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生食用パ イ ンアップル産 地 の経営存続の可能性

一石垣島を事例に一

菊 地

〔キーワード 熱帯果樹，経営継続，生食用パイ

ンアップル，高齢化

1 .はじめに

果樹は永年作物であるがために経営転換が容易

にできず，機械作業のできない労働集約的となる.

‘一般に果樹産地の現状は， 60歳以上の高齢者が担い，

果樹単一経営であることで経営基盤が脆弱である.

樹園地が流動化して一部の担い手に集約すること

は多くない.さらに樹園地それ自体の立地条件が傾

斜地に多く，作業効率の悪さと収益性の低さから若

年層が就農せず，労働力不足となっている.農地が

流動化せず，労働力が不足し，樹園地の整備が遅れ

るといった 3つの要素から農家数，栽培面積，生産

量ともに減少している(内閣府沖縄総合事務局

2005) . 

農林水産省は 2005年に「果樹農業振興基本方針j

を策定した.この基本方針において沖縄県で該当す

る果樹はパインアップルであり，これに対する振興

対策の基本的な事項①果樹産地構造改革計画の

策定等の国際化の進展に対応した産地構造改革，②

需給調整の適切な推進等の担い手の経営改善，③毎

日くだもの 200g運動の効果的な推進等の国産果実

の需要維持 ・拡大，④国産果実の輸出振興」などを

推進していくことになった(農林水産省 2005) . 

しかし，沖縄県において本土のように組織的な対応

をとった産地はあまりない生産組織の形成がなけ

れば農家間の連携を取ることができず，需給バラン

スを図ることが困難となる.むしろ農家聞で緩やか

な組織を形成し，その後その組織の体質を強化して

いく方向をとることでの産地形成が望ましい.現状

では経営改善以前に農家が特定品目で経営として

の目標 ・目的をもたせることが必要である(菊地ら

2006) . 

「果樹農業振興基本方針Jの策定される以前に沖

・琉球大学農学部 (KohKikuchi) 

香本

縄県で実施している果樹を中心とした振興対策は，

生産体制確立条件整備事業，種苗緊急対策事業と

いった生産対策が実施されている.さらに生食用パ

インアップルおよび加工品の消費拡大，加工原料果

実への価格補填にむけた流通対策および価格対策

としての生産出荷安定対策事業を実施してパイン

アップル生産振興を行っている沖縄県におけるパ

インア ップルの生産地は，酸性土壌地域である沖縄

本島北部，八重山諸島の石垣島と西表島に限定され

ている.沖縄本島北部のパインアップル産地は，パ

インアップル缶詰工場があることで一部の加工用

と生食用のパインアップルとなっている.しかし，

八重山地方でのパインアップルは 1990年にパイン

アップル缶詰工場が閉鎖されたことで，すべてが生

食用となっている.生食中心の石垣島で、のパイン

アップルは，生食パインアップノレが主力で、ある.JA 

系統販売では，完熟直前に収穫することにより船舶

輸送となっている.それ以外の販売で、は完熟パイン

アップルとなっており，その完熟パインアップルの

多くは，航空便に依存せざるをえない状況にある.

ちなみに JA系統が取り扱う八重山地域のパイン

アップルは全収穫量の約 10%であり，残りの 90%

程度は，産地商人や直販となっている.菊地 ・中村

(2004)によれば，沖縄県の果樹農家は高齢化がす

すみ，多くの農家で後継労働を確保することができ

ず，労働力不足となっている.そしてパインアップ

ルの栽培はその多くが機械化できず，脆弱な労働カ

で

パインアツプルに関した研究は，中村ら (2004)

の価格補償により生産継続の可能性を持つことを

解明があげられる.また菊地 ・中村 (2004)，菊地

ら (2006)は，沖縄本島北部を事例にして，農家の

加工用から生食用への転換には，現状の販路だけで

はなく新たな販路を確保が不可欠であることを解

明した.これらの事例地は農家にとっての所得の下
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支えとなる加工用をもって，生食用を開拓している

状況にある.しかし，石垣島は加工への用途はなく，

すべてが生食用となる.石垣島におけるパインアッ

プル農家の生産継続に関した経営的な研究は乏し

く，今後の国産生食用パインアップノレ産地の動向を

明らかにしておくことが必要で、あろう.

ここでは生食用パインアップル農家の労働の継

続性に着目したい.それについて生食用に特化した

石垣島ではどのような農業を展開していくのが妥

当であるのか，そのあたりについて面接調査を通じ

て明らかにしようとするものである.本報の課題は，

どのような条件を具備した経営であれば，生食用パ

インアップル産地の石垣島の農家が生産を継続し

ていくのかを明らかにしようとするものである.

2 沖縄県における園芸産地の動向

沖縄県の耕種部門について，粗生産額からみた構

成比は図 1のとおりである.沖縄県における基幹的

な農作物は 1975年から 1985年まで，サトウキピが

構成比 45%以上を占めている.その後，サトウキビ

の構成比が徐々に低下し， 1990年代では 30%台を

かろうじて維持している状況にある.サトウキピの

構成比が低下している原因としては，サトウキビ価

格が 1980年代以降， 1 t当たり 2万円と低い水準に

とどめられていることにある (Kikuchiら 2007)

花きは 1980年まで 10%に満たない構成比で、あった

が， 1985年に 11.2%となり，その後一貫として増

加している.図では花きの詳細については記載して

いないが，春の彼岸向けの小菊は県外市場の占有率

が高く，その結果として花きの構成比も高くなって

いる. 3月の彼岸向けの小菊栽培は，沖縄県以外に

おいては施設で加温が必要である.しかし，沖縄県

では風除け施設以外ではとくに加温は必要ではな

く，この加温にかかるコスト面から沖縄県の優位性

が出ている.野菜については 1985年以降 30%以上

の構成比となることがなく，サトウキビと同様に減

少傾向にある.野菜は構成比が減少しながらも，む

しろ一定の品目に特化している傾向にある.その中

でとくに農家の作付はゴーヤと冬瓜に特化しつつ

ある.ゴーヤは増加し，その原因は，健康ブームと

TVを媒介した販売促進戦略が成功したことである.

3-.パインアップル農家の経営形態

(1)調査の方法

パインアップノレ農家への調査は 2006年 9月に実

施した.調査内容は，経営要素として経営主年齢，

農業従事者数，後継者の有無，品目別の粗収益，農

業経営費，農業機械装備，栽培品種，販売経路など

であり，土地要素として経営耕地面積，肥沃度，土

地改良実施の有無，傾斜度，排水の良否などである

八重山農政・農業改良普及センター

- サトウキビ 図果実その他 口 野菜類 によれば，石垣市においてパイン

アップルを栽培し，販売している農

家は約 150戸であり，その中で JA

の生産部会に所属している農家は

40戸となっている.このうち調査

対象とした農家は 100戸としたが，

実際に面接調査ができた農家は 32

戸で、あった.データの欠損の多い農

家を除いて分析対象となった農家

は， 30戸である.石垣市の約 20%

を調査することができた.また，取
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図1 沖縄県の産出額からみた構成比(耕種部門)

資料:沖縄統計年鑑より作成

りまとめ結果との整合性を確認す

るために補足調査を 2007年 10月お

よび 2008年 6月に実施した.

(2)事例農家の経営概況

石垣市の農業は，粗生産額からす

ると元畜生産が盛んであり，次いで
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サトウキビとなっている.パインアップルの輸送は

次のような問題をかかえている.石垣島の航空便は

滑走路の問題から積載量を最大とできず，気象条件

によっては滞貨となる注 1) 調査農家の経営概況を

表 1に示す.経営全体の経営耕地面積が最大 1，450a， 

最小 11aである.経営主の年齢は最年長で 80歳，

最年少で 35歳である. 30戸の中で 21戸が 60歳以

上の経営主となっている.経営主が 60歳以上であ

る農家において後継者を確保している農家は 12戸

であり，残りの 9戸は農業の継続性に問題がある.

農業従事者数は人の経営が 3戸であり ，3人以

上の経営は 11戸であった.農業従事者の多い経営

は， 140~980 haと経営耕地面積の大きな農家が多

、く，またこうした農家では従事者を確保が必要であ

る.

事例農家が栽培しているパインアップルの品種

は， 26戸が N67-10を栽培している.そしてボゴー

ルは 10戸，ピーチパインは 7戸である.N67-10は

加工用と生食用の双方に向き，ボゴールとピーチパ

インは生食用品種である .N67-10が多い理由は，

農家の栽培技術が確立していることにある.石垣市

でのパインアップル生産は，古くから加工用と生食

用に向く品種の N67-10が栽培されてきた.現在で

も同品種が中心的であり，その他品種は後発的なも

のである.したがって，ボゴールやピーチパイ ンの

ように，栽培技術を確立できていない品種は農家で

一定品質を保って生産をすることができず，農家に

完全に普及していない.また技術的な部分もあるが，

苗不足によって農家は栽培したくともできないと

いうこともある.

石垣市では前述したようにパインアップル缶詰

工場が閉鎖されていることで，沖縄本島北部地域の

パインアップル産地と異なり ，生産されたパイン

アップルはすべて生食用として仕向けられている.

事例農家の販売経路は，JA系統販売がそれぞれ

N67-10で 53.8%，ボゴールで 60.0%，ピーチパイ

ンで 42.9%となっており ，それ以外は直販や産地商

人への販売となっている.調査対象は生産部会に所

属している農家が多く，その結果として JA系統販

注1)石垣空港は台風シーズンが夏休みと重なることから，

台風による欠航があると滞貨が発生しやすい.このことに

ついては以下を参照

http://ogb.go.jp/nousuilsection/nouseilfile/oki_nous制 kon/
http://ogb.go.jp/n岨usuilsection/nouseilfile/oki_n岬useikon/pdffile/
20040520/s阻 kou.pdf

表 l 調査農家の概況

経営耕地 農業 経営主後継者の
面積(a) 従事者数 年齢 有無(戸)

最大 1，450 4 80 有 17 

最少 11 35 無 13 

平均 360.3 2.4 65.9 
出典:調査結果より作成.

表 2 経営区分の指標

農業従事者数

経営主年齢
後継者の有無

経営耕地面積

トラクタの有無

パインアップル作付率

10a当たりの農業粗収益
l人当たりの経営耕地面積

売の比率が高くなっている.

(3)事例農家の経営形態区分

パインアップル農家を経営内容に即して区分す

ることで，それぞれの農家の経営方向を見出してみ

る.経営区分の指標を表 2に示す.これらの指標を

用いて主成分分析を行った.主成分分析の結果は，

表 3に示す.第 1主成分は主成分負荷量が 1人当た

りの経営耕地面積 0.91，経営耕地面積 O.72となる

ことから経営規模に関した主成分である.第 2主成

分はパインアップル作付率 0.62，10 a当たりの農

業粗収益 0.61がとなることから経営におけるパイ

ンアップノレの比重に関した主成分である.第 3主成

分は後継者の有無 O.85となることから農業の継続

性に関した主成分である.第 3主成分までで累積寄

与率が 0.67であり，第 4主成分以降は固有値が l

以下となる.第 3主成分までで 65%以上の説明力が

ある.第 3主成分までの主成分得点値を入力指標と

してクラスター分析を行った.その結果が図 2と図

3に示したクラスター樹形図と類型ごとの平均値お

よび標準偏差である.事例となったパインアップル

農家は，経営主高齢後継者不在型，現状維持型，後

継者不在現状維持型，大規模型の 4つの経営形態に

区分される.

経営主高齢後継者不在型は現在の経営主が高齢

で、あって，農業を後継する者を確保できていない農

家が該当する.パインアップルの作付率が 55%未満

となっている.現状維持型は l戸を除いた農家が 65

歳以上の経営主となっているが，すべての農家が後

継者を確保している.パインアップルの作付率の低

い農家が数戸該当しているものの，これらの農家は

パインアップノレが経営の中心というわけではなく，
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表 3 主成分負荷量

主成分負荷量
主成分 主成分
NO.l NO.2 

農業従事者数 -0.63 0.30 

経営主年齢 -0.06 0.53 

後継者の有無 -0.08 0.29 

経営耕地面積 0.72 0.51 

トラクタの有無 0.17 0.41 

パインアップル作付率 0.43 0.62 

10a当たりの農業粗収益 ー0.43 0.61 

1人当たりの経営耕地面積 0.91 0.30 

固有値 2.15 1.72 

累積寄与率 0.27 0.48 

10 

5 

。

主成分
No.3 

0.56 

0.43 

0.85 

0.28 

-0.17 

0.16 

-0.31 

0.09 

1.46 

0.67 

平均値 標準偏差

2.4 (人) 0.8 

65.9 (歳) 9.8 

0.6 0.5 

365.5 (a) 308.1 

0.9 0.2 

41.3 31.2 

174，408.70 129，000.70 

179.1 169.8 

図 2 事例農家の経営形態とクラ

スター分析樹形図
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図 3 事例農家の経営形態ごとの主成分得点値平均

土地利用型のサトウキビや畑作のタバコが中心と

なっている農家が該当している.後継者不在現状維

持型は，後継者を中心にさらに 2パターンに分類さ

れる.高齢の経営主が中心であるところには，後継

者を確保している.そして 50歳代の経営主の農家

では，後継する者を確保できていない.前者の経営

形態で、はパインアップノレの比重は経営主夫婦に息

子世代が若干手伝うことで高く，後者は経営主夫婦

が中心であって従事者が少ないことから比重が低

い.大規模型の経営耕地面積は，事例農家の平均が

365.5 aのところ 750a以上と， i経営規模が大きい.

農業の後継者は l戸の農家が不確定である以外，継

続性を確保しである.

4.経営形態別にみた農家の経営動向

経営主高齢後継者不在型に属する農家は，経営主
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の平均年齢が 70.1歳と高齢化している.この経営

形態における従事者の平均は1.8人であり，農業に

従事している者は経営者夫婦を基本にしている.経

営耕地面積の平均は 223.1 aであって，一人当たり

の経営耕地面積の平均においても 142.2aとなって

いる.これだけの畑を高齢の経営主夫婦が耕作して

いるが，農業後継者がどの農家も確保できず，今後

のパインアップル生産の継続性に問題がある.継続

性に問題を抱えているこの経営形態では，パイン

アップルの販路を JA系統販売に絞った農家，産地

商人との取引，直販とさまざまである.産地商人が

行う農家との一般的な契約は，畑一括買い上げであ

るため高齢経営主とすれば収穫作業を一部省略で

、きるメリットがある注2) なお，この経営形態では，

熱帯果樹の直販を実施している農家が2戸と少ない.

直販が少ない理由に手間の問題があげられる.直販

はJA系統販売や産地商人との取引と異なり， 1戸 l

戸においてパインアップルを 1個もしくは数個ずつ

箱詰めして発送まで農家が担当しなければならな

い.この経営形態のように経営主夫婦のみで栽培か

ら販売まで担えないことから，こうした販売の傾向

がみられている.

現状維持型に属する農家は，経営主の年齢が最年

少 51歳，最年長 77歳とし、う年齢構成である.この

経営形態においても経営主年齢は高い.それぞれの

農家は後継者を確保しており，農業の継続性を確保

している.経営耕地面積は平均で 257.2 aである.

経営主年齢の年齢が高く，農業を従事する者は経営

主夫婦に後継者が加入して，大きな経営耕地面積で

パインアップルを中心とした農産物を栽培してい

る.農業に従事する者が多く，経営耕地面積は大き

くとも，一人当たりの経営耕地面積は平均 108.2 a 

と小さくなっている.販売経路についてみると， JA 

系統販売を利用する農家が多い.次いで観光客相手

の庖舗に委託販売してもらう場合もみられている.

産地商人が介在しての取引もあって，この経営形態

に属する農家の販売経路は多岐にわたっている.し

かし，直販をしている農家はいない.

後継者不在現状維持型は，前述したように 2パ

注 2)産地商人との取引が多い理由としては，パインアップノレ

を少しでも産地商人が安価に仕入れをしたいということであ

る パインアップノレの産地は限られているので少しでも多く

のパインアップルを仕入れようとする彼らの行動が，畑買い

という結果となっている 農業従事者の高齢化が主な原因で
はない.

ターンに分類される.後継者を確保できているグ

ノレープの経営主の年齢は 60歳前後であり，中には

70歳以上の農家も該当している.農業に従事してい

る者は，経営主夫婦に後継者が加わった労働力構成

である.経営主年齢が 60歳以上となっている農家

での販売経路は，経営耕地面積が大きいがゆえに，

現有の農業従事者だけでは手の回らない部分があ

り，産地商人を介した取引が中心となっている.直

販を行っている農家は， 60歳以下の農家だけである.

後継者を確保している農家は，パインアップルの作

付率が高く，ほぽ 100%となっている.逆に後継者

を確保できていない農家は，経営主年齢が 60歳未

満であり，農業に従事している者は経営主夫婦と

なっている.一人当たりの経営耕地面積は，平均

133.3 aであって，事例農家全体の平均の 179.1 a 

からすれば小さく，現有の従事者で十分に農作業が

できる状態にある .パインアップルの作付率が

100%の農家も存在しながらも，45~60%の農家が

一般的となっている.農家自ら収穫できる程度の経

営耕地面積であるため，販売経路は JA系統販売と

直販となっている.

大規模型は，パインアップル収穫面積が 450a以

上となっている農家は 2戸であり，他の農家は，パ

インアップル以外の土地利用型のサトウキビ作，水

稲作やタバコ作が経営の中心となっている. した

がって2戸以外における経営としてのパインアップ

ルの位置付けは，補助的なものとなっている注 3)

パインアップルの販売経路をみると，一人当たりの

経営耕地面積が広い農家では，産地商人が介在した

取引となり，さらに経営主年齢が高齢であるとその

度合いは強まっている. JA系統販売としている農

家は一人当たりの経営耕地面積が小さく，さらにパ

インア ップル作付比率の少ない農家が該当してい

る.この経営形態では経営内での他産業就業はなく，

専業農家である.この経営形態に該当する農家は，

パインアップルが経営の中心とい うより，土地利用

型農業のサトウキビ作2戸と水稲作 I戸が経営の中

心となっている.またタバコ作を栽培している農家

(1戸)は経営耕地の多くをパインアップル以外に

特化している事例農家もあった.この経営形態以外

に該当する農家でもサトウキビの作付は行われて

注 3)また， 2005年の作付状況を調査したので，この年にパ

インアップノレの収穫ができなかった農家の存在もあり，こう

した農家はパインアップル作付率が Oとなる.



1068 農業および園芸第83巻 第10号 (2008年)

いるものの，この 2戸ほどの経営面積ではない.こ

の経営形態でのパインアップノレは，補助的な存在で

しかない.したがってこの経営形態は，他の 26戸

と類似性が乏しく，事例農家の中で特異な経営形態

となった.農業の継続性については，後継労働力を

確保しており，主力作目であるサトウキピやタバコ

にパインアップノレが付加され，生産が継続されてい

く可能性をもっ経営形態である.

5. おわりに

国産の生食用パインアップノレ産地は，沖縄本島北

部と石垣島および西表島だけである.この中で本報

では石垣島を事例に，国産の生食用パインアップル

の産地として継続が可能であるのか経営形態に区

分して検討した. 4つの経営形態に区分して検討し

た結果，事例地におけるパインアップルの継続性に

ついては，担い手の高齢化が問題となっている.

経営主が高齢化している中，後継労働力を確保す

ることができず，生産の継続性が問題となっている.

さらに，経営主が高齢化していないものの後継者を

確保できず，確実に次世代の農業従事者が不在と

なっている農家もあり，パインアップル産地として

維持していくことが困難となりつつある.この傾向

は調査した農家 30戸のうち，経営主高齢後継者不

在型と後継者不在現状維持型に該当する農家が該

当し，全体の 43.3%を占めている.面接調査でさま

ざまな農家の意見を集約すると，石垣島での本格的

なパインアップル農家は，およそ 90戸である.こ

のことを考えると，生食用パインアップ/レ産地の存

続が危ぶまれる.経営主の高齢化と後継者を確保で

きない傾向が石垣島でみられていることは，産地の

先細りを意味している.安定的に生産が継続してい

く農家は，調査した 30戸の中で 13戸のみである.

経営主が 70歳以上となっている農家において次

世代の担い手を早急に確保しなければ，農家として

の継続はできたとしても，パインアップルの栽培技

術を世代間で継承するには時間が十分に残ってい

ない.現時点での後継者不在は，国産パインアップ

ル産地の縮小につながる.この多くが経営主高齢後

継者不在型に該当する農家であり，産地の縮小を余

儀なくされる.現時点で問題となっていない経営形

態で、あっても，農業を担う次世代を確保することが

できなければ，石垣島では今後，この経営形態に限

らず，パインアップルの産地が縮小することは避け

ることができないであろう.本報では，農家の経営

状況を把握することが目的であったことから，農家

の販売戦略や経営方針について調査をしていない

ため，これ以上のことは明確にすることはできな

かった これらのことは，生食用パインアップルを

生産している石垣島では重要な課題である.これら

のことについては，農家調査では聞き取りをしてい

ないことから，残された課題とし，報を改めて検討

を行いたい.
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