予測結果の

比較をもとに樹種別の特徴を示す。さらに樹種

別の違いの要因を分析することで、果樹経営の

課題について考察する。

II 分析方法

農林業センサスを用いて果樹の動向予測を行

う際の最大の問題点が、 2010年の農林業センサ

スにおいて果樹の樹種別の栽培面積が把握され

ておらず、データが存在しない点である。その

ため、本稿では農林業センサスの組替集計を行

い、 2005年から2015年にかけての栽培面積の推

移を把握する。栽培面積の変化については、第

ーに、 1経営体ごとに2005年と2015年時点の果

樹の樹種別の栽培面積から類型化(「 1ha未

満」、「 1~2ha」、「 2~3ha」、「 3~5

ha」、 「5ha以上」注 2>)を行う。第二に、

2005年、 2010年、 2015年の各年のミクロ（個票）

データをつなぎ合わせたパネルデータを作成し、

第三に、 2005年から2015年にかけての樹種別の

栽培面積の変化を把握することで、 2005年から

2015年にかけての栽培面積類型別の農業構造動

態表を作成する。

本稿ではこの農業構造動態表をもとに作成し

たマルコフ推移確率を用いて経営体数の将来予

測を行う。マルコフ推移確率を用いた予測手法

に関しては、これまで安武 (2019) など、多く

の先行研究があり、本稿でも同様の手法によっ

て推計している。具体的には、樹種ごとの栽培

面積類型別の経営体数に、マルコフ推移確率行

列を掛け合わせることで、 2025年、 2035年の予

測値を算出している。予測式は以下のように表

される。

冗 (n)=冗 (n-l)P(Pは推移確率行列）

さらに、栽培面積の予測に関しては、栽培面

積類型別の経営体数の予測結果に、平均栽培面

積を乗じることで推計する注3) 0 

なお、果樹の動向は、産地によって異なる傾

向にあるが、ここでは樹種別の動向をつかむた

めに、全国を対象として推計を行っている。ま

た果樹の場合、施設栽培も一定の割合を占める

が、ここでは施設と露地の面積を合わせた栽培

面積で類型化を行い、予測を行っている注4)0 

III 分析結果

1 樹種別の予測結果

本稿で対象としている経営体は「販売目的で

栽培している果樹類の栽培経営体数」である。

2005年から2015年にかけて、果樹経営体数は

28. 7万経営体から22.2万経営体 (23%減）とな
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り、栽培面積は17.4万haから14.5万ha (17%減）

になった。

この結果をもとに、 2025年及び2035年の経営

体数と果樹栽培面積を予測すると、果樹の栽培

経営体数は、 2025年には17万経営体 (2005年の

59%) 、2035年には12.8万経営体 (2005年の

45%) にまで減少し、特に 1ha未満の小規模層

を中心に大きく減少する傾向にある（第 1図）。

その結果、果樹の栽培面積は、 2025年に12万ha

(2005年の69%) 、2035年に9.8万ha (2005年

の57%) にまで減少することが予測される。た
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第1図 果樹全体の経営体数と栽培面積の

予測結果

資料 ：農林業センサス組替集計を用いたマルコフ推
移確率による予測結果。
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第2図 リンゴ作の経営体数と栽培面積の

予測結果

だし、栽培面積の減少率は、経営体数に比べて

若干低く、園地の流動化により、園地の減少が

わずかではあるが緩和される傾向にある。

次に樹種別の動向について確認する。最初に

リンゴの動向についてみると、 2005年から2015

年にかけて、経営体数は5.3万経営体から 4万

経営体 (25%減）に減少し、栽培面積は3.3万

haから2.8万ha (13%減）に減少した。この結

果をもとに2025年、 2035年の予測を行うと、経

営体数は2025年に 3.0万経営体 (2005年の

57%) 、2035年には2.3万経営体 (2005年の

44%) にまで減少することが予測される（第 2

図）。また、栽培面積は2025年に 2.4万ha

(2005年の73%) 、2035年には2.0万ha (2005 

年の62%) となることが見込まれる。リンゴの

場合、経営体数の減少率は果樹全体に比べて高

い一方、栽培面積の減少率は若干ながら低い傾

向にある。リンゴの場合、果樹の中では園地の

流動化が進んでいる樹種であり、 3ha以上の経

営体数は増加することが予測される。経営体の

規模拡大が進むことで、栽培面積の減少がやや

緩和されることが影署していると考えられる。

次に、温州ミカンを含めたカンキツの動向に

ついてみる。カンキツの多くは温州ミカンが占

めるが、近年の特徴として、温州ミカンから良

食味で高単価で販売できる「不知火」 「はるみ」
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資料：第 1図に同じ。

第3図 カンキツ作の経営体数と栽培面積の

予測結果

資料 ：第1図に同じ。
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などの中晩柑品種に転換するケースが多く、温

州ミカンだけの予測ではなく、カンキツ全体で

の動向予測が必要とされる。2005年から2015年

にかけてのカンキツ全体の動向をみると、経営

体数は2005年の8.6万経営体から2015年には6.8

万経営体 (22%減）に、栽培面積は2005年の

5.4万haから2015年には4.7万ha(13%減）に減

少した。この結果をもとに、 2025年、 2035年の

予測を行うと、経営体数は2025年に5.2万経営

体 (2005年の60%) 、2035年には4.0万経営体

(2005年の46%) にまで減少すると見込まれる

（第 3図） 。また栽培面積は、 2025年に4.1万

ha (2005年の 76%) 、2035年には3.5万ha

(2005年の66%) にまで減少する。

ただし、カンキツについては、果樹全体の傾

向に比べて、予測される栽培面積の減少率は低

い傾向にある。カンキツにおいては、リンゴと

同様に 3ha以上の経営体数の予測値が増加して

おり、園地の流動化による規模拡大が進むこと

で、栽培面積の減少が若干緩和すると考えられ

る。

一方で、果樹の樹種別に予測すると、果樹全

体に比べて経営体数、栽培面積が大きく減少す

ると予測されるのが日本ナシとクリである。日

本ナシの場合、 2005~2015年にかけて経営体数

は2.8万から1.8万経営体に減少 (35%減）し、
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第4図 日本ナシの栽培経営体数と栽培面積の

予測結果

資料：第 1囮に同じ。
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第5図 クリの栽培経営体数と栽培面積の

予測結果

資料：第 1図に同じ。

栽培面積は2005年の1.3万haから2015年に 9千

ha (29%減）にまで減少した。この結果をもと

に、 2025年、 2035年を予測すると、経営体数は

2025年に1.2万経営体 (2005年の43%) 、2035

年には 8千経営体 (2005年の29%) にまで減少

する（第4図） 。さらに栽培面積についてみる

と、 2025年には6.5千ha (2005年の50%) 、

2035年には4.6千ha(2005年の35%) にまで減

少することが予測される。日本ナシの予測値の

特徴は、果樹全体と比較して経営体数の減少率

が大きく、さらに栽培面積の減少も進む点にあ

る。これらの結果をみると、日本ナシの場合、

園地の流動化が進んでおらず、経営体の栽培中

止が栽培面積の減少につながっていることがわ

かる。

果樹の中で日本ナシと同様に減少率が高いの

がクリである。クリは2005年から2015年にかけ

て経営体数は17%の減少となり、栽培面積も

16%の減少となっている。この結果をもとに、

クリの2025年、 2035年の経営体数、栽培面積の

動向をみると、経営体数は2035年に1.2万経営

体 (2005年の45%) 、栽培面積は4千ha(2005 

年の48%) にまで減少する（第 5図）。クリの

予測値をみると、経営体数と栽培面積の減少率

がほぼ同じ割合で推移しており、園地の流動化

がほとんど進まない予測結果となっている。
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第6図 樹種別の栽培面積の動向予測

(2005年を 100とした場合）

資料：第 1図に同じ。

2 樹種別の比較

以上の樹種別の動向予測をもとに、栽培面積

の動向を比較したものが第6固である。ここで

は樹種別に2005年を100とした場合の面積推移

をみることで比較する。

樹種別にみると最も減少率が高いのが日本ナ

シであり、次にクリ (48%) の減少が著しい。

これらの樹種では、栽培面積が2035年には、

2005年の半分以下にまで減少することが予測さ

れる。また、カキも2035年には、 2005年の52%

にまで栽培面積が減少 しており、果樹全体に比

べて高い減少率となっている注5) 0 

一方、樹種の中で、 比較的栽培面積の減少が

緩やかなものがリンゴ、カンキツである。園地

の流動化が進み、規模拡大が進行している樹種

では栽培面積の減少が緩和される傾向にある。

3 園地を維持するために必要な規模

以上の予測結果をもとに、 2005年時点の園地

を維持するために必要な担い手の規模について

推計したものが第 7図である。果樹は労働集約

的な作目のため、家族労働力のみでは面積拡大

に限界がある。そこで、ここでは雇用型経営と

考えられる果樹面積 2ha以上の経営体を今後の

担い手経営体として想定し、担い手経営体が園
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資料：第 1図に同じ。
注：栽培面積2ha以上の経営体を担い手とした場合に

栽培面積を維持するために必要な面積規模。

地面積を維持するためには、どの程度の規模拡

大が必要となるかについて試算 した。

図をみると、 2005年時点の栽培面積を維持す

るためには、担い手経営体において2025年には

リンゴで 5ha、カンキツでは4haまでの拡大が

必要になり、さらに2035年にはリンゴ6ha、カ

ンキツ 5haにまで規模拡大することが必要にな

る。この規模拡大が必要な面積については、樹

種によって異なり、担い手経営体の規模拡大が

必要となるのは、日本ナシ、クリである。これ

らの樹種においては、 2025年に日本ナシでlOha、

クリで Shaに、 2035年には日本ナシで18ha、ク

リで14haへの規模拡大が必要とされる。この面

積規模に関しては、現行の技術水準では困難な

点も多く、既存の家族経営や新規参入者への支

援を含め、幅広い担い手の育成を図ることが必

要となる。

IV 考察一樹種別 の違いの要因

以上のように果樹の樹種別の予測結果を見る

と、樹種によって予測結果が異なる傾向が確認

される。その要因について、特に園地の減少が

予測される日本ナシを例に考察すると、以下の

点が指摘できる。

第一の要因が、販売価格の伸び悩みである。
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資料：股林水産省「農業物価統計調査」 （各年版）

注 I)価格に関して 2006~2010年は 2006年基準、
2011~2015年は2010年基準、 2016~2018年は
2015年基準の数値を用いている。

注 2)2006年の販売価格に特異な点はみられない。

果樹の品目別の国内価格の推移をみると、 2006

年以降に関して、リンゴ、ミカンは価格が上昇

している（第 8図）。特に温州ミカンは、 2006

年を100とすると、 2018年には74%の増加にな

るなど販売価格の上昇がみられる。その一方で、

日本ナシは栽培面積が大きく減少しているにも

関わらず、 2018年の販売価格は2006年に比べて

13%減少しており、価格が低下している。生産

量が減少する中での販売価格の伸び悩みが、規

模拡大が弱い要因の一つと考えられる。

第二の要因が、日本ナシの改植が進まない点

である。 日本ナシの代表的品種「幸水」が導入

されてから、多くの産地では40年以上が経過し

ている。産地では、経営者の高齢化が深刻であ

り、改植する意欲が乏しく、そのまま廃園とな

るケースが増加している。特に日本ナシの場合、

老木における白紋羽病の発生リスクの上昇、い

や地現象の発生によって、同じ圃場内で改植し

た場合でも一定のリスクを伴う。その結果、成

園の貸出意向があっても園地の流動化がほとん

ど進行しない傾向にある。つまり、農業労働力

の高齢化の下で、市場における販売価格の低迷、

生産面での改植の遅れ、園地の流動化の停滞が

組み合わされることで、日本ナシに関しては、

規模拡大が進まず、園地が減少する予測結果に

なっていると考えられる。

V おわりに

本稿では、農林業センサスをもとに果樹の樹

種別に、 2025年、 2035年の経営体数と栽培面積

の動向を予測した。果樹の面積は、 2025年では

2015年に比べて2.5万haの減少、 2035年では4.7 

万haの減少となり、遊休園地が大幅に増加する

ことが予測される。全ての樹種で遊休園地が増

える傾向にあり、今後はいかに遊休園地の発生

を抑えるかが課題となる。そのためには、果樹

経営の一層の規模拡大を図ることが必要となる

とともに、既存の家族経営の維持や、新規参入

支援なども図っていくことが求められる。

一方、樹種別にみると、予測結果は樹種によ

って異なる傾向にある。リンゴ、カンキツにお

いては、栽培面積が減少する傾向にあるが、規

模拡大も若干進行する。リンゴ、カンキツにお

いては、販売価格も維持・上昇傾向にあること

から、今後はさらに労働生産性を向上させるた

めの省力的な機械化体系の確立、産地の基盤整

備などを図り、規模拡大の条件を整えることが

重要になると考えられる。

また、日本ナシのように、販売価格の低下と

栽培面積の減少が進む樹種に関しては、新品種

などの開発による販売面の向上が求められると

ともに、これまでの体系とは異なる新たな栽培

方式の導入が求められる。特に、日本ナシでは

神奈川県 (2009) で開発したジョイント栽培、

栃木県 (2019) で開発した盛士式根囮制御栽培

といった革新的な栽培技術も開発されている注

6)。これらの新技術は、改植に伴う未収入期

間の短縮などで経営上のメリットは大きいもの

の、改植に伴う収入減や、苗木、設備導入に伴

う初期費用の高さなどから、生産者が新技術を

導入するためには高いハードルを伴う注7)。

そのため、新技術を普及させるためには、若
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い後継者を含めた新規就農者など、新技術の普

及ターゲットを明確にし、技術導入への積極的

支援を図ることが重要になると考えられる。

また、日本ナシにおいては一部ではあるが、

50haを超える栽培園地を持つ雇用型農業法人が

出てきており、雇用型経営が成立可能な機械化

作業体系の確立、観光農園などの経営の多角化

に資する栽培体系も考えていく必要があろう。

このように、果樹の予測結果をみると、樹種

によって状況が異なり、対応策についても収穫

期を拡大させるための品種構成、作業体系のマ

ニュアル化などについて、品種別に考えていく

ことが重要になる。

残された課題としては、果樹の栽培面積は全

体的に縮小傾向にあるが、同じ樹種でも特定の

産地では規模拡大が進むなど、産地によって異

なる傾向がみられる。産地別の詳細な動向分析

に関しては今後の残された課題としたい。

［付記］生研センター「革新的技術開発・緊急展

開事業（うち人工知能末来農業創造プロジ

ェクト）」の「果樹生産の大幅な省力化に

向けた作業用機械の自動化・ロボット化と

機械化樹形の開発」の成果の一部である。

注 1)農水省の予測では、 2019年の予想生産量は

ミカン78万トン、リンゴ80万トンとなって

おり、国内需要量（ミカン、リンゴとも81

万トン）を下回る状況にある。

注2)果樹の樹種別にみた際に、 5ha以上の規模

が少ない一部の樹種では、 「1ha未満」、

「1~ 2ha」、 「2~ 3ha」、 「3ha以上」

の分類で推計している。

注3) ここでは果樹の栽培面積を用いた予測であ

るため、経営体の減少は、栽培を中止した

経営体数を意味しており、必ずしも離農で

はない点に留意する必要がある。

注4)果樹の場合、同じ露地栽培でも例えばブド

ウのように、生食用とワイン醸造用の栽培

では品種、栽培方法、面積規模が大きく異

なる。だが、農林業センサスにおいては、

生食用と加工用に関して分類していないた

め、本稿では区別せずに計算している。

注 5) 図が煩雑になるために省略しているが、ブ

ドウ、モモについては、果樹全体とほぼ同

様の水準で減少する傾向にある。

注6) ジョイント栽培は、樹同士をつなぎ合わせ

ることで、梨の育成期間を半減し、直線的

な単純樹形により、剪定作業時間の削減、

機械化の導入を可能にする技術である。ま

た、盛土式根圏制御技術に関しては、地面

に遮根シートを敷き、培土を盛って樹を育

成する技術であり、早期成園化が図れると

ともに、多収、軽労化、土壌病害対策など

の面でメリットが大きい技術となっている。

注 7)渡辺 (1976)は普及の速度を決める要因と

して、①採用の費用が小さい、②採用によ

って他の生産部門への影響が少ない、③期

待される生産性が確実なもの、④採用の際

に高度な技能性が要求されないものをあげ

ているが、果樹の新技術の場合、改植に伴

う収量の減少、長期的な生産に対するリス

クなどがあり、普及の速度は遅くなる傾向

にある。
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