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森

島

直

方

(
沖縄県農業試験場八重山支場)

は じめに

農業は八重山経済の主軸をなしている.主要作 目であ
る砂糖,パインアップル碓幕の輸出額は､八重山総輸出

八重山の農業は現在,サ トウキビ,パインアップルの

0%を占め,その飽食粗作物 としての水稲は,年間
額の9

主要作 目と,水稲,僅かなが ら換金作物 としての葉たば

米穀需要量4,
1
0
0
t
o
nの60C
/
Oを自給 し,その他,換金作物

こ,島内自給用のそ菜園芸,畜産によって成 り立ってい
る.

戦前における八重山の農業は,水稲を中心 とした作付

としての葉たばこ等 もー部で生産 されている.
主な農産物の生産は上述の とお りで,サ トウキビ,パ
インアップルの二大作物がその主軸をなしている.しか

体系がなされ,その他普通作物,サ トウキビ等による輪

しなが ら,二大作物共に,加工原料の生産であるため一

作が行なわれていた.

般に加工原料の価格は､生鮮作物の価格に較べ､与‑1
/
3

戦後当分の間,食穐作物 (
水稲,陸稲,甘藷)の作付
が主体になていったが,食糧事情の緩和 と共に,サ トウ
キビ,パインアップルの作付が急増 し,現在に至 ってい
局.

戦後の他府県の貴業事情を見 るに,著 しい発展を遂げ
ているが,その要素 として,食糧の統制々度の基 に,土
地基盤の盤僻,地力の増強,病害虫の防除,負用機器の

の価格であるところか ら､負家所得は概 して低い.

2
. 耕地面積および耕地の利用状況
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八重山の耕地面暦は8,
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その他参考までに記す と,山林面積は,3
5,
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aで,
その内民有林が1
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a,国有林が2
3,
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aとなってお
り,土地総面積の5
4.
7%を占めている.

開発普及,その他多岐に亘る行政施策のほか,試験研究

更に,牧野面積が3,
4
6
3h
a, 河 川, 道 路, 原 野 が

機 関の拡充強化,普及組織の新設,病害虫防除組織の確

1
6,
9
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h
aとなっているが,山林原野には貞道の整備をす

立,等の手厚い施策が とられたことが挙げ られる.

れば,開墾可能な地帯がかな り多い.

これに比較 して,八重山を含めた沖縄の農業は戦後本

戦前の八重山の農業は,水稲を中心 として サ トウ キ

土において とられたような手厚い施策が とられ な い ま

ど,甘藷,大豆,小麦,そ菜類 と多岐に亘る作物が栽培

ま,貿易自由化の波に洗われ,貧弱な基盤の条件下で,

され,これ らの作物の輪作により,多角的な耕地の利用

当面現金収入を目当てとした作 目が優先 して作 られてい

が図 られていた.統計資料によると,戦後,食料作物の

るとい うのが現状である.

比率が一時期高 くなっているが,これは戦後食塩不足の

本土復帰後,これ らの遅れを取 り戻すため,政府の施
策によ り,基盤尭傍等の事業,試験研究機関の整備強化
等が着々進め られつつあるが,将来,本土 と同 じ水準に
まで農業基盤の整備が行なわれた場合には,現在 と異な
った農業の姿が見 られるもの と考 える.
行政に携わる者は勿論のこと,試験研究業務に携わる
者 も,当面 している問題を充分に把握 し,これ らの解決
を急 ぐことは当然であるが,今後想定 きれる問題を明 ら
かにし,問題解決への準備を進める必要がある.

世相 を反映 し,食糧増産の政策が とられたためであ り,
その後,食糧事情が倭和 されるにつれ, サ トウ キビ,
パインアップルの面横が急増 し,これに対 して 水稲､
大豆､小麦､陸稲､甘藷等の作付けが減 少 して いる｡
農家の経営規模は,耕地面積にして,一戸平均2.
4h
a
で,沖縄県内の他地区に比較 してかな り大 きく,更に面
積を拡大する立地条件 も有 している｡経営規模別にみる
と,農家総戸数3
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八重山農業の概要

1
.八重山経済における農華の地位
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aの農家が最 も多 く,3
0
h
a以上の農家
の1
4% と云 う率 も他地区には見 られず,将来規模を拡大
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し，機械化を進める上に有利な条件を有している．

れておらず，台風は祖先伝来のものであると諦めている
感さえする．

八重山農業の展望と技術上の問題点

更にこれと並ぶ気象災害に旱ばつがある，八重山は、
６月～10月にかけて台風が来襲するが，台風の無い年

1．農業の展望

八重山の農業は，既に述べて来たように，極めて不利

は降水量が少なく，旱ばつになる．然しながら，石垣島

気象台の統計資料によると，八重山の年平均降水量は、

な条件の基に進められ，他県のような発展は見られなか

2,30021IjIHとかなり多い，然し，農家は貯水池の施設の無

ったのであるが，その要素として，土地基盤を第一とし

い事も原因するが，これらの水を利用し，作物を栽培す

て、その他の農業基盤が殆んど整備されていない．流通

ると云う観念が殆んど無く，これらの水は徒らに川を伝

機構が極めて不備である．病害虫のため，植物防疫上本

わって海に流し棄てている現状にある．

士の大消費地への輸出禁示品目の多いことなどが挙げら
れろ．

なお，病害虫に対する認識も浅く，防除体制の貧弱で
あると云うこともいなめない事実である．

然し，これらの不利な条件を今後の技術開発と，強力

大体以上のことが挙げられろと思うが，これは基盤整

な行政処置によって解決するならば，温暖であると云う

備等行政的な処置により解決をしなければならない問題

ことと，農道等の基盤が整備すれば，開墾可能な山林原

もあるが，農家自体の自覚の足らなさもあると考えられ

野が存在し，機械化による大規模な農業を進めることが

ろ．

できると云う有利な条件を利用し，現在の原料作物であ

主要作物の現状と問題点

るサトウキビ，パインアップルの外，園芸作物，工芸作
物，その他の作物を導入することも可能であり，八重山
の農業は極めて有望である．
2．技術上の問題点

八重山農業の展望に基いて，要請される農家の技術

1．糖業

八重山の糖業は，分密糖工場が操業を開始した1958～

1959年期を転機として，急速な発展を遂げ，その後は，

は，残念ながら現在，極めて低水準にあると言わざるを

パインアップルと並んで八重山農業の主軸をなしてい

得ない．

ろ．

技術水準を評価する一つの指標として，八重山におけ

従来，水稲を中心とした農業経営であった八重山の農

る篤農家，一般農家，県農試八重山支場のサトウキビの

業の中で，糖業は，小型含密糖工場での小規模な自家製

反収比較がある．篤農家の八重山の最高反収は，18,205

糖であったため，農家の労働面での競合等もあり，伸び

ｈ,（1969、品種NCo310，夏植)で、一般農家の平均反収

悩みの状態にあった．

は6,250A,（1972/1973～1973/1974年平均、品種NCo

工場大型化以後の生産推移をみると，当時僅かに

310，夏植)である．それに対し，県農試八重山支場にお

3,988ｍ"の産糖高であったのが，工場の大型化と，新品

ける気象感応試験の平均反収は，12,OOOh9、最高の年は

種NCo310の導入普及も相俟って，数年後の1964-1965

17,00Ｍ９（品種NCo310，夏植)，その他の試験での最高

年期には，31,800ｍ"という飛躍的な伸長を示した．

反収は22,000"（品種F146,夏植）の水準である。

然し，1963年８月の砂糖自由化による糖業事情の悪化

一般農家の抵水準の原因については，いろいろ論議の

は，農家の生産意慾を減退させ，それに加えて災害の続

余地はあると思うが，その二，三について述べろと次ぎ

発，野鼠の異常発生等もあって，1966～1967年期には

のことが挙げられろ．先ずその一つは，労働力の不足か

10,750/o〃に激減し，農家所得の減退は勿論のこと，企

ら農業生産労働力が老令化し，作物に対する適切な肥培

業の存続すら危ぶまれろという最大の危機に直面した．

管理，病害虫の防除等がなされていない，又，現在栽培

その後，関係者の努力によって，この危機を乗り切

しているNCo310なろ品種が租放的な栽培でもそれに耐

り，1967～1968年期から，1970～1971年期と暫次回復の

え，ある程度の収量を得ることが出来，更に株出しにも

兆を見せ，進展の傾向にあった．然るに1971～1972年期

適しているところからそれに甘んじている感がする．

には，３月以降９月までの実に200日と云う未曾有の大

次ぎに気象災害に対する対策がなんらなされていな

旱ぱっと，９月の大型台風によって壊滅的な被害を受

い．八重山は年平均５回の頻度で台風が来襲するにもか

け，減収率87％と云う沖縄糖業史上かつてない大減産と

かわらず，防風林を設置し，これを防ぐ等の対策がなさ

なり，第二回の八重山糖業の危機に追い込まれた．
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薦作農家は1970～1971年期以降の台風，旱ばつによる

３

その後，1930年（昭和５年）に台湾からの移民によっ

相次ぐ災害と，その上，本土復帰を前後して，不動産業

て苗が導入され，栽培されていたが，地元一般農家には

者による農地の買い占め等も重なり，すっかり生産意慾

普及するに至らなかった．

老失ない，転業者の続出，若年労働者の出稼ぎ等による

戦後もこれらの人々によって栽培されて来たが，食糧

労働力の不足等により鳶園は荒れるにまかせ，1973～

事I肩が暫時緩和されるに随って農家の換金作物に対する

1974年期は，8,764ｔ0"の産糖量に止まり，1974～1975年

意慾が高まり，急速に普及栽培されるようになり，それ

期には更に，6,718/o"に減産してしまった．然しなが

と相併行して，加工施設も整備されたため，名実共に八

ら，関係者の並々ならぬ努力によって生産者を動かし，

重山の主要作物|このし上り，現在までの隆盛を見るに至

生産督励をしたのが実を結んだことと，1973～1974年
期，1974～1975年期と暫時，原料価格が引き上げられ，
更に生産奨励費の交付等の行政処置がなされたため，薦

った．

1970年の隆盛当時は，栽培農家戸数1,600戸余，栽培
面積2,37Muzに達し，此処数年の年間原料生産量は，約

作農家もこれに応え，1975年の夏植面積は，目標植付面

４万〃"，確詰にして90万ケースの生産があり，輸出農

積982肱に対して1,061〃（1975年11月20日現在）と大

産物の王座を占めていた。

巾に目標を上廻ろ達成を示し，時期的に少し遅い嫌いは

パインアップル産業が，急速に発展定着した要素とし

あるが，今なお植付が続行されており，最終的には更に

て，政府の保護政策は勿論であるが，八重山の地勢，土

増えるものと予想していろ．

質および気象条件がこの作物に適しているばかりでな

参考までに，これを市町別に見てみろと，石垣市が目

く，山地または傾斜地等にも栽培が可能であること，更

標檀付面積700肱に対して77ＭJの達成，竹富町が172伽

に収護作業が家族労力で間に合い，農業経営面から大き

の目標植付面積に対して181伽の達成，与那国町が110ﾉizz

な利点がある等のことが挙げられ，栽培面積が拡大され

の目標植付面積に対して，１１Ｍzの達成となっており，

るに至った．

農家の意慾が伺え，来期，再来期の操業へ明るい兆しを
見せていろ．

糖業は現在，将来共に八重山農業の主軸にならなけれ
ばならない．

然るに，1969年の台風の被害，1971年の長期旱ばつお
よび台風による被害は予想以上に大きく，1972～1973年
期には，平年反収2.7ｔｏ"に対し僅かに1.2/0"という大減
産となってしまった．

これは，甘味資源の国内自給と云う大きな立場からも

その後は，関係者の必死の努力にも拘われず，年々減

そうであるが，八重山の気象環境，土壌の形態からも維

産の一途を辿り，それに加えて，本土復帰前後の不動産

持しなければならない．亜熱帯地帯である八重山は，こ

業者による土地買い占めも重なり，栽培面積も減少しつ

の地帯特有の地力消耗の激しさを防ぎ，地力の維持を図

つある．

ろ上から，甘蕨の茎葉，残茎根部は立派な有機物の還元

更に，パインアップル罐詰の消費地である本土の近年

資材であり，更に梢頭部茎葉は，家畜の飼料源として畜

の不況は，パインアップル産業にも反映して需要が延び

産との兼ね合いからも維持すべき作物であると考える．

ず，各工場で生産される罐詰は，倉庫で眠るという結果

今後，八重山の糖業を維持発展させ，安定した生産量
を確保するために考えられることは，（')土地基盤の早期

を来たし，企業は，生産農家に対して生果代の支払いも
出来ないような深刻な事態に陥っている．

整備，(2)原料価格の安定確立，(3)集団生産組織の育成等

元来，八重山におけるパインアップル加工工場は，資

の政策的な解決と，技術の開発面では，(1)機械力利用に

本力の弱い小企業的な会社が乱立し，合理化の一環とし

よる一貫作業体系の確立（特に収穫作業機の開発）(2)八

て整理統合を迫られているが，各会社の利害が絡み，一

重山の地域環境に適した栽培品種の早期育成，(3)抵プリ

向に前進をしていない．これらの状況から，最近の本土

ツクス地帯の原因究明，(4)株出し欠株の原因探究，(5)病

におけるパインアップル罐詰の需要の延び悩みは，そ

害虫に対する防除試験等の早期解決が望まれろ．

の影響が大きく，止むなく操業を停止する工場も出る仕

2．パインアップル

八重山におけるパインアップルの歴史は古く，1888年

（明治21年）頃から始められているが，いずれも自家消
費と，観賞用植物としてのものであった．

末で，これが生産農家に波及し，生産意慾を失墜させ，
1975～1976年期の生産予想は27,000ｍ〃に止まる見込み
である．

現在，来期，再来期に向けて植付けの奨励をしている
が，生産農家は，（')原料価格が抵位に押えられていろ，

４
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(2)工場の原料検収が厳しくなった，(3)罐詰需要の先行き

これらのことから，安定した生産を確立するために

が不安である，等の思惑から腰を上げず，成り行きを見

は，（')土地基盤を整備し，かん排水の施設をする．技術

守っている状況にある。

開発の面からは，(1)八重山地域環境に適した品種の改良

このような状況を辿り，来期，再来期を迎えろとする

普及，(2)品質向上のための栽培技術の確立，(3)機械化を

ならば1976～1977年の原料生産量は，25,000ｍ"，１９７７

前提とした栽培技術の確立，(4)病害虫防除対策等の早期ｉ

～1978年期は17,000/o"，1978～1979年期には，13,000

解決が急がれろ．

r0"しか見込まれず，漸次減っていくことが予想され，
優慮されている．

八重山のパインアップル産業は，戦後の新興作物とし

4．園芸作物
（１）概況

て脚光を浴び，急速に普及栽培され，サトウキビと並ん

八重山における園芸は極めて低位にあり，島内での自

で八重山の二大作物Ｉこのし上り，輸出の王座を占めるに

給用が大部分である．やさいについてみろと，自給率は

至ったが，現状は決して楽観を許さない状況にある．

季節によって異なるが，大体70％～9Ｍの範囲である．

これらの観点から要請される対策として，（')土地基盤

の早期整備，(2)製造コストの低減を図ろための工場の整
理統合，(3)原料価格政策の確立等の強力な行政処置，技

術開発面では，(1)優良系統種苗の早期普及，(2)株出し増

果樹，花卉に至っては，更に低位にある．

戦前は少量ながら本土への出荷も行なわれていたが，

戦後は計画的な輸出は行なわれていない
八重山は，温暖に恵まれながら自給もできないと云う

収技術の確立，(3)病害虫防除技術の普及等の早期解決が

原因は，本土から遠く離れ，流通上の問題が多いこと，

望まれろ．

植物防疫上輸出が禁止されていろ等のこともあって，大

5．水稲

八重山における水稲の作付面積は，1962年まで1,800
bzz（一期，二期作を含む），生産量は3,600ｍ〃（白米）

量生産も行なえず，島内自給に対しても市場が狭く，過
剰生産時に価格の暴落をきたしたり，更に気象災害等に
よって生産が不安定である等の原因が挙げられ，農家の
生産意慾を失なわしていろ．

で，当時八重山の年間米殻需要量6,OOOr0"に対し6Ｍの

一方，八重山の農業はサトウキビ，パインアップルの

自給率を示していたが，その後糠業，パインアップル産

ように，割合栽培期間が長く、ある程度租放的な栽培で

業の急速な進展に押され、労働力の競合等もあって生産

も，それに見合うだけの収量が得られる作物が主体にな

は増えず，特に1963年の大旱ばつと，当時のサトウキビ

っているので，そさい等短期間で割合高度な栽培技術を

の生産ムードで，天水田地帯の殆んどが畑へ転換され，

必要とする作物に対しては，農家が敬遠する傾向がある

さらに良質な外米の輸入によって外米への依存度が高く

のも一つの原因である．

なり，島産米の自給度が低下してしまった．

（２）やさい

1965年旧琉球政府は，米の自給度を高め併せて稲作農

やさい栽培は種類，生産時期，生産技術，流通利用等

家の保護育成を図ろため，稲作振興法を制定し，島産米

極めて低位にあり，現在は極めて限られた種類しか栽培

買い上げ価格の安定を図ったため，以後は作付面積も僅

されていない．

かながら増加して来ていろ．

1974年には作付面積624〃（－期，二期を含む）生産
量1,600to〃（玄米）となっていろ．

本土復帰に伴なって，他府県と同様，近く食管法が施
行実施されることになるが，水田を有する八重山におい

食生活の向上に伴なって多種類のやさいの需要が増大
するものと考えられろ．しかし自給率が低い上に季節に

よってその差が甚だし<，生食用のやさい等現在は極め
て少ない．種類によっては，遠く本士から輸入されるこ
とさえある．

ての水稲は最も安定した作物として農家の生産意慾は

戦前は，里芋等僅かながら早出し物として輸出されて

高まりつつある．然しながら問題も多く解決が急がれ

いたが，近年は見るべきものがない．やさいの生産は小

ろ。

規模で各地に散在し，集団的な大生産はない．農家は幾

先ず第一に，八重山の水田は，その60％が湿田で占め

つかの種類を小面積ずつ栽培することが多いが，これは

られており，そのため秋落ち，病害虫の常習地となって

一作目の過剰生産による価格の暴落を防ぐための危険分

いる地帯も多い．然もかん排水等の施設が整備されてお

散である

らず，水田は常に堪水状態にあり，生産力も低い．

以上のことから，今後の方向として考えられること
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}よ，八重山のもつ「温暖」を合理的に利用し，本土の大

点であるが，戦後20数年，本土の施政権から離れ，沖縄

消費地向け出荷を前提とした大規模生産を押し進めるた

の農業は独自の力で県民の食生活を護って来た．その間

めには，次ぎの問題点の早期解決が必要である．(1)集団

本土においては各県共に政府の適切な農業に対する施策

栽培地の造成指導，(2)そのために必要な土地基盤の早期

と，手厚い加護によって基盤の整備、農業技術の開発普

整備，(3)出荷作目の選定調査，(4)市場の開発調査，(5)流

及，病害虫の防除等，施策と技術開発が相俟って目覚し

通機構の整備強化，等の政策的な課題が挙げられ，更に

い発展を遂げていろ．

技術の開発面では，(1)品種の統一を前提とした作目別品

一方，八重山を含め沖縄においては，土地基盤整備の

種の選定，(2)冬期栽培時における保温技術の確立，(3)梅

遅れから旧態以前とした農地で，新らしい技術の開発も

雨期における生産安定技術の確立，(4)高温，台風時にお

遅々として進まないまま，貿易自由化の波に洗われ，更

ける生産安定技術の確立，(5)病害虫防除技術の確立等問

に相次ぐ台風，旱ばつ等の気象災害によって手痛い被害

題も多い。

を受け，それに加えて，本土の経済不況によるパイン罐

（３）果樹

詰の需要減退という思わざる余波を被り，今や離農者は

八重山における果樹栽培は見るべきものが無い．従っ

その数を増し，過疎化に輪をかけている．

て自給率も抵〈，僅かに20％に過ぎない．

旧琉球政府の策定した長期経済開発の資料によると，

果樹の中でもバナナ，パパイア，柑橘等は各地に見ら

八重山は第一次産業による開発が策定されており，本土

れるが，いずれも散在していて果樹園としての栽培は極

復帰後，ようやく}こして各面からの調査が進められ，お

めて少ない．

もと地区の土地改良事業を手始めに，吉原地区，平田原

果樹栽培の発展の見られないのは，先ず第一に，長期

地区，平得地区等の土地改良事業が進行しつつあり，近

間資本を投下する力が農家になかったこと，更に台`風，

くは宮良IlI流域４，OOMuzの広大な面積に対する大規模な

病害虫に対する懸念もその－つである．

土地改良事業が着手されようとしていろ．八重山農業の

最近，先進農家によって果樹栽培が始められ，比較的

暁光を見る感がし，喜ばしい事である．

まとまったものでは，柑橘（早生温州，タンカン，ポン

一方，技術開発面では，未だ十分な対策がなされてい

カン，カーブチー）等があるが，量的には少ない．その

ろとは言い難い，技術開発には先ず第一に試験研究機関

他少数ではあるが試みられているものに，マンゴウ，グ

の整備強化が優先しなければならない。

ワパ，マカデミアナッツ等があるが，試作の域を脱しな
い｡

八重山において園芸作物を伸ばすには，隙路となって

新技術の開発は，国の試験研究機関のきめ細かな基礎

試験に基づいて，県の試験研究機関の実用化試験と密接
な連けいの中から生れて来るものと考えろ．

いる流通機構の整備，市場の開拓，集団地の造成，病害

従来まで沖縄には国の試験研究機関は存在せず，沖縄

虫防除の徹底，栽培技術の指導強化等問題も多いが，「

で扱われるサトウキビ，パインアップル等に関する試験

温暖である」と云う地の利を生かし，早出し物によって

の全てがもっぱら県独自で進めなければならない状況に

本土の端境期を狙うことも可能であり，園芸は有力なも

あった．

のとして取り上げる価値があり，その成果も期待でき

幸いにして戦後始めて，国の機関である熱帯農業研究
センター沖縄支所が当地に設置され，業務を開始した事

ろ。

おわりに
以上八重山農業の現状と今後早急に解決を要する問題

は，同業に携わる者として喜びに耐えない発展を期待
したい．

