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2.1.4. 花産業のマーケットでは何が起きているのか（参考）  

花きマーケット（需要）の構造  

マーケットの変化〜花は嗜好品  

花き業需要は「画⼀的なものを物⽇／年中⾏事に消費する」から「多様な⽬的／場⾯
での消費」への変化が進んでいる。とりわけ、「盆暮れ正⽉」、「仏花、榊」、「冠
婚葬祭」という伝統的な⽣活習慣にそった消費は減少しつつあり、同時にその習慣を
持った需要層もますます⾼齢化している。 

花きは、そもそも⾷料品のような必需品ではなく嗜好品だが、必需品に準ずる「伝統
⾏事／習慣的需要」が相対的に⼩さくなることで、その傾向はさらに強まり、その潜
在需要は「何が売れるかわからない」、ファッション／アパレル業界に近いものにな
りつつあると考えられる。 

したがって、花き産業についても、飽きられないような「商品開発〜販売〜販売デー
タ〜販売戦略の⾒直し」のサイクルを回し続ける必要がある。これが多くの⽣産者〜
市場〜個別花店では回っていない。とりわけ、地⽅の個別花店では、積極的なマーケ
ティングがなされているとは⾔い難い。 

⼩売レベルの需要の動きを掴み⽣産へフィードバックする  

売れるものを掴むにはどうするのか︖近道はない。個々の⼩売拠点が地道に販売デー
タを集積し、丹念に分析・フォローするしかない。その情報で商品企画をし、⽣産レ
ベルに対してフィードバックする。その商品を実際に販売し、データで追跡する。こ
れは、他の業界ではすでに当然のこととして実践されているサイクルである。これを
花き産業でもできるようになるのか︖ 

需要はどこにあるのか︖  

トータルで⾒た花き産業は縮⼩している。しかし、花きの流通／⼩売を種類別に⾒る
と、縮⼩している部分がある⼀⽅で、明らかに拡⼤している部分もある。この両者の
違いに注⽬すると、花き産業の将来を左右するのは何かが⾒えてくる。 

以下の図は、「卸売レベル」から⾒た「切り花の売り先／⽤途別に⾒た需要の分布」
を描いたものである。縦軸が花の単価、横軸が花の流通ロットの⼤きさである。 
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図 12 需要分布概念図（卸売レベルから⾒た売り先） 

花き需要の中で減少しているのは、従来からある「既に⾒えている需要」にあたる部
分である。この需要の中⾝は、花き業界関係者の間でよく知られている通り「仏花、
お供え、物⽇、贈答」である。領域としては、分布の真ん中付近に描かれている「⽣
花店」の領域にほぼ⼀致すると考えられる。 

これらの需要は「定番需要」で、今でも最も⼤きな⽐重を占める。その⼀⽅で、⼤幅
に成⻑する⾒込みは低く、むしろ、⼈⼝の減少に伴って、数量的にはじりじりと減っ
ていく。単価が上昇しない限り、総額としての需要も減り続けるものと考えられてい
る。 

ギフト需要は今でも需要の中⼼である。需要量は⼀概に減っているとは⾔えないが、
フォーマルで豪華な贈答品需要は減りつつある⼀⽅で、より⼿軽で⼿間のかからない
ものが好まれるようになってきた。花を「モノ」として⾒た場合、平均単価は低下し
ている。 

仏花・サカキ需要は、かつてはそのメインの購⼊チャンネルは個別⽣花店であったが、
⼿頃な価格と「ついで買い」の利便性からスーパーに取って代わられている。スーパ
ー・ホームセンターは価格の⼿頃さと、⼤量供給が求められる領域である。 

⾼級品・⾼級ブライダルについては、それに特化した専⾨業者と契約⽣産者が、少量
で⾼品質、アレンジ／デザインによる⾼付加価値化という独⾃の世界を作っている。
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個別の⾼級店、⼤⼿花店の⾼級品ブランド、ホテルに出店する⾼級店等がそれに当た
る。 

冠婚葬祭については、個⼈で購⼊する「⾃家需要」の供花が減る⼀⽅で、ブライダル・
葬儀業者への販売は増えていて、売り先は個⼈から専⾨業者（B to B）へと移⾏して
いる。ボリュームとしては葬儀関係が⼤きくて約 1,800 億円（ブライダルの 4〜5 倍）
あると⾔われている。⽣産側には、安定価格・安定供給が求められる。 

新しい需要の中⼼は「⽇常的な⾃家需要」と⾔われている。領域としては、左下の部
分にあたり、その中⾝は多種多様で定番があるというものではない。「何が売れるの
か」についてはファッション／服飾産業のように短いスパンで変化すると考えて良い。 

需要の分布と国内⽣産のズレ  

このような「需要の分布」に「国内⽣産者が（売り先として）想定しがちな領域」、
「輸⼊品が強い領域」、「売れるものが増える領域」を概念的に描いたのが下の図で
ある。 

 
図 13 「国内⽣産者が想定しがちな領域」「輸⼊品が強い領域」「売れ筋領域」 

「国内⽣産者が（売り先として）想定しがちな領域」は、左上の中⾼級市場である。
ここは⾼収益である⼀⽅、ボリュームとしてはあまり⼤きくない。ここで勝負するに
は、中途半端な品質では通⽤しない。また、客先からのクレーム対応についても、迅
速かつ完全であることが要求される厳しいマーケットである。中央のやや販売ロット
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が⼤きくて中価格帯に寄った部分では、鮮度の安定した輸⼊品と競合する。品質と価
格で互⾓以上、時期や⾊の好み等でうまく棲み分けられれば、マーケットとしては⼤
きい。的確な販売情報と分析が必要とされる。 

右下の部分は、輸⼊品が強い領域である。安定価格、安定品質でボリュームのある供
給を求められる領域で、国内産は契約⽣産で対応する部分である。 

左下の部分は、「ホームユース」が中⼼で、ここが「売れるものが増える」領域と考
えられる。特徴は、少量多品種、旬の花（季節性）、低中価格帯である。まさに多様
化個別化が進む多種多様な領域なので、商品企画と売り⽅が決め⼿となる。⽣産レベ
ルが積極的に売り込むには、販売側との密な連携が必須である。 

花の⽤途別マーケット・セグメント〜花店の事業領域  

 
図 14 花店の事業領域（マーケットセグメント） 

上の図は、切り花の⽤途別に⾒た、花店の事業領域（マーケット・セグメント）を概
念図として描いたものである。 

右上の業務需要としては、冠婚葬祭施設（いわゆるブライダル・ホールやメモリアル・
ホール）向けが着実に伸びているが、これも従来からある和花中⼼の伝統的な飾り付
けからは⼤きく変化している。新しいインテリア・デザインを取り⼊れた花店／花加
⼯業者が業績を伸ばし、強い専⾨店に収斂しつつある。⼈⼝構成や習慣の違いを反映
して、地域によってもかなり違った様相となる。 
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右下は、徐々に縮⼩している仏花・サカキを中⼼とした旧定番の和花が中⼼の領域で
ある。ここはホームセンターやスーパー（花束加⼯業者）が抑えつつある。 

左下は、成⻑している⾃宅⽤⽤花の領域である。⼤⼿チェーン店を始め、花束加⼯業
者の直営店、地⽅の有⼒チェーン店、スーパー直営の花売り場などがしのぎを削って
いる。 

左上は、ギフトショップやカフェと花売り場が複合した新領域である。まだまだ模索
中だが、意欲的な花店が進出している領域である。 

嗜好品のマーケットは、細分化、個別化し、カテゴリーとして括ること⾃体が難しく
なるぐらいに多様化しつつある。⾼度成⻑期に⾒られたような「流⾏によって同じも
のが⼤量に売れる」という「わかりやすい需要」はもはや存在しない。むしろ、市場
の動き⽅はファッション／アパレル業界に近いものと考えられる。 

ファッション業界は、どのようなものが流⾏しそうなのかを探るために情報の収集と
分析に莫⼤なエネルギーを投⼊し続け、販売データの分析を積み上げてシノギを削っ
ている。その上で、コスト重視の定番周年商品とスピード重視の新規季節性商品を組
み合わせて、バランスを保っているのである。37 

花産業でも成⻑しているところはファッション業界と同様の努⼒をし、競争を繰り広
げながら成⻑している。 

多様化が進んだ先進国型の市場では、⼤まかな分析によるマーケティングは通⽤しな
い。公的機関や業界団体が情報を提供するにしても、⾮常に⼤まかなものに⽌まらざ
るを得ない。「売れるもの」をあぶり出すには、販売・顧客データを蓄積し、マーケ
ット・セグメントとターゲット層をはっきりさせた商品企画（マーチャンダイジング）
と販売促進（マーケティング）を、⽣産から販売まで情報の共有をしながら展開する
ことが求められる。 

 

                                         
37 定番／物⽇／周年需要は⼤量供給が強い。季節商品は少量多品種が強い。服飾でいえば「⽩ T シャツ、下
着、靴下」は周年供給の低付加価値商品。シーズンものは季節商品で⾼付加価値の少量多品種⽣産。そのなかか
らヒット商品を探る。あるものは新定番になる。シーズンが終わると商品価値がなくなる（バーゲンに突⼊す
る）。有名ブランドの定番ワイシャツや無地物スーツは「季節物」でも⼀定数が必ず売れることが⾒込まれ、毎
年必ず提供され、セール除外品となって値段が変わらない⾼付加価値の定番商品。 
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花の品⽬別マーケット・セグメント  

 
図 15 花の品⽬別領域（マーケットセグメント） 

 

上の図は、切り花の品⽬を季節性と流通ロットの⼤きさという切り⼝から整理したも
のを概念図として描いたものである。 

旬の花／季節性が重要な国産は上半分の領域に強みがある。また、左上の⾼級品／レ
アものほどではないにしても、多品種であることも国産の強みである。 

このような多様性はマーケット全体の規模がある程度以上に⼤きくないと保てない。
都市の経済規模・⼈⼝規模によって都市産業の多様性が決まることは広く知られてい
る。個別産業の規模と多様性についても同様の傾向がある。 

⼤量⽣産品だけで満⾜してしまうマーケットは単純化に向かう。アメリカの切り花需
要はすでにそうなってしまっている。スーパーが最⼤の売り場で常に周年供給の輸⼊
の花ばかりで、季節感ゼロである。ただし、⼀部の⼤都市を中⼼とした専⾨店と⾼級
店は⽣き残っている。 

⽇本の花の需要はもともと多様で季節感を求めて「旬」の花を買うというのが基本に
ある。そのため⽇本の場合は、⼤⼿チェーン店であっても⼤量供給型の周年供給はや
めて、むしろ「旬」のものを扱うことに集中することで販売を増やしているケースが
ある。 
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エンドユーザー（購買層）の動向  

需要の低下「45%＝最近 1 年間花を購⼊しなかった⼈の割合」  

⼀般社団法⼈⽇本フローラルマーケティング協会「花と野菜、環境に関する調査報告
書 2018 年」によると、過去⼀年において「花（切り花）を購⼊しなかった」とする
回答者は全体の 45.4%であった。2009 年の 18.5%であったのが⼤幅に増えている。
花を購⼊しなかった理由として、「必要性・習慣がない」が挙げられている。 

他⽅、「購⼊した」と答えた⼈の割合は 45.4％であった。2009 年には 74.8％であ
ったものが、⼤幅に減っている。バブルの崩壊から続く⻑期的な経済の低調は、花に
対する需要に⼤きなマイナス影響を与え続けたと考えられる。これまでの購買層によ
る「すでに⾒えている需要」は「所得の伸び悩み」と「⼈⼝の減少」によって徐々に
縮⼩すると考えられる。 

さらに、「花を買う習慣が全くない層」についても徐々に増加しつつある。「今まで
に花を購⼊したことはない」という層は 2009 年には 6.7％であったものが、2018
年には 13.5%に増加した。 

花をもっと買いたいと思っている層は存在する  

その⼀⽅で、「花に関⼼はありもっとたくさん買いたいと持っているものの、実際に
は花を買わない」層は思いの外多く存在する。もう少し丹念な売り込みが望まれる。 
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具体的には、「マーケットの需要にマッチした商品企画、商流／物流規格の刷新、売
り込み、販売データの蓄積分析とフィードバック」という⼀連の流れが必要である。 

⽇本の他の産業では、この 20 年間の間に、マーケットの成熟化に伴う需要の多様化
と流通の効率化への対応が急速に進化したが、⽇本の花業界は旧態依然とした部分が
⼤きく残されていて、それが、成⻑を妨げる根本的な課題となっている。 

需要規模がある程度⼤きくないと少量多品種が持たない  

需要規模が⼩さくなるリスクは⼤きい。産業規模が⼩さくなると、少量多品種を買い
⽀える余⼒はなくなり、品⽬は集約化・画⼀化されていかざるを得なくなる。⼀旦、
ある程度以下に規模が縮⼩してしまうと、次に拡⼤しても多様性を取り戻すのは容易
ではない。 

欧⽶諸国に⽐べて、⽇本の切り花需要は伝統的に季節感を求めて多様（多品種）なの
が特徴。⽶国の切り花は極端に単純化している。ヨーロッパは⽶国よりはずっと多様
だが、⽇本よりは品種が少ない。国産の強みは、こういった需要に応えて季節の新鮮
な花を提供できるところにあるはず。 

しかし、国内の花物流が対応できていないために、輸送費が上昇して旬を演出してき
た草花類が無くなり、⼩売店店頭に魅⼒が無くなり、消費者が買わなくなる、という
負の連鎖が進⾏しつつある。産業規模の縮⼩を⽌めないと、旬の花を提供する国産の
ベースがなくなり、何れにせよ⽣き残っていくであろう先進的なグループにとっても
⼤きなマイナスになる。国産が強みを発揮するために重要なのは少量多品種⽣産を可
能にする「商流／物流の効率化」と「産業規模の維持」である。「輸⼊からのシェア
奪還」ではない。 

付加価値の付け⽅（⽔産物、⻘果店、コーヒー）  

花の単価を上げるためには、付加価値をつけることが望まれる。産地ブランド、品種
ブランド、鮮度、花の効⽤、環境保全、国際的な認証等、可能性は⾊々とある。対⾯
販売だからこそできることも多い。 

「売れている花店」は例外なく顧客に対する情報提供⼒／対⾯営業⼒が⾼い。具体的
には、POS システムの導⼊（販売・顧客情報）、ターゲットの設定、付加価値（産地
ブランドや品種情報）、品質管理認証の取得（卸売より下流の管理）を兼ね備えてい
る。こういったことは、他の業界では⾮常に幅広く進んでいる。 

⽔産物の場合︓⽔産物では⼩売からスーパーの⼤量消費＋「4 定」による多様化の消
失（冷凍しやすいもの、⼤量に取れるもの）、そして単価下落に向かったが、対⾯販
売復活によって再度多様化しつつ付加価値を上昇させようとする流れがある。⽔産物
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の場合、まず基幹インフラとしてコールドチェーン物流の徹底的な改善があった。冷
凍技術や冷蔵技術についても、品⽬や⽤途によって細かく調整されるようになった。
これなくして、その後の多様化の波は起こり得なかった。その上で、「旬の近海⿂」
を売り物とした多様な商流・物流を⽀える IT 技術が導⼊されたことが⼤きい。 

⻘果店の場合︓果物は⽔産物と似た動きをした品⽬。スーパーに押されて、⻘果店は
激減したが、⾼級店と対⾯販売⼒の強い⻘果店は⽣き残っている。対⾯販売⼒の強い
⻘果店は、スーパーの隣に出店するという。対⾯販売に⾃信があるため、スーパーの
集客⼒に便乗した「ついで買い」を捕まえることがむしろメリットとなるという。ま
さに、価格以外の付加価値を顧客にアピールできるものが顧客に⽀持された結果であ
る。 

コーヒー︓コーヒーは戦後の⽇本で広く普及した嗜好品の代表。景気の変動に対して
も⼤きく下振れすることなく、⼀貫して成⻑している。出発点は、「朝⾷はパンとコ
ーヒー」という習慣が広く普及したことが⼤きい。当初は家庭⽤のインスタントが先
導役となり、同時に専⾨喫茶店が急速に数を増やし「レギュラーコーヒー」が⾼級品
として認知された。その後、家庭⽤（消費の 7 割は家庭⽤）もレギュラーへと移⾏し
て、様々な産地ブランドが浸透し、単価が上昇した。他⽅、産地ブランド（ストーリ
ー）のないインスタントコーヒーは伸びなくなっている。 

花産業は基本となるコールドチェーンが弱い。さらに、産地ブランド軽視、顧客管理
データもない。他の産業が参考になる。 

 

2.1.5. サプライチェーンの中では何が起きているのか（参考）  

⼩売レベルの課題  

鮮度保証への取り組み〜花担当者の意識改⾰  

ヤオコーの⽇持ち保証販売。⽇持ち保証を始めたことは品質の向上・安定に寄与して
いる。しかし、「保証表⽰」そのものが直接顧客にアピールして売り上げの拡⼤につ
ながったとは考えてはいない。むしろ売り場担当者の品質管理意識が徹底されたこと
が⼤きい。衛⽣管理や⼿順など。これによって花の品質・鮮度が向上・安定し、顧客
からの信頼が向上した。 

また、⼤⼿花店による⽇持ち保証販売の取り組みと成果が MPS Japan 主催の報告会
で紹介されている。2016 年に⼩売や品質管理部⾨のスタッフでチームを作りそこか
ら販売やスタッフ教育、流通、品質管理など、担当ごとにチームを作ったなど⽇持ち
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保証販売導⼊の経緯やルールが紹介されたが、認知、リピーター拡⼤とスタッフ教育
という 3 つの課題があり、発表の時点ではまだクリアしてないとの報告があった。38 

また、鮮度改善の実証で、ロス率がかなり下がったという報告がある。販売額の 70%
は鮮度管理ができていないとして 7,000 億円。⼩売段階のロス率は 10〜20%と⾔わ
れているので 700〜1,400 億円がロスとなっている。そのロス率が 1%ポイント下が
るごとに 70 億円のメリットがある。仮に 5 ポイント下がれば業界全体で 350 億円
の売り上げ増加に相当する。 

 
図 16 切り花販売⼩売店の業態別ロス率 
平成 21 年度花き産業の流通コストに関する調査（農水省委託事業） 

⼩規模な⼩売店は淘汰されるのか︖規模がなければダメなのか︖  

個別⼩売店でも⾼級ブティック店は独⾃の顧客層を掴んで⽣き残る。また、独⾃に
POS システムを導⼊する等して顧客情報を蓄積して対⾯販売⼒が⾼い⼩売店は強い
し成⻑している。 

定番／周年供給の花を「モノとして売る（⽣産地も⽣産者も品種も関係なく「キク、
バラ、カーネーション」として売る）」だけであれば、⼤規模に低価格で売る⼩売に
は敵わない。アメリカは切り花市場全体が⼤量低価格販売（ほぼ全量が輸⼊のキク、
バラ、カーネーション）に収斂してしまった実例である。 

では、少量多品種のものを売る場合も、⼤型花店の⽅が有利なのか︖コスト負担能⼒
という点から⾔えば、⼤型花店が優位にあることは否めない。商品情報を集め、あち
らこちらから市場から調達するにはかなりの労⼒・費⽤がかかる。個別店は、そこを
あえて情報収集して商品調達に⼒を注ぐことができるのか︖それとも市場／仲卸に

                                         
38 MPS ジャパン、平成 29 年度 農林⽔産省花きイノベーション事業報告会「花き⽇持ち性向上対策実証事業 
報告会」 



 59 

頼るしかないのか︖その市場／仲卸は情報提供しているのか︖物流は⼩⼝でもペイ
するように最適化されているのか︖⽣産者は少量多品種の情報を⼩売に届くように
発信できるのか︖現状では、いずれも⼗分に機能しているとはいいがたく、個別⼩売
店は⾮常に厳しい淘汰プロセスにある。 

これを乗り切るためには、地域の法⼈需要に対する仲卸的な B to B 型販売に特化す
る、チェーン店に転換する、提携店になる、フランチャイズ店になる、独⾃の付加価
値を⾼めていく、あるいは、⾃らチェーン店を⽴ち上げて⼤型化を果たすといったビ
ジネスモデルの⾒直しも検討せざるを得ない。 

⼩売店⾃⾝の課題もある。嗜好品の付加価値は、「履歴／うんちく」すなわち「品種
ブランド、産地ブランド」で与えられる。例えば、コーヒーがそれに当たる。インス
タントからレギュラー。ロブスタ種からアラビカ種へ。アラビカ種の中でも産地ブラ
ンドへ。細分化、⾼付加価値化、トータルで⾒れば多様化が進んできた。花の⼩売店
は、このような発展に貢献するつもりがあるのか︖JFTD ⽩書 2019 によれば⽣産地
を表⽰していない⼩売店が 80%以上である。⽇持ち認証を受けているのは 2%にも
満たない。これでは、新たな付加価値づくりに結びつくとは考え難い。 

競争による淘汰で⼩売レベルでの業界再編は進んでいる。その⼩売業界再編が、産業
規模のさらなる縮⼩をもたらすのか、また、⽶国のように季節性／多様性を持てなく
なるのか、花き産業全体にとっては、ここが⼤きな懸念材料である。⽐重は下がって
きたとはいえ、トータルで⾒た個別⼩売店の存在は⼩さくない。とりわけ個別⼩売店
の中で成⻑を⾒せている優良店は、地域経済社会の変化に細やかに対応する能⼒を持
ちポテンシャルも⾼い。少量多品種物流コストを下げることや、鮮度維持認証制度の
普及によって商品ロス率を下げること等は、花き産業全体の成⻑に有効なだけでなく、
優良花店の成⻑も促すものである。 

卸売レベルの課題  

卸売市場はブラックボックス化している  

ヒアリング調査によると、⽣産供給側から⾒た場合、卸売市場に⼊った段階で「どこ
になにが売れたのか全くわからなくなる」という。 

⼤⽥花きは、OLIVE+というオンラインシステムで情報を開⽰している。出荷者は⼤
⽥花きの付与した ID があれば、⼤⽥花きホームページ「OLIVE+」の「仕切情報」か
ら、⾃分の出荷物が今、いくらで、誰に販売されているかリアルタイムで⾒ることが
出来る。オープンな開⽰をしているので、⽇本農業新聞の市況欄には、⼤⽥花きの各
品⽬の⾼値・中値が掲載されている。 
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しかしこれも出荷データなので、⼩売レベルでの本当の「売れ筋」まではわからない。
さらに、業界として、鮮度、単価、スペック、納期、コスト、そして、リスクまでを
加味して考えられるサプライチェーンになる必要があるという。 

卸売市場に望まれる改⾰  

花き産業のサプライチェーンの 77%が経由する卸売市場は、その役割や機能を⼤幅
に⾒直すことが求められる。有識者へのヒアリングによると、花き卸売市場と物流ネ
ットワークの最先進国であるオランダですら、早晩、現在のような形での市場が消え
るとの⾒⽅がある。⽇本についても、市場の役割は⾒直される必要があり、地⽅の市
場には、物流センターと加⼯機能だけが残されるという意⾒が聞かれた。現在挙げら
れている市場改⾰の考え⽅・アイデアは、おおむね以下のように要約される。 

(1) 商流と物流の分離を活⽤して機能を集約する。 

• 価格形成機能は取引規模の⼤きい拠点市場に集約し標準指標価格とする。ロット
の⼩さな地⽅市場はセリはやらない（価格変動幅が⼤きくなりすぎて指標として
意味をなさない）。 

• 地⽅独⾃の商品規格と特別な価格が必要な場合は、その条件を特記事項として⽰
し、標準価格に上積みする。 

• 地⽅市場の機能は物流拠点・加⼯拠点に集中する。コールドチェーン機能を完備
し、「鮮度保持」や「横持ち輸送」の物流ハブとしても機能する。 

(3) 販売情報を⽣産／供給側と詳細に共有する。 

(4) 鮮度認証などの各種認証ブランド価値を⽣産者価格に合理的な⽔準で上積みする
制度を導⼊する。 

(5) ⽣産者による物流効率化に対して合理的な⽔準の対価を⽀払う（品⽬コードを付
けて出荷されたものについての取り扱い⼿数料の割引など）。 

 

⽣産者レベルの課題  

⼈⼿不⾜が進んでいる〜機械化まで含めて⼈⼿を確保  

ヒアリングで聞かれたのは、⽣産現場では⼈⼿不⾜が深刻なことである。花を作って
いて、⼤変だというのは、鉢物類と温度が管理必要なバラ⽣産者に多いという。他の
品⽬を作っている⽣産者についても、同様に、どうやって⼈⼿を確保していくかが問
題と⾔われている。産地側としては、団塊世代の⽣産者が辞めていく中で、もっと栽
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培⾯積を増やしてほしいと⾔われても、⼈⼿が確保できない。また、近年では「伸び
ている家庭需要狙いならば花丈は 60 センチもあればよいので、短いものを出しても
らいたい」、「⼀本あたりの利益は少なくなるから、多く出してもらいたい」との要
望が出ているという。以上のような要望に対応しようとすると、やはり⼈⼿不⾜が問
題になる。現時点では、家庭⽤に丈の伸びない品種に変えること等で対応しているが、
現在も進⾏している⼈⼿不⾜の問題が解決されるわけではない。 

果物などの場合は、⽣産者が収穫して持って⾏けば、農協で選果、箱詰めまですると
ころが増えている。花についても、愛知みなみ農協の菊部会が利⽤しているマムポー
トのように、切花を持っていけば、そこで選別して荷造りして出荷までする。保冷庫
などの設備投資に加えて、機械化（省⼒化）まで含めて⼈⼿を確保できた産地が、勝
ち残る状況になっている。 

福島県のカスミソウ⽣産者が指摘するポストハーベストの課題  

福島県のかすみ草農家によれば、「この 30 余年、⽇本国内のカスミソウ⽣産農家、
アフリカ・中南⽶のカスミソウ⽣産会社を訪問して感じたのは、栽培に熱⼼で、採花
後管理（ポストハーベスト）に興味を持たない⽇本国内の⽣産農家の主体性⾃発性の
⽋如・無関⼼である。」 

福島県のカスミソウ⽣産では、採花後管理によって花の品質を⼤きく改善した例があ
る。同県の⽣産者グループは、かすみ草の⽇持ちが⼆倍の⻑さというイスラエルの圃
場視察（1999 年）で⾒聞した技術を応⽤して、同地でも圃場で収穫後すぐに前処理
剤（花萎れの原因となる内⽣エチレン抑制剤）の⼊った⽔で⽔揚げするようになり、
それまで 30％だった出荷までのロス率がほぼゼロ％になったという。つまり、採花
後の管理（ポストハーベスト）を適切に⾏うことで、栽培⾯積はそのままでコストを
かけることなく出荷量が 1.5 倍になったことになる39。この例は、圃場レベルでの前
処理が「出荷量の増加」という農家の利益に直結した例である。カスミソウはエチレ
ンによる影響を受けやすい品⽬であるがゆえに、農家レベルで⽬に⾒える成果が上が
ったものと考えられる。 

しかしながら、前処理をしなくてもすぐには萎れない種類の花の場合は、圃場段階で
の出荷量には変化がなく、流通段階を通るうちにどこの誰が作ったものかがわからな
くなってから初めてその差があらわれる。前処理をしたものとしていないものの⽣産
者価格に差がないとすれば、わざわざ⼿間をかけて前処理を施そうという経済的な動

                                         
39 「圃場で⽔揚げ」していることが⼤きなポイントで、トラックに前処理剤の⼊った⽔揚げ⽤のバケツを積んで
いって、採花してすぐ浸けるのである。「採花後、２０分以内に前処理剤の⼊った⽔に浸けることが重要。その
ためには、作業場まで持って帰ってきてから浸けるのでは、間に合わないという。最初に導⼊しようとした時
は、"そんな⾯倒なことはできない"という論調が強かったそうです。 
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機付けは弱い。契約⽣産の場合は、もし、契約に⽇持ちまで含めた品質基準が含まれ
ていれば、必ず前処理がなされる。このように、品質保持についての「経済的なリタ
ーン」と「トレーサビリティ（どこの誰が作ったものか）」の⼆つが同時に成り⽴っ
ていないと、品質保持のための活動は⻑続きしない。 

⽣産農家が、最終的な売り先での販売動向に関しても関⼼がないと⾔われているが、
この関⼼の無さについても理由は情報のギャップにある。何が売れているのか、何が
売れそうなのか、そういった情報が需要サイドからフィードバックされていないため
最終的な売れ先の動きが経済的利益につながることとして認識されていない。出荷さ
えしてしまえば、そのあとは関係ない、という意識に陥りがちなのである。 

国産が輸⼊品に鮮度品質で負けてしまうパラドクス  

花き（切り花）は⽣鮮品であり、本来は産地から消費地までの輸送距離の短い国産品
の⽅が「鮮度」の⾯では有利なはずである。かつては、国産がその優位性を発揮して
いた。しかしながら、最近では「輸⼊品の⽅が鮮度が良い」と、最終⼩売段階ではそ
の評価が逆転しつつある。花の「品質」には⼤きく分けて「花の出来栄え」と「鮮度」
があるが、「出来栄え」については「国産の⽅が良い」という声が多い。しかし、鮮
度となると、「輸⼊の⽅が安定している」との評価が増えてくる。「産地圃場〜収穫
〜出荷」という産地から卸売市場に運び込まれるまでの物流経路で鮮度が落ちてしま
うからである。これには⼤きく四つの要素がある。 

第⼀に、「…栽培には⾮常に熱⼼であるが、採花後管理（ポストハーベスト）に興味
を持たない⽇本国内の⽣産農家の主体性⾃発性の⽋如・無関⼼…」である。⽣産者の
段階で求められる、エチレン耐性を⾼める「前処理」がきちんとなされていない場合
が少なくない。 

第⼆に、採花後から市場への⼊荷までの間で、コールドチェーンが途切れていること
である。とりわけ気温の⾼い夏場の輸送では、⼤きな鮮度の劣化を招く。 

第三に、物流規格がバラバラなことである。⼿作業に頼るため荷捌き効率が悪く、さ
らに転送などを繰り返しているうちに時間が経ってしまう。 

第四に、転送による無駄な輸送時間の増⼤である。花の出荷は⼤都市圏の卸売市場に
集中し、地⽅の花も⼀旦は⼤都市圏に運ばれて取引され、その後、地⽅に転送される
ことが増え続けている。 

これに⽐較して、輸⼊品は産地での収穫から箱詰め、コンテナへの格納、国際輸送、
輸⼊業者物流拠点、流通業者まで途切れることなくコールドチェーン整備と鮮度保持
加⼯が施されている。また、物流規格も実需要に合わせて統⼀化・合理化されていて
⾮常に効率が良い。地⽅と⾏きつ戻りつする無駄な転送も⽣じない。本来あるはずの
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国産花きの⽐較優位が失われているのは、⽣産者のポストハーベスト管理の⽋如、国
内物流のコールドチェーンの不備と時代の変化に取り残された効率の悪さである40。 

垂直型統合に参画する⽣産者とそうでない⽣産者  

花き⽣産者としては、垂直統合型の強いグループのネットワークに参加して、マーチ
ャンダイジング（商品企画）の⼀⾓を占めるようになることが求められる。しかし、
そういったグループは、安定価格／安定⽣産を求める。とりわけ、業務⽤の切り花（花
祭壇⽤のキクやウエディング⽤のバラなど）は、安定した質のまとまった量の供給が
求められる。ここに、⼩規模⽣産では応えにくい部分がある。輸⼊切り花が伸びてい
るのは、安定価格／安定⽣産に応えることができるからである。 

国内で⽣産者が直接販売側と結びつくことによってターゲットが絞り込まれ、「売れ
るもの」の⽣産が進んでいる場合が⾒られる。 

⽣産者がグループ化して⾼級バラ⽣産に特化することで産地ブランド化し、ブライダ
ル市場を確保している場合も⾒られる。これは⾼級化にターゲットを絞った⾃律的な
グループ化の例である。 

葬儀マーケット向けの契約によるキク⽣産に関しては、個別の⽣産者がかなり⼤きな
ロットで⽣産しているので、構造としては輸⼊品の⼤量（安定）供給＋安定価格に類
似している。サプライチェーンを合理化しているので、輸⼊に対しても⼗分競争⼒が
あるという。 

こういったところは全体が縮⼩しても⽣き残っていく。 

⼩規模花⽣産者の販売側との連携（ターゲットの絞り込み）の例  

⽐較的⼩規模な⽣産者が⼩売店と連携している例もある。 

⼩売が「季節性」を売り物にするのであれば、販売ルートが確保されるので、「旬の
花に特化して⽣産」という売り⽅が成り⽴っている場合である。⼤⼿花店と「かすみ
草農家⽣産者組合（現在は農協部会）」の関係はそれにあたる。その⼤⼿花店は 2016
年から毎年 7 ⽉はじめの七⼣の時期限定で、毎年「旬のかすみ草のブーケ」を「産地
ブランド」と「⽣産者ブランド」を全⾯的に押し出しつつ、⼤々的に販売している。 

                                         
40「輸⼊品のほうが品質が安定しており、品種によっては国産を上回っている。国産の場合、産地間で品質のバ
ラツキがあるため、品質管理上の理由から、代表品種は産地をひとつに決めている。安定した価格と品質のもの
を⼤量に調達するために、産地と直接契約している。」、平成 28 年度 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結果報告」〜量販店・ホームセンターおよび葬祭業者が求める 花の規格・品質に関
する調査結果 （ヒアリング）、⼀般社団法⼈ ⽇本花き⽣産協会。 
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JA 共選出荷はダメなのか︖  

JA を通じた共選と個選には⼀⻑⼀短がある。 

JA 経由の共選出荷は、⼩規模⽣産者にとっては、輸送費が抑えやすいというメリッ
トがある。もともと農協には加わっていなかった産地が、輸送費の上昇のために農協
経由の出荷に切り替えたという話が聞かれた。 

その⼀⽅で、品質が値段に反映しないという不満が常にある。また、⼿数料が⾼い、
時間がかかり常温にさらされる時間が⻑くなるため鮮度が落ちる。多くの⽣産者のも
のを混ぜてしまうことによって、⽣産者の顔が⾒えなくなり、出荷後の品質への無関
⼼・無責任を⽣むとも⾔われている。 

期待される産地ブランド形成に向けての JA の役割  

では、今後の進む⽅向として、強い⼩売店主導グループに参加できた⽣産者だけにな
るまで淘汰が進むのを待てば良いのかという命題がある。ここで、⼩売レベルとの連
携と産地ブランド形成について JA の役割が期待されるところである。⼩規模な⽣産
者が多い⽇本では産地ブランドづくりに⾮常に⼤きな役割を果たす可能性がある。 

実際に、JA が⽣産者のグループ化と商品化（産地ブランド形成）に⼤きく貢献してい
る事例がある。それと同時に、改善を望まれているところも多い。それらの課題は、
サプライチェーン全体の課題でもある。多くの⽣産者にとって、JA あるいは市場に
出荷した時点でやるべきことは「終わり」で、その先どのように売れて⾏ったかにつ
いては関⼼が薄いということは、すでに繰り返し述べられているが、⽣産者が⼩売レ
ベルに対して関⼼が薄いのは、「産地／⽣産者ブランド」がないことが要因の⼀つで
ある。JA から⼩売も含めた下流全体が「産地／⽣産者ブランド」を情報として⼗分に
伝えていないため、産品に対する「オーナーシップ」を持ちづらいという事情がある。 

産地によって、品⽬によって⼤きく事情は異なり、⽂脈も⾮常に多様である。したが
って、こうすべきであるという単純な回答はない。その中で⼤きな共通項⽬として考
えられるのは、「産地／⽣産者ブランド」を売るためには、⼩売レベルの販売情報を
貪欲に集め、連携先を⾒つけ、⼩売業者主導の商品化をすることが求められている。 

花き物流の課題  

物流の不効率さ〜価格上昇の⼤きな原因  

価格⾯では、花産業全体の不効率さが物流コスト上昇の⼤きな原因であり、「⾼価格」
の割には「品質保証がない」という状況をもたらしている。物流コストが上昇する中
で、「⼤は⼩を兼ねる」という旧態依然とした「茎⻑」規格、バラバラの輸送規格、
コールドチェーンの不備、⼤都市圏と地⽅間の転送の多さ、といった事柄が改善され
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ないため、花⽣産〜流通〜⼩売の中で莫⼤な無駄が⽣じている。既存の花業界プレー
ヤーの多くが「⾃分に直接的なメリットがないことはやりたくない」という個別で短
期的な利益に従って⾏動する限り、花産業全体の効率は向上しない。 

物流の省⼒化・効率化〜⼈⼿不⾜への対応  

物流コストの上昇の最⼤の要因は、トラックドライバーの不⾜によるものであり、⽇
本の産業全体に共通の課題である。また、運転以上に荷物の⼿積み・⼿降ろしの負担
が⼤きいと⾔われている。トラックドライバーの不⾜に対応すべく、トラックの⼤型
化すると同時に、同業種・異業種を問わず、混載による共同輸送を進めて積載効率を
上げ、荷役の機械化を進めようという動きが急速に進んでいる。花の輸送についても、
物流業界標準である T11 タイプ・パレットと標準ダンボール箱による⼀貫パレチゼ
ーションによって、切り花物流の荷役作業効率が⾶躍的に改善することが実証されて
いる。しかしながら、既存のシステムから移⾏するための費⽤負担をどうするのか、
経済的なメリットはどのように分配されるのか（トラック業者だけに利益があるとみ
れば荷主企業が協⼒しない）、どうやってパレットの循環システムを構築するのか、
といった課題について各事業主が合意協⼒できなければ先に進まない。41 

輸送ロットの⼩ささを克服する必要がある  

他の産業から⾒て、花産業の輸送ロットはそれほど⼤きくはない。その割には、扱い
に気を使わなければならない。輸送業から⾒ると「⾯倒な荷物」となる。キクのよう
に、⽐較的⼤量にまとまって輸送するものであれば、輸送⼿段が確保できるが、少量
多品種なものについては、確保が難しくなりがちである。いかにうまく隙間に乗せて
もらえるように⼯夫するか…という話になってくる。 

この部分の効率化についても、相当程度対応できている先進的なグループと、対応で
きていないグループに⼆極分化しつつある。マーケテイング能⼒の⾼い専⾨店はもし
くは垂直統合した⼤規模花店は、⽣産者と直接結びつき、需要にマッチした商品規格・
物流規格を採⽤・実践することによって⼤幅に効率化し、成⻑している。 

 

                                         
41 平成 28 年度農林⽔産省、国産花きイノベーション推進事業「物流の効率化の検討・実証（広域）報告書」、
⼀般社団法⼈⽇本花き卸売市場協会。 
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2.1.6. 今後の⾒通し  

政策⽬標の試算  

花き産出額は、過去最⾼だった 2018 年で 6,300 億円であった。これを超える⽔準
に到達するというのは、現在の経済社会状況から考えて現実的とは思えない。本調査
で、「所得⽔準にみあった花きの購⼊」という観点から試算すると、5,400 億円ぐら
いが現実的な⽔準と考えられる。 

花き産業需要の中で、最も⼤きく減少したのは花⽊類である。これはバブル期以降の
「公共事業／建設需要」の減少に伴うものである（産業連関分析ではっきりと出てい
る）。したがって、花き産業の内部的な努⼒によって⼤幅に変わるとは考えられない。
また、再現性のない過去のバブル期の実績を政策⽬標の基準値と考えるのも適切では
ない。また、再度成⻑する場合も、かつてのボリュームゾーンとしての花⽊類とは性
格の異なるものとなっていくと考えられる。 

花き産業の成⻑ポテンシャル〜「まずは先進諸国の平均を⽬指す」  

花き産業の国内⽣産額は約 3,800 億円(2016 年推計)である。⽇本の所得⽔準とその
購買⼒から試算したところ、5,400 億円規模にまで拡⼤する可能性がある。これは、
⼀⼈当たりの所得⽔準と花と植物に対する⽀出のバランスが、先進国の平均的な⽔準
まで伸びた場合を想定した試算結果である。 

図 17 に⽰すとおり、花と植物に対する⽀出額（花き産業マーケットの規模）は、所
得⽔準と相関関係がある。先進諸国の所得⽔準と、花・植物に対する⽀出⽔準の相関
近似線を算出すると以下の図の点線のように描かれる。この近似線が所得⽔準に⾒合
った花・植物に対する平均的な⽀出⽔準の値を表すと考えて良い。 

現在の⽇本の花・植物への⽀出額は 5,300 円/⼈/年である。これは、所得⽔準から⾒
ると先進諸国平均から⾒て低すぎる⽔準（点線の近似線よりも下）にあり、購買⼒と
のバランスという観点から⾒れば、6,900 円/⼈/年（近似線上）ぐらいまでは伸びる
余⼒があると考えられる。その「伸びしろ」は「+1,600 円/⼈/年」である。世帯⽀
出にすると「+4,800 円/世帯/年」、⽉額にすると「440 円/世帯/年」の増加となる。
この⽔準の需要に⾒合った国内総⽣産額を試算すると約 5,400 億円、現在の⽔準か
ら 1,600 億円増(42%純増)となる。 

購⼊額（需要）の規模は「単価 x 数量」で決まるが、現在の⽔準から 1,600 億円の増
加を、数量の上昇だけで実現するのは不可能であり、単価の上昇が同時に必要となる。
とりわけ国産の花を伸ばすためには、多様な形での付加価値を乗せることによる単価
の上昇が必要である。 
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図 17 花・植物への⽀出の国際⽐較(2016 年) 

推計／試算データ出所： International Statistics Flowers and Plants 2018, AIPH.  花きの現状 2019, 農林水産省.  花・

植物への最終消費増加による生産への波及効果は、総務省延長産業連関表 2015 基本分類から作成した経済効果

波及モデルで試算。 

 

花き産業の成⻑には複線的・複合的なシナリオが必要で、「多様性を⽀えるのは旬の
花（国産の少量多品種を付加価値を乗せて売る）」、「数量を⽀える花は定番の花（ス
トーリーよりも周年で安定供給が⾒込める⼤規模国内産地と輸⼊）」という棲み分け
を前提に、それぞれが成⻑を⽬指すのが現実的である。では、これをどうやって実現
するか︖ 

花き産業の成⻑シナリオと必要条件  

⽣産額の規模は「単価 x 数量」で決まるが、現在の⽔準、3,800 億円から 1,600 億
円の増加を、⽣産数量の上昇だけで実現するのは不可能であり、出荷単価の上昇が同
時に必要となる。とりわけ国産の花を伸ばすためには、多様な形での付加価値を乗せ
ることによる単価の上昇が必要である。 
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したがって、花き産業の成⻑には複線型シナリオが必要で、⼤まかに⾔えば以下の⼆
つの流れに沿った棲み分けを前提に、それぞれが成⻑を⽬指すのが現実的である。 

成⻑シナリオ１︓ 数量を⽀える花は定番の花（周年で安定供給が⾒込める⼤規模国内
産地と輸⼊〜ストーリーよりもスケールメリット重視）。 

成⻑シナリオ２︓ 多様性を⽀えるのは旬の花（国産の多品種少量という付加価値を乗
せて売る〜スケールメリットよりもストーリー重視）。 

必要条件︓両⽅のシナリオに共通して必要なことは、以下の４点である。 

(1) ⽣産から販売までの垂直統合〜「協⼒ゲーム」への転換。共通のターゲットを想
定したサプライチェーンのグループ化・系列化。 

(2) 売れ筋の開拓と売り込み〜新しいターゲット（購買層）は⾮常に多様で細分化し
ている。販売データ・顧客分析によって、新たな付加価値をつけて売り込むこと
が求められる（商品企画と営業活動）。 

(3) 付加価値の価格への反映〜これまできちんと価格（特に⽣産者価格）に反映され
てこなかった様々な付加価値を経済合理的に分配する制度を作る。 

(4) 商流・物流ネットワークの抜本的な再編〜物流効率／品質の向上（国産の強みを
発揮するための⽣命線でもある）。 

では、このようなシナリオを実現する花き産業の将来像をどのように想定するのか︖ 

花き産業の将来像  

進む道は「既存プレーヤーの変⾰」か「新規サプライチェーンの導⼊と成⻑」か︖  

将来像がどうなるのかについての答え⾃体はあまり複雑ではない。「マーチャンダイ
ジング／マーケティングの垂直統合」＋「物流／商流の効率化／合理化」を作ること
である。マーケットの変化についていけない旧態依然とした⽣産／販売者は退場／淘
汰され、新しい体制に変化できたものだけが⽣き残る。 

その状況を実現する流れはサプライチェーンの構造という⾯から整理すると、⼤きく
⼆つの流れが考えられる。 

(1) 既存プレーヤーの改⾰︓⽣産者のポストハーベスト改善や物流規格改善が⽣産者
価格に反映される「協⼒ゲーム」になるような制度を卸売市場経由のサプライチェー
ンに⼊れこむ。これには、JA や卸売市場の役割・機能の変化や、それに伴う集約化が
必要と考えられる。これまでの改⾰に向けての動きははかばかしくない。 
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(2) 新規サプライチェーンの導⼊と成⻑︓既存の集荷・出荷や市場の値決め・慣習と
は無縁の新しいサプライチェーンを⼤きくする。既存の仕組みが変化しそうにない場
合は、この(2)を選択するしかなくなる。その中⼼となるのは販売レベルのプレーヤ
ーと考えられる。しかし、花産業の販売レベルには「ビッグプレーヤー」が不在のた
め（他の産業に⾒られるような業界シェア 10〜20%を超えていて業界標準を強⼒に
主導するような企業がない）、改⾰が⼀気に進むことは難しく、時間がかかる。 

では、花産業としてはどの⽅向を選択するのか︖ 

まずは「改⾰と新規のどちらが早いか︖」という点が重要である。花き産業の規模が
下げ⽌まり、そこから反転上昇に転じるのがこれ以上遅れると、多様性の維持（すな
わち「花きの国内⽣産の維持」）という⾯で反転成⻑が望めなくなるリスクがあると
考えられるからである。 

⼀般論として⾔えば「改⾰」の⽅が早いはずであるが、その実現は花き産業全体とし
ての⾃⼰改⾰に対する「本気度」による。これまでの動きの遅さを⾒ると「改⾰はで
きない」という悲観的な⾒⽅も多く聞かれる。その理由は、「あまりにバラバラで、
まとまる⾒込みはない」というのである。 

ここでは、業界の潜在⼒に期待して「既存プレーヤーは改⾰に向かって⼤きく動き出
すことは可能」という⽴場をとる。ただし、かなり厳しい前提条件がある。それは、
改⾰に対して積極的な考え⽅を持つプレーヤーが⼒を結集して業界全体に働きかけ、
今までの数々の試みの成果を普及する上で必要な事柄を拘束⼒のある形で「制度化」
することである。 

⽣産、JA、流通、⼩売といった各段階のプレーヤーが取り組むべき課題は、すでにま
とめた通りである。 

花き輸⼊と輸出の位置付け  

ここまでもっぱら国内産業のサプライチェーンという切り⼝から花き産業の将来像
を描いてきたが、それと並⾏して「花き輸⼊と輸出の位置付け」についても分析・想
定された。結論は以下の通りである。 

輸⼊増は国産減少の原因ではない  

国内⽣産が減少していることの原因として、輸⼊品の増加（市場が奪われた結果）で
あると説明されることが多い。しかしながら、国産の減少はこのロジックでは説明で
きない。輸⼊品の増加より国内⽣産の減少幅の⽅が⼤きいのである。むしろ、国内産
の減少を補い、産業規模が減少する速度を抑えているという⾒⽅もできる。 
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確かに、品質が同じで輸⼊品の⽅が価格が安いという、国産が構造的に負けているマ
ーケットについては、挽回は難しい。その戦線は撤退して別の戦い⽅に挑むしかない。
ただし、国産が互⾓以上に戦える（売れるし儲かる）部分はある。例えば、「⽐較的
規模の⼤きい輪ギク⽣産者から直接仲卸が契約して調達〜葬儀社に供給」というよう
な、⽣産と消費が直接リンクする垂直統合型（協⼒ゲーム）に進んだ場合は、まだま
だ国産が強さを発揮し続けている。 

国産の強みが発揮されない原因は「輸⼊があるから」ではない  

他⽅、「⾮協⼒ゲーム」状態にあり、⼩売レベルでのマーケットの動きが分かってい
ない、鮮度管理や物流改⾰も取り⼊れていない場合は、⾒通しは暗い。何が売れなく
なって何が売れるようになってきたのか、その変化にうまく対応・転換できないこと
が国産減少の根本的な原因である。 

物流や商流を改善して、国産の競争⼒を⾼め、農家の収益⼒を⾼めることは⾮常に重
要である。しかしながら、輸⼊品の品質向上によって国産が戦えない部分も広がりつ
つある。そういったマーケットについては撤退し、国産ならではの強みで「売れる／
儲かる」ところに向かうことが重要である。 

また、すでに挙げた通り、今や国産よりも輸⼊品の⽅が鮮度管理や物流改⾰はずっと
先に進んでいる場合が少なくない。これは国内のサプライチェーンが旧態依然とした
まま変わってこなかった結果である。 

当⾯⼤事ことは産業規模の維持拡⼤にある  

その⼀⽅で、「国産シェア」という指標を取り出して、花き産業の⽬標として掲げる
ことは、問題の本質を⾒えにくくする危険がある。花き産業全体の規模が拡⼤に転ず
ることが、「国産シェア」の拡⼤という部分的な結果よりもはるかに重要だからであ
る。輸⼊品があることで、販売レベルの産業規模が保たれ、そのことによって少量多
品種な国産品を買い続ける⼒が維持されている側⾯がある。産業規模が拡⼤しないま
ま国産のシェアが上昇しても、産業の成⻑という⽂脈からすれば意味がない。 

輸出は⾼品質と需要拡⼤のシンボルとして重要だがボリュームゾーンにはならない  

現在、農林⽔産物の輸出拡⼤を推進する中で花きについても輸出重点品⽬として取り
組まれており、2017 年の輸出額は 135 億円であった。その内訳はほとんどが盆栽・
植⽊である。⽇本産花きの輸出拡⼤は、その多様さと品質の⾼さを世界が認めている
ことを⽰すものであり、輸出振興は⽇本産花きに対する需要拡⼤を促す上でシンボリ
ックな意味を持つ取組といえる。しかしボリュームとしては、輸出額でみると 2017
年の国内⽣産 3,687 億円のおよそ４％に過ぎないことから、産業全体を牽引するも
のにはなりにくい。我が国の花き⽣産の⾼度な技術⼒を「⽇本ブランド」として⽣か
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すという観点から⾒れば、⽣産技術に関する知的財産の使⽤権のライセンス供与、開
発輸⼊へのシフト（⽣産法⼈が端境期の⽣産を海外⽣産拠点で⾏う、あるいは、品⽬
によっては完全に⽣産拠点を移すこと）も可能性として検討の余地はある。 

 

  


