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沖縄県産熱帯果樹の販売可能性に関する試論

菊地香・川満芳信・松嶋卯月・國場祐介'）・安里貞夫'）

（琉球大学農学部.（株）沖縄電力')）

KohKikuchi,YoshinobuKawamitu，UzukiMatusshima，YusukeKunibaandSadaoAsato：

TheessayonmarketpotentialityoftropicalfruitsmadeinOkinawaPrefecture．

１．課題

沖縄県におけるサトウキビは糖価の低迷，担

い手層の他産業への就業や高齢化により作付面

積が減少しつつある．サトウキビは砂糖の原料

となる他は販売ルートが限られ，水稲のように

消費者に直接農産物を販売することで利益をあ

げることができない．そのため沖縄県ではサト

ウキビから換金性の高い野菜，花卉〆果樹に転

換しつつある．特に果樹においては沖縄県以外

の日本各地では栽培できない品種が，亜熱帯気

候の特性を活かして栽培することが可能となり，

近年作付面積が増加傾向にあり，定着している

果樹としてはマンゴーやパパイヤである．しか

も沖縄県の農業粗生産額からみるとマンゴーは

15億円，パインアップルが11億円であり，現時

点でパインアップルよりも農業粗生産額が伸び

ている（1999年)．しかしながらこうした果樹

も本来的には熱帯気候に適した品種であるため，

冬季に10℃まで気温が下がる亜熱帯地域では加

温する必要があり，このコストが輸入品との価

格面での競合においてネックとなっている注')．

新規産地が市場参入を行うにあたり奥村昭博・

加護野忠男')によると「①コストリーダーシッ

プが取れるものか，②差別化ができるものなの

か，③それともスキ間的なものなのか」といっ

た目的をあげるが，そのどの立場を取るかによっ

て産地の行動は異なる．沖縄県産の熱帯果樹は

東京都中央卸売市場において一般的な品目とし

てパインアップルがあげられるが，自由化のあ

おりで輸入品にシェアを奪われている．そのた

め国産品がコストリーダーシップを取れること

のない状態にあるこうした意味ではパインアッ

プルでさえスキ間的な産地として位置付けられ

ており，今や国産の熱帯果樹はスキ間的産地と

なっている．

新たな熱帯果樹の市場参入に対して，斎藤

修3)によると産地間競争は需要拡大期において

はシェア競争であり，個別産地は出荷量の増大

によって対応して産地を形成されている．停滞

期では先発産地のシェアに対して後発産地の参

入は市場価格の低落，取引単位の拡大により集

出荷施設への投下資本額が増大するため，参入

する産地のコストが先発産地よりも低くなけれ

ば，後発産地は存続が困難となるとしている．

以上の先行研究から沖縄県の熱帯果樹産地と

して維持するためには，個別経営や出荷組織に

おける新たな市場の開拓に関した経営戦略やマー

ケティングといった問題，個別経営における生

産技術の向上といった問題があげられる．

そこで，本稿ではこうした問題意識のもと個

別経営や出荷組織における新たな市場開拓に向

けた経営戦略やマーケティング問題を考察する

前に，どのような熱帯果樹が市場におけるニー

ズをもっているのかを把握する．そのことから
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沖縄県産熱帯果樹の販売戦略の採ることが可能

であるのかについての試論を構築したい．この

ことから大規模市場に対して沖縄県で従来市場

参入している熱帯果樹と参入していない熱帯果

樹の15品目の将来的な荷受量と価格について仲

卸売業者に対してアンケート調査を行い，どの

程度の需要が見込まれるのかを明らかにする．

この調査研究を通じて新たな熱帯果樹の可能性

を引き出し，沖縄県産の熱帯果樹ブランド確立

の可能性を考えたい．

20％，３０％の沖縄県からの出荷量が増えた場合

を想定して，主要な沖縄県産熱帯果樹である，

パインアップル，マンゴー，パパイヤ，バナナ

についてどの程度の価格を設定できるかを判断

してもらった結果，表１にまとめられた．

表１．主要沖縄産熱帯果樹の価格設定．

（単位：円／kg）

３０％

90.0

212.9

193.3

122.0

パインアップル

マンゴー

パパイヤ

バナナ

２．調査および分析方法

日本において最大の消費地を抱え，所得水準

も高い東京都中央卸売市場の仲卸業者を対象に

して今後の，沖縄県産熱帯果樹の荷受量と価格

についてアンケート調査を実施した．調査期間

は2002年２月８日から３月１日までとし，熱帯

果樹18品目を仲卸業者がどの程度これから荷受

するのか，そしてその価格設定はどの程度であ

るのかについてである．なお，調査の対象は，

東京都中央卸売市場（大田市場）の果実を取り

扱う仲卸業者75社に限定し，調査票の発送数は

75通，そのうち回収できた調査票は８通，回収

率１０．７％と非常に低い回収率であった．しかし，

東京都中央卸売市場の買参人としての資格のあ

る10.7％の仲卸業者によって取引された商品が

各専門小売店やスーパーなどに並ぶことを考慮

すると，東京都の人口約1,200万人であり人口

比からみると120万人分をカバーすることとな

ることから，回収率の低さはそれほど問題には

ならないと判断できる．

出典：アンケート調査結果より作成．

パインアップルは10％の入荷量の増加では，

市場での品薄感があるためか１ｋｇ当たり302.9

円と高値の取引が見込まれる．しかし，２０％，

30％と10％ずつの増加は，市場での値崩れが予

想されるため，１ｋｇ当たりの価格が200円を下

回り，２０％の増加で111.4円，３０％の増加で

90.0円としている．

マンゴーは一般的に消費者からすると依然と

して高い果実としてみられるためか，１ｋｇ当

たりの価格が非常に高い．１０％の入荷量の増加

でも１kg当たりの価格が311.4円であり，最大

30％の入荷量の増加でも１ｋｇ当たりの価格が

212.9円と，市場において高値がつく．このこ

とから，マンゴーの生産量増加による入荷量の

増加は市場での大幅な値崩れを生じさせること

なく，市場での需給バランスからみて十分生産

量増加は生産農家にとって収益性の向上につな

がるものとみられる．

表１からみると上記のパインアップル，マン

ゴーに比べパパイヤは中間に位置する果実とみ

られる．１０％の増加ではパインアップルよりも

３．主要な沖縄県産熱帯果樹の入荷量増加によ

る価格の設定予想

東京都中央卸売市場の2000年における年間取

扱い数量を基準として，仲卸業者に対して10％，



菊地・川満・松嶋・國場・安里：沖縄県産熱帯果樹の販売可能性に関する試論 2３

価格面で１kg当たりの価格で255.0円である．

しかし20％，３０％の増加でそれほど値段が下が

らず，３０％で193.3円であることから，パパイ

ヤの生産量増加による入荷量の増加は市場での

パインアップルに比べ大幅な値崩れを生じない

ものとみられる．

アンケート項目で取り上げたバナナは島バナ

ナのことである．もともと東京都中央卸売市場

への出荷量は少なく，2000年での実績は61kgで

あった．このことから，仮に10％の増加による

仲卸業者の価格設定は，非常に困難であったと

推測される．しかし，集計結果からすると，１０

％の増加では１６４０円，２０％の増加では140.0円，

30％の増加で122.0円ということから，価格面

からみて入荷量が増減してもあまり大幅な変動

がなく，一定の金額で価格の設定を行ったとみ

られる．また，国内でのバナナは高い消費財と

しての位置付けはなされていないことから今以

上の価格となることは困難であろう．

パインアップルは2000年度取扱量が18,856ｋｇ

であるものの，輸入パインアップルの価格が安

価であることから，輸入品にシフトする可能性

からか，取扱量の予測が15,650.9kgと3,205.1

kgの減少が見込まれている．また，沖縄県産の

パインアップルは市場流通を通らない，生産者

と消費者，量販店との産直形態をとっているも

のもみられるため，その比率も向上しているこ

ともこうした取扱量の予測が減少する方向性を

示すものと推測される．

マンゴーは先にみた価格設定においても大幅

な値崩れが見込まれないことから，取扱量の予

測も2000年度取扱量よりも22,050.3kg多い，62,

158.3kgの取扱いを仲卸業者は希望しているも

のと推測される．現時点において需要が多い割

に供給量が少ないことからこうした結果が導き

出されたものとみられる．

パパイヤの2000年度取扱量は12,796.0kgであ

り，仲卸業者が判断した取扱量予測では2000年

度より4,317.7kg多い，17,113.7kgの取扱いを

行いたいとしている．このことは2000年度に比

べ30％程度の取扱量の増加を意味し，３０％の取

扱量の増加は先にみたように１kg当たりの価格

が193.3円程度の設定となり，仲卸業者はこの

程度の価格と取扱量を想定しているものとみら

れる．

バナナについては，島バナナのものめずらし

が反映しているのか，仲卸業者の人気が高い．

2000年度取扱量からみた取扱量予測は伸び率に

して4,753％であり，2000年度の61kgから2,960.

3kgへの取扱量が見込まれている．先の価格設

定からみても大幅な減少がみられないことから，

安値安定としての消費財であるならば，かなり

の需要が見込まれるものと推測される．

４．主要な沖縄県産熱帯果樹の取引量の増加予

測

現在の取扱量からみて将来どの程度取扱量を

予測しているかについて仲卸業者に判断しても

らった結果を表２に示す．

表２．主要な熱帯果樹の取引量予測．

（単位：ｋg）

取扱量予測

15,650.9

62,158.3

17,113.7

2,960.3

パインアップル

マンゴー

パパイヤ

バナナ

出典：東京都中央卸売市場年報およびアンケート調査より作成
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５．市場参入されていない熱帯果樹の価格設定

沖縄県で栽培されているものの生産量がごく

少数で市場に出荷されていないものや，これか

ら栽培が開始され，市場に出荷されるであろう

熱帯果樹の価格設定を仲卸業者に判断してもらっ

た結果を表３に示す．

表３．市場参入されていない熱帯果樹の価格設定．

(単位：円／kg）

15000kｇ ２００００kｇ ３００００kｇ 40,000kｇ

220.0

７０．０

642.5

286.7

205.0

250.0

160.0

310.0

348.3

414.0

433.3

520.0

212.5

545.0

440.0 364.0 300.0パッションフルーツ

タンカン

アテモヤ

ピタヤ

アセロラ

カニステル

ゴレンシ

グァパ

レイシ

マンゴスチン

ドリアン

ランブータン

フェジョア

チェリモヤ

330.0 274.0 ２１４．０１

１２００．０ １０６２．５ ９１２．５

408.3 370.0 ３２１．７

350.0 292.5 250.0

400.0 366.7 266.7

310.0 240.0 206.0

400.0 374.0 340.0

500.0 450.0 400.0

７１０．０ 640.0 540.0

708.3 641.7 525.0

800.0 730.0 630.0

375.0 300.0 262.5

758.3 ６９１．７ 633.3

出典：表１に同じ．

パッションフルーツは現在，沖縄県での生産

量がごく少数な品目である．年間を通じての入

荷量があった場合を想定して仲卸業者にどの程

度の価格を設定できるのか判断してもらったと

ころ，15,000kgでは440.0円，２０，０００kgでは

364.0円，30,000kg，では300.0円，４０，０００kgで

は220.0円といった価格となった．40,000kgで

は15,000kgの半値になる．

近年沖縄県でのタンカンの栽培面積は増加傾

向にあり，とくに本島北部ではタンカンを中心

としたかんきつ類の栽培が盛んである．仲卸業

者が判断した価格設定では，40,000kgではじめ

て100円台になることから，20,000kg以下の出

荷量が妥当であるとみられる．

アテモヤは本土の市場ではあまり知名度が高

い品目ではなく，入荷量も少ないことから仲卸

業者の価格に対する判断は他の品目に比べかな

り高額な金額となっている．15,000kgでの価格

設定が1,200.0円であり，30,000kgで1,000円を

下回る品目である．しかし，市場に40,000kgの

入荷量があったとしても642.5円と他の品目に

比べ価格の減少が少ない品目である．

ピタヤは別名ドラゴンフルーツと呼ばれる品

目である．15,000kgでの価格設定が408.3円と

パッションフルーツ同様に高く，仲卸業者の価

格設定でも同様の判断がなされ，40,000kgであっ

ても286.7円と高額な価格の設定がなされてい

る．
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アセロラはビタミンｃが豊富であり，健康ド

リンクとして以前より注目されている品目であ

る．このため市場での知名度が高い品目である

ことと，輸入品との競合関係にもある品目であ

る．沖縄県で東京都中央卸売市場に出荷した場

合，15,000kgでは350.0円であり，40,000kgに

至っては205.0円まで減少する．この40,000ｋｇ

と15,000kgの格差は145.0円であり，それほど

の格差ではないものの価格設定それ自体が非常

に安価な設定をとっている．

カニステルは日本での認知度はほとんどない

品目であり，実需者である末端の消費者にどの

程度認知されているかが不明であることから，

今後産地形成を図るとするならば，かなりの宣

伝が必要な品目である．しかし，アテモヤに比

べ価格設定では安価に設定されており，15,000

kgで400.0円，401000kgで250.0円となっており，

仲卸業者の判断は非常に低い．このことから将

来的な価格の長期安定水準を図るためには，出

荷量を多くするのではなく，物珍しさを強調し

た出荷形態をとることによる高値の獲得を目指

す方向性が妥当である．

ゴレンシは別名スターフルーツと呼ばれる品

目である現在形状の物珍しさがあるためか東

京でごく少数の販売がみられるが，まだ沖縄県

では大規模な産地はないため，大量の出荷には

至っていない．15,000kgの入荷量での仲卸業者

の価格設定では３１００円と高値がつくものの，

40,000kgの入荷量となると，物珍しさが薄れる

ためか160.0円と安値となる．

グァバは清涼飲料として以前から輸入されて

いるものである．果実それ自体を食すよりも加

工に適した品目である．加工原料としてのニー

ズが高いためか，15,000kgで400.0円，40,000

kgで310.0円と40,000kgと15,000kgの格差が

90.0円であり，かなりの需要が見込まれる品目

である．

レイシは別名ライチーと呼ばれ，中国では唐

の時代から食されていた果実である．価格設定

をみると15,000kgで５０００円と高額な設定となっ

ている．安値となるのは40,000kgからであり

(348.3円)，30,000kgまでは400円台を維持して

いる．

マンゴスチンは，日持ちの悪いことから輸送

や保存が困難である品目であり，輸入品は冷凍

保存されたものが多い．このことから仲卸業者

が判断した価格設定では15,000kgで710.0円と

高額である．しかし安定的に市場に入荷するこ

とが可能となれば安価になるものとみられ，40,

000kgでは414.0円と，150,000kgと４０，０００kgの

価格格差が296.0円と差が大きい．

ドリアンは果物の王と称されるものの，独特

の臭いから消費者に敬遠されやすい品目である．

仲卸業者による価格設定は15,000kgで708.3円

と高値の判断であった．しかし，20,000kg，30,

000kg，40,000kgそれぞれの価格設定は641.7円，

525.0円，433.3円と徐々に減少し，15,000kgと

40,000kgの価格格差は275.0円である．

ランブータンは主に輸入品が消費されている．

仲卸業者に価格の判断をしてもらった結果，１５，

０００kgで800.0円とアテモヤに次いで高値となっ

た．40,000kgでの価格設定でも520.0円と他の

品目に比べ高額な価格設定となっている．現在

日本では物珍しさからこうした高値の設定となっ

ていることから収益性が高い品目として期待で

きる．

フェジョアは市場に参入していない品目の中

では，タンカンに次いで低い価格設定となって

いる．15,000kgで375.0円であり，40,000kgで

212.5円である．

チェリモヤについて仲卸業者の価格設定をみ

ると，15,000kgで758.3円と高い水準である．
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しかも40,000kgでも545.0円と入荷量が増えた

としても他の品目に比べ500円台を維持してい

る．しかし，市場へ多量に入荷した場合を想定

すると一時的な値崩れが発生する可能性を持っ

ている．

査ではこうしたことまでは結果を出すことは出

来なかった．この点についてはデータの集積お

よび農家の協力が必要となる．これらの点を踏

まえて，市場参入が成功した品目と新たな熱帯

果樹の定着がなされるような経営的なアプロー

チを継続的に行いたい．

６．結論

仲卸業者における将来的な荷受量および設定

価格について分析を行った結果，それぞれ次の

ようにまとめられる．

従来型の果樹の流通形態である卸売市場を経

由した販売方法での仲卸業者において，沖縄県

で市場参入がなされている４品目のうち，安価

な輸入品に押されているパインアップル以外は，

今後取扱量を増加させたいとする意向を持って

いるとみられる．とくに仲卸業者からみた沖縄

県産マンゴーの取扱量については，155.0％程

度伸びる可能性を秘めている．また，未だ沖縄

県で中心的な栽培がなされていない14品目につ

いてみても全く取扱いをしないという意向はみ

られず，仲卸業者は積極的に取扱いを行いたい

とすることが調査の結果からみられたといえる．

こうした生産農家や仲卸業者の意向があった

としても，現在沖縄県の果樹栽培面積は137.8

haであり，県全体の経営耕地総面積に占める

割合は４７％である（2000年12月現在)．果樹の

総収穫量は22,700ｔ（1998年現在）となってお

り，このうちパインアップルが14,700ｔと64.8

％を占めている．沖縄県のように海で囲まれた

立地のもとでは限られた面積の中から新たな品

種のために農地を転換させなければならない．

しかし，永年作である果樹が収益をあげるまで

の期間をどのようにして個別経営を成り立たせ

るかにかかっている．品目によっては安定した

収益をあげるまでに５年の期間が必要なものも

あれば，１０年以上必要なものもある．今回の調

謝辞

本稿は（株）沖縄電力の研究助成を受けた．取

りまとめに際して調査に協力していただいた仲

卸業者の方々に感謝申し上げます．

注

１）輸送コストを固定費としてとらえる考え方

では経営にとってすれば輸送コストが問題とな

るが，一般に産業組織論的な理論では輸送コス

トはいわばサンクス・コストであり，個別経営

にとってなんら問題になるものではない．この

ことをわかりやすく表現すれば，市場に参入す

る投資（輸送コストみたいなもの）をａとし，

ｔ期間後に市場から退出する時に，ある大きさ

の資本ｂが回収できるとする．ａとｂの間に０

≦ｂ≦ａという大小関係が成立しており，ｂ＝

0であれば市場に参入する資本コストはサンク

ス・コストとなるｂ－ａであれば参入時の投

資は全額回収され，サンクス・コストは０であ

る．こうしてみると個別経営にとってすれば全

く輸送コストは経営に無関係な存在となる．
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