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サトウキビ産業の新たな展開

〈離島農業を視点にしたサトウキビ産業のルネッサンス〉

小那覇安優・島袋正樹・与儀健一・家坂正光

（沖縄県農業試験場）

AnyuONAHA，MasakiSIuMABuKu，KenichiYoGIandMasamitsulEsAKA：Recons1ructionofsugarcane

induslryinOkinawa〈Towardthenewdevelopmentofsugarcameinduslryontheislandagriculture〉

１．はじめに

サトウキビは本県における350年余の栽培史のなかで

幾多の試練を経ながら今日に至っている．その歴史は

『県民と，その社会の足跡を語る重要な顔である』!)と

いわれるほどに地域社会に密着している．とりわけ，広

い海域に点在する小さな離島においては，唯一の換金

作物として島の人々の生活と経済を支えてきたかけが

えのない作物であった．

しかしながら，サトウキビ産業も今日では,激動する

我が国の厳しい経済環境下に置かれており，その将来

に向かって産業として自立しうる足場を築くことが求

められている．これまでのサトウキビ産業は,国内にお

ける貴重な甘味資源作物として法的に保護されてきた

ことから，それに含まれる有用物質を積極的に利活用

する努力を欠いたこともあり，農産物の国際競争が激

しくなるなか買い上げ価格の据え置きが続き，産業と

しての脆弱さが顕在化し生産は減少の一途を辿るよう

になっている．

本県における分蜜糖製造は,1906年（明治39年）に

勅令（帝国議会を通さないで天皇の大権により発せら

れる命令）をもって設置された沖縄県臨時糖業改良事

務所によって開始されている．そこでは,外国からの種

苗導入,職員の海外派遣研修,製糖機械の購入，分蜜糖

製造試験等を実施するなかで，新しい製糖技術を確立

するとともに,農民には自家製造以外の新たな原料の

取り引きの提示等,現在のサトウキビ産業の基盤を築

くのに国主導型の事業展開があったといわれるD、

いずれの時代においても革新的技術は，社会経済の

動きと密接不可分な産物として生み出されており，先

進工業国としての我が国が，国際社会の一員として国

内農産物市場の開放を進める限り，国内製糖業が砂糖

生産のみをもって外国産砂糖と競争し，その自立的発

展を求めるのは困難になっている．つまり，今日的な社

会経済の動きに合致した新たな革新的技術の開発でもっ

てサトウキビ産業の自立的な発展を模索しなければな

らない時代を迎えているのである．

一方,近年のサトウキビ生産の急速な減少は，まず第

一に,価格据え置き条件下での自家労賃コストの上昇

による収益性の悪化,第二に,新たな担い手が生まれな

いまま昭和一桁世代の高齢化に伴う労働力の弱体化の

二つに主として起因しているものと考えられ，このま

ま減少傾向に歯止めがかからなければ農村集落の荒廃

をも危倶される

特に，サトウキビ生産が支えている製糖業は,農村部

に立地する唯一の製造業であり，雇用機会の創出と同

時に,他部門（サトウキビ運搬に関連したトラック運

送業,小売業,ＪＡ金融事業等）への経済的波及効果は

極めて大きい

今,国からはサトウキビ産業の構造的問題の抜本的

改善が求められており，県及び生産者団体では，サトウ

キビ・糖業再活性化事業の推進にルネッサンス計画推

進体制と銘打った活性化方策を推進している．一方，国

では,沖縄政策協議会（沖縄関連基本政策を協議する

関係閣僚と沖縄県知事で構成された協議会）で決定さ

れた沖縄振興特別調整費を用いて，サトウキビ製糖副

産物資源化調査事業を実施しており，次なる展開とし

て高機能新需要型産地形成事業のなかでサトウキビの

総合利用を打ち出している．
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このことは，明治時代にサトウキビ栽培農家が自家

製造していた前近代的製糖業から現在のサトウキビ産

業として発展するきっかけを国の大権をもって実行し

てきたことを思い起こさせる．

この一大転機に，サトウキビ産業を今一度見直し，サ

トウキビ産業のルネッサンス（再生）をかけて，生産

振興方策と生産技術の革新及び製糖副産物を余すこと

なく総合的に利用する技術革新戦略の樹立を考えてみ

たい．

1986年にJMPaturauがサトウキビを原料に150種

類以上の製品ができるとして，そのうちの主なものを

図１に揚げている')．しかしながら，石油化学工業の発

達に伴って,現実的には競争力を持ち得ず中止または

実現されなかったものがほとんどである．つまり，その

大部分が化石燃料を用いて低コストで代替しようとし

たのに大きな原因があった．

我々は,過去に二度も石油ショックによる物不足と

物価高騰を経験してきている．さらに,現在では地球規

模での環境保全や省資源への新たな配慮が求められて

いる．このため，エネルギーと環境問題を解決する手段

として,逆に化石燃料由来の原料からバイオマス資源

や生態系利用方法に代替を求めてきている．その意味
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で,JMPaturauの提唱は再考され現実味を帯びてき

ている．このような視点から，ここでも総合flI用のフロー

チャートを提案するが，緊急な対策を要する国内サト

ウキビ産業の現状に鑑み，あくまで実現可能な産業化

への道を追求したい

本稿では，サトウキビ産業の現状を農業粗生産に占

める位置から概観し，サトウキビ産業の重要性を再認

識するとともに，これまでのサトウキビ総合利用に関

する調査研究の経緯,すでに明らかにされている新製

糖技術を概説するなかで新産業としての可能性につい

て論究するとともに，農業技術開発現場が課題にして

いるサトウキビを中心とした畑作農業の展開と環境循

環型地域開発による『新しい農業・農村の構築』につ

いて概説する．

は離島で生産されていることでも分かる．特に，サトウ

キビに特化している市町村としては，南大東村と北大

東村及び伊良部町の３町村で農業粗生産額の９割以上，

久米島仲里村,伊是名村,宮古平良市では6割以上となっ

ている．これらの離島では,農業以外に取りたててみる

産業もなく，サトウキビに替わる新しい作物もみあた

らない現状からして，いかにサトウキビがこれらの地

域で重要な作物であるかが分かる．

（２）サトウキビ部門が県経済へ及ぼす波及効果

サトウキビは地域農業のなかで基幹作物としての位

置にあり，地域経済を支える重要な作物であることを

観たここで,平成２年沖縄県産業連関表に基づいて解

析したサトウキビ部門の県経済への波及効果を図６に

示したサトウキビの原産によって，まず第一にサトウ

キビ生産に直接必要な肥料・農薬・農業機械部門に影

響（波及）が生じる．第二に，サトウキビの生産量は県

内製糖業（砂糖部門）の操業度を決定するため製糖業

を経由した影響（波及）も生じるサトウキビ部門を

含めて,全産業部門への生産額ベースの波及効果（生

産誘発係数）は3.21となり，県内に存在する産業のなか

で第１位の波及効果をもつ部門であることが明らかに

なっている．また，この数値は県全体を対象にしたもの

であり，閉鎖的経済域を形成していてサトウキビに特

化している離島地域では，その波及効果は相対的に極

めて大きくなることが予想される．このことから，離島

の農村社会の維持と活性化を図ろには，サトウキビの

趨勢的減少傾向に歯止めをかけるための抜本的対策が

求められている．

２．サトウキビ産業の現状

（１）農業粗生産額に占めるサトウキビの位置

図２は農業粗生産総額に占めるサトウキビ生産額の

推移を県全体と離島を対比させて示したものである．

島

９９４１ＤＣ

図２．農業粗生産額に占めるサトウキビ生産額

３．サトウキビ総合利用に関する調査研究の経緯

県内におけるサトウキビ総合利用の調査研究は,1980

年代始め頃から顕在化してきた国際砂糖相場の下落や

異性化糖の増加等サトウキビ産業を取り巻く内外環境

が厳しくなるなかで，それに対応した製糖業の経営改

善を模索する動きであった．

これを背景に，1988年には県単予算でサトウキビ総

農業粗生産総額は１千億円台で推移しているなか，サ

トウキビの占める位置は年々低下し20％台にある．し

かしながら,離島におけるサトウキビの位置は依然と

して40％台を維持している．

このことは平成7年のサトウキビ収穫面積が県全体

の14,694haに対し，その65％を占める9,562haは離島で

あり，生産量の101万３千トンの63％を占める64万トン
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合利用可能性調査3)が実施され，『ケーンセパレーショ

ンシステム』と『廃糖蜜コンビナートシステム』につ

いての研究開発の重要性が提示された．

1989年には,地域産業振興基金により具体的調査研

究事業が開始された．第一回ケーンセパレーションシ

ステム現地視察団を米国ミネソタ州及びジャマイカに

派遣したまた，ケーソワックスに関する研修に製糖工

場職員を東北大学に派遣した．

1990年には,全県の分蜜糖工場が参画した『株式会

社サトウキビ総合利用研究所』が設立されたこれは，

生産量が140万トン台から1989年の178万トンに増産し

た勢いに乗ったものであったが,その後,1990年の生産

量は122万トンに激減し,趨勢的減産傾向が続くなかで，

総合利用の事業化気運は萎み『株式会社サトウキビ総

合利用研究所』の主体的活動をみることはなかった．

しかしながら，サトウキビ総合利用の調査研究事業

は継続され,1991年には『廃糖蜜コンビナート式多目

的生産システム」パイロットプラントが㈱第一製糖工

場内に完成し,実験が開始され,その実用化の可能性が

実証された

さらに，1992年にはジャマイカとカナダに派遣した

第二回ケーンセパレーションシステム調査団の報告書

と前年から実施していたパイロットプラントの調査結

果を踏まえ，ケーンセパレーションシステムと廃糖蜜

コンビナートシステムの有効性が確認され，新たな展

開が期待された`1

1994年にはケーンセパレーター試験機が沖縄県農業

試験場に導入され，サトウキビの３分割試験が実施さ

れたさらに，ケーンラインドを利用したボード製造実

験が鳥取大学と京都大学木質科学研究所で開始された

また,民間企業では表皮から分離したワックスに関す

る研究も実施された．

1995年に農業試験場は熱帯情報学会と共同研究覚え

書きを交わし，ケーンラインドを利用したパルプ製造

実験を実施し,郵政省に官製ハガキ３万枚を納入する

実験事業を実施したこの一連の流れは,地球温暖化の

元凶とされている森林資源の枯渇に対する非木材資源

の活用を意識した研究である．

沖縄県は1996年度予算でサトウキビ副産物資源化調

査事業を実施し，省エネルギーシステム導入によるバ

ガス余剰化を明らかにしている`)．

1997年に国は,沖縄振興特別調整費の沖縄ブランド

創設支援事業のなかでサトウキビ製糖副産物資源化調

査事業7)を実施している．また,沖縄県は前年度からの

予算の流れのなかで廃糖蜜多目的利用調査事業を継続

している．

このようにサトウキビ総合利用の調査研究は，時代

の流れのなかで粁余曲折がありながらも着実に進展し，

今,新たな展開が期待できる段階にある．

４．新製糖技術の概説

（１）ケーンセパレーションシステムの意義

本県における製糖工場は，サトウキビから砂糖生産

のみを目的とした機械装備が確立している．工場に搬

入されるサトウキビは細断・細裂・圧搾を経てジュー

スとパガスとに分けられる．バガスはエネルギー源と

して蒸気を生産し,高圧蒸気は圧搾機と発電機を駆動

させ，これに使われた後の低圧蒸気はジュースの加熱・

濃縮・結晶化等に再利用される．

この製糖システムの特徴は,工場の機械運転とジュー

スの濃縮・結晶化に必要な大量のエネルギー（蒸気）

をバガスに依存しているところにある．現在の製糖工

程で生産されるフィルターケーキと廃糖蜜には有用成

分も含まれているが利用されることなく超安価で取り

引きされている．特に,廃糖蜜は港渡し価格が陸上輸送

コストを下回る場面も見られ工場経営を圧迫する原因

にもなっている．

ここで提起するケーンセパレーショソシステムは，

サトウキビの茎の表面に付着するワックス，硬いケー

ンラインド，ジュースを含む柔組織部を機械に３分割

し,器官別に異なって含有する器官特性を有効に利用

するところに特徴がある．

サトウキビの茎の表面は，植物の進化過程で外敵か

らの防御形質として発達したと考えられるワックス物
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質で覆われている．このワックス物質には医薬品,健康

食品,化粧品に利用される有用成分が含まれているこ

とが分かっているが,従来の製糖システムでは熱や薬

品処理後に産出するフィルターケーキや廃糖蜜等不純

物の多い原料からの抽出になり，品質低下とコスト高

になるため利用されなかった．

しかしながら，ケーンセパレーションシステムでは，

茎の表面に付着しているワックス層を機械的に分割で

きるため,熱や薬品処理による品質低下がなく，しかも

含有率の高い原料からの抽出となり，コスト低減はも

とより高品質のケーンワックスの抽出が可能となる．

（２）ケーンセパレーショソシステムと環境保全

ここで重要なのは,従来システムでは,燃料や堆肥原

料としてのみ利用されてきたがパガスがケーンセパレー

ションシステムを導入することによって代替森林資源

になることである．

800トン／日処理能力のケーンセパレーションシステ

ムは１シーズン1,800haの森林に相当する木材資源をケー

ンラインドで供給できるとの報告もある`).サトウキビ

は最大純物質生産量が62トン／haもあり，水稲の3.4倍，

甘藷の３倍もあり，栽培作物では極めて高い炭素固定

能力を持つＣ４光合成機構を持っている6)．

森林資源である樹木は，３０年以上のライフサイクル

でしか資源活用できないが，サトウキビは１年から１

年半のライフサイクルで資源活用が可能である5)．これ

までのサトウキビは,甘味資源として法的に保護され

た価格支持制度のなかで成立してきたが，地球規模で

の森林資源の枯渇や炭酸ガスに起因する温暖化等，今

日的課題に対応した「森林代替資源作物」及び「高炭

素固定作物」として環境保護機能を有する甘味資源作

物として位置付け，その成立・発展を図ろ理論構築が

必要である．

（３）ケーソセパレーショソシステムと含蜜糖製造

柔組織部は表皮からケーンセパレーションシステム

で機械的に分離され，ジュースと柔らかい繊維に富み，

図３に示すように蕨糖含量が表皮側に比べ高い.反面，

表１．粗ワックスの品質（出展：高村）

エビダーミスワックスケーキヮックス

融点

硬度

不純物

油脂分

葉緑素

70～80℃

硬い

少ない

10～20％

殆どない

４９～67℃

やや柔らかい

多い

４０％

0.1％蕊
衿

醐諏諏》辮層一料接めり紙
川
根
附
肋
縦
州
紡
覗
附
縞
仇
甑

〃
イ
確
蝸
剰
卯
恥
が
絆
嫉
馴
限
る

中茎太茎

8０２０４０６０

表皮ぐ－表皮･ﾀﾄ皮且(％）

図３．甘庶茎表皮・外皮部位の庶糖量（出展与儀）

lＯＯ０ 一心→
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還元糖，アミノ酸,有機酸,色素などの非蕨糖成分は少

なく，これらの生理代謝成分は,表皮と節部に多く，柔

組織部は大部分が蕨糖の貯蔵組織としての器官特性を

有している．しかしながら，ケーンセパレーションシス

テムで表皮から分割される柔組織には，節部に存在し

ているいくらかの繊管束繊維が混入する．このことか

ら，節部に由来する量の非蕨糖成分が抽出液に含まれ

ることになる．これを原料として定法通り含蜜糖を製

造すると，質的には従来の含蜜糖と白砂糖の中間的な

製品ができる．含蜜糖工場関係者を対象に試作品につ

いてのアンケート調査を行った結果，大半が従来の香

りと色に固執していることを示した．このことは健康

寄与成分の量と質的な違いに対する選択の現れでなく，

風味に対する嗜好的選択と考える．既往の知見として，

従来の含蜜糖には抗酸化性7)8),色素沈着抑制，)'0)，糖

分吸収抑制'１)などの効果があり，その効果は精製によっ

て低下するとの報告もある．

しかしながら，機能成分が表皮に由来するものなの

かは明らかになっていない．昔から熱帯・亜熱帯のサ

トウキビ栽培地域では生食する習慣があるが，決して

皮ごと摂取しているわけではなく，古式製造含蜜糖の

品質についても同じ事が考えられる．機械圧搾に替わ

る以前は,原料を牛・馬の引く力で弱く圧搾している．

表皮の水分含量は比較的低いので,圧搾力が小さい程，

そこからの抽出率は低下する．さらに，Ｎ，Ｋ施肥量も

少なければ原料への非蕨糖成分の蓄積は少ない'2)．これ

らのことから，当時,表皮から非薦糖成分が圧搾によっ

て漏れだし，原料糖液に混入する度合いは比較的に低

かったものと考えられる．古式製造含蜜糖とセパレー

ション含蜜糖の品質比較はされていないが，セパレー

ション含蜜糖は節部も原料とし，当時より高率で搾汁

された抽出液を原料とすることから，少なくとも生の

可食部より多くの成分を含有しているものと考える．

食品として品質は重要な要素分を含有しているものと

考える．食品として品質は重要な要素であるが,易摂取

性も重要な要素となる．大部分の人々には含蜜糖やサ

トウキビ汁を摂取する機会は殆どないそこでセパレー

ションシステムで製造した多様化した含蜜糖製品が広

く出回ることになれば,量的にサトウキビ成分をより

摂取することになる．このことがケースセパレーショ

ンシステムで含蜜糖を製造することの意義であり，従

来含蜜糖と白砂糖の欠点を是正できる重要なポイント

と考える．従来含蜜糖は健康寄与の効果を持つが，色，

味,香りが強烈独特であることから,極めて狭い用途で

限定的に消費されている．逆に，白砂糖は糖以外の効果

を持たないが,無色,無味（甘味)，無臭であることか

ら,広い用途で極めて大量に消費される．

一方，セパレーション含蜜糖は風味と着色性が比較

的抑えられ,貯蔵性も改善されることから，中間的な用

途で従来含蜜糖を越えた範囲に消費拡大される可能性

をもっている．成人病は増加し，高齢化社会が進展して

いるこれに伴って健康に寄与する食品機能性への消

費者からの要求は一段と高まってきている．セパレー

ション含蜜糖はその原料特性から古式製造の含蜜糖に

近い健康食品であり，従来含蜜糖が果たせない分野で

白砂糖の用途の一部を代替し得る甘味素材と言える．

今後,品質評価については一般消費者を対象に調査を

継続し,健康寄与成分との関係も研究する必要がある．

柔組織部から圧搾によって搾粕が副産物として排出

される．表皮が維管束繊維を主体に構成されているの

に対し，柔組織部は軟らかい細胞壁を主体としている．

このように表皮と柔組織部は大きく器官特性が異なる

が，これまで処理工程の都合から,搾粕の用途開発は表

皮と柔組織が混合した原料を用いて行われたいわゆ

る’ミル圧搾により排出されるバガスを用いて,パルプ

化'3)M),建材化'3)'ｲ),飼料化及び堆肥化が試みられた．

その際,繊維製品として用いる場合には,柔組織が阻害

的に作用し,飼料素材として用いる場合には,表皮繊維

が阻害的に作用してきたこのため，それぞれの相互分

離は当初から求められていた課題で，装置も開発され

ていたそこでのコスト問題も，やはり混ざる前に分け

るのが良策であることを意味している．ケーンセパレー

ションシステムで分離された柔組織部繊維はその品質

特性から当面,食物繊維と飼料への用途が適している．
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食物繊維には便量を増加させて便秘を解消し，大腸癌

防止,血清コレストロール上昇抑制,有害物質除去等の

効果M)が確認されている．搾粕をアルカリ加水分解する

とヘミセルロース成分が抽出される．その後,酸で中和

すると，沈澱する画分と沈澱しない画分が得られる．沈

澱しない画分は水溶性で粘性が高く，血清コレストロー

ル上昇を抑制する効果が強い]8).柔組織はこの画分を主

体に構成され，これが表皮部よりも食物繊維素材とし

て適している理由の一つである．

一方,表皮繊維は沈澱する画分が主体で虫歯予防・

低カロリーの甘味料キシリトール'３)の原料に適してい

るしかし，食物繊維はビート，トウモロコシ，小麦，

大豆など多くの食物起源のものが商品化されている'4)．

このため，サトウキビからの食物繊維の商品化には差

別化のための新たな機能の付加と製造コストの低減が

必要と思われるさらに食物繊維としては需給量が比

較的少量に限られることから大量処理するには，需要

量の大きい飼料化の方向が望ましい．従来のミルパガ

ス飼料は鍼状の表皮繊維が反謁家畜の胄膜を傷つける

など悪い側面があったい.柔組織部は節部からの維管束

繊維が混ざるものの，その欠点は大幅に改善されてい

るまた,栄養的にも発酵法によって改善できる可能性

をもつ素材である．

る．これが製糖原料として純糖率の高い品種や純糖率

が高くなるような栽培法を求める理由である．

従来,製糖工場は原料茎全体を重量計算によって農

家から買い取っていたが，平成６年産からは原料茎の

薦糖分だけを濃度測定によって買い取るようになった．

これは,製糖歩留まりの低下現象を防止するための対

策の一つであった

製糖歩留まりの低下は搬入原料の品質低下に原因が

あることを意味し,原料の品質低下は化学肥料の過剰

施肥等による原料純糖率の低下と機械収穫による劣化

茎やトラッシュの増加に由来するものであるが，収量

増を主体においた栽培法や機械による収穫法が急速に

進んだことに原因している．その背景には物価上昇に

伴わないサトウキビ生産価格体系,当該農家の高齢化

労働力不足等があり，現象的には,離島地域において顕

著で,過疎化に拍車をかけているなかで機械収穫法も

全茎式を指向し,新たな不純物として梢頭部が製糖工

程で問題になっている

原料茎に含まれている非蕨糖成分の大部分は加熱と

石灰添加等の処理によって容易に除去できるが，除去

の困難な一部の成分が製品品質に悪影響を与えている．

この様な不純物は技術的には除去できるが高いコスト

がかかる．例えば,多施肥に由来する含蜜糖を塩辛にす

ると考えられる原因主成分に塩化加里がある麹)．この無

機成分でさえ除去し得ないのが現状であり，電気透析

やイオン交換などの脱塩装置に投資する前に塩化加里

を過剰に土壌投入しないことが経済的であるとの判断

がある．

原料茎処理においても混ざらない前に分けるのが最

も良い方法であり，分けた後にそれぞれの原料特性に

あった利用法を開発すればよい．その分ける装置が，い

わゆるケーンセパレーションシステムである．セパレー

ションシステムで得られた薦汁を製糖原料として用い

る場合,表皮中に多い非蕨糖成分が少ないことから，搾

汁液からの製品歩留まり，清浄・濃縮工程の作業効率

及びエネルギー効率は確実に向上する．フィルターケー

キや糖蜜の量も減少し，ケーンセパレーションシステ

（４）含蜜糖産業の現状と対策

前述の通り，表皮に多い非薦糖成分は,食品面では含

蜜糖の高価値化に寄与する有用成分と言える．しかし

ながら，製糖工程面では清浄,濃縮工程での作業効率や

エネルギー効率の低下に関与する不要成分と言える露)．

これはスカムやマッドの主体となって，來雑物の量と

それの除去に必要な石灰使用量を増加させ，それらに

吸着した薦糖成分の損失も引き起こす．さらに,宍雑物

は増蜜化の主役となって同様に蕨糖成分を吸着し，そ

の結果,濃縮・結晶化を阻害し,結晶を遅らせる．特に，

分蜜糖製造では非蕨糖成分が多い程，糖蜜量を増加さ

せ,製品歩留まりを低下させる．このように原料サトウ

キビの非薦糖成分の多少は製造コストを大きく左右す
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ムを用いると，ミル抽出薦汁に比べて薦汁の純糖率が

高くなることから，劣化原料，トラッシュ等が製品品質

へ及ぼす影響も軽減できる

近年,含蜜糖の需要が健康食品志向等により増加基

調となっているなかで，県産含蜜糖の生産は減少して

きている．一方,輸入含蜜糖は急速増大するとともに，

従来より品質も向上し，県産含蜜糖に迫ってきている．

現在,その対応策が求められており，新製品開発による

製品の高付加価値化が緊急重要課題となっている．平

成７年度で県内生産量7,621トンに対し，中国タイな

どからの輸入品は10,754トンで鱒)このほか含蜜糖再生

品は10,437トンであることなどから農林水産省は国産

含蜜糖の生産と流通の安定化を図ろ必要があるとして，

平成９年度から実態把握のための委託調査事業を開始

している．

上述のように，セパレーションシステムで得られた

薦汁には健康機能性と汎用性があることから，シロッ

プや砂糖製品などに多様な利用が可能であり，柔組織

繊維には硬い繊維の混入が少ないことから，食品や飼

料などに高付加価値利用が期待される．今後,ケーンセ

パレーションシステムを導入し，これらの技術開発が

行われることによって，含蜜糖単品生産から脱却した

新しいイメージの含蜜糖産業を創造することができる．

図４はケーンセパレーションシステムの模式図を示

している．トラッシュを除去されたサトウキビの茎は，

約30cmに切断され,高速コンベアーで①へ運ばれる．②

の２つの搬送ロールによって模状カッターに押し込ま

れた茎は縦軸方向に中央部から２つに裂かれる中央

部から裂かれて半分になった茎は両側に分かれ，いず

れも柔組織部を削り取る③の高速カッターへ運ばれ，

柔組織部が削り取られる．柔組織部除去に連続して④

の高速カッターで茎の表面に付着しているワックス層

が削り取られる．ここで柔組織部とワックス層が削り

取られた外皮部（ケーンラインド）は⑤の細断装置へ

運ばれ,約５ｍ幅に細断されるこのケーンセパレーター

の処理能力は搬送ロールの幅によって決定され，ロー

ル幅20cm,同時３本分割は毎時１０トンの処理能力とな

る．すでに，ロール幅100cm,毎時５０トン処理能力の新

型機も開発されている．

（６）想定されるケーンセパレーションシステムのプ

ロセスフロー

図５に想定されるケーンセパレーショソシステムの

プロセスフローを示した．製糖工場に搬入されたサト

ウキビは,細断機，トラッシュ除去装置を経てクリーン

ケーンとトラッシュに分けられ，クリーンケーンはセ

パレーションシステムに流れ，トラッシュは堆肥工場

に運ばれ,堆肥原料となる．

クリーンケーンは，セパレーショソシステムで表皮

部のワックス層（２％）・外皮部のラインド（19%）・

柔組織部のビス（79％）に分割される．

ワックス層は，ワックス抽出プラントでクルードワッ

クスと分離粕に分けられる．クルードワックスは精製

分離され医薬品や健康食品等の原料となり，分離粕は

堆肥原料となる

ラインドはパルププラント又はポードプラントで上

質パルプや各種ボードが製造される．ビスは,既設圧搾

機でジュースとピスファイパーに分けられ，ジュース

は各種糖製品，ピスファイパーはダイエタリーファイ

バーや飼料の原料となる．

（５）ケーンセパレーションシステムの作動原理

厚雪三竺因=＝ニーエ5ｺ

図４．ケーンセパレーションシステムの模式図
（出展:AmucIyde社）
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却凝縮され,捨てられている．結

晶工程への高効率ヒートポンプ

システムでは，ここで捨てられ

ていたペーパーの廃熱をヒート

ポンプで回収して利用する省エ

ネルギーシステムである．

結晶工程へのヒートポンプ導

入は，１時間１トンの結晶能力

を持つパイロットプラントでの

実験結晶であるが，結晶缶のコ

ンデンサーへの廃熱をヒートポ

ンプで回収し，再び加熱源とし

より，これまでの約1／6のエネルギー

が確認されている．ここで検討した

悪ＢＴ⑧
￣、

Ｔ
⑮ii壷

図５．想定されるケーンセパレーションシステムのプ

ケーンセパレーションシステムはこのように各種製

品製造の可能性はあるが，この全てを実用化するのは

現実的でない．このことから，当面は含蜜糖工場に導入

し，含蜜糖の製品多様化を重点にした実験事業を仕組

み，ボードやパルプの原料及びダイエタリーファイバー

原料を既存メーカーに提供して実用化のためのフジビ

リテースターデを実施した後に，次の展開を検討する

のがより現実的であると考える．

で稼働できること力

省エネルギーを全結晶工程に置き換えたときのヒート

ポンプ導入による余剰パガスは52％と試算されている5)．

しかしながら，現在の製糖工場のパガスエネルギー

は,高圧蒸気を動力エネルギーに低圧蒸気を熱エネル

ギーと２段階で利用するコーゼネレーションシステム

となっていることから，ここで云う濃縮工程のみの省

エネルギーシステムは，理論的試算であった現実的で

ない．

製糖工場における動力エネルギーと熱エネルギーを

全て代替エネルギー（買電）で対応し，バガスを全量

余剰化させるには,余剰ガスをダイエタリーファイバー

やポウド等に総合利用した場合，バガス１トン当たり

約５千円の付加価値化で採算性が取れるとの試算もあ

る，

また,製糖工場における省エネルギーシステムとし

ては，エコノマイザーやベーパーブリディング導入に

よる余剰バガス産出の試算結果もある．既存製糖工場

は原料生産が最大時に建設されているため殆どの工場

は,適正原料を下回り稼働率低下によって余剰バガス

を産出できない状況にある．適正原料を確保できる工

場でも数億円の改修費をかけて15～30％の余剰バガス

産出が可能となる5)．

従って,パガス代替エネルギーは,工場内に省エネル

５．バガス代替エネルギーの確保

現在の製糖工場はバガスを燃料とした高圧蒸気を動

力エネルギーに利用し，その排出低圧蒸気を熱エネル

ギーとしてジュースの加熱・濃縮・煎糖に利用するコー

ゼネレーションシステムとなっている．

このため，ケーンセパレーションシステムの導入に

よるサトウキビの総合利用は，バガス代替エネルギー

の確保が前提条件になる．次に,バガス代替エネルギー

について述べる

（１）結晶工程への高効率ヒートポンプシステムにつ

いて

晶析操作は多重効用缶で濃縮された糖液を過飽和に

する工程であるが,従来のシステムでは,ボイラースチー

ムによって加熱し蒸発させることによって糖液を過飽

和にしている．ここで蒸発したベーパは結晶缶上部よ

り排出バロメトリックコンデンサーにおいて海水で冷
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ギーシステムを導入する程度では限界があり，視点を

変えた革新的技術の導入が必要になる．

あり，クリアーすべき課題も多く，その実用化を判断で

きる段階にはないが,県も庁内に「ゼロエミショソ推

進会議」を設置し，具体的検討にはいっている．

RDFの実用化には環境に対する県民のコンセンサス

や行政の積極的支援が求められることから関係機関が

英知を絞って，その実用化に向かって取り組むことを

期待されるRDFを製糖工場で利用することは，ケー

ンセパレーションシステム導入による総合利用を可能

にするにとどまらず国際連合大学が提唱するゼロエミ

ションに符号した環境循環型産業として世界に誇れる

｢サトウキビ産業」としてのルネッサンスの道が拓けて

くる．

（２）バガス代替エネルギーとしてのＲＤＦ（Refuse

DerivedFuele）について

一般可燃ごみから固形燃料（RDF）をつくり，電力

や熱供給につなげる可能性についての調査事業は二つ

の機関で進められている．ＪA沖縄経済連を事業主体に

する「環境調和型エネルギーコミュニティ調査」は，

中部地域の可燃ごみを活用して経済連製糖工場と隣接

する中城湾新港区への熱供給と電力供給の可能性を検

討している

もう一つは,㈱南西地域産業活性化センターが進め

ている「地域リサイクルシステム調査」である．ここ

では，RDF製造施設や発電システム及び施設導入の経

済評価を課題にしているが，共通しているのは製糖工

場への熱供給と電力供給を想定していることである

一方,生活様式の向上とともにごみ問題は多様化し，

ごみをいかに減量又は再利用するかは行政推進の今日

的な課題になっている．この可燃ごみを固形化し，製糖

工場で利用する再資源化が可能になれば製糖工場の経

営安定化はもとより環境循環型産業としてサトウキビ

産業の新たな視点が開けてくる

県内におけるRDFの調査研究は，始まったばかりで

６．新しい農業・農村の構築

（１）新たな視点に立ったサトウキビ産業の保護育成

策の理論構築

サトウキビ作は本県農業の基幹をなす土地利用型作

物であり，かつ製糖業の存立を通じて地域経済に大き

く寄与している．しかしながら，サトウキビ作は，現行

価格のトン当たり約２万円に対する生産費は３万４千

円を大きく下回り，この高コスト体質を打破できない

ため,若い担い手が生まれず高齢化のなかで衰退傾向

が続いている．

一方,生産コストをカバーできない現行価格は，多額

１４ｓ(息ｅ〒フラ屏ヨ

７７J匝万円

込三
麺羽H・5沙

"｣、元り

金目虫

短合Ⅱ巴単ト
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図６．サトウキビ部門の100億円変化による他部門への波及効果
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の輸入調整金や国庫支出金によって維持されている．

また，サトウキビの粗生産額は,価格調整金と国庫支出

金による保護財源を下回っており，さらに減産傾向に

歯止めがかからない歪な現状にサトウキビ産業の構造

的問題がある．このことは,価格支持制度に対する国民

世論の動向から見ても保護措置そのものの継続が危倶

される．

このため,国境保護措置や国庫支出金によってサト

ウキビの国内生産を維持することの意味が鋭く問われ

ており，それに対する理論構築は極めて重要な課題で

ある．図６に産業連関表を用いた解析結果を示したサ

トウキビが100億円変化を想定した他部門への影響は図

６に示す通りで,生産誘発係数は3.21と県内産業部門の

なかで第一位という重要な結果になっている．今後，さ

らに視野を広げて地域社会・経済・環境に果すサトウ

キビの公益的機能の解明を進め，将来的には環境政策

や地域政策等を論拠にした沖縄農業に対する直接所得

補償の理論を構築する必要がある．

緊急な課題である．

これまでの保護策による原料価格の維持を長期的に

補償する展望を持てないなかでは，政策的には直接所

得補償による離島農業の維持・発展を前提にし，営農

体系としてはサトウキビ作に輪間作物や畜産を導入し

た個別営農複合化及び大規模サトウキビ専作担い手と

新規土地利用型作物を組み合わせた地域複合化を確立

する必要がある．特に,離島では市場から遠隔地にあり，

流通がネックになることから作物選定は農産加工の展

開が課題になる

しかしながら，加工農産物は中国やタイ等発展途上

国から安価で輸入されていることから，それと競争す

るために安全性を重視した差別化できる有機農産加工

製品が，ここでのキーワードになる．有機農産物を生産

するには,堆肥が必要になり，その原料はサトウキビ作

が存立してはじめて可能になる．特定地域で生産する

有機農産加工製品は,生活協同組合等,特定消費者をター

ゲットにした流通チャンネルを確立する．消費者が見

（２）サトウキビを中心とした土地利用型畑

作農業の確立

沖縄農業は，サトウキビ作に特化した土地

利用型畑作農業と温帯作物の端境期生産及び

熱帯作物の施設栽培を特徴とするが，その基

幹をなしているサトウキビは最終産物である

砂糖が国際競争品目であるなかで，コスト的

に国際競争とは大きくかけ離れた現状にある

ことに沖縄農業の混迷がある．サトウキビ作

は,現在の手厚い保護策のなかでも生産性が

極めて低く，既往の技術体系では問題解決の

糸口さえつかめず減産傾向に歯止めがかから

ないのは衆知が認めるところである．

従って,生産技術的には,現行価格水準ま

で生産コストを低減するために，これまでに

開発した機械化・増収・減耕起栽培技術等の

低コスト先端技術を大規模サトウキビ作担い

手経営を想定して組み立てて検証することが

超~症唾…亟
⑮!i②＠Nの

逢旦参 ⑲櫻旦参

静毒慧
唖２－麺

図７．土地利用型作農業の活性化への技術展開フロー
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える生産現場には,生産者と消費者の交流の場が生ま

れ,都市住民と農村を結ぶグリーンツーリズムヘと発

展する可能性がでてくる

一方,製糖工場は原料生産の減産に伴い工場の再編

サーチや生産コスト評価に取り組むなかから市場競争

力を高めるための戦略的・革新的技術課題を解明し，

重点的かつ効率的な試験研究実施体制を強化すること

が緊急な課題となっている．

統合が課題になるなど,経営は極めて

厳しい状況にあり，製糖工場を地域に

存在する有望な農産加工拠点と位置づ

ける．ここでは，サトウキビの総合利

用や野菜・果実・薬草加工等も担う多

品目加工施設として育成するための農

産加工技術の開発と品目選定に求めら

れるマーケットリサーチなどを推進す

る図７は,サトウキビ作の現状を概

観するなかから新たな技術展開を示し

たものである露)．

〔届用拡大の場の創出〕 〔国際技術交流の場の創出〕

畑作農業の確立

○機械化一貫作業体系

○環境保全型農業

○総合利用技術の確立

地域資源利用技術の確立

○時産品開発

○海洋資源開発

○知織集約型農業

（３）地域農業の活性化と環境循環

型農村の構築

これまで沖縄農業は,国内産地を重

視した「亜熱帯の有利性」を追求する

技術開発がなされてきたが，そのなか

で離島農業は枠外に置かれ,低生産性

のサトウキビモノカルチャーが定着し

ている．

国境なき産地間競争のなかでは，こ

の「亜熱帯の有利性」概念はすでに通

用しなくなっている．気候的・社会経

環境循環型廃棄物処理、

生ごみ等（堆肥）ｴﾈﾙｷﾞｰ

＿廃プラスチック／

グリーンツーリズム

Ｏ宿泊施設

○海洋療法施設

環境負荷軽Ｉ

図８環境循環型地域開発の展開フロー

済的・技術的にも有利な産地は近隣するアジア諸国に

存在し，多くの品目に競合がみられ,熾烈な産地間競争

のなかで壊滅的打撃を受け産地消滅が危倶される品目

もある．

一方では,県が打ち出している国際都市整備構想の

具体化のなかで国際化の進展は加速化されることが予

測され,農業技術現場は,既往技術や試験研究課題に対

する総合的評価を実施し，国際化に対応した農業・農

村の持続的発展を展望した技術開発メニューの再構築

が求められている．園芸作物においては，マーケットリ

離島農業においては，極めて厳しい現状認識に立っ

た技術開発のメニューが求められるが,農業を－つの

産業として自己完結させるのでなく第２次産業や第３

次産業との連携を持った環境循環型地域開発を視点と

する未利用資源の有効利用等,「地域資源の有機的連鎖

性」に重きを置いた技術開発によって展望が開けるも

のと考える．図８は,環境循環型地域開発の展開を示し

ている鰯).過疎化が進展している離島は,小規模零細の

サトウキビモノカルチャーと言う既存概念を払拭する

背景がある．農業ばなれの著しい離島であるがゆえに
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土地の集積は比較的に容易でサトウキビ作の大規模担

い手の育成が可能である．ここでのサトウキビ作の担

い手は,個別経営体ではなく，法人経営体の育成に重き

を置くことが重要である．

サトウキビ産業は，ケーンセパレーションシステム

を導入した総合利用による付加価値化と新たな製造業

の創出が可能となる．また，サトウキビ作で産出する有

機物は堆肥原料として利用することで，有機農産物の

生産が可能になる．さらに,離島は,閉鎖的環境下にあ

ることから不妊虫放飼や性フェロモン利用等，生物的

防除技術の実用化によって無農薬作物の生産が実現で

きる．このことによって,無化学肥料・無農薬の安全性

が確保された農作物として他に追従をゆるさない特産

地が形成できる．これを使った農産加工は新たな雇用

の場を創出し,地域活性化に寄与できる．

また,離島は広い海域に点在するため海洋資源の活

用に大きな期待がもてる．ここでは,海洋深層水を取り

上げる．海洋深層水は,低温性・富栄養性・清浄性に特

徴がある．低温性は高温時における温帯作物の栽培に，

富栄養性は藻類の養殖に，清浄性は魚貝類の種苗生産

に利用できる．海洋深層水から製造した食塩を農産加

工製品に添加すると，先に述べた安全性に新たな価値

が付加されることになる．さらに,離島の活性化が進め

ば,必然的に人が集まりグリーンツーリズムが定着す

る．離島における恒常的集客は生活廃棄物の処理問題

を誘起し，この自然環境に対する負荷は閉鎖的生態系

での自然破壊を加速化させる危険性を内包している

だが,生活廃棄物の生ごみは,堆肥原料に利用し，可燃

ごみはRDFとして製糖工場でバガス代替エネルギーと

して利用する．

このように，未利用資源の有効利用を基本にした

｢地域資源の有機的連鎖性」をうまく活用することは，

内発的な環境循環型地域開発として脚光を浴び，近隣

アジア諸国へ発する国際技術交流の場になる
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