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2. 実態調査の結果 
2.1. 花き産業の全体像 

2.1.1. 花き産業の基礎データ  

花き産業の⽣産の推移  

⽇本の花き産業規模は 1995 年をピークとして縮⼩を続けている。それには、根本的
な原因が三つある。 

 
図 6 花きの産出額・作付⾯積の推移 

第⼀の原因は、公共投資・建設需要の減少による「花⽊類」と「芝類」に対する需要
の減少である。これは 2000 年から 2010 年に急速に進⾏したが、2015 年には底を
打ち、その後はほぼ横ばいのまま推移している。 

第⼆に、ビジネス慣⾏・⽣活習慣の変化と⾼齢化に伴う「定番需要」の減少である。
従来からあった、取引先への贈答（仕事花）、冠婚葬祭、仏花、物⽇需要等の減少が
これにあたる。定番需要の中⼼は「切り花類」と⼀部の「鉢物（胡蝶蘭等）」で、こ
れらの減少も 2000 年頃から始まった。「切り花類」の減少は、2018 年現在までジ
リジリと減少を続けている。 
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以上の⼆つの要因は、⽇本の経済社会の変化に伴う構造的な需要の減少であり、花き
産業の内部的な努⼒によって⼤きく挽回することは難しい。また、1995 年以前のバ
ブル期の影響を受けて膨張したマーケットの規模を再現することを⽬指すのは、⾮現
実的でもある。では、花き産業に挽回のチャンスはないのか︖ 

花き産業⾃⾝の課題として注⽬すべきなのは、第三の要因である。それは、花き産業
が新たな「売れ筋〜需要」を⼗分に取り込むことができなかったことである。これが、
花き産業を縮⼩させている最⼤の内部要因である。 

求められる多品種少量⽣産に最適化されたサプライチェーン  

では、なぜ「売れ筋〜需要」を⼗分に取り込むことができなかったのか。それは、サ
プライチェーンに参加するプレーヤー相互が、花きの流通にまつわる情報を共有・連
携して、全体の最適化を図る形になっていないからである。 

国産花きならではの優位点は、旬の花と少量多品種⽣産にある。この特徴を⽣かすの
が、鮮度と産地ブランドである。この⼆つを保った形で国産の花を⽇本の消費者に届
けることができれば、その強みは最⼤限に発揮される。この点については、⽇本の花
き業界の誰もが同意する点である。 

しかしながら、現状のサプライチェーンの振る舞いは真逆である。あるのは産地不問
の「コモディティ」14を扱うという振る舞いを続けるプレーヤーたちが集うサプライ
チェーンである。 

ü ⽣産者は、採花するまでの品質には細⼼の注意を払うにも関わらずポストハーベ
スト処理には関⼼が薄い。⾃分が⽣産して出荷された花きがどこに買われていっ
たのかは知らず関⼼も薄い。 

ü 卸売市場は販売先情報を共有することもなく情報のブラックボックスとなってい
る。 

ü 個別花店の 81%は産地表⽰をしていないし顧客は細かい品種や⽣産者には関⼼
がないはずだと考えている。 

部分的に⾒ると IT が導⼊されたり、⾃動化されたりしていて、部分的には「先進的」
な技術が採⽤されているが、全体としてみればバラバラで⾮常に古い体質のままであ
る。⽣産から販売まで、全体を最適化する情報の共有がないのである。 

                                         
14 コモディティ（英: commodity）とは、経済学において、完全または実質的な代替可能性を持つ経済的財ま
たはサービスである。誰がそれらを⽣産したのかに関係なく、市場はその商品価値を同等かほぼ同じとして扱
う。鉄鉱⽯、砂糖、⽶や⼩⻨といった穀物など、⼤半のコモディティは原材料、根幹資源、農作物、鉱業⽣産品
であるが、中には化学品やコンピュータメモリなど⼤量⽣産された製品もある。 



 23 

鮮度と産地がブランド価値になるサプライチェーンが求められる所以である。この
20 年来進化を続けてきた現代的なサプライチェーン・システムを導⼊すれば、多品
種少量に限らず、⼤量⽣産品の供給であっても効率的にこなすことができる。 

少量多品種を顧客の需要に合わせて効率よく供給するサプライチェーンのイメージ
は、コンビニチェーンの特に消費期限のある⽣鮮品のサプライチェーン・マネージメ
ント・システムを思い浮かべるとわかりやすい。 

例えば、地域に密着したコンビニがあったとする… 

ü その地域は⽼⼈が多く、お年寄りが好みの商品を買いに来て、「ついで買い」で
ほかの商品も買っていく。これがこの店の売り上げのベース。 

ü 全国規模で⾒て、お年寄りが買いに来る商品が売れ筋商品でない場合、「効率化」
を考えて商品リストから外した⽅が良いという結論になりがちだが、全国平均の
単品管理情報に頼って効率化を追求すると、地域の本当の顧客が買いたいものが
なくなってしまい、かえって客が減少する。 

ü そこで、そのコンビニ独⾃の販売情報と顧客特性を POS システムで細かく把握
すると、本当の「売れ筋」が⾒えてくる。その情報をサプライチェーン全体で共
有する。 

ü 売れるものを知った上で商品企画をする。その際にお年寄りが気にする、鮮度管
理、産地／⽣産者情報を付加価値として売り込みをして、常に顧客の欲しいもの
を揃える。 

 
図 7 コンビニのサプライチェーン 
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コンビニのサプライチェーンが花き産業にとってそのまま理想形であるとは⾔えな
い⾯も多々あるが、花き産業が「20 年来やり残してきた宿題」としてあげられてい
る以下の三点について、具体的なイメージがわく。 

「花産業をみると、(…低価格化の実現…商品を低コストで供給できる仕組み…と
いう)⼆つの条件が整わないままに 20 年間が過ぎてしまった。（花産業が）今後な
すべきことは…①チェーン⼩売業を育てること。②商取引と物流システムを組み替
えること。③商品の規格を変えること。いまの⽇本経済と同様に、わたしたちはず
いぶんと遠い道のりを歩いて⾏かなければならないようだ。」15 

この宿題の背景と解答に向けての⽅向性を整理することが、本調査の中⼼課題である。 

花き産業の基礎データ  

分析のベースとなる花き産業についての主な基礎データは以下にまとめた表の通り
である。 

表 3 花きの⽣産／供給 
種別 ⾦額(2016 年) 数量(2018 年) 

国産花き 3,790 億円  
国産切り花 2,152 億円 35.3 億本 
国産鉢物 971 億円 2.1 億鉢 
花壇⽤苗 319 億円 6.0 億苗 
花⽊類（根付き） 215 億円 - 
その他（芝、地被植物、球根類） 131 億円 - 

輸⼊切り花（中国産枝葉除く, FOB 推計） 700 億円 13.2 億本 
国産＋輸⼊計 4,490 億円  
うち卸売取り扱い 3.486 億円  

出所：農林水産統計「平成 30 年産花きの作付（収穫）面積及び出荷量」 

表 4 花き産業サプライチェーンの「プレーヤー」数 
サプライチェーン 件数 データ年 

⽣産者 約 58,000 ⼾ 2015 
農協（花き取り扱い） 360 2018 
花き卸売市場 117 市場 117 社 2018 
仲卸会社 322 社 2018 
売買⼈（複数の市場登録は重複カウント） 

⼩売を中⼼に、冠婚葬祭業者、インテリア
装飾、花束加⼯業者など。 

36,995 ⼈ 2018 

花・植⽊⼩売業（事業所数, 通販サイト含む） 
うち法⼈ 
個⼈ 

19,646 店 
8,036 店 

11,610 店 
2016 

出所：農林業センサス 2015, 花き卸売市場概要, 経済センサス 2016. 

                                         
15 引⽤元︓法政⼤学経営⼤学院イノベーションマネジメント研究科、⼩川孔輔教授、「花産業のパフォーマン
ス︓20 年後の成績表と処⽅箋」『JFMA ニュース』（2019 年 11 ⽉ 20 ⽇号） 
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表 5 切り花購⼊チャンネル別の購⼊⾦額シェア（推計値、単位％） 
切り花の購⼊チャンネル 1999 2004 2009 2012 2014 2016 
⼀般⼩売店 61.2 57.1 49.5 45.2 41.4 43.0 

個⼈花店 - - - 15.8 - 12.9 
法⼈花店 - - - 29.4 - 30.2 

スーパー（花束加⼯業者など） 19.9 23.0 28.3 29.7 29.8 30.0 
その他⼩売店 6.2 8.4 8.3 8.4 8.2 7.5 
通信販売 0.4 0.4 1.0 0.8 0.8 0.6 
直売所・道の駅等 12.2 11.1 11.9 15.9 18.7 18.8 

出所：総務省全国消費実態調査(1999, 2004, 2009, 2014)、経済センサス（2012, 2016）のデータから推計試算。 

 

2.1.2. 花き産業の⽣産から消費までの流れ  

 
出所：調査チームによる概算推計値(2016-18 年の各種データとヒアリング調査から推計) 

図 8 花き産業サプライチェーン・フロー概念図 

上の図は、花き産業の全体像につき「おおよその規模感と構造」を⽰す⽬的で試算し
た推計値を図としてまとめたものである16。各段階の概要は以下のとおり。 

                                         
16 図の中の数値は、2016-2018 の間で時点や標本の違うデータと聞き取り調査の結果から、全体のバランスを
描くことを⽬的に推計試算したもの。既存の各種統計データとは、その相対的な規模感の傾向としては整合性が
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⽣産〜国産と輸⼊品  

国内⽣産が 84%、輸⼊が 16% 

花き供給全体のうち、国内⽣産が 84%を占め、輸⼊は 16%である。輸⼊のうち 9 割
が切り花類で残りが球根類。苗もの／鉢物は植物検疫の関係から実質ゼロである。し
たがって、⼤づかみに⾔えば「輸⼊花き＝切り花」である。つまり、⽇本国内のマー
ケットでの「国際競争⼒」とは、「切り花」の国産と輸⼊を⽐較した競争⼒の話とい
ってよい。 

近年、切り花の輸⼊は増加しているが、国内⽣産の減少幅の⽅が輸⼊量の増加幅より
も⼤きい。したがって、「輸⼊が増加して市場が奪われたことによって国内⽣産が縮
⼩した」とは⾔い難い。むしろ、輸⼊は急速に進む国内⽣産の減少を下⽀えし、その
ことによって花き産業全体の縮⼩を押しとどめたという側⾯がある。 

輸⼊品は⼤量供給を求められる品⽬では国産と競合する部分があり、花きの平均価格
を下げる効果があったことは間違いないが、それをもって単純に「輸⼊増加によって
国産が減少した」と解釈してしまうと、⽇本の花き産業が抱える問題の本質を⾒失う
ことになる。 

 

花き⽣産農家が減少している理由〜花きが売れなくなったから  

花き⽣産農家の数は、⻑期にわたって減り続けている。2000 年には 88,000 ⼾であ
ったが、2015 年には 58,000 ⼾と 15 年間で三万⼾、34%減少している。減少の理
由は「花きマーケットの縮⼩」である。簡単に⾔えば「花が売れなくなったから」で
ある。同じ時期の花き産業の⽣産額（出荷額）動向を⾒ると、出荷額は 6,000 億円か
ら 3,800 億円にまで 37%縮⼩している。 

売り先が縮⼩しているので、花き農家も⽣産を縮⼩することになる。花き⽣産をやめ
て他の作物に転作したり、⽣産者の⾼齢化が進む中で後継者がいない場合は廃業する
場合もある。 

                                         
あるが、厳密には⼀致しない部分がある。したがって、図の中の数値は近年の構造を「つかみ」として⽰すもの
であり、トレンド分析等のような時系列数量分析⽬的で直接参照・使⽤することは想定していない。 
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近年では、数量だけでなく平均単価の低下も同時に進んでいるという。「売れなくな
った」うえに「儲からなくなった」。この単価の下落の原因は「安価な輸⼊品が増加
したからだ」という声がある。しかし原因はそれだけではない。輸⼊に対する国産の
差別化（品質の優位性の確保）が進まなかったことが⼤きい。 

もちろん、⾮常に⾼品質な国産は単価も⾼く、⾼級品需要家からの⽀持を受けて成⻑
している。国産には、季節性や⽇本⼈が好む淡⾊の花の供給については強みがあると
されているが、花き産業全体として⾒ると、その特徴が⼗分に発揮されているとは⾔
い難い。 

輸⼊品が増えた本当の理由〜安定した品質と鮮度  

2019 年に⼩幅ながら減少したとはいえ、⻑期的に⾒た場合、輸⼊品は堅調に増加を
続けてきた。増加の理由として最も影響が⼤きかったのは、輸⼊品の品質が⼤きく向
上したことである。 

2005 年ごろを境⽬として、それまで国産が強かった鮮度⾯での優位性がなくなった
とする⾒⽅が多い。「産地や⽣産者によってバラツキの⼤きい国産よりも安定してい
る」との声が聞かれる。輸⼊品のサプライチェーンには、海外の⽣産圃場から⽇本の
卸売市場まで切れ⽬のない⼀貫した鮮度保持システムが完備されたからである。 

輸⼊品は、鮮度以外にも⼤規模⽣産、周年⽣産、安定価格・安定供給による⼤⼝需要
家への⼤量供給（モノとしての競争⼒）に強みがある。淘汰されているのは、輸⼊品
と⽐較して割⾼と思われる品質と価格のものである。 

⽌まらない花きマーケットの縮⼩〜2019 年は輸⼊数量まで⼩幅減少  

これまで、国産の減少を補う形で増えてきた輸⼊の切り花であるが、2019 年は輸⼊
数量の対前年⽐で-1.9%と減少している。品⽬別に⾒ると、アフリカと中南⽶の花き
輸出国は、⽇本へのカーネーションとバラの輸出を減らして、欧⽶向けへの輸出の⽐
重を⾼めていると⾔われている。⽇本への輸出が増えているのは、東南アジアからの
キク類だけである。 

2019 年の東京都中央卸売市場６市場の切り花の⼊荷数量は-3.7％減であった。花き
マーケットの縮⼩は、国産だけでなく、輸⼊についても数量を減らす段階にきたとい
う懸念の声が聞かれる。 
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国産は採花から市場へ⼊荷するまでの間に鮮度が落ちてしまう  

⽇持ち保証販売をしている⼩売関係者によれば「国産は採花から市場へ⼊荷するまで
の間に鮮度が落ちてしまう」という。⽣産者レベルでのポストハーベスト処理17が不
⼗分、市場に輸送するまでのコールドチェーンの不備、物流が⼿作業に依存する部分
多く⾮効率だからである。これは、⽣産者の責任というよりは、鮮度や物流の改善の
ために必要な⼀連の処理や作業の有無が⽣産者価格に反映されていないため、⽣産者
にはその⼿間（コスト）を負担するインセンティブがないのである。 

⽣産者が「鮮度保持」や「物流改⾰」に投資しないのはなぜか  

なぜ⽣産者がポストハーベストに対して関⼼が薄いのか︖「花き⽇持ち性向上対策実
証事業」では約 1500 ⼈の⽣産者が⽇持ち対策認証を取得していることから明らかな
ように、その技術⾯での⼤切さについては⼗分に理解されているし、劣化の早い品⽬
については継続的に実施している⽣産者も存在する。にも拘わらず普及しないのは、
経済⾯の問題である。繰り返しになるが、⽣産者側でもコストを負担する「⽇持ちく
ん」、「リレーフレッシュネス」、JAS 等の品質保持認証を受けることによってつけ
たはずの「鮮度保持というブランド価値」が市場での値決めに反映されず（無視され
る）、鮮度保持のための努⼒が価格⾯で⼗分には評価されていないのである18。 

⽣産者によるポストハーベスト改善による⽇持ちの増⼤は、最終的には⼩売レベルで
のロス率の低下と収益の改善につながるが、そのぶんの対価は⽀払われていないこと
になる。これは、サプライチェーンの下流部分のプレーヤーたちによる「タダノリ」

                                         
17 「ポストハーベスト処理」とは、農作物の収穫後に鮮度や品質を保つために⽣産者や流通業者が⾏う処理のこ
と。葉物野菜や収穫直後に冷蔵保存庫に⼊れて⼀定温度以下にする「予冷」によって、その後の⽇持ちが⼤幅に
改善することが知られている。また、最近ではその弊害も指摘されているが、害⾍やカビの発⽣を防⽌するため
薬剤を散布、燻蒸する場合もある。花の場合は、採花後 30 分以内にエチレン感受性を下げる薬剤や糖分等の⼊
った⽔を吸わせる「前処理」を⾏うこと、すぐに「予冷を⾏うこと」等によって、その後の開花や鮮度保持⽇数
を⼤きく改善することが知られている。採花直後の⽣産者・産地レベルでの「前処理」がない場合、それ以降に
⾏われる鮮度保持効果も⼗分に発揮されない場合が多いことが指摘されている。 
18 農林⽔産省「花き⽇持ち性向上対策実証事業」、平成 27 年度事業の成果は、⽇持ち性向上対策品質管理認証
が広がったことにある。認証取得者は、⽣産者で約 1500 ⼈、⼩売店舗で約 200 軒増加して、累計で⽣産者 2
千⼈、⼩売店舗 400 件となった。⼤⼿チェーンはかなり参加しているが、⼀般⼩売店の参加が限られている。
⼀般⼩売店にどのように拡⼤していくかが今後の⼤きな課題である。…参加店 39 店舗のうち 36%の店舗で⽇
持ち保証販売によって売上が伸びたと報告されている。 

…課題は、認証費⽤の継続的な負担である。そのためには、認証が収⼊の増加に結びつく必要がある。⽇持ち性
向上対策を⽣産、流通、⼩売と実現して、これを具体的な花きの消費拡⼤につなげていかなければならない。欧
⽶或は⽇本における実績から⽇持ち保証販売は売上を増やしていく具体的な⼿段としても有効なことが分かって
いる。⽇持ち保証販売サポートサービスも利⽤して、先ず⽇持ち保証販売をやってみる、そして売上増を確認す
る。こういう事例が沢⼭出来れば、より顧客にアピールして⽇持ち保証販売取組み店が増えていく。 
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が⽣じていることになる。また⽇持ち保証の規格が複数あり、収斂されていないため
浸透しづらいとの指摘もある19。 

その結果、⽣産者は「鮮度ブランド」や「産地ブランド」といった「付加価値」には
無関⼼になる。その結果、花は「モノ」を超えることができなくなる。さらに、後で
触れるように、卸売市場が情報のブラックボックスで、誰が買っていったのかがわか
らない。そうなると、販売レベルで何が起きているのかについて関⼼が持てなくなる
（最⼤⼿の卸売会社は例外的に売り先情報を共有している）。 

⽣産者が「物流改⾰」に投資しないのはなぜか  

物流規格の合理化として、例えば短茎出荷は物流効率や廃棄物の減量など、全体とし
てのメリットは明らかである。ところが、むしろ市場の値決めではマイナスに評価さ
れる場合があるという。その他にも物流効率化につながることは⾊々と提案・実証実
験されているが（商品コード付け、台⾞、統⼀規格箱、共通パレットの導⼊…）、⾃
分たちに利益が還元されるかどうか不確かなので普及しない。 

対照的に、「契約⽣産」では以上に挙げたような改善策はすでに導⼊済みであること
が多い。では「全部契約⽣産にすれば良いのではないか」という考え⽅もあるが、実
際に少量多品種を含めた全ての品⽬について導⼊するのは無理である。 

契約⽣産⽅式による計画的な⽣産と販売は、需要側の動きが相当程度予測できる場合
にのみ適⽤可能である。つまり、契約⽣産の対象となるのは、周年で突然の⼤きな変
動もなく底堅い需要が⾒込める業務⽤の定番の花である。例えば、葬儀祭壇のための
⼤量の輪ギク需要がそれに当たる。 

これに対して、個⼈の嗜好品（ホームユース）需要では、季節性、地域性、流⾏の変
化によって需要は多様化・細分化し、少量多品種の⽐重が⾼くなる。業務⽤定番商品
とは異なり、その動きは読みづらい。そのため、現在主流となっている、定番品⽬の
⼤量買い付けを前提とした契約栽培⽅式は馴染まなくなる。 

                                         
19 平成 30 年度農林⽔産省国産花きイノベーション推進事業「花き⽇持ち性向上対策実証事業発表会」2019 年
3 ⽉、「花の JAS 受容性調査(国内・海外)及び花き国際認証の動向」（⻘⽊恭⼦⽒）︓ ⽣産者調査の結果、花
の認証は「業界のレベル向上」などの⾯が評価される半⾯、認証の費⽤対効果や需要への懐疑、また花では「標
準が⾒通せない」と躊躇もある。花の認証の全体構造を俯瞰すると、⽇本では⽇持ちくん、リレーフレッシュネ
ス、JAS と 3 つの⽇持ち管理認証が重複している。似た認証の混在は、⽣産者のコスト増や消費者の混乱を招く
恐れがある。最初の課題は、諸認証間の関係を整理し、ステップアップの「⾒通し」を提⽰することである。 

また、⽇本では、農業の他の認証スキームでは真中に GAP があり品質管理から環境、労働、安全までの課題領
域がカバーされているが、花きはそうではない。さらに、⽣産を含むサプライチーンの上流でも品質保証に空⽩
領域がある。 
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物流コストの上昇〜少量多品種⽣産者の出荷経路に関する選択肢を狭めていく  

規模の⼩さい⽣産者は出荷ロットが⼩さいことによって、運賃が割⾼になる。近年の
運賃上昇のため物流コストが⾼くなりすぎたため、従来は独⾃の出荷を⾏なっていた
⽣産者グループの中には、JA の部会にならざるを得ないところが出てきているとい
う。しかしながら、JA の提供する出荷プロセスの効率が良くない場合や、選別場所の
コールドチェーンが不備な場合、JA のいう「秀品率の基準が実需とズレている」場合
等については、⽣産者側としては品質保持や出荷規格に⼤きな不安が残ることになる。 

求められる多品種少量⽣産に最適化されたサプライチェーン  

国産花きの優位点は、旬の花と少量多品種⽣産である。この特徴を⽣かすのが、鮮度
と産地ブランドである。この⼆つを保った形で国産の花を⽇本の消費者に届けること
ができれば、その強みは最⼤限に発揮される。 

現状は真逆である。多品種少量⽣産であっても物流コストが上がらないようにする仕
組み、鮮度と産地がブランド価値を持つサプライチェーンが求められる所以である。 

流通〜卸売市場と市場外取引  

花き流通の 77%は卸売市場を経由 

花きの流通の 77%は卸売市場を経由している。したがって、卸売市場の「振る舞い
⽅」＝「値決め、価格形成の仕⽅、流通情報の出し⽅」が、少なからず現在の花産業
の状況を作り出している。卸売市場の基本的な機能は「⽣産者価格の決定」であるこ
とから、特に⽣産者の⾏動原理に与える影響は⼤きい。 

⽣産供給側から卸売市場を⾒た場合、「販売情報のブラックボックス化」が問題であ
るとの指摘がなされている。何が誰に売れているのかについて「情報の壁」となって
いるというのである。（花き卸売市場の中で取り扱い⾦額が最も⼤きい⼤⼿卸売会社
は、オンラインシステムで売買情報を共有しているが、例外である。） 

市場経由と市場外取引  

国内産地から出荷された各種の花きと、輸⼊された「切り花」は、それぞれ、卸売市
場経由の流通と、市場を経由しない「市場外」流通に分かれる。 

卸売市場経由のものは「出荷段階では売り先が決まっていないもの」で、市場で買⼿
と値段がきまる。ただし、市場経由であってもセリを⾏う以前に市場（⽣産者の委託
を受けた）と買参⼈との間で価格を交渉して売買を⾏う相対取引の⽐重が 6 割を超え
ていて、実際にセリで取引される量は少なくなった。とりわけ、⼤都市圏にある取引
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規模の⼤きい卸売市場でセリは減少傾向にあり、⼤量仕⼊れについては、相対取引が
主流である20。なお、⼤量仕⼊れの少ない地⽅の中⼩市場ではセリ取引が中⼼である。 

⼤都市圏で相対取引が増えている背景には、できるだけ早い時間に商品を確保したい
という⼤⼝需要家の事情がある。仲卸や花束加⼯業者も含む⼤⼝需要家の⼩売チャン
ネルは、スーパーやホーム・センターでの販売であり、朝の開店時間前に確保したい
と考えている。セリが始まる時間（朝 8 時が⼀般的）まで待っていると、間に合わな
い。 

⽣産者／供給側としては、相対価格はセリよりも⾼い値がつくことが多く有利な⾯が
多いとされている。また、⼀定規格の花を⼤⼝供給することができる⽣産者／輸⼊業
者にとっては、鮮度がもっとも⾼い早朝のうちに⼤半の花を売り切ることができると
いうメリットがある。 

相対取引には上記のようなメリットがある⼀⽅で、⼤量販売店の台頭と個⼈⽣花店の
淘汰を促した⾯もある。また、地⽅で⽣産された花の出荷が⼤都市圏の⼤規模市場に

                                         
20 中央市場の誕⽣や市場規模の拡⼤は、結果的にセリ販売の⽐率を下げるという傾向を⾒せている。 

第⼀に、⼤量仕⼊れのシェア拡⼤である。中央卸売市場の誕⽣により、切り花の世界でも仲卸が介在する流通が
シェアを伸ばすことになった。また、取引量の拡⼤によりスーパーやホームセンターなどの量販店による⼤量仕
⼊れが容易になり、市場流通においても、量販店への販売シェアが拡⼤することになった。 

第⼆に、早い時間に確保するためである。⼤量仕⼊れをする仲卸や量販店は、⻘果物の市場流通で⾒るように、
当⽇朝の開店時間に合わせて先取り（時間前相対取引）による品揃えを求める傾向が強く、⼤⼿の卸売市場業者
では彼らによる先取りが急拡⼤している。⼤⼝需要家の仕⼊れの量や品⽬は POS 販売データ等の動きから事前
に決まっていることが多い。 

第三に、セリ時間の短縮である。取引量の拡⼤はセリ時間を⻑くする結果を招き、⻑すぎるセリ時間は市場価格
を不安定にするなどの弊害が⾒られる。そのために卸売業者にとっても、セリ時間を短くする先取り（時間前取
引）や事前のオーダーによる注⽂取引を志向する傾向があり、結果的に⼤⼿市場ほど、それらの相対取引が拡⼤
している。 

⼤⽥市場花き部では切り花のセリ販売は全体の 1/3 にまで低下している。同様に、鉢物の取引では注⽂取引が拡
⼤する傾向にあり、セリ販売の⽐率は 6 割を切るようになった（⻘果物の市場流通では、セリによる販売⽐率が
20%以下というケースさえ⾒られる）。 

このように、⾸都圏の⼤規模市場ほどセリ販売の⽐率が低下し、また、近畿や中京地区の⼤規模市場においても
⾸都圏ほどでないにしても、相対販売の⽐率が増加する傾向にある。⼀⽅、中⼩の卸売市場においてはセリ取引
が中⼼である。 

セリ販売の⽐率が低くなる傾向は花き類よりも⻘果物や⽔産物などで顕著だが、この状況は「セリ売りまたは⼊
札」を取引の原則と定めた卸売市場法の精神に反するものとして、⻑らく問題視されてきたが、むしろ市場法が
実態にそぐわないという声が⾼まった。 

それを受けて、平成 12 年に卸売市場法の部分改正を⾏い、セリ売りの原則を取り外して、多様な取引を認める
⽅向で改正された。すなわち、セリ取引と相対取引のいずれを取引の中⼼に据えるか、各市場が指定できるよう
になった。東京都中央卸売市場の 5 市場に⼊場する卸売会社は、相対取引を取引の中⼼に据える選択をしてい
る。 
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集中するようになり、多くの花が⼀旦⼤都市に出荷されてから地⽅に転送されること
による輸送時間の増⼤と、地⽅中⼩市場の役割の縮⼩をもたらしている。21 

「市場経由取引」に対して、「市場外」は「契約で事前に売り先が決まっている取引」
で、ほとんどの場合「価格も決まっている」ものである。先に挙げている、契約⽣産
⽅式がその典型例である。 

「鮮度保持」や「物流改⾰」が値決めに反映されていない〜「囚⼈のジレンマ」  

すでに⽣産者に関する記述にある通り、卸売市場の値決めでは、⽣産者側の鮮度保持
のための認証取得が価格⾯で⼗分には評価されていない。また、物流規格の合理化（例
えば短茎出荷）は、全体としてのメリットは明らかであっても、むしろ市場の値決め
ではマイナスに評価される場合がある。 

全体では利益があっても⾃分（だけ）は損をする（かもしれない）と思っている限り
は、業界内のプレーヤー間での協⼒は成⽴せず、「⾮協⼒ゲーム」として⾏動するこ
とになる。とりわけ相互の情報交換が分断されていて、⾃分にも利益が配分されると
いう確証がない場合は、「囚⼈のジレンマ」22に陥り、協⼒をしないという選択をし
て皆が損をすることになる。分担する費⽤に⾒合った利益が⾏き渡ることを担保する、
明確で拘束⼒のある「合意」と「制度」23が⽋けているのである。 

業界の合意と制度によるタダノリ（外部性）の制限（内部化）  

以上のことは、経済学でいえば「タダノリ（フリーライダー）」が下流部⾨で発⽣し
ている状態である。このようなタダノリを解消するには、各種の改善が価格に反映さ
れるような制度を導⼊する必要がある。 

                                         
21 相対取引には効率的な⼤⼝取引を可能にしたというメリットがある⼀⽅で、⼤⼝需要者である量販店の台頭と
個⼈⽣花店の淘汰を促した⾯もある。また、⼤⼝仕⼊れが⼤都市の少数の卸売市場に集中することによって、遠
く離れた地⽅で⽣産された花の出荷もそれらの⼤規模市場に集中するようになったとされる。そのため、地⽅向
けの花についても⼀旦は⼤都市に出荷されてから地⽅に転送されるという「無駄な物流時間が増⼤」すると同時
に、地⽅の中⼩市場には花が集まりにくくなり市場の経営が悪化する⼀因となっているとの指摘がある。地⽅市
場の機能低下によって、地⽅にある⼩規模花店の品揃えが難しくなっているという。地⽅の個⼈花店は調達ロッ
トが⼩さく⼤都市からの仕⼊れがコストの関係から難しいために、地⽅の市場からの花の調達に頼る場合が多
い。地⽅市場の品揃えが悪くなると、地⽅の⼩規模花店も良い花が調達できなくなるという。 
22 囚⼈のジレンマ（しゅうじんのジレンマ、英: prisoners' dilemma）とは、ゲーム理論におけるゲームの 1
つ。お互い協⼒する⽅が協⼒しないよりもよい結果になることが分かっていても、協⼒しない者が利益を得る状
況では互いに協⼒しなくなる、というジレンマである。各個⼈が合理的に選択した結果（ナッシュ均衡）が社会
全体にとって望ましい結果（パレート最適）にならないので、社会的ジレンマとも呼ばれる。 
23 例えば、市場での荷捌きが⼤幅に合理化されるとわかっている「物流コード」が産地でつけられている商品は
市場⼿数料を割り引く、鮮度認証がある花は価格に対して認証コスト負担が軽減されるように⼀定の割合で上乗
せする等、価格に反映されていない「外部経済」を経済活動に内部化する。 
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最も単純な⽅法は、業界全体で鮮度認証や物流規格を標準化し、鮮度認証を満たして
いないものは取り扱いを拒否、物流規格外の荷姿のものには上乗せ⼿数料を徴収する
ことである。 

これは、花き流通で世界を制しているオランダがやっていることと基本的に同じロジ
ックで、業界主導で「制度による標準化の遵守」を進めて「全体としての効率化を⾼
める」のである。オランダが花き⽣産と流通で⽬覚ましい効果を上げているのは、こ
の強固な協調と協働があったからである。 

オランダがアフリカ産の花きをあえて呼び込むことを決断して⾶躍を遂げたように、
⽇本の花き業界が⼀丸となって制度化に取り組むことができるのか︖「努⼒⽬標」で
はなく、「費⽤と利益の再構成を伴う」調整になる。これまでの業界の動き⽅とは次
元の違う、公正で徹底した利害調整は避けられない。 

販売〜⼩売レベルの構造  

⼆極化する花店  

⼩売レベルは、⼤きく捉えて⾔えば「成⻑している会社組織の花店」と「衰退してい
る個別花店」に⼆極化している。切り花の購⼊チャンネル別のシェアを⾒ると「個⼈
花店 13%」と「その他（直売所・道の駅等）19%」を除く少なくとも 68%分につい
ては、POS システムなどで販売データを蓄積する仕組みを常備していると考えられ
る業態の販売店24が供給している。 

表 6 切り花購⼊チャンネル別のシェア（推計値、単位％） 
切り花の購⼊チャンネル 1999 2004 2009 2012 2014 2016 
⼀般⼩売店 61.2 57.1 49.5 45.2 41.4 43.0 

個⼈花店 - - - 15.8 - 12.9 
法⼈花店 - - - 29.4 - 30.2 

スーパー（花束加⼯業者など） 19.9 23.0 28.3 29.7 29.8 30.0 
コンビニエンスストア 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 
百貨店 2.6 1.8 1.8 1.6 1.4 1.2 
⽣協・購買 1.7 2.8 2.6 2.8 2.9 2.7 
ディスカウントストア・量販専⾨店 1.7 3.4 3.5 3.5 3.4 3.1 
通信販売（インターネット） 0.0 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 
通信販売（インターネット以外） 0.4 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 
その他（直売所・道の駅等） 12.2 11.1 11.9 15.9 18.7 18.8 

出所：総務省全国消費実態調査(1999, 2004, 2009, 2014)、経済センサス（2012, 2016）のデータから推計試算。 

                                         
24 販売⾦額の 66%に含まれるのは、⻘⼭フラワーマーケットや⽇⽐⾕花壇のような⼤⼿花店、⼤型園芸店、花
束加⼯業者（スーパー）、その他の「B to B」主体の販売主体、EC 等だと推測される。 
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販売シェアの⻑期的な推移を⾒ると、販売額における「⼀般⼩売店」のシェアの低下
と、「スーパー」のシェア拡⼤が⽬⽴つ。ここで、注意が必要なのは、スーパーの花
売り場は、専⾨の花束加⼯業者への運営委託であることが多い点である。 

スーパー関係者へのヒアリングによると、売り場の運営は仕⼊れから販売まで加⼯業
者に任されていて、実態としては独⽴したテナント花店に近いという。スーパー本体
が仕⼊れや加⼯について直接関与しているケースはまだ少数派だとのこと。花束加⼯
業者は、仲卸部⾨や直営⼩売り店舗を持つものも多く、総合的な花き販売グループと
して活動している。⾃社ブランド店舗を展開する⼤⼿チェーン花店のように⽬⽴つ存
在ではないが、販売レベルでの実需家としては⾮常に⼤きい存在となっている。 

トータルで⾒ると「⼀般⼩売店」はシェアを減らし続けているが、詳しく⾒ると成⻑
するものと衰退するものに⼆極分化している。法⼈組織の花店のように「データ収集
分析能⼒のある」ところは成⻑しつつあり、古い売り⽅で既存マーケットに依存して
きた花店は急速に淘汰されつつある。25 

店頭販売をする店舗の動向で⾒ると、ここ 4 年間で、個別の花店は店舗数も売り上げ
も減少しているのに対して、法⼈組織の花店は店舗数（本⽀店数）も売り上げも増加
している。その結果として、法⼈花店（30%）とその他の⼤型流通(57%、うち 30%
がスーパー)が全販売額の 87%を占める。 

 

表 7 花・植⽊⼩売業の店頭販売⼩売事業所数（法⼈・個⼈別）、年間商品販売額 

年次 
法⼈ 個⼈ 合計 

事業所数 販売額 
（百万円） 事業所数 販売額 

（百万円） 事業所数 販売額 
（百万円） 

2012 5,574 258,741 10,264 140,793 15,838 399,534 
2016 6,297 281,897 9,245 122,668 15,542 404,565 
増減率 13% 9% -10% -13% -2% 1% 

出所：総務省経済センサス(平成 26、28 年版) 

この流れについて「⼤型チェーン店が個別店のマーケットを奪っている」との⾒⽅が
⽰されることもあるが、本質はそうではない。価格競争というよりは、販売データ・
顧客データの蓄積、新しいターゲットの発⾒と取り込み、マーケット開拓⼒の差によ
るものと考えられる。 

                                         
25 個別花店の件数は⼤幅に減少している。スーパーや⼤型専⾨店の台頭によって、多くの町の⼩売店が取って代
わられたのと同様である。個別花店の経営者は⾼齢化しつつあり、引退すると同時に店を閉めるという場合が増
えつつあるという。ただし、そのスーパーも元は町の⻘果店や⼩売店であったものが、業態を変えて成⻑したも
のが少なくない。花店も同様である。 
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例えば、全体としては売り上げシェアが 13%にまで減少してきた個別花店について
も、その全てが⼀様に衰退しているわけではなく、⾮常に優秀な個別店も存在する。
POS システムを導⼊し、鮮度保持認証を受け、対⾯販売も強い。そういう店は、個別
店全体のトレンドとは逆に成⻑している。また、フラワーデザイナー主導の⾼級店や
B to B の常連顧客ベースを持つ個別店も強い。 

規模の⼤⼩に関わらず、成⻑している販売店に共通しているのは、マーケットと顧客
をよく研究し、選択と集中によって⾃店のターゲットを定めていることである。強い
⼩売店では、対⾯販売の強みである顧客サービス（商品情報と販売履歴を参照した上
でのきめ細かな個別対応）に情報を活⽤している。 

求められる差別化〜進まない⽣産と販売の情報共有  

⼩売レベルで「花」の付加価値をあげるには、「旬／季節感」、品種ブランド、産地
ブランド、⽣産者ブランド、認証ブランドなどといった、⼀般消費財（モノ）とは違
った差別化要素を加えることが求められる。これらの付加価値をつけるということは、
花の産地から販売までのトレーサビリティ26を確保することでもある。トレーサビリ
ティは、流通合理化や問題発⽣時の遡及・追跡だけでなく、⽣産者が⾃分の作った花
が「どこでどのように売れているのか」を理解するためにも不可⽋である。 

しかし、トレーサビリティ確保への取組率はきわめて低い。記録の整理・保存に⼿間
がかかることや、取組の必要性や具体的な取組内容がわからない、認証に費⽤がかか
る、などの理由から、特に中⼩零細⽣産者での取組率が低い 

他⽅、花店側は POS 等を導⼊・活⽤している場合であっても、それが必ずしも⽣産
者側からのデータと紐付けされたり⽣産者側にフィードバックされているとは限ら
ない。販売店は、「販売データ」は持っているが、⽣産者から JA〜市場を経由する
77%の部分では「市場が情報の壁」となって⽣産者側からの情報が途切れてしまい、
逆に⽣産者側への情報フィードバックはなされておらず、連携もできないことが少な
くない。また、事業所数としては多数派である個別花店になると、そもそも販売デー
タを持っていないことが多い。 

個別⽣花店の⼤半は花を「モノ（差別化できないコモディティ）」と⾒ている  

個別⽣花店は「販売データ」を持っていないことが多いだけでなく、すでに触れたと
おり、⽣産者側から提供される「情報」についても、それを「付加価値」として顧客

                                         
26 トレーサビリティ（英: traceability）は、物品の流通経路を⽣産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階ま
で追跡が可能な状態をいう。⽇本語では追跡可能性（ついせきかのうせい）とも⾔われる。 
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に⽰してアピールする必要性はないと考えている。花は「差別化できない素材（コモ
ディティ27）」と⾒ている。 

第⼀に、鮮度情報を発信するのに積極的でない個別⽣花店が多数派である。JFTD ⽩
書 2019 年版によれば、鮮度保持に関わる「MPS の認証を受けている 2.2%」、「⽇
持ち保証販売をしている 1.9%」と⾮常に少ない。 

もちろん、品質管理がなされていないわけではなく、鮮度管理に対する「意識」は相
当程度浸透していて、それぞれに⾊々な管理⽅法を⼯夫・実践している。しかし、認
証という客観的で科学的根拠の明確な評価尺度を導⼊したり、⽇持ち保証販売をする
ことで顧客にアピールするところまで踏み込んでいる個別花店は⾮常に少ない。認証
も受け、⽇持ち保証販売も実践している⼤⼿チェーン店との差は開くばかりである。 

第⼆に、鮮度表⽰だけでなく、「産地表⽰」が付加価値になるとは考えていないとこ
ろが⼤多数で、「産地表⽰をしていない」という回答が 81.1%である。産地表⽰をし
ない主な理由については、「仕⼊れる⽇によって産地が違う（表⽰するのは⾯倒） 
42.2%」、「仲卸以降に⽣産地情報が伝わっていない︓18.8%」、「⾊々と取り混ぜ
て花束にするので産地表⽰はなじまない︓17.2%」などの意⾒がある。こういった意
⾒に共通するのは「産地がどこであるかについて、買いに来る顧客は関⼼がないはず」、
すなわち「顧客は花をモノ（差別化されない素材）としてしか⾒ていないはず」とい
う認識である。 

全てのものについて産地表⽰をする必要はないにしても、「花」の履歴についての情
報をつけて売ることによって付加価値が上がるという捉え⽅をしないと、花の単価は
上がらない。「モノ」＝「コモディティ」を売るというビジネスモデルから離れない
限り、価格競争だけが繰り返されることになるお。⼤⼿チェーン店では、鮮度だけで
なく、産地ブランドについても熱⼼に取り組んでいる。 

なお、⽣花店にとって花は素材で「花束やアレンジメントへの加⼯といったサービス
こそが付加価値であり、それで販売を確保する」ということであれば、それはそれで
明確な経営⽅針である。しかし、そうであっても販売・顧客データは重要で、どのよ
うな花束・アレンジメントが、どのような顧客に売れているのか、平均在庫⽇数と廃
棄率、⼈件費、限界利益率といったデータは経営管理のために必要である。 

デザイン⼒で注⽬されて成⻑している個別花店の多くが、実は POS システムを導⼊
済みで、販売・顧客データを蓄積・分析している。強い花店はイメージ戦略だけに頼
                                         
27 コモディティ（英: commodity）とは、経済学において、完全または実質的な代替可能性を持つ経済的財ま
たはサービスである。誰がそれらを⽣産したのかに関係なく、市場はその商品価値を同等かほぼ同じとして扱
う。鉄鉱⽯、砂糖、⽶や⼩⻨といった穀物など、⼤半のコモディティは原材料、根幹資源、農作物、鉱業⽣産品
であるが、中には化学品やコンピュータメモリなど⼤量⽣産された製品もある。 
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ることなく「何が売れるのか・利益が上がるのか」を客観的に掴む⼿段を持って⾏動
している。 

多くの個別花店が抱える課題は、⽣産から販売までを垂直統合してワンパッケージに
したチェーン店、フランチャイズ、⼤型店によるサプライチェーンであれば、ほとん
どの問題は解決されるが、その点については、「今後の⾒通しで」の項⽬で後述する。 

2.1.3. 花き産業縮⼩の原因と対策  

サプライチェーン再編を阻む「⾮協⼒ゲーム」体質  

花き産業の 77%は「⾮協⼒ゲーム」体質で動いている  

花産業は「売り物の中⾝や売り⽅」を議論する以前に解決すべき問題に直⾯している。
それは、販売側と⽣産側との間に「何が売れるのか／何を作るのかを相互にフィード
バックする仕組みがない」ことである。必要なのはサプライチェーンの再編である。 

 
出所：調査チームによるヒアリング調査から 

図 9 ⾮協⼒ゲーム型サプライチェーン 

すでに触れてきたように、出荷額の 77%が通る市場経由のサプライチェーンの随所
で「⾮協⼒ゲーム」に陥っているのがその原因である。⾮協⼒ゲームでは情報共有と
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合意がないため、「何が新しい売れ筋なのか」がわからない。プレーヤーは「⽬隠し
状態」でバラバラに⾏動することになる。そうなるとますます改⾰が進まない、とい
う悪循環になる。28 

花き産業の⼆つの顔〜「縮⼩」と「成⻑」  

⼆極化する花産業〜「縮⼩」と「成⻑」が同時に進んでいる  

「花き産業の成⻑」とそれを実現するための「サプライチェーンの再編」のあり⽅を
検討する⼤前提として、まず再確認しておく必要があるのは、花産業のすべてのプレ
ーヤー（事業主体）がマイナス成⻑に陥っているわけではないという事実である。 

花産業には「新しい売れ筋」を開拓して⼒強く成⻑を続けている有⼒プレーヤーが、
⽣産レベルにも販売レベルにも存在する。すなわち、花産業は構造的に縮⼩傾向にあ
る「既存市場依存」で停滞・縮⼩している「縮⼩グループ」と、「売れ筋」を掴んで
成⻑している「成⻑グループ」とに⼆極化しつつある。 

花き産業が全体（総合計）として⾒ると縮⼩しているのは、総量としてみた場合、「成
⻑グループ」は少数派に⽌まり、その成⻑分が構造的な減少分を取り戻す⽔準には達
していないことを⽰している。 

花き産業の課題と将来を考える場合、同産業には⼆つのグループが存在し、両者のビ
ジネスモデルや⾏動の仕⽅は「別物」であるということを再確認しておく必要がある。
両者の⾏動原理を⼤まかに分類すると、縮⼩グループは「⾮協⼒ゲーム」、成⻑グル
ープは「協⼒ゲーム」である。 

需要に合わせて変化できない「⾮協⼒ゲーム」  

⽣産側と販売側の関係が「⾮協⼒ゲーム」である場合と「協⼒ゲーム」である場合で
は、物流改善に対する取り組み⽅は全く異なる。「⾮協⼒ゲーム」では、新たな「売
れ筋」がつかめていない。そのような状況では、「物流の合理化によるコスト引き下
げ」や「鮮度向上による⽇持ち保証」等といった技術要素だけを改善しても「反転成
⻑」は望めない。花きは嗜好品であり、単純に価格や品質だけで「売れ筋」が決まる
ものではないからである。29  

                                         
28 ゲーム理論において、⾮協⼒ゲーム（ひきょうりょくゲーム、英: noncooperative game）とは、プレイヤ
ーが提携しないゲームを指す。協⼒ゲームと⾮協⼒ゲームとの区別は「制度的なもの」であり、プレイヤーが拘
束⼒のある合意を形成する制度的な枠組みがない場合、そのゲームは⾮協⼒ゲームである。 
29 嗜好品が売れるのはそれを買うことに伴って「満⾜度、幸福感、感動」と⾔った形にはなりにくい付加価値が
評価されているからである。したがって、花を購⼊した時の「体験」が重要な要素となる。「もの」としての花
の品質が良いことは必要条件であってそれだけで⼗分とは⾔い難い。⼩売の対⾯販売こそが、その「花」につい
て「モノ」以上の価値を与えるチャンスである。しかしながら、⼤部分の⼩売店では「産地表⽰」をしておらず
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また、物流改善を阻む慣習が根強くあるという指摘も多い。業界として呼びかけてい
る新しい輸送規格や商品規格の導⼊による物流改善に向けての試みについても「参加」
はするものの「余計な出費や⾯倒な利害調整は避けたい」という思いがあり、⼤きな
動きになる様⼦はない。 

例えば、⽣産〜物流〜販売のすべての段階で効率化が期待される短茎出荷（キクなら
ば 75cm 程度）への転換は、卸売市場経由である限りは望めないという声が多い。多
くの卸売市場では、従来からの「⼤は⼩を兼ねる」という発想によって「キクは 90cm
という⻑い茎⻑でなければ⾼い値がつかない」という商慣⾏が変わっていないからだ
という。卸売市場経由の出荷をメインとする⽣産者にすれば「市場でいい値段がつか
ない」のであれば短い茎⻑には転換し難い。 

当然のことながら、花きは「⽣鮮物」なので物流⾰新による鮮度品質の向上は極めて
重要である。とりわけ「⾮協⼒ゲーム」の中ではこの部分についても他の産業に⽐べ
て⼤きく⽴ち遅れているので改善の余地は⼤きく、改善は急務である30。しかし、そ
れと同時に重要なのが「売れるもの」を掴み、ターゲットを定め、⽣産・提供する体
質へと転換することである31。 

成⻑を⾒せる「協⼒ゲーム」〜垂直統合型サプライチェーン  

他⽅、花き産業でも成⻑している部分がある。それは、国内出荷額の２割前後に当た
る「市場外取引」で、「協⼒ゲーム」にしたがって流通している部分である。市場外
取引の中⼼をなすのは契約⽣産と輸⼊で、そもそも販売側と⽣産側が契約したうえで
取引が進められているので、販売と⽣産の間に「協⼒ゲーム」が成り⽴っている。こ
のような⽣産（上流）から販売（下流）まで統合された協⼒関係のことを、ここでは、
「垂直統合型サプライチェーン」と呼ぶこととする。32 

                                         
「もの」扱いになっている。「どんなにいい花をつくっても、市場に⾏くと数字になってしまう。⼤事な情報が
コミュニケーション不⾜で「もの」になってしまって感動が伝わらない。」という声がよく聞かれる。 
30 ⾃前のサプライチェーンを持つ「協⼒ゲーム」参加プレーヤーについても、卸売市場を経由する既存のサプラ
イチェーンからの調達も少なくない。したがって、産業全体にメリットがあることは間違いない。 
31 新しい標準規格の導⼊などによって物流効率が改善されることは、数々の実証事業で証明されている。にもか
かわらず、「⾮協⼒ゲーム」のプレーヤーの間では、新規投資をしてまで既存の物流システムから換えようとい
う動きは⾒られない。「投資に⾒合うだけ成⻑できるという⾒込みがない」と思っているからである。 
32 個別の⼩規模花店であっても、POS を⼊れて販売データ／顧客対応を充実し、鮮度保証をして、売り上げを
着実に伸ばしているところもある。異業種からの転職・参⼊で「黙っていても売れた時期」を経験していない花
店である。 
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垂直統合型サプライチェーンのメリットは明らかである。⽣産から販売まで、契約と
いう拘束⼒のある制度によって⼀つの⽬的を共有し利益確保をあらかじめ担保する
ことで、明確な「協⼒ゲーム」が成⽴する。 

「協⼒ゲーム」では、プレーヤーが共通の⽬的を持つひとまとまりのグループとして
動いている。販売データを蓄積し、「売れ筋」を掴み、様々な選択肢の中から次なる
売り込み共通のターゲットを定めて⾏動している。ターゲットがはっきりしているの
で、それぞれに最適なサプライチェーンの構築を積極的に進めることが可能となる。 

決め⼿となっているのが、「売り先主導」による「⽣産から販売までの垂直統合」で
ある。販売レベルが全体の中⼼となるので、マーケットの動向とターゲットの絞り込
みを想定した商品企画が⾏われ、それに沿って⽣産が⾏われる。安定価格・安定供給
によって、⽣産者側も販売側も変動リスクを減らし計画的な経営が可能となる。
「90cm の⻑茎を欲しがる売り先がいたらどうしよう…」というような⼼配はない。 

垂直統合されたサプライチェーンでは、新しい輸送規格や商品規格の導⼊による物流
改善はどんどん進む。商品企画はもちろんのこと、実需に合わせた物流規格、鮮度保
持の仕⽅についても販売時に最適な状態を保てるように⼀貫した管理が取り⼊れら
る。実証事業で進めようとしていることのほとんどが、すでに取り⼊れられていると
いっても良い。バイヤー側の花店は、⽣産農家に対して商品規格や輸送規格も含めて
直接契約しているから問題ないのである。 

個別の⽣産者の責任が明確なので、⽣産者の産品に対する責任（オーナーシップ）は
出荷後も保たれる。花き産業の成⻑に向けての「あるべき姿」がここにある。 
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図 10 ⼤規模チェーン店型サプライチェーン 
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図 11 仲卸・花束加⼯業者型サプライチェーン 

求められるマーケットの動きに対する感度を上げる仕組み・制度  

花きは嗜好品である  

花のような嗜好品の「売れ筋」は、実際の商品企画と販売実績／顧客分析を通じて⾒
出していく以外に⽅法はない。つまり「新たな売れ筋を掴む」には、「需要サイド主
導」で「何を商品（売り物）とするのか」を決め、それに最適な「サプライチェーン
のあり⽅」を柔軟かつ迅速に導⼊することが必須条件である。このような分析と対応
進める仕組みは、他の産業ではごく⼀般的に存在する。 

特に、⽇本経済がデフレ経済に陥ってからは、⾼度成⻑期に⾒られたような⽐較的単
純でわかりやすい定番商品が右肩上がりで伸びていく需要はなくなってしまった。今
の産業界に求められるのは、どんどん個別化・細分化・階層化するマーケット（需要
サイド）を細かく分析し、どこで勝負するのか売り先ターゲットを定めて、そこに向
かって売れそうな商品を企画し、売り込むことである。そのためには、以下の三つの
要素が求められる。 

(1) マーケット分析と商品企画のサイクル︓情報技術（ICT）の普及と相まって、個
別化・細分化・階層化するマーケット（需要サイド）を分析するツールは急速に普及・
進化している。 

(2) 選択と集中︓多様化するマーケットの中から、成⻑分野・得意分野にターゲット
を定める。特徴を出す（低価格なのか、⾼級／⾼品質なのか、ブランド化した商品価
値なのか）。中途半端は⽣き残れなくなりつつある。 

(3) 流通⾰命による効率化・⾼付加価値化︓選択と集中が進むと同時に、サプライチ
ェーンも⼤きく変化し、いわゆる「流通⾰命」を経験している。最初は単純な⼤量輸
送であったものが、次第にコールドチェーンや⾼⽔準の鮮度保持技術といった⽣産か
ら販売までを⼀貫したシステムとして構築された⾼付加価値物流に発展している。例
えば鮮⿂輸送の進化による⽔産物消費の多様化・⾼付加価値化は眼を⾒張るものがあ
る。 

花き産業の「多数派」はなぜ取り残されているのか〜「囚⼈のジレンマ」  

花き産業（「多数派」）は、他の産業では当然のこととなっている三つの変⾰から取
り残されている。では、なぜ「多数派」は取り残されているのか︖三つの変⾰はトー
タルなシステムとして⽣産から販売まで⼀体的に導⼊される必要があり、全体の利益
を最⼤化する「協⼒ゲーム」が求められる。 
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しかしながら花き産業は、「⾃分には変⾰の利益が還元されず損をするだけ」という
理解で、それぞれが必要とされる⼿間（費⽤）を実践（負担）しようとしない⾮協⼒
ゲームの中で、情報共有・協⼒をしないために結局のところは全員が損をする「囚⼈
のジレンマ」33に陥っている。 

花き産業で進みつつある「協⼒ゲーム」〜垂直統合  

花産業の各プレーヤーが「協⼒ゲーム」へと転換するためには、拘束⼒のある合意を
形成するための制度的な枠組みを作ることが必要となる。ではどうするか︖ここが、
販売レベルを起点とした垂直的統合が求められるところである。 

すでに進展しつつある垂直統合とそのプラスの効果  

すでに垂直統合は始まっている。その核となっているのはマーケット情報／顧客情報
に⼀番近い位置にいる⼩売販売業者である。⼩売業には⾊々なものがあるが、垂直統
合を主導しているのは、⼤型花店、チェーン店、花束加⼯業者で、主に法⼈形態の⼩
売店である。⼩売業だけでなく、仲卸、冠婚葬祭⽤の業務花、スーパー向けの花束加
⼯業等を同じ企業グループとして持っている場合も多い。 

最近伸びているとされる「スーパー・量販店」での切り花の販売は、実体としては、
花束加⼯業者による花売り場の委託運営であることが多い。法⼈組織の花店が⼩売の
中⼼を占めつつあることは、事業所数の推移に如実に表れている。 

表 8 花・植⽊⼩売業（専業）の年次別の事業所数（法⼈・個⼈）、従業者数、年間商品販売額 

年次 
事業所数         従業者数 

(⼈) 

年間商品販売額 

(百万円) 計 法⼈ 個⼈ 法⼈ 個⼈ 
1991 25,994 6,293 19,701 24% 76% 80,386 788,412 

1994 26,300 7,541 18,759 29% 71% 87,437 822,840 

1997 26,692 8,294 18,398 31% 69% 90,743 876,293 

1999 28,667 9,225 19,442 32% 68% 104,293 901,822 

2002 27,170 9,063 18,107 33% 67% 101,085 800,040 

2004 26,370 9,040 17,330 34% 66% 96,272 776,313 

2007 24,228 8,633 15,595 36% 64% 87,424 689,104 

2012 21,792 8,624 13,168 40% 60% 76,827 422,308 

2014 20,965 8,535 12,430 41% 59% 73,942 418,989 

2016 19,646 8,036 11,610 41% 59% 68,642 455,793 

                                         
33 囚⼈のジレンマ（しゅうじんのジレンマ、英: prisoners' dilemma）とは、ゲーム理論におけるゲームの 1
つ。お互い協⼒する⽅が協⼒しないよりもよい結果になることが分かっていても、協⼒しない者が利益を得る状
況では互いに協⼒しなくなる、というジレンマである。各個⼈が合理的に選択した結果（ナッシュ均衡）が社会
全体にとって望ましい結果（パレート最適）にならないので、社会的ジレンマとも呼ばれる。 
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出所：総務省経済センサス(平成 28 年版) 

法⼈事業所数は 1991 年には 24%に過ぎなかったが、2016 年には 41%まで増えて
いる。逆に個⼈事業所数は、1991 年には 76%であったものが⼤幅に減少し、2016
年のシェアは 59%である。 

もう⼀つ注⽬すべきことは、1999 年に最⾼額を記録して以来、2014 年まで⼀貫し
て減少し続けていた店頭⼩売販売額が、2016 年に増額に転じたことである。この増
額を実現したのは、法⼈事業所の増加と販売額の増加であった。個⼈はいずれも減少
している。 

表 9 花・植⽊⼩売業の店頭⼩売事業所数（法⼈・個⼈別）、年間商品販売額 

年次 
法⼈ 個⼈ 合計 

事業所数 販売額 
（百万円） 事業所数 販売額 

（百万円） 事業所数 販売額 
（百万円） 

2012 5,574 258,741 10,264 140,793 15,838 399,534 
2016 6,297 281,897 9,245 122,668 15,542 404,565 
増減率 13% 9% -10% -13% -2% 1% 

出所：総務省経済センサス(平成 26、28 年版) 

望まれる協⼒ゲームへの転換  

すでに⼩売店頭販売額の過半を「協⼒ゲーム」組で占めるようになったのであれば、
あと少し「協⼒ゲーム」組に頑張ってもらい、このまま「⾮協⼒ゲーム」組が⾃然淘
汰されるのを待てばそれで良いのか︖ 

⺠間の経済活動では、競争や淘汰は避けられないし、今後も進むものと考えられる。
⾃⼰変⾰ができないために陳腐化し、競争⼒をなくしていくものを延命しようとする
と、莫⼤なコストを⽣むことが少なくない。しかしながら、現在のまま「⾮協⼒ゲー
ム」が続くのを放置することも、無意味な延命策を講じるのと同様に⼤きな社会経済
資源の浪費となる可能性がある。特に、「⾮協⼒ゲーム」から「協⼒ゲーム」への「転
換」が可能なプレーヤーについては、現実的な⽬標を持って今以上に業界再編を加速
し、転換の意志を持つプレーヤーの多くが協⼒ゲーム側に合流しやすい環境を整備す
ることが望ましい。 

では、「⾮協⼒」型から「協⼒」型に転換するために必要なことはなにか︖ 

国内花き⽣産者は「協⼒ゲーム」に参加しているのか︖  

花き⽣産農家（⽣産者）が「協⼒ゲーム」に参加する形として⼀般的なのは、販売側
への契約サプライヤーとなることである。契約を結ぶことによって⽣産者には、安定
した販売先と販売価格が約束されると同時に、納期や品質、商品規格を守ることが義
務付けられる。 
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⽣産の規模やロットが⼩さいものについては、契約の対象となりにくいという制約が
ある。これをどうするのか︖⽇本は零細⽣産者による少量多品種が多い︖⽇本の花市
場の特徴である季節感、国産ならではの「旬の花を提供する」という特徴と強みを発
揮する部分はここ。 

(1) 販売レベルとの情報共有をする。かなり詳細かつ具体的に、何がどのように売れ
て、売れないものは何か、売りやすくするにはどうしたら良いのか、できるだけ商品
企画に近いレベルで情報を共有する必要がある。契約販売は⼀つの有⼒な⽅法。でき
るだけ「産地ブランド」や「品種のうんちく」を売り物にしようと考えている販売店
との繋がりを強めると良い。 

(2) 物流経路にいる JA、市場、仲卸についても⼩売レベルと同様の関係ができるの
が望ましい。この中では、仲卸や花束加⼯業者（特に⼩売もやっているところ）が最
も敏感にマーケット情報を蓄積分析し、「産地ブランド」にも理解がある場合が多い
という。JA は産地ブランド化に熱⼼で⽣産者サポートとして活躍しているところが
ある⼀⽅で、⽣産者との協⼒・協調関係があまり緊密ではないところもあると⾔われ
ている。 

(3) 新物流規格を導⼊して物流コストを下げる︓⽣産者の規模が⼤きくて契約⽣産や
直販の道がひらけている場合は物流コストの負担能⼒があって、JA は経由しなくて
も成り⽴つ。新しい商品規格・物流規格もすでに導⼊済みであることが多い。問題は、
⽣産ロットが⼩さく、JA の部会となってその物流ルートを使わないと、昨今の上昇
著しい物流コストの負担ができない場合である。効率的な新しい物流規格モデルを導
⼊する必要があるが、新規格では市場で良い値段がつかないという。全国の JA と地
⽅市場は新規格を推進するつもりはあるのか︖ 

(4) ⽣産者によるポストハーベストの実施︓⽇本の⽣産者は、栽培については⾮常に
熱⼼で、⾼い技術を持っている。その⼀⽅で、ポストハーベストについては無関⼼で
あることが多いといわれている。⽣産者レベルで MPS-ABC や、⽇持ち品質保証など
の認証を取得しても、古いシステムのままの市場では、これらの情報が単価に影響し
ないからである。これらの認証が価格に反映されないような市場はどんどん淘汰され、
正当に評価する市場だけが残るような環境を作る必要がある。（どうやるのかは検討
課題） 

(5) JA による共選と個選〜個選出荷による新興市場への積極的な売り込み︓ 

⼀般的に、JA を通すと共選になる。共選とは、共同選果のことで、その JA の出荷所
で選別を⾏い、その出荷所のブランドで出荷を⾏う。そのため、個別の⽣産者の顔が
⾒えづらくなり、良いものを作る⼈もいれば、低いレベルのものを出す⼈もいて、品
質が必ずしも単価に反映しない⼀つの原因となっているという。 
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それに対して、個選は、個⼈別選果のことで、⾃⾝の責任で選別を⾏う。そのため、
個⼈のブランドで出荷できるメリットもある⼀⽅、実績が少なく信⽤に値しないブラ
ンドも数多く存在するため、市場関係者からは⼀段低く⾒られている場合がある。 

個選出荷ならば、慣例や縄張りは意味がないという判断で、これまでのつながりとは
関係なく、積極的に新興市場に売り込みをかける⽣産者も⾒られる。例えば、MPS 認
証を評価するようになった地⽅市場に売り込んだ結果、好価格でスタートした例があ
ったという34。このような販路（いいものを出せば、満⾜のいく単価で購⼊してくれ
る卸売市場）が⾒つかれば、既存の卸売市場のシステムにのせた⽅が効率はいい。⼤
きな⼿間と費⽤がかかる「六次化（通販等）」も考える必要性がない。 

 

⼩規模⽣産者の受け⽫となるべき卸売市場はブラックボックス化している  

ここで期待されるのが、⼩規模⽣産者の受け⽫となっている地⽅卸売市場の役割。し
かし、現状ではあまり役に⽴っていない市場が少なくないとの指摘がある。 

(1) 情報のブラックボックス化︓東京にある⽇本最⼤の花き市場である⼤⽥花き市場
は、登録ユーザーに対してオンラインシステムでセリ販売情報を提供している。この
情報提供は、花きの価格形成やマーケットの情報として極めて重要な役割を果たして
いる。しかし、これは例外で、他の卸売市場の販売情報は共有されずブラックボック
ス化している。このため⽣産者にはどこの誰が買ったのかという情報が伝達されない。 

(2) 細分化による価格決定機能の低下︓市場は全国に 117 社あるが、これだけたく
さんあると、上位の卸売市場以外ではセリのロットが⼩さくなる。そのために、わず
かな⼊荷の変動で価格が⼤幅に変動する。数を減らして、もう少し全体量を⼤きくし
ないと、価格決定機能が怪しくなる。しかも、⼩ロットだと物流コストが割⾼になっ
て、多品種を揃えることができなくなる。 

(3) ⼿数料負担︓市場を経由すれば、⼿数料がかかる。ある程度⼤きな⽣産規模があ
る⽣産者は、市場を経由することなく直接需要家に出荷することを選択するようにな
る。市場外取引は増加傾向にあり、卸売市場経由率⾃体が低下しつつある（1989 年

                                         
34 ある⽣産者の経験談︓「MPS の規格を九州の市場が評価しはじめたことで、九州に出荷するようになりまし
た。そして、単価も満⾜のいく単価だったんですよね。商品⾃体は、厳しい基準で選別を⾏っており、時間もか
かっていたので、ある意味当然の結果がここでついてきます。しかし、全量九州に出すわけにはいきません。必
要な数以上出せば、単価も下がりますし、さまざまな要求も増えてくるからです。そこで、他の市場に出してい
たわけですが、これがとんでもない単価。安すぎて話になりませんでした。個選よりも共選を優先にしているか
らです。」 
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に 83%だったものが、2016 年には 75.6%）。結果として⼩さな⽣産者ほど地⽅市
場への出荷に頼ることになる。 

(4) 転送の増加による不効率︓卸売市場は、淘汰されつつある。流れとしては、⼤都
市の⼤きな市場にどんどん集中し、それを地⽅に転送することになる。花きの総流通
⾦額に対する中央卸売市場のシェアは上昇している（1989 年に 10.7%だったもの
が、2016 年には 25.5%）。なかでも東京への集中は⼤きく、881 億円で総流通額
4,689 億円のうち 18.8%（2016 年）、市場経由総額 3,547 億円の 24.8%（2016
年）と圧倒的なシェアを占める。これは全国から東京に⼀旦集まった花きが、地⽅に
転送されるものが増えていることを⽰していて、それによって物流コストも割⾼にな
り、鮮度も落ちてしまう。35 

⼩売でやるべきこと  

⼩売でやるべき事柄は以下のとおり。 

(1) 販売データ／顧客データを蓄積分析してマーケット・セグメントを把握する。
POS システム／顧客データ管理の導⼊は不可⽋。導⼊コストはかかるが、個別店でも
先進的な店は導⼊済み。顧客サービスの改善で個⼈客への売り上げは増える。個別店
レベルのデータを⽣産側にフィードバックする⽅法は課題。経営情報なので広く公開
共有する性格のものではない。仲卸や卸売レベル、あるいは業界団体で、県／政令市
レベル程度にまとめたデータを作り、共有する可能性はあるか︖品⽬データがどれぐ
らい詳しいものにできるかは産地からの共通のソースマーキング36ができるかどう
かにかかってくる。 

(2) ターゲットを定めて、経営販売戦略をはっきりさせる。販売実績によって経営戦
略を再検討する。デザイン志向の⾼級ブランド化路線、ギフト／⾃家需要等買う⽬的、
年齢層、地域的な特徴等、個別化／細分化した経営販売⽅針を⾃分で作る必要あり。
定番／物⽇中⼼の需要は、スーパーに対抗するのは難しい。これは誰かが⽰してくれ
るものではない。 

(3) 対⾯販売で⽣花を売るからこそできることを実⾏する〜「花に関する様々な情報」
を付加価値にする。⽣産者との連携を考えた場合、産地ブランドは⼤事になるはず。
ところが、⼩売店は産地表⽰に対する関⼼が薄い。 

                                         
35 転送は減少することが期待されている。2020 年に卸売市場法が改定されて商流と物流の分離が認められるよ
うになるからである。その結果として、取引の形としては、卸売市場を経由するが、実物は産地から需要地に直
送することが可能となる。 
36 ソースマーキングとは、サプライチェーンの川上の⼯業メーカーや農業⽣産者などが、⽣産、出荷段階で商品
包装や容器に、川下が利⽤できる商品コードを付与または印刷することを指す。 
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(4) 店頭での鮮度・衛⽣管理の徹底。優れた⼩売店の基本条件。科学的に裏付けのあ
る MPS 認証を取得する。⽇持ち保証ができるようになる。個別店でも先進的な店は
導⼊済み。（認証の価値を社会的に認知してもらう必要がある〜ひいては⽣産者レベ
ルでの MPS 認証等による⽣産者価格の上昇を狙う。認証のあるなしについて値決め
で反応しないような卸売市場は「なくても良い市場」として淘汰されるべき。認証コ
ストだけが発⽣するようでは普及しない。） 

(5) すでに垂直統合してデータも戦略も持っている⼤型店、チェーン店、花束業者に
ついては、さらなる成⻑を⽬指す。契約⽣産者を拡⼤して、直接的に協⼒ゲームに参
画する⽣産者のカタマリを⼤きくする。 

(6) ⾃ら POS の導⼊／市場分析などが難しい個別店は、合併吸収、フランチャイズ
化で対応する。さもなければ廃業せざるを得ない。 

 

  


