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個別報告論文 ( 63 J 

ブーム後のシークヮーサ一生産および商品展開のデザイン
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The Siquasa is a small and acid citrus fruit having 

a distinctive aroma， which is produced in the north-

ern part of Okinawa. The main commercial by-

product obtained from this企uitis 100% juice. Recent 

years have witnessed an increased leveling-o狂of

the sale of Siquasa by-products and lowering of the 

price of the raw material， i.e.， the fruit. It can be said 

that the production and product development of the 

Siquasa仕uithave entered into a new phase aiming 

at securing a steady market position. We presented a 

model design of Siquasa production and product 

1. 背景と目的

近年，主力の 100%ジュースをはじめとしたシー

クヮーサ一利用製品の販売の伸び悩みと加工(搾汁)

用果実の価格低下が顕著になってきた.JAおきな

わの 2009年産の加工用価格は最高値であった 2005

年産の 1/4程度まで下落した.ブームであったそれ

までの価格が異常であったともいえるが，シー

クヮーサ一生産および商品展開は，ブーム後の持続

的生産と安定した市場位置の確保(定番化)を目指

す新しいフェーズに入ったといえよう.

シークヮーサーは沖縄特産の小果 (20~ 25 g) 

香酸柑橘で，特徴的な強い香りと酸味を持つ 1) 主

に沖縄本島北部地域(1ゃんばるJと呼ばれる.以下，
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development in the wake of the boom with the aim of 

facilitating the abovementioned objective. 

In Okinawa， a form of Siquasa called “'Aogiri" is 

used as vinegar in August and September. Expanding 

the sale of Aogiri in mainland Japan would create a 

new demand and market for the product. However， 

in order to keep obtaining a higher price for Aogiri， it 

is necessary to ensure a continuous supply of the 

quality and quantity of the product that the market 

demands and to build a committed relationship 

between the areas of production and the market. 

北部地域)の傾斜地等に自生していた.加工用とし

ての経済栽培は 1964年頃に大宜味村で開始され，

パインアップル工場の空き期間を利用して搾汁・製

品化されたが，復帰後は本土から果汁飲料が入荷し

競合が激しくなってきたこと等から， 1980年頃か

ら過剰在庫となってきた. この影響で，加工用価格

が低迷し樹園地の放任化が進んだ. しかし，中村学

園大学や果樹研究所等の研究によって， 1998 ~ 

2000年に，シークヮーサーは血糖値抑制および血

圧上昇抑制等の作用を持つノビレチンやタンゲレチ

ンの機能性成分に富むことが明らかにされ，それが

2000年にマスコミ報道されると，注目され始めブー

ムとなった. これによって加工用シークヮーサーが
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高価格となり，生産者の栽培意欲が増し生産量が増

加し始めるとともに，新植も行われるようになった.

それでも品薄状態が続いた この結果，あまりの高

価格・品薄のためシークヮーサーから手をヲ|く食品

メーカーや買い控える消費者が増え，ブームにかげ

りが見え始めた シークヮーサーは永年性作物であ

り，生産量の速やかな調整が困難なこと等から，そ

の後も生産量は増え続け， 2008年産頃から 3，000t 

を超えていると言われている 2) 以上のような経過

をたどり，果汁在庫の増加と加工用価格の低下が再

び進むことになった.

現在は，北部地域において 1，000戸強(JA生産部

会)の経営がシークヮーサ一生産を行っている.中

でも主産地は大宜味村と名護市であり，本部町がこ

れに続く. 20 ~ 40 aの零細な専業経営が多いが，

100 aを超える経営も存在している.栽培面積は

100 haを少し超えていると思われる 3)

このままでは，シークヮーサーを取り巻く状況は

1980年頃からのそれと同様になってしまうことが

危倶される これを回避するため，行政やJAおき

なわ等関係機関によって，シークヮーサーの消費を

促進し定番化する活動が進められている.我々は，

この動きを考慮しつつ， これまでの研究蓄積を活用

して，今後のシークヮーサ一生産と商品展開のデザ

インを試みることとした

なお，本報告は，農水省委託プロジェクト・沖縄

対応特別研究第 3期「沖縄県北部地域における農業・

食品産業の振興に必要な果樹等の安定生産・高付加

価値利用技術の確立J(2007 ~ 2009)を中心とする

成果の一部である.

2. 方法

シークヮーサ一生産・加工の現状や生産農家の概

要については，既存統計を活用するとともに，行政

やJAおきなわ等の関係機関，加工場，および大宜

味村と名護市の生産者から聞き取り調査を行った.

また，作業能率等については，沖縄県農業研究セン

ター名護支所や現地閏場において実測を行った.

収益性の試算は，上記で得たデータに基づいて，

「経営計画支援システムJ(1日沖縄県農業試験場経営

研究室開発)で行った.

シークヮーサーの消費者ニーズならびに製品開発

コンセプト調査は， 2005年 12月に，多数のサンプ
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ノレを効率的に収集分析するため， インターネット上

で行った(以下，ネット調査)• シークヮーサーの

利用経験あるいは認識を持つ消費者を抽出すること

と，なりすまし回答を防止する必要があることから，

約 45万人の登録モニタを有するネット調査会社を

利用した.スクリーニング 10，000人，本調査 800

人程度でサンプル設計し，前者 9，744人，後者 893

人から回答を得た 4) 後述のとおり，まさにブーム

の絶頂期における調査となった.

3. 結果と考察

(1)生産と価格の推移

図 lは，北部地域のシークヮーサー結果樹面積，

収穫量および加工用価格の推移である これによる

と， ブームにより生産者の栽培意欲が刺激され始め

たと思われる 2002年頃まで，結果樹面積は緩やか

に減少し収穫量も隔年結果現象を伴いながら減少

を続けている. 1995年頃から結果樹面積の減少傾

向が強まるとともに，極端な隔年結果現象が発生し

ており，放任化の進行が伺える.その後，ブームに

乗って，結果樹面積，生産量とも回復基調に転じて

いる目 この頃の増加要因は放任園の復活であり，

2005年頃からの収穫量のいっそうの伸びには，新

植医!の成園化も影響していると考えられる.

ブームの絶頂期を 2005年産の買い取り時期であ

る10~ 12月頃とすると，この頃から食品メーカー

や消費者のシークヮーサー離れの兆しが出始めたと

思われる. 2007年産以降，多少価格が低下しでも

計画数量以上引き受けない加工場，搾汁を取りやめ

る加工場，シークヮーサ一利用製品を製造しない食

品メーカーが現れ始めた. このようにして，加工用

シークヮーサーはネガティブ・スパイラルに陥り，

いっそうの価格低下と果汁在庫を抱えるようになっ

た(図 2). 

(2)デザインが具備すべき要件

シークヮーサ一生産や利用商品を巡る実態から，

デザインが具備すべき要件を検討すると以下の通り

となる.

1)収穫期の拡大と作業能率の改善

シークヮーサーは 20~ 25 g程度の小果であるこ

と，傾斜地にあり，かっ密植あるいは高木化した園

が多いこと等から，収穫に大変手聞がかかる 5) さ

らに，加工用としての収穫期はおおむね 10~ 12月

F 
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図 1. 北部地域における金援および加工舟買取価格の捻移

出所.関芸・工芸作物市町村統計議(沖縄総合 f事務局)貿取締格および2007年産以降の

収穫;鐙はJA資料

密 2.ブーム終意の経緯

の3ヶ月に限定される. このため，収穫する果実数

によって労働限界が生じ，栽培技術の向上等によっ

て単級水準が上昇すると収穫可能面積が縮小する.

つまり栽場規模によっては取り残しが発生したり，

競模拡大が悶難になったりする. この対策として，

収穫期の拡大や作業能率の改善を図る技術の開発が

必要である.

2)新しい需要の部造

関3に，ネット調査の設問「今後利用してみたい

シークヮーサー関連務品Jに対する回答上位 10ア

イテムを示した.まだ市場にないアイテムを含め 32

の選択肢から複数回答による選択を求めた. これに

よると，やはり rl00%ジュースjが第 H立であり，

これを始め飲料系の高品が多くを占めている. しか

しここでは， 6位の「泉突を搾って利用Jiこ諸問し，

これを戦に見てみると， rポン酢調味料Jや「ドレッ

シングj等を含め，消費者自らが「果実を搾って」

作ることもできるアイテムが多いことが読み取れ

1∞拍ジュース
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函 3. 利用してみたいシークヮーサー製品

出所.インターネット調交 (2005)

る. このことから，消費者が巣突を直接利用すると

いう新しい需要の創造が可能であると考えられる.

また，ネット調査では，香酸柑橘から連想される

イメージを把爆するため， シークヮーサー，ゆず，

かぼす，すだち， レモンの各香酸柑橘が持っと思う

イメージを 41項目からすべて選択するという設I喝

さど設けた. この回答を基にコレスポンデンス分析を

行った結采，シークヮーサーから連想されるイメー

ジは「海j，rトロピカルなj，rエスニックなJ等で

あった. しかし，かぼす，すだち，ゆずには「お魚

に合いそう j， レモンには「お肉に合いそう j等，

相性がよいと感じる具体的食材のイメージが連想、さ

れているが，シークヮーサーにはそれがないことも

明らかとなった.この分析結果からも，具体的利殿

( 65 ) 



[ 66 J 農林業問題研究(第 178号・ 2010年6月)

場面の提案すなわち新しい需要の創造が必要である

と言える.

3)美味しさをコンセプ卜にした新製品開発

ネット調査の設問「期待する新商品を選択する際

に重要視する項目」の回答によると，最も重視する

項目，次に重要視する項目とも，上位 3位内に選択

されている項目は， Iおいしいj，I風味が良いj，I価

格が安い」であり， I健康機能性情報が多いj (1最

も重視」では 4位， I次に重視Jでは 6位)より支

持されていることが注目される 6) このことから，

健康機能性を前面に出すより美味しさをコンセプト

にした新製品開発が求められていると考えられる.

(3) I青切り」の本土展開によるデザイン

今後のシークヮーサ一生産と商品展開のデザイン

の目的はシークヮーサー産業の持続的発展， 目標は

シークヮーサーおよびその利用製品の定番化であ

る. これを実現するための方策は，生産面では再生

産価格の維持を前提に， (a) 収穫期の拡大や (b)

作業能率の改善を図る技術の開発，利用面では原料

受容価格の維持を前提に， (c) 新製品の開発， (d) 

新需要の創造であろう. このうち， (b) については，

基本的に間伐や低樹高化等の思い切った対策が必要

であること 7) (c) については，加工用価格の低下

に伴いおいしく風味が良い新製品が開発される可能

性が高くなると考えられることから，この記述のみ

にとどめる.

沖縄では，シークヮーサーは加工用の前(おおむ

ね 8~9 月)に，酢みかんとして利用されている.

これは「青切り」と呼ばれる.肉料理や焼き魚、に添

えられているレモンやすだちと同じような使い方で

ある.果汁を搾れば，飲料やポン酢等の材料として

も利用できる.

この青切りを本土で展開することによって，収穫

期の拡大 8)と新需要の創造が可能になると考えられ

る.以下，青切りの本土展開について，検討を進める.

(4)青切り本土展開の戦術

本土マーケットから見た青切りの強みと課題とし

て以下を挙げることができる.まず強みは以下の 3

点である o (a)特徴的な強い香りと酸味があり，類

似の香酸柑橘がない o (b)無農薬に近いので，安全・

安心をアピールできる o (c) これまでほとんど流通

していないので，市場開拓の余地が大きい.次に課

題は以下の 3点である o (d)種子が多い o (e)知名

(66 ) 

度がほとんどなく，利用法も知られていない o (t)量・

品質を揃えることができるか.

これらの課題を解決するために，産地は以下の対

策・活動を行うことが有効であると考えられる o (d) 

に対しては， 2009年に登録された種なしの新品種

を提案することで対応できる.また，種子がこぼれ

出ない果実カットや利用法を広報することも重要で、

ある o (e) に対しては，当面のターゲット・セグメ

ントを消費者個人ではなく，飲食広等の実需者とし，

具体的利用方法や相性の良い食材が分かるレシピ等

も使って，効率的・集中的にプロモーションを実施

する o (t)に対しては，青切りに適した栽培管理技

術を確立する，青切り生産に一定以上の技術と意欲

を持つ生産者からの出荷に限定する，選果機を導入

する，品質保持保蔵技術(10~ 12月出荷向け)を

開発・導入する等の複合的な対策と合わせ，保蔵果

実を含め青切りのない 1~ 7月は 100%ジュースの

利用促進により，通年提供体制の確立が求められる.

JAおきなわは，今期からシークヮーサーの一元

集荷体制を採用していること，本土市場への豊富な

出荷実績を持っていること等から，青切り本土展開

の主たる推進者としての活動が期待される. これを

行政や試験研究機闘が支援していくことが望ましい

と考えられる.

(5)生産者・産地のメリッ卜

この青切りを本土で展開することによる生産者・

産地のメリットとして以下を挙げることができる.

(a) 加工用に比べ高価格が期待でき，また，収穫期

の拡大によって取り残しの低減や規模拡大が実現す

れば，生産者の所得増大が可能になる.青切り導入

による収益性試算は次項で行う (b)加工場は，適

正な数量を計画的に搾汁でき，必要以上の在庫を持

たなくて済む. これにより搾汁や保管にかかるコス

トを節減できる (c)早期からの収穫となるため，

果樹への負担が少なくなり，隔年結果現象が低減し，

連年・安定出荷が可能になる これにより，産地の

信頼度が増す o (d)より高度な栽培管理技術の浸透・

波及によって加工用の品質も向上し，産地全体のレ

ベルアップが可能になる

(6)青切り生産の収益性

収益性試算に際し，以下の条件を設定した.

夫婦 2人の専業経営を想定し，植栽本数は 10a 

当たり 40本，樹高は加工用・青切り用とも 205m

F 
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表l.加工用と青切り用の収益性比較 (10aあたり)

(単位:円.単価はkgあたり)

項目 加工(@￥113) 青切り①(@￥148.2) 青切り②(@￥200) 青切り③(@￥300)

売上高 282，500 268，240 330，400 450，400 

経営費合計 122，031 127，574 127，574 127，574 

肥料費 49，231 49，231 49，231 49，231 

農業薬剤費 34，204 39，569 39，569 39，569 

光熱動力費 1，510 1，688 1，688 1，688 

その他所材料費 12，946 12，946 12，946 12，946 

償却費 20，140 20，140 20，140 20，140 

償却資産修繕費 4，000 4，000 4，000 4，000 

所得 160，469 140，666 202，826 322，826 

所得率 56.8% 52.4% 61.4% 71.7% 

1日当たり所得 6，113 4，396 6，338 10，088 

注:1日当たり所得は，所得/(総労働時間/8時間)で算出

以下とした.これは，はしご、を使ったり樹に登った

りすることなく脚立で収穫できる高さである.また，

果実をすべて青切り用として収穫することは品質や

収穫・調製作業面から現実的ではないため，青切り

主体の栽培では，全体の 60%を青切りとして出荷

し，残りの 40%を加工向けとして出荷することと

した.加工用の単収は 2，500kg/lO a，青切り・加工

用の単収は 2，000kダ10a Vこ設定した.

単価については，加工用を 2009年産のJAおきな

わ買い取り価格である 113円!kgとし，青切り①を

2009 年 7~9 月の沖縄県中央卸売市場の取引価格

を基に算出した 148.2円!kg，青切り②と③を，関

係者から実現可能な額として聞き取った 200円!kg，

300円!kgに設定した.すべて生産者手取りである.

売上高は，加工用と青切り用の販売金額の合計より

算出した.

以上の設定条件で試算したlOaあたりの収益性を

表 lに示す.青切り用は， 3~4 月にそうか病，黒

点病対策のため薬剤散布が必要になる. このため，

農業薬剤費と光熱動力費が加工用に比べ高くなって

いる.また，それに伴って労働時間も多くなり， lOa 

あたり総労働時聞は210時聞から 256時間となる.

同表によると，青切りを沖縄県内の市場に出荷し

ていたのでは，加工のみの所得に劣ることが明らか

になった.青切り②は東京市場で実現可能とされて

いる単価である. しかし，東京等県外市場への出荷

経費は沖縄県内市場のそれに比べ高くなるため，こ
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れらの市場への出荷は，割高となる出荷経費を賄え

る単価の実現が前提となる.青切り③は，小規模な

企業が特に出荷基準を設けて買い取っている単価に

近い水準で，産地全体から見れば一般的ではないが，

高級マーケット向けの可能性として設定した.

数年前までの青切りは，高価格であった加工用を

さらに上回る価格で取引されていたが，最近では加

工用の価格低下に引きずられるかたちで、下落してい

ると思われる.高価格を実現するためには，いっそ

うの品質向上・市場の要望に応じた出荷の実現，適

切な取引先の選定および取引先との強い信頼関係の

構築が求められる.

4.おわりに

ブームは必ず終わる.重要なことは，その後をゼ

ロやマイナスにしてしまうのではなく，シークヮー

サーおよびその利用製品の需要を喚起し定番の位置

を占めるようにすることである.定番化によって，

シークヮーサー産業は持続的に発展できる. このた

めには，シークヮーサーを取り巻く状況をポジティ

ブ・スパイラルに転換しなければならない.我々は，

これを支援するため，ラフではあるが青切りの本土

展開を中心としたデ、ザインを提示した これにより，

100%ジュースと完成加工品の提供という商品展開に

パリエーションを持たせることが可能になる. より

包括的なデザインにするためには，生産者の高齢化

に伴う収穫支援システムの導入，原料投入量の約半
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分発生する搾汁副産物の本格的活用方法，地産地消

をベースとする地元「ゃんばる」の意識高揚策等を

組み込まなければならないであろう これらを実行

するための課題として，シークヮーサ一品種・系統

毎のより詳細な特徴・利用適性の把握，大口の取引

に対応できる産地全体のレベルアップとまとまり，

加工場毎の特徴ある運営等を挙げることができる

注 1)シークヮーサーは品種名ではなく総称である.収

集されている系統は 200を超え，そのうち 10系統

以上に名称がつけられている 代表的な系統に「大

宜見クガニム「勝山クガニJ，Iカーアチー」等が

ある例えば，文献[lJ等によるなお， Iシークヮー

サー」以外の表記もある.

2)現在は公式の統計がないため，関係者の話やJA関

連加工場での搾汁実績/計画等に基づいた数値で

ある.

3) 同上.

4)調査設計・結果の詳細は文献 [2Jを参照.

5) ハサミ収穫であれば，作業者の熟達度，低樹高，

果実の玉揃い，適切な植栽密度，園地の低傾斜度

等の好条件がすべて満たされた場合で， 120 kgl日

(8時間)程度が上限とされているー

(68 ) 

6) それまでのシークヮーサ一関連の事業展開が，い

わば健康機能性重視型であったことの揺り戻しが

あるのかも知れない.

7) 実際のシークヮーサー園は密植や 3.5~ 4 m ~こ達

する高木状態になっていることも多い 間伐や高

木の低樹高化を生産者に納得してもらうことは非

常に困難である

8) 年明けには，完熟したシークヮーサーを生食利用

することもできる しかし果実サイズ，種子の

多さ，系統によって糖度に差があること等から，

当面，本土での普及は考えにくい また，樹上に

長期間あることから樹への負担が大きくなる. こ

のため，検討項目から外している
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