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沖縄における農業・農村の地域固有性に

　　　　　　　　　関する一考察

黒　河　　功

1。はじめに

露．「辺境まとしての沖縄農業

3．沖縄農業をとりまく幾然的条件の特徴

4．沖縄農業をとりまく四隣的・経済的条件の特微

＄．沖縄農業の特徴

6．おわりに　～沖縄農業・農村の地域固欝性と変革～

蓬．ぱじめに

　本稿は、酒井惇一教授（東京農業大学生物産業学部）が主催する研究プロジ

ェクト［9〕の研究成果報告書に掲載された後に、若干の修正を加えながら加

筆したものである。その内容の有り様はさておき、北海道からみた沖縄農業に

ついて主として沖縄の御先生方の論文等を引用しながらも、折角纏めたもので

あるので、より広く覇にとまるように期待したからである。北海道農業も沖縄

のそれと岡様に、府県からみた場合にはかなり異質な特質をもっていると思わ

れるが、通常はあまり意識せずに調査研究を行ってきた。この研究課題に携わ

ったことを契機に改めて足下北海道の圏有性について考えておく必要性を感じ

た次第である。本誌に掲載のお許しを賜った酒井教授に御礼を申し上げる。

慧．ギ灘境」としての沖縄農業

　昨今における農業・農村をとりまく諸条件は大きく変化を遂げようとしてい

るが、とくに中央（市場）から遠隔に位置するがゆえに辺境地域と呼ばれてき

た北海道および沖縄においては、市場経済の浸透・グローバル化に伴い、本来
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備えていたはずの社会的固有性を急速に希薄化させている。このことは社会シ

ステムの画一性を強化するものであり、むしろ外部環境の変化に対する抵抗性

（ソーシャル・セーフティ・ネット）を脆弱化させる恐れがある。

　かつて、資本主義の発展が辺境地域において資本が要望する農業展開をなさ

しめるという命題〔12コを、北海道農業にも適用することによって、中央依存

的な産業経済構造から脱却する糸爲をえようとする試みがあった。本研究が、

それらの議論を受けて肇想されたものとすれば、沖縄農業も基本的には艮本

の資本主義の展開との関連でみなければならないが、本論では、本研究の

翼的である「昨今の急激な市場経済のグ！コーバジゼーシ繋ンの下で沖縄農

業の持続的発展を麟るためには、地域農業が示す多様性と多面的機能を認

識し、多様に農業展開の可能性を遽求することが肝要である」として、グ

ローバル化の下で、敢えて地域園有性を重要視した地域農業のあり方につ

いて考えていきたい。

　そのためには、それぞれに地域固有性を析出しその再構築のあり方を模索す

る必要がある。とくに中央からもっとも遠隔に位置するという条件不利地域で

ある北海道・沖縄における農業展開の仕組みについては．地域固有性を活用す

ることが中央依存的産業経済構造からの脱都への道であると考えられるからで

ある。

　辺境としての北海道農業・沖縄農業としてみると、いくつかの共通項が指摘

されてきた。すなわち、①公共事業への依存など、中央（官）への依存度が高

い、②第二次産業とくに製造業の割合が低く、第三次産業とくにサーービス業の

割合が高い、③農業は原料農産物の作付けが高い、そして④申央傭場）から

最遠隔地であることなどである。また⑤兼業機会が少ないことも、共遠項とし

てあげられる。

　とくに農業についてみると、北海遵では甜菜・馬鈴薯・小麦、沖縄ではサト

ウキビ・甘藷と、たしかに原料農産物の作付けが多いが．現在畷本」がこの

ような国内原料農産物を求めておらず、安価・均質・適性のある外国物を欲し

がっているのが本音であり、このような状況に晒されていることも共通してい

る。

3．沖縄農業をと琴諜く灘然納藁件の特徴

　まず、北海道とその様相が最も大きく異なる条件は気候である。沖縄県の気

候は亜熱帯湿澗気候（那覇）あるいは亜熱帯海洋性気候（八重山）と呼ばれ、
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年間平均気温は22一％度（極高温度は35度）、年間降水量は2，000狙斑を超え

る。これは5月中旬から6月下旬までの梅雨と8月を中心とする熱帯低気圧・

台風によるところが大きいが、集中豪雨型となっており、そのため夏期はたい

へん暑く乾燥する。年間を通じて比較的気温が高いといえるが、冬期において

降霜はないが月平均100闘前後の安定した降雨があり、葭照時間はイメージさ

れているほど多くはない。

　これらの気候条件によって沖縄における農業様式・農業展開が規定され、と

くに1月一3月が作物の収穫・植え付けが重なる農繁期となっていることが大

きな特徴となっている。これは、冬期の安定した降雨があること、気温がそれ

ほど高くなく適温であること、台風がこないことなどに依っている（図1）。

｛乍物慕　　　作型　　　　エ月　　　2月　　　3∫1　　魂月　　　5♪i　　6翔　　　ア月　　　8∫1　　9耳　　10月　　11月　　藍2月

サトウキど

稲

　　　　　漸
漸撫　　盃

　　　　　　　　　刷
　　　　　　　　△
　　　　収穫
蔑植　　禽　　　　　　　　血

　　　　　懸種植付（15農）
一期

二期

○一△

τ

　△
　　　　　　　植鍾
　　　　　　△　　　　　　△

　　　組又季整　　（20E輩〉

キャベツ @冬まき讐

ダイ瓢ン

駁蔓

ぬ一一一《
擁種植付’（5口）

○一△

秋まき
響

胴鰹

収穫（彗1＞

血一△

　　響

ニンシン
秋まき 轡

轡＿．

ホウレンソウ　　　　　　　　　収穫撮種

　　　　冬まき一織　○
小菊

普通
　収獲

禽＿菰

1騒葵

讐

響＿

タバニ

普通　　　△
定植

△

　収穫

＆一禽
資料）仲地［131より引周。

註）○は懸種，△は定植，魚は収穫を表す。

　　　　　　　　　図1　主な作物の裁丁丁

　来間泰男教授によると、「亜熱帯というのは中途半端なところであり、亜熱帯

だから温帯より有利であるとか熱帯より有利であることは農業に限ってみれば

ほとんど認められない。沖縄での温帯作物は、本土の端境期にあたる冬春期に

のみ経営的に成り立っている。本土での生産が始まると太刀打ちできなくなる

という、短期間にのみ成立する農業である」とし、一方「サトウキビもパイン

アップルもマンゴーも洋ランも、熱帯地域より有利であるはずがない。辛うじ

て輸入制限措置があり、本土への輸送費・輸送軍閥において熱帯地域に比べ有

利な条件があるから成立している」と述べ、沖縄で栽培するに適した作物に関

する研究課題は山積しているが、職本の試験研究体制は亜熱帯のために多くを
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割いてはいない現状を指摘している。

　次に、沖縄のあらゆる面において特異性をもたらしている地理的条件として、

沖縄が103－160の門門うち有人島は聡）が南北400km・東西1，000k磁のか

なり広い範囲にわたっている三嘆地域であることを挙げなければならない。そ

れら諸島を農業地域としてみると、沖縄本島北部、本島中南部、本島西南部離

島、本島西北部離島、宮古、八重山、南・北大東島の7つの地区に分けられ、

このうち本島西南部離島地区はほとんど農業のない地域であるが、他の6地区

はそれぞれ農業事情・条件、あるいは風土も異なるとみられる場合もある。

　北海道も広大な西積を抱え、稲作・畑作・畜産・野菜それぞれの専業地帯と

して区分されるほど地域条件において多様性をもち、それだけ入・物の交流に

も時間とお金：がかかるが、沖縄における島三間での物流条件ほどシビアではな

い。海上輸送の方が短時閥である場合もあるが、安全な海上交通における条件

の常態を確保することには制約がある。また、渡航して通い作をおこなう場合

などもみられる。

　来問教授（正比嘉島学習資料「沖縄産業の課題と可能性Dは、「沖縄経済に

とって、輸送コストという克服できない壁がある。それを乗り越えることがで

きるのは、沖縄でしか生産できなく他府県でも評億されるもの、すなわち輸送

コストをカバーできるほど高く売れるものに限定される。原料も地元で調達し

うるものでなければならない。原料調達までも輸送コストを負担していてはと

ても競争に勝てないからである」として、戦前の沖縄における製造業の代表的

産物として砂糖：・泡盛・織物を例としてあげている。

　同様に、「農業においても島峨という条件から、地産地消が基本的な経営戦略

とならざるをえないが、企業的経営を羅指そうとしても個々の島畷のもつ人欝

規模が小さいために市場規模も小さくならざるをえない。人瞬2万人の島で2

万羽規模の養鶏業は成立しない」8）例えを示している。

曙、沖縄農業をと二三く社金的・経回納条件の特徴

　沖縄農業をとりまく地域社会の特異な点として、まず、アメリカ軍の基地の

存在である。北海道との共通項としてあげた公共事業への大きな依存構造とし

て、かつて沖縄では「基地経済」に大きく依存してきた。しかしながら現在、

県内総生産に占めるいわゆる軍三三受け取りの割合は5％程度と、基地経済・

基地収入依存と云われる割には少ないものとなっている。しかしながら基地の

存在が直接農業と係わる間題としては、基地が占める面積割合が県全体で鶏
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％、沖縄本島に限定すれば20％にも及んでいることが大きな姪楷となっている。

それだけ耕地の外延的拡大条件が乏しいものとなっている。

　また、軍絹地料を受け取る地主数はおよそ3万人おり、1人惑たりおよそ即5

万円（月額露0万円以上）の収入をうることになる。沖縄における販売農家数は

専業8千人、第1種兼業4千5百人であるから、その2倍以⊥の人が不労地主

であり、とくに儲けの薄い農業によって積極的に生計を立てることへのインパ

クトをさらに弱める要素ともなっているのではないかと危惧される。また耕地

条件が狭隆であることと岡時に、そのことが沖縄における農地価格をきわめて

高い水準にさせているものとみられる。

　さて、農業の担い手のあり様に関連する農村祉会の基礎的単位である農業集

落のあり方についてみる。かつて闘端保氏は北海道の農村社会を「農事組合型

村落」として規定し、府県における村落（イエの永続を前提として生活上のタ

イトな自治機能をもつ社会構造一多くは地縁・1漁縁関係にある）とは異なり、

各農家は生産・生活面での権頭性が強く社会構造としてはルーズなものと措定

し、むしろ北海道型農村社会の方が、鷺本型農村社会とは異質なものとして位

置づけている。

　沖縄における農村社会は、基本的には府県における村落の範疇に入ると思わ

れるが、しかしながら仲地宗俊教授は、沖縄の玉農業集落当たり農家数が全闘

的にも多いことに注序し、そのことが集落のまとまりを弱くしているのではな

いかと疑義を飽している。また沖縄における農業集落の形態は、「集魚集落」

（8置．3％）あるいは「密居集落！（懇。8％）の占める割合が高く、北海道によくみ

られる散居集落・散在集落はまったくみられないといってよい。集居集落は「平

場、山場を間わず、家が一定の区域に集まって敷地が隣接し、居住地籔と耕地

が分離されている状態の農業集落」であるが．このような農業集落の形態にも

集落機能発揮のあり方に及ぼす要素がありはしないかの検討材料となる。

　また持地教授は、沖縄では農地制度による農地の流勤化率が低いにもかかわ

らず、センサスにおける借入耕地のある農家率が高いこと、すなわち相対での

農地流動化が高いとみられるにもかかわらず、規模拡大に結びついておらず、

隅じ階層悶における貸借移動があることから、このことも沖縄の農村集落の社

会的特性であると指摘している。

　さらに来間教授は、後継者難題では「沖縄型イエ」を理解することが肝要で

あることを次のように強調している。噛立方経済単位として成長し、明治筏法

の下で感熱にまで一般化した本ニヒのイエとは異なり、沖縄型イエはその家族と

家族関係は祖先との関係を大切にする結合である。すなわち枳続の垂心が祖先

丈短の継承にあることに象徴的に現れている。家族であってイエではないので、
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経営とその基盤としての財産を合理的に継承する原理が育たない。財産はそれ

を基盤にした経済活動の主体が引き継ぐのではなく、祭祀権の継承者（原則は

長男）が引き継ぐ。継承者が欠けた場合でも、祭祀権者となる養子はとるが、

経営者としての養子はとらない。経営の継承原理がないということは、経営の

確立が弱かったことの逆歩でもあるが、農家でも商家でもゴーイング・コンサ

ーンとしての経営継承の概念が薄いので、親子2代経営は少ない。このこと

を踏まえると沖縄での後継者問題は、掴別農家の問題としてではなく、地

域祉会の仕組みとして対処することが妥当である」と述べ、むしろアジア

型農村社会のあり様の中で意識されるべきことを示唆している。

　岡様に井上裕之氏は、沖縄の借地率の高さには、イエを導位とする農地と農

業経営の継承規範が希薄で、農地の分割相続が支配的であるという当地の特質

が影響している［1］として、本土における農地相続が一般的に長子への…括

相続であるのに対し、沖縄においては農外でのそれと同じく均分相続であるこ

とを説明し、そのことが、借入率が高くとも、決して規模拡大には結びついて

いないことを示唆している。

　さらに来間教授は、沖縄では「出身者がリタイアすれば生まれた集落に帰り、

顎け預かり慣行」で保全されてきた土地を返してもらい、そこで村人とともに

明るく余生を送る」という、入と土地のリサイクル構造が生きていることを、

磯部俊彦先生との対話の過程を自ら解説する申で紹介している。これらの慣習

を沖縄独自の社会的条件としてみたとき、多面的農業・農村のあり方を構築す

るためにいかに考慮されるべきか、従来の枠組みでは納めきれない課題となる。

難．沖縄農業⑳特徴

　そもそも沖縄農業の原型は、安谷屋隆司氏によると、湿潤高温地帯である沖

縄では、イモをベースにした根菜農耕文化（夏期の樹木との共存・多層性とい

う熱帯型）の一面をもちながら、冬期には冷涼・多雨・強い季節風のためにア

ワ中心の雑穀による照葉樹文化が組み合わされている。すなわち冬にサトイモ

・ヤマイモを植え、翌年の秋冬に収穫し、その跡にアワなどの雑穀・：嚢類など

多種類の作物を闘一顧陽に混播・混作・闘増する輪作方式によって、夏作の不

安定を克服しようとする「冬生作を主とする農耕システム」が琉球弧の基本的

農法であるとのことである。

　大林太鍵「琉球弧の農耕文細によると、琉球弧は古生層・中生層の水成岩

質でできた山地からなる島々と、隆起珊瑚礁を申心とした新生代地質からなる
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平地の島々という対照的な2種に分かれ、山地の島は保水性のある地層のため

湿潤で、照葉樹がよく育ち稲作も可能である。平地の島は保水性が少なく大樹

は育たず、水霞はなく、麦作・甘藷作などの畑作が行われる［3］。

　そのような琉球弧における農法は、来間流にいうと、サトウキビ・パインナ

ップルなどのモノカルチャーが、本土のコメと同様に、農業保護政策の下で展

開したために、いまその政策解体の進行とともに農家の衰弱、耕作放棄の増大

が進んでいる。このような状況下において、以上のような農法的原型が、どの

ように反省されているのかを考えることが、沖縄農業の再構成への道であるこ

とを示唆している。

蔭．おわりに　～沖縄農業・農村の地域固麿性と変革～

　これまで沖縄農業・農村の特異性について述べてきたが、地域固有性を析出

し、むしろそれを活幽することによって、改めて農業・農村の再構成を図ると

いった視点で沖縄を概括しなければならない。再構成ということは、いってみ

れば農法の転換であるが、具体的には論じ難いので、七戸長生先生があげてい

る農法転換における4点の基本的モメントに則って整理しておきたい［1！］。

　その第1は画期的な技術変化（革薪技術の開発・普及）、第2は収益性の向上、

第3は第！・第2にかかわる土地所有関係の近代化、第4は経営発展のために

積極的に取り組む意欲的な農罠層の分厚い形成、としている。第！の技術革薪

は、従来の耕作技術では到底取り組むことができなかった新作譲の導入と、そ

れを申心とする新しい作付方式・経営方式が体系として確立することを可能に

するものである。

　アジアにおける農業技術進歩は、水利的→生物的→化学的→機械的の順序で

展囎してきたと云われるが、機械的技術革款の次は何が農法転換をもたらすか

を考えることが肝要であろうとみられる。澤田収二郎によれば（参考・引用文

献！0）、機械的技術の次は装置的技術（sy＄艶鵬◎翌鍛s捻翫亀i臓）ではないかと

している。つまり、工業化の進展を背景に現在既に各地でみられる大型施設農

業、また今後推進されつつある収穫、育苗、収穫ハンドジングなどのロボット

技術、センサーやコンビ嵩一タを利用したレーザーブルなどの大区画圃場整備

技術、農業用無人ヘリコプターなどである。

　しかしながら沖縄としては、とくにインターネットによる高度情報技術の活

用にあえて望みを託したい［43・［1鑓。遠距離が闘題とならないことによる

新しい農業経営活動が創造されること、今後期待されている生産者・消費者間
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を直接結びつけられること、そのための整備が農村活性化にも繋がること等々

であるからである。第2の交通条件の改善などによる収益性の向上についても、

高度情報技術の活用による改善の余地は多いに考えられる。すなわち、作り方

としての技術革新もさることながら、売り方としての技術革新について考える

ことである。

　第3の近代的土地所有関係については、とにかくアメリカ軍の基地問題を抜

きにしては論じられないが、とりあえず、農地集積による経営転換を図ろうと

する農家に対しては、高い借地率である状況への対処・工夫がもっと凝らされ

てもよいのではないか。また、そのような大規模土地利用型農業と同時に、面

積規模を必要としない果樹・花卉などの施設型農業のあり方もさらに追求され

るべきであろう。

　第4の積極的な農民層の分厚い存在については、本土における多くのコメ農

家が、いつまでもコメ作りが続けられると期待してきたために、本気で転作対

応に挑む姿勢を示さなかったように、経営転換への積極的な農民像を描くこと

はなかなか難しい。また「やる気」は一人では持続せず、仲間が必要である。

その意味で、改めて農協をはじめとする農民組織・関係機関のあり方が課題と

なる。島曝条件によって農蔑の団結力の拡散化を、インターネット活用による

バーチャル・コーポラティブ（コーポレーション）とする新たな組織形態など

によって、団結力を強める方策を考える必要がある。

　さて基地問題である。みたび来間教授の論文を引用する（那覇市学習資料聯

縄～「常識」を見直す視点」）。

　暉用地料は無くなるが、その代替利用によって全額とはいかなくても、あ

る程度は新しい収入源をえられよう。そこには雇用の増加も期待できる。地主

たちは、これまでの異常な収入に頼った生活から、勤労に基づく健全な生活に

転換すればいい。自治体は、これまでの異常な特別収入に頼った運営から、通

常の慎ましやかな運営に戻ればいい。漁業者は漁業を再開すればいい。軍雇用

者は、以上の結果生まれてくる新しい健全な仕事に従事すればいい。基地が返

還されれば経済的にはマイナスなのだが、打撃的なマイナスではないのである。」

・・拝ただ、いびつな街が是正され、不労所得が排除され、平和で健全な生活

の場が拡大することは期待できるし、経済的にはマイナスであり、産業を興す

ことは困難であっても、それに立ち向かうしかあるまい。だから、基地は撤去

させたいのである」。

　このような沖縄版「近代的土地所有」を実現させることは至難の業といえ、

これが第4のモメント実現の礎であろう。
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