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沖縄県離島における特産品製造と卸売業者の役割

宮内久光

（琉球大学）

Ｉ．はじめに

(1)研究目的と方法

戦後の地域社会をめぐる動きを鳥越（2000）

は３期に時代区分している。すなわち，高度経

済成長期以前の，伝統的な地域組織が活発に機

能していた時期を第１期，高度経済成長期の地

域組織の弱体化を背景に，政府主導でのコミュ

ニティ形成の鼓舞がみられた第２期，1980年代

以降，地域の活性化に主眼があり，同時に地域

環境保全との整合性をもつ「地域社会再建」の

第３期とする区分である。この区分に従えば，

第２期で深刻な過疎化を経験した農山村や離島

などの中には，第３期に入ると地域経済の振興

を図り，地域社会再建を目指すようになる。そ

して，その具体的な方策として，大分県の－村

一品運動')に代表されるような，特産品開発に

活路を見出そうとした地域が多い2)。

1980年代前半は，オイルショックを契機とし

て，巨大開発による地域開発にも限界が見えて

きたと同時に，行政においても士光臨調による

増税なき財政再建を旗印とした行政改革が行わ

れようとしていた。このような社会背景のもと

で，－村一品運動のような，自らの地域が持つ

資源を活用した特産品開発による内発型3)の地

域振興策は，またたく間に過疎地域の自治体に

広まり，一種の「むらおこし」ブームともいえ

る状況となった。当時の通産省・中小企業庁も，

1984年度から過疎地域又はこれに準ずる地域を

対象とした「地域小規模事業活性化推進事業」

(｢むらおこし事業」と略称）をスタートさせ，

このような動きを支援した。

過疎地域における地域産業おこし事業数の実

態調査をした国土庁（1987）によると，1983年

では全国で774事業が手がけられていた。その

後毎年増え続け，1986年には1,148事業に達し

ている４１，としている。このうち，事業主体別

3)内発的発展モデルは，鶴見（1989）によると２つ

の型に分けられる。すなわち，第１は，社会運動

としての内発的発展であり，第２は，政策の一環

としての内発的発展である。彼女は前者を重視す

る立場をとっているが，本研究では後者の立場で

論考する。なお，地理学における内発的発展論の

議論については，筒井（1999）がまとめている。

そこでは，地域経済論の内発的発展論に対する理

論上の批判的検討が中心であり，地域振興の実例

にあてはめて実態分析を行っている研究は皆無で

あるとしている。

⑪対象とする事業は，過疎地域市町村において実施

されている地域産業おこし事業のうち，「地域の資

源や技術を活用して独自の特産品を作ったり，新

たな産業をおこすものであって，おおむね過去１０

年以内に事業を開始したもの」である。そのため，

それ以前から生産されている特産品などの件数は

含まれていないことに留意する必要がある。

'１－村一品運動を提唱した平松（1982）によると，

この運動は，①情報化時代の到来と都市化の進展，
②省エネルギー時代に対応した地場産業を振興さ

せることの必要性，③地域開発，なかでも過疎対

策には，自分の力で立ち上がろうとする，自立自
助の精神が必要，との認識に基づいている。

2)河野（1986）によると特産品とは，「それぞれの地

域の風土に育まれた(1)特産的農林産物，(2)これ

らの加工製品」と定義している。多くの先例研究

でもこのような概念で特産品を捉えているが，近

年は原材料を地域外から搬入したり，製造工程の

一部を地域外に委託する事業者も多く，この定義

も揺らいでいる。そこで本研究では，「それぞれの

地域で販売目的に生産された(1)特産的農林水産物，
(2)これらの加工製品」とする。
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した国士庁（1987）の調査によると，地域産業

おこしにおける開発された特産品は，加工食料

品の中では漬物が23.6％，水産加工品が12.4％，

味噌が１００％を占め，この３品目だけで約半数

を占めている。これは，地域の資源を掘り起こ

し，活用するという内発的発展論の手法に依拠

すると，農村地域であるならば，開発される特

産品は必然的に漬物や味噌，佃煮といったとこ

ろに帰結する。その結果，どの地域でも類似商

品が開発され，産地間競争が引き起こされるの

である。他の地域とは差別化された特産品の開

発が重要である。

次に「市場・流通」の問題であるが，「特産

品開発には成功したものの流通・販売のノウハ

ウに関する蓄積に乏しく，折角の特産品開発・

生産が販売に結びつかない」（本多，1987）と

いった指摘が多い。現在のようなモノ余り時代

には，特産品も一般商品と同様にマーケティン

グを重視し，流通チャネルの確保が重要になっ

てくる。地理学においても，旭川市の生鮮野菜

流通をフードシステム論に基づいて論じた荒木

(1996）は，青果物産地の成長は生産部門内的

要因よりも，流通部門や消費部門に効果的に対

応することが重要であることを指摘している。

本研究ではこの２つの問題点をそれぞれ，特

産品の「商品開発の問題」と「市場開拓の問題」

とする。勿論，このような問題に対して，先例

研究では様々な論者が処方菱を描いている。ま

ず，特産品の「商品開発の問題」については，

河野（1986）は地方色，安全』性，高品質`性，近

代`性というコンセプトで商品開発することを，

にみると，1986年調査では，民間が517％で過

半数を占めており，次いで農林漁協が296％で

ある。市町村や第三セクターは合わせても１８７

％に過ぎず，地域産業おこしは民間部門が中心

となって進められてきたことがわかる。

特産品開発は過疎地域の中でも，相対的に離

島が盛んであり，重要'性も高いと考えられる。

その理由として，本士の農山村はその安い労働

力を武器に労働集約型の工場を誘致する，いわ

ゆる外来型開発も可能である。これに対して，

環海`性という制約条件下にある離島では，この

ような工場誘致による地域振興政策をとること

ができず，公共工事や観光化による収入以外で

は，必然的に内発型の特産品開発を行わなけれ

ばならない，という事情があるためである。

さて，このような特産品開発による地域振興

策に関しての評価であるが，評者により様々で

ある。例えば，大分県の－村一品運動に関して

は，「120万県民の圧倒的な支持を受けて，各地

に新しい特産品が誕生しつつある」と積極的に

評価した津野（1983）に対して，山本（1991）

は農業所得や人口の減少，一品の多くが経済的

には零細規模に留まっている現状から，「どう

見ても－村一品運動の成果があがっているとは

思えない」と結論付けている。全国における内

発型の特産品開発についても，理念と現実との

乖離が数多く報告されている。

特産品生産が直面している問題として，本多

(1987）は「原材料」「生産技術と技術者」「新

製品開発を含めた製品」「類似品や産地間の競

合」「市場・流通」に大きく分類している。そ

してその中でも，「類似品や産地間の競合」と

｢市場・流通」の問題が，特に大きいことを指

摘している３１。

「類似品や産地間の競合」に関しては，先述

5'松本（1987）でも特産品流通上の問題点について

全国の商工会に対して行ったアンケート結果とし

て，「類似品との競合が激しくなっている」が36％，

「流通ルートが確保できない」が23％で，それぞれ

上位１，２位を占めていたことを紹介している。
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坪根（1988）は他商品との特'性，価格，量，包

装，味，保存期間，原材料などを徹底的に分析

して，使用価値や文化価値などの面からの差別

化を図ることを提案している。また，「市場開

拓の問題」については，林（1983）は地域内流

通から広域流通へと販路を拡大する方法を６１，

梅野（1986）はふるさと会員制度の活用，百貨

店やスーパーとの連携，宅急便業者との連携を

提案している。さらに販売力の強化については，

本多（1987）は産地から流通業者に対する働き

かけの強化販売機能の強化，経営責任体制の

確立，販売担当者の販売能力の向上，販売チャ

ネルづくりの５点をあげている7)。

いずれももっともなことである。ただし，こ

れらの処方菱を実践できている特産品製造事業

者は少ないと思われる。従来の研究では，特産

品開発・流通問題の解決主体として，特産品製

造事業者や農協肌婦人会組織，商工会などの生

産者を前提としている。ところが，多くの生産

者は，大都市の消費者のニーズを捉える立場に

なく，市場情報が得られない。また，彼らは商

品開発や市場開拓のノウハウも資金も，そして

人材も持ち合わせていない。そのため，生産者

側に意欲があり，問題解決の処方菱が提示され

ていても，結果的に問題はほとんど解決しない

のである。

そこで，本研究では卸売業者の役割に注目す

る。一般的に，卸売業者は生産者から商品を仕

入れ，小売業者や他の卸売業者に販売する活動

を行っている。三上（1975）は卸売業の機能と

して，(1)需要調整機能，(2)生産者指導・援助

機能，(3)顧客指導・援助機能の３点に分類し

ている。すなわち，生産者への指導や援助は，

卸売業者にとって本来的機能の一つなのである。

彼らは，小売業者を通じて消費者のニーズを把

握している。そして，多様な販売網を構築して

おり営業力も高い。そこで，特産品開発・販売

の問題は，生産者と卸売業者が連携して取り組

むことが現実的な解決法になると考えられる。

以上のことを踏まえて，本研究では沖縄県の

離島を対象に，特産品製造事業者の事業形態お

よび事業の課題を実態分析するとともに，卸売

業者の生産者指導・援助機能に着目し，彼らを

核にした特産品開発と市場開拓の現状と課題を

検討することを研究目的とする。

沖縄県の離島を対象地域とする理由は，次の

２点である。第１に，沖縄県の離島ではその独

特な自然・文化特性を活かした，日本本土の特

産品とは差別化された商品開発が盛んなことで

ある。後述するが，沖縄県離島で生産されてい

る特産品は，その種類が農産物や水産物などを

利用して非常に多岐にわたる商品開発がされて

いる。そして，沖縄県の離島は全国で最も周辺

性が強いため，従来の公共工事や観光・リゾー

ト開発といった外発型開発の他に，内発的開発

である特産品開発による地域振興が強く求めら

れている。第２に，沖縄県内には生産者指導．

６１地域内流通に関して，地理学では近年，農産物直

売所を通した流通に関する研究が多い｡鷹取(1995)，

岡橋（1997)，篠原（1999）がそれぞれ埼玉県，東

広島市，愛媛県日吉村の農産物直売所の実態や立

地展開，地域振興と絡めて解明した。地域外への

流通については，村田（1995）は山形県のサクラ

ンボ小包を事例に，通信販売方式による産地直送

事業の展開過程を明らかにした。

７１宮森（2004）は，沖縄県伊平屋村の特産品開発と

販路について具体的な提案を行っている。特産品

開発の基本方針として，①顧客・消費者・生産者

の望むものを作る，②伊平屋村に大量に存在して

いるか，あるいは存在可能な資源を活用する，

③伊平屋村の為になるものを作る，をあげている。

そして，顧客ターゲットを決定し，ターゲットに

焦点を合わせた特産品開発を行い，継続した生産・

販売体制を構築することを提案している。販路拡

大については，島内消費者，県内消費者，全国市

場と３つにターゲットを分類し，それぞれについ

て具体的に販売戦略を述べている。
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援助機能を有して，生産者と連携をとる卸売業

者が数社存在することである。ところで，これ

ら卸売業者の集荷圏は空間的レベルが異なる。

具体的には，沖縄県レベルを集荷圏とする沖縄

県物産公社や沖縄物産企業連合のような卸売業

者と，離島レベルを集荷圏とする久米島物産公

社や石垣島特産品販売センターなどの卸売業者

である8)。本研究では，それぞれの空間レベル

の卸売業者を取り上げ，彼らから特産品製造事

業者への生産者指導・援助機能を考察した後，

空間レベルが異なる卸売業者間の関係にも言及

する。

本研究の構成は次のとおりである。まず，沖

縄県離島における特産品製造事業者の分布や経

営形態を明らかにする（Ⅱ章)。次に，離島特

産品の商品開発・市場開拓問題に関して，空間

レベルが異なる卸売業者がどのような役割を果

たしているのかを検討する。Ⅲ章では県レベル

の卸売業者として沖縄県物産公社を，Ⅳ章では

離島レベルの卸売業者として久米島物産公社を

取り上げて考察する。沖縄県物産公社を取り上

げるのは，この企業が県内最大の沖縄県産品卸

売業者であり，商品開発や市場開拓能力が高い

ためである。また，久米島物産公社を取り上げ

たのは，離島・久米島を拠点に島内の特産品製

造事業者と連繋しながら，久米島特産品の卸売

事業を展開しているためである。

研究方法として，既存の出版物や統計による

記述や分析のほかに，県内離島の特産品製造事

業者へのアンケートを行い，その集計結果を分

析・考察する。アンケート調査は，1990年から

2003年までに沖縄県離島フェア，)に出店して，

現在も事業を継続している153業者を対象に

2004年８月に郵送法で行った。そのうち，有効

回答数は89社で，有効回答率は58％であった。

この他，沖縄県物産公社と久米島物産公社など

の卸売業者や，久米島内の特産品製造事業者に

は，聞き取りを行った。

Ⅱ沖縄県離島における特産品製造事業者の事

業形態

(1)特産品製造事業者の分布と特産品種類別類型

本章では，沖縄県離島に所在する特産品製造

事業者の事業所分布や事業の状況や課題を明ら

かにする。ここでは1990～2003年度まで開催さ

れた沖縄県離島フェアに食料品を出店し，現在

も営業をしている153社を対象とする。

対象となる特産品製造事業者の分布を図ｌに

表した。これによると，県内の有人40離島のう

ち，２３島に事業者が存在している。島別に事業

者数をみると，宮古島と石垣島がそれぞれ28社

を有して最多である。次いで，久米島（16社)，

伊江島（13社)，与那国島（11社）と続く。一

般的には人口と事業者数とは相関関係にあり'0)，

事業者数は島の人口規模に規定される。それを

踏まえた上で事業者数を従属変数，人口を独立

変数とする回帰式を作成しu)，その式から各島

の人口に応じた理論的な事業者数と残差を求め

3)沖縄の特産品を県外に卸す業者が県内に何社ある

のかは，業界団体が存在しないため把握できない。

筆者が沖縄県物産公社に同業者を紹介してもらう，
特産品をインターネットで通信販売している業者

に確認する，電話帳に掲載されている業者に確認

する，という作業をした結果，2005年７月現在で

全県では24社把握できた。そのうち離島の卸売業

者は5社（石垣市４社，久米島町ｌ社）である。

,)沖縄県離島フェアは毎年３日間，宜野湾市コンベ

ンションセンターで開催される。そこでは離島の

特産品製造事業者も出店し，特産品を販売してい
る。

'０１島の人口と特産品製造事業者数との相関は，，＝
0.92であった。

''１回帰式はｇ＝0.0005721x＋3.443Ｒ２＝0.84である。
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図１沖縄県における特産品製造事業者の分布

た。それによると，事業者数の理論値より実際

値が５社以上多い島は，久米島，伊江島，与那

国島の３島であり，残差はそれぞれ7.2社，６．６

社，6.5社である。県内離島の中では，久米島

が人口比で最も特産品製造事業者が多い島であ

るといえる。

特産品を農産物，水産物，菓子類，調味料，

酒類の５つのカテゴリーに区分し，それぞれ該

当する事業者数を集計した。最も製造が多い特

産品カテゴリーは，農産物の38社である。次い

で水産物の36社，菓子類の35社であり，この上

位３カテゴリーで全事業者の71％を占める。こ

のほか，調味料が26社，酒類が18社である。離

島全体では，どのカテゴリーの特産物もバラン

スよく製造されているといえる。このバランス

の良さが沖縄離島特産品の魅力であり，市場開

拓という点からみてもプラスになると思われる。

特産品のカテゴリーに，地域的特徴がみられ

るのかを考察するため，島ごとにカテゴリー別

構成比を算出し，ワード法クラスター分析から

地域類型を行った。その結果，全23島は５類型

に分類できた（表１）。

最も該当する島数が多い第１類型は，宮古島，

石垣島，久米島など９島が属している。いずれ

も事業者数が多いことと，特産品のカテゴリー

構成に大きな偏りが無いことが特徴である。逆

に，第２類型は事業者数が少なく，水産物に特

化している。該当する島は渡嘉敷島，久高島，

津堅島など６島である。これらは，沖縄本島に

近接し，かつ水産業が主要産業の一つである島

である。すなわち，地元で採れた魚を加工して

特産品とする事業者が多いのである。第３類型

は伊江島，伊是名島，多良間島，南大東島が該

当する。そのカテゴリー別構成をみると，菓子
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表１類型別特産品種類の平均割合

陸産物水庄物芽干預ＪﾖﾙＩＵﾄ｜（日）LＩ／ 亥4,筒『局（手業所数順）

Ⅲ加川Ⅲ'2；Ⅲ］川嶋壽椴鑪蝋撰'屋
第２ナ邸００８８９１１１００００１０００〈止弄放久呂且島/'王几景

Ⅱ’；’し人人

ﾉＦ３煩型２０７１３８６２１００３４１０００イノl〈Ｉ伊巳宅多艮P］南大東

為４類型７００２００００１００００１０００１町衣池｢ｊ技Ｈ門

第５類型００００００００１０００竹匡

類が卓越していることに特徴がみられる。第４

類型は，西表島，池間島，波照間島が該当し，

農産物が主，水産物が従なカテゴリー構成であ

る。そして，第５類型は竹富島のみが該当し，

水産業だけの構成となっている。どの類型も島

の資源を活かした特産品作りを行っているため，

その商品カテゴリーも島の資源と関連している

のである。

個人企業が25社であり，合わせて65％に達して

いる。このほかは，生活改善グループが15社，

農協・漁協が１３社であり，市町村直営あるいは

第三セクターは３社に過ぎない。経営形態とし

ては，民間部門主導型であるといえる。これは，

同様の調査を行った先述の国土庁（1987）や過

疎地域問題調査会（1986）の結果'３１と比較して

も，沖縄県の離島における特産品開発の主体は

民間である比率が高いといえる。

事業者の規模について従業員数からみてみる

と，ｌ社当たりの平均従業員数M)は10.1人であ

る。しかし，従業員が30人以上の事業者は，農

協支店や製糖工場が該当しており，特産品の生

産は経営の中心でない事業者が多い。このよう

な事業者では，特産品の製造・販売を担当して

いる従業員は少ないので，特産品に直接関わっ

ている従業員だけで従業員の平均値を求めてみ

ると，10.1人より小さい値になると思われる。

そこで，従業員数を５段階に階級区分'5)して事

業者数を集計してみると，最も多い階級は５人

(2)特産品製造事業者の事業形態

特産品製造事業者の経営状況をより詳しく分

析するために，事業の現状や課題を問うたアン

ケート調査を実施した。有効回答があった89社

を事業者の所在地区別に分類すると，沖縄地区

が32社，宮古地区が25社，八重山地区が32社で

ある'2)。これはアンケート対象事業者全体の地

区別割合とほぼ一致しており，アンケート回答

事業者で集計された結果は，沖縄県離島の特産

品製造事業者全体の傾向を表しているといえる。

本節でアンケート回答事業者の事業形態を明ら

かにした後，次節では特に流通面に関する現状

と課題について分析する。

回答事業者の経営形態は，法人企業が33社，

'3)過疎地域問題調査会（1986）が全国113事業者に対

して行ったアンケートでは，事業主体は民間部門

が54.9％であった。

''１非常勤従業員は0.5人，臨時・季節従業員は0.25人
と換算した。

'５１従業員数の区分は，５人未満，５人以上10人未満，
１０人以上20人未満，２０人以上30人未満，３０人以上
の５階級である。

'2)宮古地区は平良市および宮古郡に属する離島，八

重山地区は石垣市および八重山郡に属する離島，
沖縄地区はそれ以外の離島とする。
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未満の37社で，全体の42％を占める。次いで５

人以上10人未満階級の27社であり，この両階級

だけで全体の約７割を超えている。特産品製造

事業者の多くは零細経営といえる。事業者所在

地区別に従業員数を比較しても，地区間での差

異は認められなかった。

事業者が特産品製造を開始した年を年代別に

みてみると，最も多い年代は1990年代の33社で

ある。次いで1980年代の17社，1970年代以前と

2000年代はどちらも15社である。1970年代以前

に特産品製造を開始した事業者のほとんどは，

伝統的な沖縄のアルコールである泡盛を製造す

る企業である。このことから，沖縄離島での特

産品製造は，特産品による地域づくりが提唱さ

れた1980年代以降に多く，これは全国的傾向と

同一であるといえよう'6)。特産品製造開始年代

に関して地区間での差異は認められない。

事業所で現在製造している特産品数は，平均

60品である。農産物や調味料を製造している

事業者がそれぞれ８２品，7.6品と多いのに対し

て，水産物製造事業者のそれは4.6品と少ない。

水産物の場合は，原料の加工の種類が限定され

ているためと考えられる。

そして，特産品の販売状況に関しては，過去

５年間での販売額が増えた事業者が60％に達し

ており，それが減少した事業者は11％に過ぎな

かった。特に，酒類を製造している事業者の９２

％が，菓子類製造事業者の67％が増加したと回

答している。その一方，農産物と水産物の製造

事業者で販売額が増加したのは，それぞれ40％，

48％と低めである。特に，水産物製造事業者の

24％が販売額を減少させている。

この結果は，1990年代後半から続く健康志向

という時代背景と，いわゆる沖縄ブームが関連

していると考えられる。すなわち，長寿県沖縄

の食材が健康に良いと全国に認識され，需要が

高まったことと，沖縄県離島への観光客数が米

国同時多発テロ後の一時期を除いて順調に増加

し１７)，お土産として特産品を購入する機会が増

加したためと考えられる。この沖縄ブームが特

産品の認知に貢献したと考えている事業者は，

全体の82％に達している。また，ブームが商品

売上に貢献したと考えている事業者も82％であっ

た。このことからも，離島の特産品製造事業者

にとって，近年の社会状況は追い風になってい

るといえよう。

(2)特産品販売の現状と問題点

特産品事業の問題点としては，先述したとお

り「商品開発の問題」と並んで，「市場開拓の

問題」がよく指摘される。そこで本節では，沖

縄県離島で特産品を製造している事業者の販売

展開に関して，現状とその問題点を明らかにす

る。

まず，現在沖縄県の離島で製造された特産品

は，どこを主な市場として流通しているのだろ

うか。事業者各社に島内，沖縄県内，日本本士

の３地域区分でその流通量の割合を尋ねた。そ

の結果，最も流通量が多い地域として島内をあ

げた事業者は43社で，全体の約60％を占める。

現状では島内での販売を中心に事業展開をおこ

なう事業者が多い。しかし，島内での商品流通

量が50％未満のいわゆる島外指向型の事業者が

30社であり，そのうち，日本本土への流通が中

'`)今回のアンケートでは，これまでに特産品製造活

動を停止した事業者については情報を得られない

ため，1980年代以前にも特産品開発を行っていた

事業者がいることの可能性に留意する必要はある。

'7)1990年に1343万人であった県内離島の観光客数は，

1995年には160.5万人,2000年度は2188万人,直近の

統計である2003年度では279.0万人を記録している。
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心である事業者は16社を数える。すなわち，離

島の特産品製造事業者は，島内を市場にした事

業者と島外を市場にした事業者の両極に分化し

ているといえよう。最多流通地域と経営形態と

の関連でみると，島内を主な市場とする事業者

は，個人企業や生活改善グループ，農協・漁協

が多い。一方，沖縄県内を主要市場とする事業

者は，第三セクターや個人企業が，日本本土を

主な市場とする事業者では，法人企業や市町村

直営に多くみられる。すなわち，法人企業や自

治体関係の事業者は島外の大きな市場をターゲッ

トとした事業展開を行っているのに対して，零

細な個人企業は島内流通に留まっている傾向が

認められた。

ところで，将来の市場先としたい地域の希望

として，４６％が日本本土，２４％が沖縄県内とし

ている。現在，島内での商品流通量が多い事業

者でも，将来も島内を中心に事業展開を考えて

いる事業者は41％あるが，約６割が島外，特に

日本本土での商品流通を望んでいる。将来の販

売中心希望地域は事業者の規模と関連しており，

従業員が５人以下の事業者では島内を，５人以

上の事業者は日本本土を希望している。このよ

うに，将来も島内を市場とした地産地消型の販

売戦略を採り続けようとしている個人経営を中

心とした零細な事業者と，大きな市場である日

本本士に流通展開したい法人経営を中心とした

事業者に分化している。

しかし，島外，特に日本本土へ商品を流通さ

せようとすると，様々な問題が起こる。最も大

きな問題は輸送に関することである。環海性，

隔絶`性という離島の自然特`性は，輸送量，輸送

時間，輸送頻度，そして輸送コストなどの制約

をもたらす。輸送量については，例えば久米島

の車エビ養殖事業所では，鮮度の高い車エビを

日本本土に出荷するため飛行機を利用している。

近年，久米島・那覇間の航空路は，日本トラン

スオーシャン航空便が減便し，琉球エアコミュー

ターの小型機便の就航が多くなる傾向にある。

そのため，この区間の航空便数は増加している

が，貨物積載量は逆に減少する一方で，希望通

りの商品量を卸売市場に送れない日も出てきて

おり，流通に支障をきたしているという。輸送

コストについては，例えば，与那国島の泡盛製

造所では，商品の泡盛を船で石垣港まで輸送し

ているが，１社独占の航路のため，船運賃のコ

スト減の話し合いに応じてもらえないという。

いずれも離島交通事業者が商品流通のボトルネッ

クになっている事例である。勿論，沖縄県から

日本本土への輸送も多くの問題を抱えているこ

とは言うに及ばない。

輸送の問題は離島が抱える根源的な経済・社

会問題であるが，特産品の流通を考えた時，商

品販路開拓の困難さも重要な問題である。表２

は，商品化開始時と現在の事業の問題点につい

て，上位３点を集計した結果である。

これによると，商品化開始時の最も大きな問

題として，生産技術を上げた事業者が27社と最

も多く，次いで，販路の拡大，資金の確保，原

材料の安定供給をあげる事業者が多かった。商

品化を始めるときに，まずは生産技術の問題が

大きいのである。上位３位までの加重得点を求

めても，同様の傾向に変わりはない'8)。それに

１８)過疎地域問題調査会（1986）が全国の過疎地域で

特産品を開発している事業者113社に行った調査に

おいても，同様の設問での最多回答は生産技術で

あり，次いで販路の拡大，原材料の安定供給，資
金の確保，労働力の確保，既存企業への配慮の順

であり，今回の結果と３，４位が入れ違っている
だけで，回答順位や回答割合はほぼ同じ結果になっ

た。特産品流通研究会の調査は今から20年ほど前

の調査であるが，結果が同じだったことから，特
産品開発時における問題点は，時代や場所を問わ

ず，普遍的な傾向を持つといえる。
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表２商品化開始時と現在における事業の問題点

j塾ii骨iiillR壬
(アンケート結果より作成）

対して，現在の最大の問題点についてみると，

販路の開拓を問題とする事業者が23社と最も多

く，次いで原材料の安定供給を回答した事業者

が多かった。それ以外を回答した事業者は８社

以下で，現在の問題点は販路の開拓と原材料の

安定供給の２点であることがわかった．加重得

点でも同様の結果を得た。

加重得点を商品化開始時と現在とで比較をす

ると，次のことが指摘できる。すなわち，商品

化開始時では，生産技術の問題や資金の問題な

ど商品化事業を立ち上げることに関する問題が

大きな比重を占めるが，特産品の生産が立ち上

がると，次の段階として原材料の安定確保や労

働力の確保など商品生産を継続・安定させるこ

とへの問題へとシフトしてくる。そして，販路

の開拓については商品化開始時から大きな問題

であるが，その後ますますその問題点の比重が

大きくなり，最大の問題点と認識されるように

なるのである。

具体的に販路の開拓の現状について，各事業

者に聞き取りを行うと，法人企業といえども経

営規模が小さく，営業担当者を配置できない，

あるいは，島外へ営業に行くコストが高いといっ

た制約があり，島外で十分に営業活動ができな

い実態が明らかになった。個人企業ではほとん

ど営業活動は展開しておらず，島外に販路を開

拓しようにも，どのようにすればよいのかわか

らないという経営者も多かった。

そもそも特産品製造事業者は，生産者として

の側面が強く，販売に関する意識が弱い傾向に

ある。例えば，これが生鮮食料品であるならば，

生産農家に代わって，販路開拓などを行ってく

れる農協などの組織がある19)。しかし，特産品

販売，特に加工製品の場合は，農協の流通チャ

ネルに乗りにくいこと，とりわけ沖縄県の離島

では，農協すら組織されていない島もあるこ

と２０１などを考慮すると，農協など生産者団体で

はなく，産地問屋的な組織が専門的に離島特産

品を扱い，それを島外に販売して販路を拡大す

る仕組みが重要になってくると考えられる。

その産地問屋的機能を果たすのが，沖縄県内

'9)農協が産地形成で果たす役割については，岡橋

（1984）が大分県大山町を，鈴木（1985）が福島市

を，荒木（1993）が和歌山県南部川村を事例に論

究している。

20)離島自治体のうち，座間味村，渡名喜村，渡嘉敷

村，竹富町には農協支店はなく，そのような自治

体の中には，賀納（2003）が渡名喜村のキビ栽培

における村役場の関与を指摘しているように，行

政が生産指導や販売までをサポートしている場合

もある。
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においては沖縄県物産公社や沖縄物産企業連合

であり，離島では久米島に設立された久米島物

産公社である。Ⅲ章では県レベルの，Ⅳ章では

離島レベルの卸売業者の事業展開を通して，彼

らが離島の特産品製造事業者とどのように連携

をとりながら，離島特産品の開発・販売を援助

しているのか，実態と問題点を考察する。

は約6,000点にのぼる。

沖縄県物産公社の県産品販売は，主に卸売，

物産展，店舗，通信販売の４部門で成り立って

いる。会社資料によると，2003年度の売上高合

計は82億4000万円で，そのうち売上が多い部門

順に，卸売販売が37.7％，店舗販売が37.3％，

物産展販売が240％，通信販売が１０％の構成と

なっている。これを設立翌年の1994年度の実績

と比較すると，売上高は９年間で5.4倍になり，

急成長を遂げていること，販売部門別では百貨

店などで開催する物産展販売の比率が27.2ポイ

ント減少し，代わりに卸売販売が28.2ポイント

増加していることに変化がみられる。卸売販売

の割合が上昇していることは，沖縄県産品が物

産展のようなイベントでの単発的な消費のされ

方ではなく，安定的な需要が見込まれるまで消

費者の認知が高まったことを意味している。

卸売販売の急増は，沖縄県物産公社の営業努

力である。先述した４都市に営業所を置き，スー

パーなど量販店や飲食店などに卸売販売を行っ

ている。特産品の流通は海上輸送が中心である。

そして物流と情報を同時に管理する「わした

ＩＴロジステイックシステム」を導入し，商品

の受注，メーカーへの注文，配送指示などの機

能を本社に一本化すると同時に，営業所所在地

に自社物流センターを設け，受注から２日以内

で納品する物流システムを構築している。

売上の部門別第１位である店舗販売について

みてみる。直営店は1994年３月に「銀座わした

ショップ」が開店したのをはじめ，2000年まで

に名古屋，りん〈う（泉佐野市)，台北，福岡，

那覇，大阪，札幌など３大都市や広域中心都市

の一部そして台湾に出店した。2004年に開店し

た渋谷店を含めると，現在９店舗が展開してい

る（渋谷店はその後閉店)。一方，特約店は

Ⅲ、県レベルの卸売業者による離島特産品の開

発・販売

(1)沖縄県物産公社の設立

1990年代に入り，健康，長寿，エスニシテイ

などをイメージする沖縄県産商品が全国的に注

目を集めるようになる。県産品を日本本土で販

売することで，沖縄経済活性化の糸口が見えて

きたのである。そのような状況の中で，沖縄県

は1993年に「沖縄県産品の市場開拓と安定的な

供給体制の確立を目的」とする沖縄県物産公社

を，第三セクター方式で設立する21)。沖縄県物

産公社は，生産・流通・販売の全ての部門を通

じた総合的な販売戦略のもとに，県産品の販売

促進，産業の育成と活性化を図ることを事業目

的としている。

沖縄県物産公社は那覇市に本社を置き，東京，

大阪，名古屋，福岡の４都市に営業所と倉庫

を22)，全国に「わした」の名を冠する直営店，

特約店を24店舗展開している。2005年５月現在

で従業員数は215人である。県産品製造事業者

約600社から商品を仕入れ，卸売業者と小売業

者合わせて547社に納品している23)。取扱商品

２１)（株)沖縄県物産公社は，（社)沖縄県物産振興会を

発展的に解消し，（社)沖縄県工業連合会の物産展

示販売センターを統合して発足した。

22)倉庫は沖縄県内に1カ所所有する。

231商品を納品する卸売業者は228社（県外215社，県

内13社)，小売業者は319社（県外298社，県内21社）
である。
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図２沖縄県物産公社の営業活動拠点

（沖縄県物産公社資料から作成）

2002年に京都長岡京店が開設されたのを噴矢と

し，現在まで14店が開店している。その分布を

図２に示した。直営店が人口130万人以上の大

都市にしか立地していないのに対して，特約店

は大都市の他に，地方都市にも出店している。

これは，直営店と特約店では経営規模に違いが

あり，大型店舗である直営店は需要が十分見込

まれる大都市でしか展開できないのに対して，

特約店は，小型店舗が多く，地方都市でも経営

が成り立つため立地が可能になると思われる。

沖縄県物産公社と県産品製造事業者との関係

は，販売要請・商品仕入れという関係を基本と
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しているが，沖縄県物産公社は県産品製造事業

者に対して，様々な指導や援助を行っている。

先述した三上（1975）は生産者指導・援助機能

の中をさらに具体的に７機能に細分化している。

すなわち，①生産者金融機能，②生産者情報提

供機能，③生産指導機能，④生産促進機能，⑤

生産安定化機能，⑥商品開発促進機能，⑦市場

開拓機能である。このうち，沖縄県物産公社は

⑤を除く全ての機能を有している。特に，離島

の特産品生産の問題点である「商品開発の問題」

および「市場開拓の問題」を解決するサポート

役として期待できる。そこで，次節以降では沖

縄県物産公社と離島特産品製造事業者との商品

開発，および沖縄県物産公社による離島特産品

の販売に関して現状と問題点を検討する。

ショップや卸担当など各部署から委員が出席す

る。そこでは，商品開発担当が企画した新商品

候補を，各部署の立場から意見を出しあい，新

商品を練り上げている。商品開発は全社的な取

り組みとして位置づけられている。このほか，

商品開発は県工業試験場やトロピカルテクノセ

ンターなど県内の研究機関とも連携をとり行っ

ている。

2005年５月現在まで製造事業者と共同で開発

を行った商品は約90点である。その多くは，沖

縄本島内の製造事業者との共同開発である。離

島の製造事業者との商品開発は，わずか３点24）

に過ぎず，開発の内容はパッケージに関するも

のが中心である。離島の製造事業者との商品開

発が少ない理由として，離島の隔絶性があげら

れる。商品開発においては，那覇にいる沖縄県

物産公社の商品開発担当者と，離島の製造事業

者との間で，対面接触を伴った綿密な打ち合わ

せが必要である。しかし，離島へは移動コスト

と時間がかかるため，十分なコミュニケーショ

ンがとれにくいのである。

ところで，特産品は先述したとおり商品の差

別化が図られなければならない。すでに沖縄県

産品は本土製品と比較して，地域`性，歴史性，

文化性の面で差別化され，ブランド化に成功し

ている。次は，沖縄県産品の中で差別化が図ら

れる必要がある。この点でも離島が多い沖縄県

は有利である。すなわち，沖縄県産の黒糖や塩

というカテゴリーではなく，伊是名島産の黒糖，

宮古島産の塩といった島レベルで差別化を図る

ことが容易だからである。そして，本土消費者

(2)離島特産品の商品開発

沖縄県物産公社はわしたショップや卸売販売

を通して，市場調査を行っている。すなわち，

各店舗別の販売数，売上高，客層・客質などを

データ分析すると同時に，店舗スタッフや営業

担当者から消費者の生の声を収集して，市場の

ニーズを把握するのである。得られた市場情報

は，県産品製造事業者にもフィードバックされ，

各社の商品開発の参考にされる。また，沖縄県

物産公社は市場情報を活かして，製造事業者と

共同で商品開発を行っている。

沖縄県物産公社商品統括室には２名の商品開

発担当者が配置されている。彼らを中心に，製

造事業者と連携を取りながら商品開発を進めて

いく。沖縄県物産公社の商品開発コンセプトは，

棲み分け優位に立ったブランド構築である。少

量でも付加価値の高い，非日常を演出するこだ

わりある商品を目指している。社内では新商品

開発委員会が隔週で開催され，品質管理担当，

2ｲ)2005年５月現在までに離島製造事業者と共同開発

した商品は，球美の水，球美の塩（久米島)，黒糖

タブレット（伊是名島）である。なお，架橋島で

は太古の車海老センベイ（屋我地島）がある。

－５２－



沖縄県離島における特産品製造と卸売業者の役割

表３銀座わしたショップで販売されている離島製造商品
200411.30現在

(現地調査より作成）

は離島ごとに差別化された個性的な商品を望ん

でいる。

沖縄県物産公社は沖縄本島の製造事業者との

間で商品開発を進めることは容易であるが，離

島の特産品開発までは，なかなか対応が難しい。

そこで，次章で検討する離島レベルの卸売業者

がそれを補完することで，対応できると考えら

れる。

方が，地域振興に基づいた特産品開発に熱心に

取り組んでいることを表している。離島別に取

引事業者数をみてみると，石垣島が36社で最も

多く，次いで宮古島（15社)，久米島（10社)，

竹富島・伊江島（４社）などが続く。これはⅡ

章で分析した離島特産品製造事業者の分布結果

とほぼ対応している。

離島製造事業者から商品を仕入れた沖縄県物

産公社は，全国に向けてそれを販売している。

ここでは，売上高が全直営店・特約店の中で最

大の銀座わしたショップを事例に，沖縄県全体

の中で離島の特産品はどのような点に特徴がみ

られるのかを明らかにすると同時に，離島製造

事業者の販路拡大の問題点を考察する。特産品

アイテムの店内調査は，2004年11月30日に行っ

た。

(3)離島特産品の販売実態と課題

沖縄県物産公社は2005年５月現在で県内約

600社の製造事業者と取引をしている。そのう

ち，離島に所在する取引事業者は11島80社で，

全体の約13.3％を占める。県人口に占める離島

人口の割合は10.5％なので，離島の取引特化係

数は1.27となる。これは，沖縄本島より離島の
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その結果をまとめた表３によると，店内で販

売されているアイテムは1,223品目であった。

そのうち，192品目が離島で製造されており，

その比率は15.7％である。県全体に占める離島

の取引事業者割合は13.3％であるので，１事業

者当たりの商品アイテムは沖縄本島より離島の

方が若干多いことになる。

銀座わしたショップでは，カテゴリー別に商

品を陳列している。カテゴリーごとに品目数を

集計した結果をみると，最も多いカテゴリーは

泡盛の68品目で，次いで調味料の59品目である。

それ以外はカテゴリー数が少なくなり，塩（１７

品目)，お菓子（16品目)，ドリンク（10品目）

と続く。全14カテゴリーのうち，ポーク，野菜・

果樹，冷凍物，健康食品には離島特産品の販売

はなかった。県内特産品全体の中で離島特産品

の割合が高いカテゴリーは，調味料の58.4％を

筆頭に，塩（378％)，泡盛（316％)，海産物・

ドリンク（ともに15.2％）であった。

離島特産品が販売されているカテゴリーと，

製造者の所在地との関係をみてみる。製造事業

者は全部で38社であり，これは沖縄県物産公社

が取引をしている離島事業者の５割弱である。

石垣島が13社75品目製造していたのが最も多い。

次いで久米島が７社49品目，宮古島が６社47品

目，伊江島が４社７品目を製造している。後は

２社以下が６島であり，沖縄県の有人離島40島

のうち，銀座わしたショップで販売されている

のは１/4の10島の商品ということになる。島ご

とにカテゴリーには特徴があり，石垣島は調味

料や塩に，久米島は泡盛に，宮古島は泡盛とお

菓子にそれぞれ特化しており，それ以外のアイ

テムは５品目以下と少ない。

銀座わしたショップで販売されている38社の

経営形態をみてみると，法人企業が29社，農協．

漁協が４社，個人企業が４社，生活改善グルー

プがｌ社となっており，組織的な事業者との取

引が多いことがわかる。沖縄県物産公社は商品

の品質は勿論のこと，パッケージやサイズ，デ

ザイン，表示方法などまで，高いレベルで納入

事業者に要求している。そのため，それに対応

できる事業者は法人企業や農協など組織的な事

業者に限られてくるのである。

Ⅱ章で行ったアンケートでは，現在島内を中

心に商品を販売している個人企業14社のうち，

６社が県外に販路を拡大したいと考えている。

その全てが沖縄県物産公社との取引を求めてい

る。離島事業者にとって，特産品流通の模範モ

デルと称される沖縄県物産公社など県レベルの

卸売業者を通して販路拡大を図るのが最も確実

な方法ではあるが，そこと取引をするためには，

商品の質と量の問題，納期や取引形態など克服

しなければならない課題も多いのである。

Ⅳ、離島レベルの卸売業者による離島特産品の

開発・販売

前章でみたように，沖縄県の特産品を本土で

販売する流通チャネルが1990年代後半から確立

してきた。県レベルでは，沖縄県物産公社や沖

縄物産企業連合が卸売業者として県産品の流通

はもとより，生産者に対して様々な支援・援助

を果たしている。離島レベルにおいても，島の

特産品を本土市場に販売する卸売業者が活動し

ている。本章では久米島に所在する久米島物産

公社を取り上げ，この会社が構築した販売チャ

ネルおよび生産者に対する支援・援助機能の実

態と課題を検討する。

(1)久米島物産公社の設立と販売チャネル

久米島物産公社は，1998年９月に民間企業と
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して設立された。島内に産地卸売業者を置き，

それを核に島の特産品生産を活性化させるとい

う民間からの構想に，自治体25)や商工業者も呼

応し，資本金2,800万円で企業が設立された。

企業名から第三セクターを連想させるが，純民

間の株式会社である。株主は，久米島町が214

％，島内企業５社，島外企業２社がそれぞれ

107％ずつ所有している。従業員は６名である

が，社長と専務は非常勤であるため26)，実質は

４名で事業を運営している。企業設立時には，

卸売業のノウハウを沖縄県物産公社に指導を仰

いでいる。

主な事業内容は久米島の特産品の卸売である。

このほか，ＰＲ活動をかねて全国百貨店での物

産展の開催と販売，インターネットを利用した

通信販売などを行っている。なお，沖縄県物産

公社や沖縄物産企業連合が展開しているような

直営店や特約店など小売部門は有していない。

そのため，市場,情報は小売部門からは入らず，

卸先の流通業者からの'情報から取得している27)。

取扱商品はこの企業の分類によると，大きく

３つのカテゴリーに分けられる。すなわち，久

米島特産品，久米島海洋深層水，そして自然派

化粧品である。久米島特産品はさらに，手作り

菓子，味噌，農水産物，健康食品に中分類され

る。そしてそれぞれに小分類されたアイテムが

ある。それらを集計した表４によると，久米島

特産品は34品目，久米島海洋深層水は16品目，

表４久米島物産公社取扱商品の分類
脳
－
２
５
’
４
２
ｌ
２
３
１
３
２
ｌ
４
５
１
ｌ
８
４
４
ｌ
ｍ
３
ｌ
９
｜
ね

味噌系菓子

黒糖系菓子

味噌

あぶらみそ

天然もずく

活車えび

島とうがらし

久米島鶏

完熟マンゴー

農水産品

（11）

ウコン

手作りもろみ酢

シークヮーサー果汁

久米島海洋深層水

（16）

りが
塩
に
水

ＫＭシリーズ

ゴーヤーシリーズ

自然派化粧品

（13）

セット商品

合計

注：（）内の数字は商品数

（久米島物産公社資料より作成）

自然派化粧品は13品目，そしてそれらをセット

にした商品が９品目で，全部で72品目28)の商品

構成である29)。いずれも久米島の資源を活用し

たものばかりである。これらの商品は島内14社

が製造し，久米島物産公社に納入している。

このうち，久米島物産公社が設立した1998年

から取引をしている事業者は７社である。その

多くは元々島で特産品を製造していた事業者で

あり，上記の分類では，久米島特産品の中でも

手作り菓子，味噌，農水産物を製造している。

2000年以降に残り７社が新たに久米島物産公社

と取引を開始する。それは，久米島海洋深層水，

自然派化粧品，そして久米島特産品の中でも健

25)設立当時は島には具志川村，仲里村の２村が存在

したが，2002年４月に合併して久米島町となった。

２６)社長も専務も民間人である。また，社員に役場か

らの出向者もいない。

27)多くの場合，久米島物産公社の社員が流通業者と
のインフォーマルなやりとりの中で市場情報を入

手している。この他，沖縄県物産公社が年２回開

催する`情報交換を目的とした会議に出席してフォー

マルな』情報を得る場合もある。

鯛)うち，５品目が販売一時休止中である。

2912005年３月末に久米島物産公社のホームページに

掲載されていた商品一覧を集計した。
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（久米島物産公社資料より作成）

康食品を製造している事業者である。

久米島は，2000年に海洋深層水の取水が始ま

り，それを利用した商品開発を行う事業所が次々

と設立されている。そこでは，ミネラルウオー

ターはもとより，塩や|こがり，化粧品などが次々

と商品化されており，久米島物産公社はそのよ

うな新たに展開している事業者の代理店や総販

社となっている。

島内各事業者から納入された商品（自然派化

粧品を除く）が，久米島物産公社を通してどの

ように流通されていくのかを聞き取りし，図３

にまとめた。これによると，商品は大きく４チャ

ネルで消費者のもとに届く。

まず，卸売業者を通さず，久米島物産公社か

ら小売業者に直接卸売りされ，消費者に販売さ

れるチャネルである。小売業者は県内３社，県

外８社である。手作りお菓子，手作り味噌，健

康食品などが主に流通している。小売業者のう

ち，９社は沖縄県産品を専門に販売している。

このチャネルは全売上高の14.0％を占めている。

第２の販売チャネルは，久米島物産公社が２

次問屋となる他の卸売業者に納入し，そこが小
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図４久米島物産公社が卸した特産品を取り扱っている小売店

（久米島物産公社資料より作成）

売店に卸すチャネルで，久米島物産公社の売上

の63.7％を占める。最も取引額が多いのは，沖

縄県物産公社で，全売上の19.0％を占める。こ

こからわしたショップをはじめ，沖縄県物産公

社と契約を結ぶ小売店に運ばれる。次いで，東

京に本社を置く太平ハード社の取り次ぎが大き

い。この社を通して，スーパー最大手のイトー

ヨーカ堂（全184店）とその系列スーパーのヨー

クマート（56店）に久米島深層水が納品される。

このほか，沖縄物産企業連合や健食沖縄といっ

た県内の流通業者にも卸しており，そこを経由

して本土の小売業者に流通する。第１，第２の

チャネルで久米島物産公社の商品を取り扱って

いる小売店の分布を図４に示した。小売店の分

布は大都市が中心であり，久米島特産品は都市

居住者に需要が多いことが伺える。今後は，地

方都市にいかに市場を開拓していくのかが課題

といえよう。
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第３の販売チャネルは，インターネットのホー

ムベージにより消費者から注文を受け，久米島

物産公社から直接商品を届ける通信販売であ

る30)。まだ売上全体の7.7％であるが，消費者の

反応が直接伝わるチャネルであるので重視して

いる。

最後の販売チャネルは，物産展での販売であ

る。2004年度は沖縄県内２回，沖縄県外４回の

物産展に参加した。いずれも沖縄物産展に協賛

参加する形である。物産展の`情報は，沖縄県物

産公社など県レベルの卸売業者や町役場などか

ら得られる。物産展に参加するかは収支を判断

して決定する。物産展販売は全売上の2.0％に

すぎないが，そこで様々な流通業者と商談をす

ることも多く，大切なビジネスチャンスの場と

して認識している。

以上のような販売チャネルを開拓した久米島

物産公社の売上高は，設立翌年の1999年を1.0

とすると，翌2000年には，2.0へと倍増した。

その後も右肩上がりに増加しており，2003年度

実績ではその指数は9.4に達している。実に５

年間で約１０倍の売上高を計上するまでに急成長

している。これは，会社設立時にはすでに沖縄

ブームが始まっていたこと，2000年に海洋深層

水の取水が始まり，それを利用した特産品開発

が進んだことなど追い風が吹いていたことが前

提となるが，久米島物産公社が島内の事業者に，

特産品開発やデザイン，表示などにわたり，き

め細かな指導をした成果が，高品質の特産品と

なり，それが消費者や他の流通業者に支持され

たためと思われる。

先述したが，久米島は人口と特産品製造事業

者数との関係を表す回帰式の残差事業者数が県

内最大であり，特産品製造が盛んな島である。

特に近年，久米島では特産品製造事業者が増加

していることや，従来の事業者も新しい特産品

を次々と開発しているのは，久米島物産公社が

販売面の一部を担当してくれることも大きな要

因になっていると思われる。

(2)離島特産品の商品開発

久米島物産公社は沖縄県物産公社同様，生産

者支援・援助機能を有している。具体的には，

先述した三上（1975）の細目分類に従えば，②

生産者情報提供機能，⑥商品開発促進機能，⑦

市場開拓機能である。このうち，この会社は⑦

の機能に特化しており，⑥，②の順に機能は弱

くなる。特産品流通・開発の課題の一つである

市場開拓については，前節で述べたとおり，様々

な販売チャネルを構築して成果をあげている。

そこで，本節ではもう一つの課題である差別化

された商品開発について検討してみる。

久米島物産公社には専属の商品開発担当者は

配置されていない。そのため，現段階では，島

内特産品製造事業者との共同による商品開発は

行っていない。ただし，製造事業者から持ち込

まれた新商品をチェックし，改善点をアドバイ

スしている。具体的には，パッケージの表示と

デザイン，商品の大きさや量，小分け包装など

に関することである。

加工食品の表示については，「農林物資の規

格化及び品質表示の適正化に関する法律」によ

り規格化ざれ3D，製造事業者にその順守が義務

３１１加工食品は，名称，原材料名，内容量，賞味期限

（品質保持期限)，保存方法，製造業者等の氏名ま

たは名称及び住所を一括して表示しなければなら

ない。

30)2003年度実績では，通信販売による販売で最も多

かった商品はもろみ酢であった。以下，シークヮー
サー果汁，海洋深層水の順であった。
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づけられている。しかし，離島の特産品製造事

業者の中には，この法律の詳細を知らないため，

特産品のパッケージの表示内容に不備がある場

合が多い。そこで，久米島物産公社が表示内容

のチェックを行い，表示方法の改善を指導して

いる。パッケージのデザインについても，久米

島の自然や文化を体現したものにして，他との

差別化を図るようにアドバイスをしている。商

品の大きさや量，小分け包装などに関しては，

消費者が求める分量や食べやすさなどをアドバ

イスしている。

このように，久米島物産公社の商品開発促進

機能は，現状では製造事業者への指導やアドバ

イスに留まっているが，これだけでも特産品が

高品質化し，他の卸小売業者の取り扱いを容易

にする。例えば，沖縄県物産公社は久米島の零

細経営事業者の特産品を取り扱う際，久米島物

産公社から商品を仕入れている。これは，久米

島物産公社から仕入れた商品は，パッケージや

商品形態の完成度が高く，沖縄県物産公社はそ

のまま市場で販売できるためである。もし，直

接久米島の事業者と商品取引をした場合，表示

の問題やデザインの問題などで，沖縄県物産公

社が久米島の事業者に直接指導をしなければな

らず，そのコストは離島ゆえ高〈つく。沖縄県

物産公社にとって，久米島物産公社は久米島特

産品の品質チェック機能を有しているともいえ

よう。

久米島物産公社は，今後，島内事業者と共同

で特産品開発を行う意向を持っている。商品開

発をするには，そのノウハウの習得が前提とな

るが，それをクリアした後は，久米島から差別

化が図られた魅力的な特産品が次々と開発され

ることになることが期待できる。これは，離島

の特産品を扱いたい沖縄県物産公社にとっても

メリットがある。すなわち，先述したとおり，

沖縄県物産公社が直接，離島事業者と商品開発

を行うことは困難である。そこで，久米島物産

公社が商品開発を行ってくれると，魅力的な特

産品を仕入れることが可能になるからである。

離島を拠点とする久米島物産公社の存在は，島

外の流通業者にとってもプラスなのである。

Ｖおわりに

本研究は，特産品開発による地域振興が盛ん

に行われている沖縄県離島地域を対象に，特産

品製造事業者の事業形態と事業の課題を実態分

析するとともに，卸売業者の生産者指導・援助

機能に着目し，彼らを核にした特産品開発と市

場開拓の現状と課題を検討した。研究成果は以

下の通りにまとめられる。

特産品製造事業者数は島の人口規模に規定さ

れる。そのため，石垣島や宮古島など人口が多

い島ほど事業者数も多い。久米島や伊江島は人

口の割には事業者数が多い島である。特産品を

農産物，水産物，菓子類，調味料，酒類に５区

分して，島ごとに種類別構成比を算出し，ワー

ド法クラスター分析から地域類型を行った。そ

の結果，２３島は５類型に分類できた。どの類型

も島の資源を活かした特産品作りを行っている

ため，その特産品の種類も島の資源と関連して

いる。

特産品製造事業者の経営形態および事業に関

する課題を問うたアンケート調査を，沖縄県離

島フェアに出店した153社を対象に実施した。

その結果，沖縄県離島の特産品製造事業者の経

営形態は民間部門主導型であり，従業員が10人

以下の零細経営型である。特産品製造開始時期

は，特産品による地域づくりが提唱された1980

年代以降に多く，これは全国的傾向と同一であ
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る。最近５年間の販売額は，６０％の事業者で増

加している。特に，酒類を製造している事業者

の92％，菓子類製造事業者の67％が増加した。

これは，1990年代後半から続く健康志向という

時代背景と，いわゆる沖縄ブームが関連してい

ると考えられる。

離島における特産品生産には，２つの課題が

みられる。第１は他地域と差別化された魅力あ

る特産品開発が困難なこと，第２は特産品の輸

送に関することに加えて，販路開拓の困難さで

ある。これらを解決する糸口として，卸売業者

の生産者支援・援助機能に着目し，特産品製造

事業者と卸売業者とが連携を図り，特産品開発・

販売を行う仕組みが重要になる。

県レベルの卸売業者である沖縄県物産公社は，

大都市に営業所拠点と直営店，特約店を展開し，

沖縄ブームに乗って売上高を毎年伸ばしている。

沖縄県物産公社は県産品製造事業者に対して，

様々な指導や援助を行っている。まず，商品開

発に関しては，専任の担当者を配し，卸小売部

門から得られた市場情報を活かして，製造事業

者と共同で商品開発を行っている。ただし，離

島の事業者との商品開発は，その数自身が少な

いうえに，開発の内容はパッケージに関するも

のが中心である。その理由として，商品開発時

には対面接触を伴った綿密なコミュニケーショ

ンが必要であるが，離島の事業者とはそれが十

分にできないためである。離島製造事業者の中

には，沖縄県物産公社との取引を通じて本土市

場に販路を拡大したいと考えている会社が多い。

しかし，取引をするためには，商品の質と量の

問題，納期や取引形態など克服しなければなら

ない課題も多い。

離島レベルの卸売業者である久米島物産公社

は，島内１４社が製造した72品目の久米島特産品

を取り扱っている。近年の沖縄ブームに加えて，

海洋深層水の取水が2000年に始まり，関連商品

が次々と開発されている。久米島物産公社の商

品開発促進機能は，現状では製造事業者への指

導やアドバイスに留まっているが，これだけで

も特産品が高品質化し，他の卸小売業者の取り

扱いを容易にしている。

本研究の最後に，空間レベルの異なる２つの

卸売業者の関係について言及してみたい。結論

を述べると，久米島の特産品の開発・流通を巡っ

て両社は相互依存関係にある。すなわち，県レ

ベルの卸売業者である沖縄県物産公社にとって

は，差別化が図られた魅力ある商品として離島

の特産品を販売したい。ただし，離島の特産品

製造事業者はいずれも零細で，商品のパッケー

ジや表示などに問題点がある。また，沖縄県物

産公社は受注から２日間で取引先に納品すると

いう物流体制を取っているため，離島特産品の

欠品を恐れている。そのため，久米島物産公社

のような産地問屋的な性格を有する卸売業者が

いて，久米島島内の零細な特産品製造事業者を

束ねてくれると，特産品の品質は高水準に維持

され，商品の安定供給が可能になる。一方，離

島レベルの卸売業者である久米島物産公社は，

売上金額のうち小売業者や消費者への販売は３

割程度に過ぎず，市場開拓能力が相対的に弱い。

そのため，他の卸売業者の流通チャネルに乗る

必要がある。その最大取引先が沖縄県物産公社

なのである。離島レベルの卸売業者は集荷機能

と商品チェック機能で，県レベルの卸売業者は

販売機能により，相互に必要とされているので

ある。

本研究で明らかにした，空間レベルが異なる

卸売業者の役割分担と相互依存による特産品流

通形態は，特産品による地域づくりを目指して
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沖縄県離島における特産品製造と卸売業者の役割

いる他県にも参考になると思われる。今後の課

題の１つは，久米島物産公社のような離島レベ

ルの卸売業者の商品開発促進機能を強化させる

ことである。製造事業者と共同して魅力的な特

産品を次々に開発していくことが可能になれば，

県レベルの卸売業者との関係も強化されて，双

方にメリットがもたらされ，結果的に離島の地

域振興に結びつくものと期待される。
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The Current Status of Special Goods Production and
The Role of The Wholesalers in Okinawa

Hisamitsu MIYAVeRI
(University of the Ryukyus)

The objectives of this study are to discover: CDthe management form of manufacturers of special products,

®the current status of the development and market of special products, and ®the relationship between the

manufacturers and wholesalers of special products that are developed on remote islands of Okinawa Prefec

ture. The studies may be summarized as stated below.

The numbers of manufacturers or entrepreneurs of special products on remote islands depend on the

population of the islands where their factories are located. The numbers of manufacturers on the islands of

Kume-jima and Ie-jima are relatively higher. The manufacturers are utilizing the resources of their own

islands to make special and unique products. The initiatives of these businesses are taken by

nongovernmental bodies or their owners. Many of the factories employ ten or less workers and considered

as small business entities. A large number of the manufacturers began their businesses in and after 1980's,

and the same trend is obvious nationwide. Approximately 60% of these manufacturers show increased sales

during the past five years, which is thought to be related to today's health-oriented trend that has been

observed since the latter half of 1990's and so-called Okinawa boom.

There are two problems to be solved concerning the production of special goods on remote island of

Okinawa. First, it is difficult to develop unique and attractive special products. Secondly, it is difficult to

expand a market for the products. Therefore, it is vital to establish a structure for the development and

market of the products based on the cooperation between manufacturers and wholesalers paying attention to

the existing support and assistance given to makers by wholesalers. Okinawa Prefectural Public Corporation

for Products, which collect goods from whole areas of Okinawa, and Kume-jima Public Corporation for

Products, which handles goods exclusively made on the island of Kume-jima·were studied. These organiza

tions contribute to the development and expansion of the market, however the studies revealed various

problems exist.

These organizations have different shares of space, but they are interdependent. The makers of special

products on remote islands are very small for Okinawa Prefectural Public Corporation for Products and the

quality, design, and stable supply of products are not reliable. Kume-jima Public Corporation, which plays

a role of a wholesaler, can deal with each small maker on the island so that the quality, design, and stable

supply of goods will be maintained. Then, Okinawa Prefectural Public Corporation, which is the largest
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business partner for Kume-jima Public Corporation, can expand the market for Kume-jima, which otherwise

will be difficult for Kume-jima Public Corporation. In other words, a wholesaler of remote islands functions

as a collector of products and examiner for quality control, and the Prefectural organization functions as an

expander of the market. They need each other to be successful.
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