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2.2. 主要品⽬の状況 

2.2.1. キク  

キクは切り花で最⼤の品⽬  

キクは切り花で最も流通量の多い花である。切り花の全流通量は 50.4 億本で、キク
は 18.4 億本で 37%を占める。うち国内産が 15 億本(82%)、輸⼊が 3.4 億本(18%)
である（2017 年）。 

キクの国内⽣産額は 680 億円で花き産出額全体の約 18％、切り花全体の約 38％を
占める。⽣産額 680 億円の内、愛知県の⽣産規模が 230 億円を占め最も⼤きく（約
34％）、沖縄の 78 億円、福岡の 50 億円と続き、上位 3 県が全体の半分を占める（花
⽊等⽣産状況調査 2016 年度）。 

年間花き⽣産量が全国第⼀の愛知県では、県内の花き品⽬別ではキクが全体の 37％
42を占め最も多い。県内の農家の内、専業農家が占める割合は約 15％であり、残りは
兼業農家か⾃営農家となるが、キクは専業農家の⽐率が若⼲⾼いとされる。 

仏花葬儀需要  

葬祭関連のキクの最終消費は、ホームセンターやスーパーでの販売や、葬儀における
⽣花業者によるサービス提供を通して⾏われる。キクの個⼈消費は、スーパーやホー
ムセンターを通して販売されている仏壇や墓参りに使うキクが含まれる。 

業務⽤需要の内、葬儀⽤は 1,790 億円であり（業務⽤需要全体の 64％）、ここに葬
儀⽤の⽩ギク等が含まれボリュームゾーンである。 

キクの需要は洋花が代替しつつある  

仏花を代表するキクに対する需要には、近年、変化がみられる。スーパーの花売り場
で⽣花委託販売を⾏う企業によれば、「物⽇でも仏花の割合が減ったが洋花の売り上
げが上がっているため、トータルの売り上げは変わっていない」とし、「エンドユー
ザーは、キクを使わない洋花を仏花として購⼊している」旨の分析を⾏っている43。 

この傾向は葬儀の⽣花祭壇でも⾒られる。フレネット HIBIYA が 2017 年に実施した
調査では、⼀般葬、家族葬では⽣花祭壇が全体の 6 割以上を占め、伝統的に葬儀で⽤

                                         
42 愛知県花き振興計画〜花の王国あいちパワーアップ〜 平成 28 年 3 ⽉ 
43 https://karuchibe.jp/read/8043/ 
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いられてきた国産キクのプレゼンスは依然として⾼いものの、洋花（カーネーション、
トルコギキョウ、バラ等）が主流（全体の 58％）となっている。 

 
出所：月刊仏事 2017 年 7 月（Vol.202） 葬儀の変化に伴う生花需要の変化 

図 18 ⽣花祭壇の⽣花需要 

キクの需要は物⽇に集中  

キクは葬儀・仏花としての需要が主であるため、3 ⽉（春の彼岸）、8 ⽉（お盆）、
9 ⽉（秋の彼岸）、12 ⽉（年末）の物⽇に需要が集中する。菊の種類、⾊で⽤途が異
なる。葬儀では、輪ギク（⽩）、スプレーギク（⽩、⻩⾊）が⽤いられるが、⼩菊は
仏花需要が強い。価格は物⽇と平⽇の差が⼤きい。キクは市場におけるボリュームが
⼤きく市場関係者には『プライスリーダー』と呼ばれ、需給バランスが崩れ市場相場
が⾼値で推移すると、他の品⽬もつられて⾼値傾向となり、逆の場合もまた同様に、
相場をけん引する傾向がある44。 

キク需要の減退は、バブル景気崩壊後、葬儀の規模が縮⼩したこと、近年は葬儀形式
が家族葬に変わり、キク以外の洋花が使われるようになったことが原因である。元々
ウェディングで多⽤されてきたかすみ草が葬儀でも使われるようになり、かつては棘
があるという理由で葬儀に使われることが嫌厭されてきたバラが、故⼈が⽣前好きだ
ったと理由で⽤いられる等、葬儀⽤の花が多様化している。 

                                         
44 https://www.ryutsu-kenkyusho.co.jp/ryuken_report/花きの消費拡⼤に向けて②/ 
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葬儀を⼿がける花加⼯業者によると、約 20 数年前の葬儀ではキク以外の花は全くな
い状況であったが、現在は、キクだけを使う⽣花祭壇は全体の 1 割にも満たない。最
近では、葬儀⾊を出来る限りなくしたいとの需要が多く、キクは⽣花祭壇のラインを
出すときに部分的に⽤いられる脇役となった。葬儀の装飾を⾏う際、キクは熟練の技
術を要するが、需要が減退する中、熟練技術をもつ⼈も少なくなる。これに対して、
洋花主体の葬儀は装飾の形式的⾃由度が⾼くなるため技術への要求もキクに⽐べ⼩
さい45。 

規格化されていない丈⻑はコスト⾼  

切り花には出荷規格が、実際の需要と⼀致していないことによる物流コスト増や廃棄
処理の問題がある。キクにも同様の問題が存在する。 

輪ギクの出荷規格は、⼀般的に花⻑ 70cm〜90cm とされている。⽣花委託販売業者
によると、卸売市場経由での⽩ギク購⼊時の丈⻑は 90cm で葉がついている。最初の
下処理で丈を 65cm に、頭から 30cm 以下の葉を取り除く。これだと、商品と⼀緒
に⼤量のゴミを買っている状態であり、ゴミ廃棄量は年間約 490t、廃棄費⽤は 1,100
万円となり無駄が多いという。また、他の⽣花委託販売業者では、80cm のコギクの
うち、使うのは 30cm であり、要らない 50cm を冷蔵庫で冷やしている状況となっ
ている46。 

⽩輪ギクが 90cm という今となっては「無駄に⻑い」規格で出荷されるのは、かつて
の「名残」だという。昔の葬儀では、祭壇の中央に⼤きな菊を飾り、中央から端にむ
かって下がっていくウェーブ型の祭壇が主流であった。その場合、丈⻑が⻑ければ、
少しずつ切って菊を使い回すことができる（1m から 50cm まで）。その名残がまだ
あることが⻑い丈が使われ続けている原因と考えられる47。また、地⽅によっては供
花⽤の花かごが⾮常に深く、習慣として⻑いキクが必要な場所があるという。したが
って、どこに販売転送されるかわからない⽣産者段階では最⼤限⻑いままで出荷する
というのである。 

本調査のヒアリングでは、販売店が直接⽣産者と契約する際は、契約のパッケージと
してキクの丈⻑を短くし、効率的な輸送⽅法を規格化している企業もあった。⼗分な
取扱量がある場合、市場外にて⾃前で物流コストを削減している。 

                                         
45 葬儀装飾を⼿がける企業からのヒアリング 
46 農耕と園芸 Online 「令和元年度花き研究シンポジウム「国産シェア奪還に向けたキク類⽣産・流
通の⽅策」①」（https://karuchibe.jp/read/8043/） 
47 ⼤⼿スーパー関係者からのヒアリング 
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キク⽣産の動向  

国内⽣産は減少傾向にある  

2016 年（平成 28 年）の農林⽔産省の統計では、全国のキクの作付⾯積は 14,690 ヘ
クタールであり、切り花類全体の約33％を占めている。キクの全国出荷数量では15.1
億本で切り花類全体の約 40％と⼤きく、出荷額は 2,152 億円と約 32％であり、切
り花類では、数量及び⾦額が最も⼤きい品⽬である。花⽊等⽣産状況調査が実施され
た 2010 年、2013 年、2016 年の経年変化を⾒ると、作付⾯積、出荷数量、産出（集
荷）額は、いずれも減少傾向にある。 

表 10 キクの⽣産、出荷状況（単位 作付⾯積: ｈａ、出荷数量:千本、出荷額:百万円） 

出所：農林水産省｢花木等生産状況調査｣（平成 22 年、25 年、28 年） 

電照栽培による国内での周年⽣産  

⽇本では、電照栽培によるキクの花芽の形成と開花時期を遅らす技術により、秋から
春の間は秋ギク（神⾺等）、夏は夏秋ギク（岩の⽩扇等）を組み合わせ、周年⽣産が
⾏われている。電照栽培では、過去、⽩熱灯が⽤いられていたが、エネルギー効率の
改善のため、近年は、発光ダイオード（LED）へと切り替わり花芽の形成を抑えるた
めの⾚⾊の LED 電球が商品化される等している。また、冬の期間、施設の暖房のコ
スト削減のため、国の補助⾦を⽀出することにより、燃料の価格⾼騰を受けやすい重
油からヒートポンプへと転換が図られている。 

増加する他の作物への転作  

近年の花き需要やキクの価格の低迷により、他の作物に転作する農家も増加傾向にあ
る。愛知県では施設で栽培されている花が 9 割を占めるという特徴を活かし、同様の
施設で栽培するトマトやイチゴへの転換が多い。同県の農業系の⼤学では、⾼度経済
成⻑期には、花は畜産や畑とは異なり⼿を汚さず華やかなイメージがあり⼈気が⾼い
学科であったが、現在は、⼈が集まらず定員は当時の半分に減少している48。 

 

                                         
48 愛知県関係者からのヒアリング 

区　　　分

H22 H25 H28 H22 H25 H28 H22 H25 H28 H22 H25 H28 前年対比

合   　 計 31,429 29,621 27,465 - - - 3,816 3,785 3,788 14,325 13,655 14,922 -

切り花類 16,200 15,380 14,590 4,351,000 4,066,000 3,781,000 2,158 2,101 2,152 ・・・ ・・・ ・・・ -

きく計 5,331 5,096 4,801 1,660,000 1,599,000 1,514,000 705 654 680 ・・・ ・・・ ・・・ -

　輪ぎく 2,859 2,695 2,503 901,600 861,100 809,800 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ -

　スプレイぎく 786 728 734 273,800 251,400 253,600 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ -

　小ぎく 1,686 1,673 1,564 484,400 486,300 450,700 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ -

出 荷 数 量 産出（出荷）額 栽 培 農 家 数作 付 （収穫）面 積
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表 11 国内キク⽣産額上位 5 県（2016 年） 
順位 県 名 産出額（億円） シェア 
1 愛 知 230 34% 
2 沖 縄 78 11% 
3 福 岡 50 7% 
4 ⿅児島 46 7% 
5 ⻑ 崎 38 6% 
- その他 238 35% 

全国 680 100% 
出所：農林水産省｢花木等生産状況調査｣（平成 28 年） 

 

キクの輸⼊  

キク類の輸⼊はスプレ―ギクを中⼼に増加  

キク全体としては輸⼊額、数量ともに増加傾向にあり、輸⼊額は 5 年前と⽐較すると
12％増となっている。輪ギクとスプレーギクは特徴が異なる。 

輪ギクは、国内の⽣産量が多いため物⽇の需要を除き、輸⼊に依存する必⽤性は低く、
国産が優位の状況となっている。輪ギクの輸⼊割合は、約５％程度と推定され、中国
からの輸⼊が主である49。 

スプレーギクは、墓参りや葬式の際に祭壇を彩るために⽤いられ、量販店のパック花
として通年で売られている。国内のスプレーギクの作付⾯積は、輪ギクと⽐較すると
⼩さく、通年の需要に対応できない状況にある。スプレーギクの主な輸⼊国はマレー
シアで輸⼊割合は⼤きく約 50％と推計され輪ギクと⽐べ⼤きい50。スプレーギクは、
葬儀においても使われるが、輸⼊品はボリュームがあり太いのに対し、国産のものは
細くてボリュームがなく⾼価であるため葬儀の需要に合わない旨の指摘もあり51、価
格や徹底したコールドチェーンによる⽇持ちだけではなく、エンドユーザーが求める
ものに合致したものが⽣産できているかが重要となる。 

葬儀は予想可能ではなく、突発的に発⽣する特徴がある。その突発的な需要に対応す
るには、年間を通じて安定的、⼤量に供給可能な輸⼊のスプレーギクの⽅が適してい
る。マレーシアのキャメロン・ハイランドでは、⾚道直下の⾼原（キャメロン・ハイ

                                         
49 ⽇本の花卉園芸 光と影 ｢第 6 章 栽培・流通の実態と問題点－次の 100 年のために－｣ 宇⽥明 P.277 
50 ⽇本の花卉園芸 光と影 ｢第 6 章 栽培・流通の実態と問題点－次の 100 年のために－｣ 宇⽥明 
P.277） 
51 冠婚葬祭の企業からのヒアリング 
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ランド）であり、年間を通じて涼しく気温が⼀定であり、通年栽培に適している。同
地域で⽣産される花は輸出向けが 70％である52。マレーシアのスプレーギクの品質は
⽇持ちのための前処理、コールドチェーンが徹底されており、⽇本のものと遜⾊がな
い53。2009 年からマレーシアからのキク輸⼊は急増したが、近年の輸⼊額はほぼ横ば
いに推移しており、⽇本の市場で⾜りない部分を補うという状況に落ちついていると
思われる。 

表 12 キク輸⼊額の推移（2014 年〜2018 年） 

 
出所：財務省貿易統計より作成 

表 13 ⽇本のキク輸⼊先上位 5 カ国 
（国別）（2012 年～2016 年の累計）

 
出所：財務省貿易統計より作成 

 

 
出所：ITC TRADE MAP より作成 

図 19 マレーシアの対世界及び対⽇キク輸出（単位︓⽶ドル） 

マレーシアのキクの対世界輸出額は、2009 年の 3.5 千万⽶ドルから 2018 年の 1 億
⽶ドルへと輸出額は堅調な伸びを⽰している。2009 年、対⽇輸出が 99％を占めてい
たが、2018 年は 67％へとシェアが低下しており、これはタイ、オーストラリア向け
の輸出が伸びたためである。対⽇輸出は 2012 年をピークに 2015 年まで減少し、そ
の後、微増している。 

                                         
52 ⽴教⼤学観光学部紀要 第 18 号 2016 年 3 ⽉｢マレーシア，カメロン＝ハイランドにおけるヒル＝ステー
ションと花き栽培の展開｣⽩坂蕃、韓志昊  
53 平成 18 年度農業農村研究事業報告書 ｢県内キク産地化の活性化⽅策－キク⽂化の発信を愛知から－｣ 平成
19 年 3 ⽉ 財団法⼈ 愛知県農業振興基⾦ 

国・地域 数量（kg） 構成比 金額（千円） 構成比

マレーシア 57,398,828 56% 41,711,076 63%

ベトナム 20,348,081 20% 11,128,669 17%

中国 19,780,624 19% 10,816,346 16%

韓国 1,648,001 2% 928,484 1%

コロンビア 652,930 1% 393,389 1%

その他 1,767,434 2% 1,157,105 2%

計 101,595,898 100% 66,135,069 100%
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需要拡⼤に向けて  

1970 年代以降に定着した葬儀・仏花イメージ 

⽇本では、葬儀、仏花としてのイメージが定着していることが、需要拡⼤を阻害する
原因の１つとなっている。⽇本では、キクが葬儀・仏花として扱われた歴史は浅く、
⾼度経済成⻑期であるとされる。1960 年代から 1970 年代の紅⽩歌合戦やレコード
⼤賞ではキクが花束として贈呈されており、現在のイメージとは異なるものであった。 

1970 年代に、加温電照栽培が普及し始め通年体制が確⽴し、⽔揚げしやすく、花持
ちが良く、葬儀⽤⽩菊という需要が作られた54。⽬下、ボリュームゾーンである葬儀
需要のトレンドは洋花へと変化している。 

マム（洋菊）によるイメージ転換への挑戦  

葬儀需要の低下を受けて、和菊に付いて回る仏事のイメージを払拭するために、洋菊
はキクとは呼ばず、マム（洋菊）55と呼び、花屋が主体となって新たな需要を喚起し
ようという動きがある。 

愛知県を中⼼に開発が進められている⼤輪で華やかさのあるディスバッドマム（脇芽
をかいて⼀輪の花に栄養分を集中させることで、⼤きく、豪華に仕⽴てた菊）や、こ
れまで仏事で使われてきた⾊合い・形とは異なるスプレーマムは、カジュアルフラワ
ーやフラワーアレンジメントに使われ、キクのイメージを変えることに貢献している。
花持ちが良く、ダリアのようなボリューム感があり、洋⾵のフラワーアレンジメント
やウェディング等の慶事にも⽤いられている。 

⼤⼿販売店のウェブサイトでは、9 ⽉の重陽節の際、マムの特集を組み、ロサーノシ
ャルロッテ等、ピンク系のキクを⽤いたフラワーアレンジメントの仕⽅や、キクに関
連するキク茶、⾷⽤キクの使い⽅等が提案されている56。2019 年には、新元号を迎え
ることを記念し、令和天皇家のシンボルである菊（マム）を使⽤した令和ブーケを販
売し、マムのプロモーションを⾏っている。キクの葬儀という暗いイメージから、カ
ジュアルフラワーの明るいイメージ形成させ、新しいトレンドを作り出している。 

 

                                         
54 ⽇本の花卉園芸と影 第 1 章 ⽇本の花卉産業－戦後から現在・将来へ 福井博⼀ 

55 マムはキクの英語名である Chrysanthemum（クリサンテマム）が語源であり、⽇本⼈に定着したキクを連
想させず、イメージの転換を狙った呼び⽅である。 
56 https://www.aoyamaflowermarket.com/item/COLUMN_TODAYS_023.html 
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出所：神戸セント・モルガン協会ウェブサイト 

図 20 マムを使った花飾り 

 

出所：ウェディングフラワー ル・ランディ ウェブサイト 

図 21 マムとバラを使ったブーケ 

 

課題が残る安定供給と店頭での反応  

⼀⽅で、ウェディングにおいては、ディスバッドマムは和のテイストでのみ⽤いられ
ている。その理由は、バラエティは増えたが安定供給が難しく、業務⽤の定番として
扱うにはリスクがあること、洋⾵な場では供給が安定しているダリアで⼗分である旨、
業界関係者から指摘があった。 

⼩売店においても花のバラエティが増えることは良いが、特に拡販によって押すとこ
ろまでの反応は感じられないのが現状のようである。 

産地ブランドの⽴ち上げと⽣産者の連携  

需要の喚起にはエンドユーザーに近い花屋側での仕掛けが必要である。それと同時に
供給側の体制が整わないと販売体制を構築するのは難しい。ディスバッドマム、スプ
レーマム等、慶事の需要を捉えるべく、愛知県愛知みなみ JA では、管内の 4 部会（渥
美スプレーマム出荷連合、⾚⽻根洋花部会、ドリーム部会、輪菊部会）が、2017 年、
出荷ブランドである ”All 4 MUM” を⽴ち上げている。部会を統⼀することで、品種
開発や品質向上、情報共有、計画⽣産、供給体制の整備が進められている。 

また、愛知県農業総合試験場（東三河農業研究所）では、「かがり弁」のキクを開発
し、ジャパンフラワーセレクション 2018-2019 でベストフラワー（優秀賞）を受賞
している。愛知県では、新しい需要を作り出すため、ウェディング等に⽤いられるハ
イエンド商品として利⽤されることを期待している。 
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⽣産と販売の連携が望まれる  

⼀⽅、⽣産関係者の取り組みにより新しい品種が開発されても、業界関係者の中では
その情報は共有されるが、エンドユーザーまで情報がなかなか届かないという指摘が
ある。さらに、エンドユーザーの求めるものになっているのかどうか、⼩売店から⽣
産者レベルにはフィードバックされにくいという。⽣産側からの新品種開発は、多様
化に向けて重要な取り組みである⼀⽅で、それが商業ベースで「売れるものなのか」
を開発プロセスの⼀環として検証する仕組みがないことが課題である。 

この課題に対応するには「売り先主導」の商品企画を進め、販売レベルとの密接な連
携が望まれるところである。⽣産者はエンドユーザーに最も近い⼩売店と連携・協働
する形で商品企画を進め、⼩売店では⾃社のブランドイメージと相反しない範囲で、
国内新品種の開発が認知されるよう産地紹介や新品種の宣伝を⾏い、顧客の反応を分
析する等の取り組みが必要であると思われる。 

 
出所：JFS ウェブサイト 

図 22 かがり弁の菊 
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2.2.2. バラ  

バラは代表的な花き品⽬の⼀つ  

バラは、⽇本で最も⼈気があり親しみのある花の⼀つである。特に第⼆次世界⼤戦後
の⾼度成⻑の波に乗って、広く⼀般に普及し、花の観賞を楽しめるバラ園も各地に造
営されてきた。花と⾔えばバラを思い浮かべる⼈も少なくない。 

バラは、ほぼ⽇本全国で栽培されており、施設栽培によって周年供給が可能となって
いる。世界に⽬を向けると、ケニアやインドなどでのバラ栽培が盛んになり、これら
の国は⼤量⽣産を得意とし、品質も均⼀であることから、世界のバラ市場をけん引し
ている。 

国内⽣産の推移  

農林⽔産省資料57によると、バラの 2017 年（平成 29 年）花き産出額全体に占める
割合は 5%を占め（178 億円）、キク、ユリに次ぐ第 3 位となっている。しかし、表
14 に⽰す通り、国内のバラの作付⾯積や出荷数量、産出額は減少傾向にある。 

表 14 バラの⽣産状況 

年 作付（収穫）⾯積 
（ha） 

出荷数量 
（千本） 

産出（出荷）額 
（億円） 

2013 395  286,900  187 
2014 378  276,500  187  
2015 365  269,900  190  
2016 347  257,200  180  
2017 336  248,200  178  

出所︓農林⽔産省花⽊等⽣産状況調査 

バラの出荷量は、都道府県別では愛知県が全体の 18%を占めて最も多く、次に静岡
県（9％）、⼭形県及び福岡県（7％）、愛媛県（6%）が続いている58。 

 

市場での取扱実績  

バラについて、東京都中央卸売市場の取扱⾦額の実績をみると、2013 年は約 68 憶
円（約 8,700 万本）であったが、2018 年は約 60 憶円（約 7,200 万本）で、この 5
年間に取扱⾦額は約 10％、取扱数量は約 20％減少している。 

なお、1 本あたりの平均単価はやや上昇した。 
                                         
57 農林⽔産省『花きの現状について』（令和元年 12 ⽉） 
58 農林⽔産省『平成 30 年産花きの作付（収穫）⾯積及び出荷量』（令和元年 5 ⽉） 
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表 15 1 本あたりの平均単価（円） 

年 ⽩⾊系 ⻩⾊系 ⾚⾊系 ピンク系 他⾊系 スプレー
バラ その他 

2013 75 70 83 73 75 90 82 
2018 79 72 88 76 77 97 82 

出所︓東京都中央卸売市場統計情報 

バラの輸⼊  

⼀般社団法⼈ JFTD の資料59によると、輸⼊バラがバラ全体の需要量（国内⽣産量＋
輸⼊量）に占める割合は平成 19 年頃まで急速に増加していたが、その後鈍化し、近
年、輸⼊バラの割合は 20%前後で推移し⼤きな変化は⾒られない。輸⼊バラはスー
パー等で⽐較的安価に販売されている。 

バラの主な輸⼊先は、ケニア（40％）、インド（18%）、エチオピア（11%）であ
る60。これらの国々では、⽣産会社による⼤規模⽣産が⾏われており、⼀品種あたり
数⼗万本の単位で取引されている61。また、輸⼊では、⽣産会社から空港での荷受け、
航空便、輸⼊荷受会社を含めて鮮度管理処理とコールドチェーンが徹底されている。 

国産と輸⼊の⽐較  

⾼級志向の国産バラ  

国産バラは、どちらかというと⾼級志向で、ブライダルやイベント⽤に使われる。⼀
⽅、輸⼊バラはスーパー等で⽐較的安価に販売されるなど、棲み分けが進んでいる62。
ただし、前述したように、輸⼊バラへの依存度が増⼤しているわけではなく、バラ全
体の需要量が減少する中、国産バラへのニーズも⼀定量ある（輸⼊ 2︓国産 8）。 

⼩規模⽣産とコールドチェーンの不備  

輸⼊品が⼤規模⽣産でコールドチェーンが完備しているのに対して、⽇本のバラ⽣産
は、⼩規模な各⽣産農家が個別の⽣花店の需要に応じ多品種⽣産で⼩ロットの取引を
⾏っている実態がある。⽣産者から卸売市場、仲卸、⽣花店までのコールドチェーン

                                         
59 『JFTD ⽩書 2019』P106 
60 農林⽔産省『花きの現状について』（令和元年 12 ⽉） 
61 今⻄英雄/福井博⼀/内藤重之/柴⽥道夫/⼟井元章/宇⽥明/⽥中孝幸/⻄川照⼦『⽇本花卉園芸光と影』ミネル
ヴァ書房, 2016 
62 ヒアリング調査結果による。 
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も⼗分に整備されていない。⽇本のバラ⽣産は、ケニア等の海外のバラ⽣産会社が⾏
うバラ⽣産とは相当に事情が異なる。63 

バラ⽣産の強みと弱み  

バラ⽣産は、施設栽培を主としているため、⽣産現場では設備投資費⽤が⼤きな課題
となっている。また、切りバラは⽇持ち性が課題であり、鮮度保持剤の普及が⼀層望
まれる。例えば、⽣花店等で花を販売する際に、鮮度保持剤も⼀緒に無料提供できる
ような取組みが必要である64。 

バラ⽣産の強みと弱みを整理すると、表 16 のようになる。 
 

表 16 バラ⽣産の強みと弱み 
 強み 弱み 
⽣産レベル • 古くから栽培技術の向上と普及が進ん

でいる 
• 補光栽培やヒートポンプの導⼊ 
• 環境管理を徹底し品質の良いバラを⽣

産 
• 個⼈育種家が⾏う育種が盛ん 

• ⽣産農家の減少、⽣産量は現状維持から
減少傾向、規模拡⼤より現状維持がやっ
と 

• 夏には花のボリュームが落ち、病気も発
⽣しやすい 

• 設備投資費⽤（環境制御のためのCO2抑
制装置、ドライミスト、ヒートポンプ、
被覆材等）が⾼額 

• 暖房費（燃料費）や⼈件費のコスト上昇 
• 育種に 3〜5 年など時間を要する 
• 公の育種の取組みや研究が少ない。何百

種を試⾏錯誤してそのうち成果が出る
のは数種。⼿厚い⽀援、補助が必要。 

流通レベル • 蕾収穫が困難なタイプや芳⾹性のバラ
は国際流通に適さないため、国内産の
バラに優位性がある。 

• ⽇持ちがしない 
• コールドチェーンが整っていない 

販売⼩売 • ⽣産者と⼩売りが直接契約をして注⽂
⽣産、⾼品質のバラは売れる 

 

• 花屋での管理が⼗分でない 
• 花屋の商品に対する知識が⼗分でない 

出所︓ヒアリング調査及び⽂献資料をもとに弊社作成 
 

                                         
63 財務省の貿易統計によると、⽇本からのバラの輸出は毎年累計⾦額 1,000 万円以下の取引に留まっている。 
64 ヒアリング調査結果による。 
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今後に期待されること  

新しい売り⽅が求められる  

国産バラは、⼀定の品質が保持されているものの、⼀般的なバラであれば輸⼊品と競
合してしまうため、より⾼品質で特徴あるバラ⽣産が求められている。珍しいものに
は⼈々の関⼼も集まりやすい65。また、販売に関しても、これまでの⽅法では売れ⾏
きが伸びるとは考えにくい。農家の⼒量や志向によって⼤きな差が出やすい部分であ
るが、既に新たな取組みを積極的に始めている⽣産農家も多い。（事例︓観光など他
業種とのタイアップによるバラ利⽤機会の拡⼤、ふるさと納税の返礼品、B to C 販
売、サブスクリプション⽅式等） 

品種開発における育種家、⺠間企業、研究者の連携  

また、バラは、⺠間会社や個⼈育種家による品種開発が盛んである。⽇本の花きの育
種技術は世界でも最先端で⾼い評価を受けているため、⽇本⼈の繊細な感性のもとで
育成された新品種は国際的にも⾼い市場性を確保している66。 

多様な育種素材を保有する⺠間会社や個⼈育種家と、耐病性や⽇持ちの良さなどの優
れた遺伝的資源を保有する研究者が連携し新品種の育成を加速化することは、国の⽅
針としても掲げられている67。新たな育種技術の開発によって、バラを含む切り花産
業全体の国際競争⼒を維持することが期待できる。 

さらに、バラは観賞⽤としての栽培だけでなく、バラの⾹りを利⽤した化粧品開発や、
⾷⽤バラの栽培などの研究が進んでいる。国産バラの⽤途が新たに広がっていると考
える。 

 

  

                                         
65 都内のバラ園からのヒアリングによると、来園者は定番だが変わった品種に興味を持ちやすく反響がある、と
のことである。例えば、⿊いチューリップや⼋重咲の花など、⼈々の関⼼を集めている。 
66 今⻄英雄/福井博⼀/内藤重之/柴⽥道夫/⼟井元章/宇⽥明/⽥中孝幸/⻄川照⼦『⽇本花卉園芸光と影』ミネル
ヴァ書房, 2016 
67 農林⽔産省『花きの現状について』（令和元年 12 ⽉） 
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2.2.3. カーネーション  

カーネーションは国内産出額で第６位  

カーネーション切り花の流通量は 6.1 億本で、全切り花の中で 12%を占める。うち
国内産が 2.4 億本(40%)、輸⼊が 3.7 億本(60%)である（2017 年）。 

⽇本での流通量の 40%を占める国産カーネーションの⽣産額は 117 億円で花き産出
額全体の約 3％、切り花全体の約 5％を占め、キク、ユリ、バラ、切り枝、トルコギ
キョウに続き第 6 位である68。 

輸⼊品に対する国産カーネーションの差別化  

急増した輸⼊カーネーション  

世界的に⾒てキク、バラ、カーネーションは三⼤切り花として各地で⽣産され輸出も
盛んである。カーネーションの⽣産量世界第⼀位はコロンビアで、世界中に向けて輸
出されている。⽇本で売られているカーネーション（切り花）は 60%が輸⼊品で、
その 70%がコロンビア産である。バラは国産が 80%、キクは 82%と国産が⼤幅に
⼤きいのに⽐較して、カーネーションは輸⼊品のシェアが急速に拡⼤した（2007 年
の輸⼊品シェアは 34%だった）。 

輸⼊との差別化を狙った新品種の開発  

⾏政機関や⽣産者が連携することにより海外で⽣産していない品種の開発が⾏われ
需要拡⼤の取り組みが⾏われている。⾹川県オリジナル品であるミニティアラは、花
が⼩さく可愛らしいこと、花の形がティアラ（⼥性の装飾冠）を思わせることから、
ミニティアラとして名付けられている。発⾊よく、バラエティの豊かに加え、剣咲き
の花弁と咲き⽅が特徴であり、⺟の⽇の需要を捉えた先進的な取り組み事例である。 

また、サカタのタネは、2019 年 4 ⽉、⺟の⽇に⼈気の根強い⾚・ピンク系の花持ち
の良いポットカーネーション（鉢植え）を販売している。輸⼊は「切り花」しかない
が、国産なら鉢物での販売が可能である。 

カーネーションは⻑⽇植物である特性を持つが、ポットカーネーションの新品種、｢感
謝の気持ち｣、｢ホットハート｣は低温・低⽇照下でもよく育つとされる。ポットカー
ネーションは通常 3〜4 輪の花を付けて出荷するが、従来品種は 3〜4 輪⽬が咲く頃
には最初に咲いた花がしおれることがあり、1 輪⽬を取り除いてから出荷する必⽤が
あった。しかし、｢感謝の気持ち｣は、花持ちが良く、同時開花性に優れるため⽣産者

                                         
68 花⽊等⽣産状況調査（平成 28 年度）。 
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の労⼒低減が期待されている。これらは、輸⼊品と差別化するため、輸⼊切り花より
も⽇持ちの良い鉢物、⽇本⼈が好む⾊（淡いピンク⾊）、低温でも育つ品種（⽇本の
⽣育条件に合わせたもの）に特徴がある。 

 

 
出所：大田花きウェブサイト 

2019 年 4 月 3 日付 Show Room 

図 23 新品種ミニティアラ 

 

 
出所：サカタのタネウェブサイト 

図 24 ポットカーネーションの新品種 
（左：感謝の気持ち、右：ホットハート） 

⼩売レベル情報が⽣産地にフィードバックされていない  

⼈気を博した先進的な事例がある⼀⽅で、新品種開発を⾏う⾏政機関や⽣産者はエン
ドユーザーの求めるものや市場のトレンドを踏まえたものとは限らない。⼀般的な消
費者は、⾏政機関のウェブサイトに⾃らアクセスすることはしないため、新品種に係
わる情報は⼩売店で触れるものが主となる。また、あるカーネーション⽣産者は出荷
される箱にリーフレットを⼊れて宣伝活動を⾏ったが、費⽤対効果が⾒えないため同
封するのをやめたとの声もあった。⼩売店からのフィードバックが得られなかったの
である。 

⼀部の⼩売店は⽣産者と直接契約することにより、エンドユーザーの求める商品を開
発し、供給を確保しているが、多くの場合、⼩売店で売れている品種、売れていない
品種の情報が⽣産者まで伝わっていないことが多く、新品種開発はエンドユーザーの
需要に基づくものでない可能性がある。 

⽣産地情報がエンドユーザーに届かない〜国産の特徴である季節性が伝わらない  

通年供給の輸⼊カーネーションと異なり、季節毎に特徴のある国産のカーネーション
を売る場合、頻繁に商品が⼊れ替わるため、⽣産者、市場、花屋が意識的に広報を⾏
わない限り、認知度の向上にはつながらない。花の品種は⾮常に多く且つ産地表⽰が
義務付けられていない中で、輸⼊と国産のカーネーションを、エンドユーザーが区別
することは困難であろう。 
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また、⽣産地が記載された箱で出荷されても、⼩売店ではその箱から出して花をバケ
ツに⼊れて特に産地表⽰をしないため、エンドユーザーには⽣産地の情報が届かない
旨の指摘もあった。実際のところ、個別花店の 81%が全く産地情報を表⽰してない
という。69 

少量多品種⽣産〜より細かな品種別販売データと販売レベルとの連携が必要  

少量多品種である国産のカーネーションを販売促進するには、産地ブランド化等、産
地がイメージできるような仕掛けが必要であろう。少量多品種を管理する場合、カー
ネーションという⼤きな分類ではなく、品種レベルでの POS 登録が必要である。売
れる品種と売れない品種の特徴を把握し、⽣産者との情報共有をし、⽣産と販売をリ
ンクさせない場合、新品種開発は賭けに終わり、時間と労⼒をかけて開発された新商
品の販売は継続できないリスクがある。 

出荷規格が実需とずれているため⽣じる不効率  

また、他の花と同様に、カーネーションの出荷規格が実需とマッチしていないことに
よる物流コスト増や廃棄処理の問題がある。茎⻑が⻑いものが⾼い値段がつきやすい
とされるが、実際にはずっと短くして使われるという「出荷時評価と実需の不⼀致」
である。 

優良⽣産者として定評のあるカーネーション農家へのヒアリングによれば、カーネー
ションは通常 70cm の丈⻑で出荷されているという。この背景には、市場出荷から⼩
売店着までの⽔揚げに必要な⻑さの確保と、丈が⻑いカーネーションの⽅が市場での
買取価格が⾼いことがあるという。しかし、実際には 50cm あれば⼗分との指摘があ
った。同⽣産者では、丈⻑を 60cm にして出荷したところ、市場での価格や売れ⾏き
には影響がなかったとしている。この農家は、市場関係者にもよく知られた優良⽣産
農家であり個別出荷（⾃ら選別）していることも、価格への影響がなかった理由の⼀
つと推測される。 

この⽣産者のように「実質的な⽣産者ブランド」が既に確⽴されていて、その信⽤を
背景に短いものを出荷しても実質的には影響がないという経験がある場合は別とし
て、平均的な⽣産者にとっては、JA 経由の共同選別や市場の値決めでは「丈の⻑いも
のに対する評価／価格が⾼い」という印象が根強い。そのような慣例がなくなったと
いう確信がない限り、⽣産者全体として丈⻑を短くする⽅向には進まないであろう。 

                                         
69 P.51, JFTD ⽩書 2019 
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カーネーションの⽤途  

⽤途の多様化と販売経路の複線化  

カーネーションは「⺟の⽇」というイメージが強いが、実際にはその⽤途は幅広い。
また⽤途によって、⽣産者からの出荷経路も異なる。 

カーネーションの販売先は、市場を通して、仏花⽤のデイリーユースや物⽇の需⽤と
してスーパーやホームセンターを経由するもの、年間を通じて葬儀⽤の洋花として販
売されるもの、⺟の⽇のギフトとして花屋を通してエンドユーザーに販売されるルー
ト等がある。 

本調査で訪問したあるカーネーション⽣産者は、市場を経由した販売を主にしている
ものの、部分的に地元のスーパーと直接契約し販売してリスク分散していた。地元の
スーパーは、直接、農家までカーネーションの集荷を⾏うため、農家としては資材費
が必要なく、集荷場や市場へ経由が必要ないため新鮮なカーネーションを供給でき、
花の単価も市場を経由するよりも⾼く設定できるメリットがある。⼀⽅、市場に出す
場合、⾃分の⼿を⼀度離れると追跡することは不可能であり、⽣産した花がどのよう
に流通しているかわからず、販売先やエンドユーザーが⾒えないことが問題として指
摘された。 

カーネーションは、ウェディングに⽤いられる他、葬儀における⽣花祭壇では既に洋
花が主流となっており、洋花の内、カーネーションに対する需要は最も⼤きい（⽣花
祭壇で使われる花の内、17％はカーネーションが占める）70。葬儀においては、⻩⾊、
⽩⾊が最も多く、ピンク、紫⾊が続く71。また、カーネーションは安定供給や⽇持ち
が良いことから仏花として⽤いられ、スーパーでは菊と組わせて通年で販売されてい
る等、カーネーションの⽤途は幅広い。 

図 25 スーパーで販売されているカーネーション⼊り仏花  

                                         
70 ⽉刊仏事 2017 年 7 ⽉（Vol.202） 葬儀の変化に伴う⽣花需要の変化 
71 冠婚葬祭を⼿がける企業からのヒアリング 
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⺟の⽇ギフトはカーネーションが定着  

カーネーションの物⽇における需要は⺟の⽇が⼤きく、⺟の⽇のギフトはカーネーシ
ョンということは定着している。マクロミルの 2018 年の調査によると、⺟の⽇に⺟
親にしたいことの内、最も多いのが「プレゼントを送りたい 62％（複数回答）」であ
り、プレゼントしたいものの第 1 位は「花」となっている72。第 2 位の「お菓⼦・ス
イーツ」に⽐較して、「花」が感謝の気持ちを表す⼿段として定着し、花に想いが託
される傾向があることを⽰唆している。平均予算のボリュームゾーンは、1,000 円〜
5,000 円未満が 52％と半数以上を占めている。 

 

  
※母親がいる人（n=797）/複数回答 

出所：市場調査メディア ホノテ by Macromill より作成 

図 26 母の日に、母親にしたいこと 
上位 7 位 
 

※母の日にプレゼントを贈りたい人（n=494）/複数回答 

出所：市場調査メディア ホノテ by Macromill より作成 

図 27 母の日にプレゼントしたいもの 
上位 7 位 
 

 
※母の日に母親に何かをしたい人（n=634） 

出所：市場調査メディア ホノテ by Macromill より作成 

図 28 母の日にかけてもよい予算 
 

⽇本⽣命保険株式会社が 2019 年に実施した調査では、贈る⼈ともらう⼈に分けてア
ンケートが⾏われており、前述の調査と同様の結果が出ている。⺟の⽇にプレゼント

                                         
72 ⺟の⽇調査 2018 年版 https://honote.macromill.com/report/20180412/ 
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を贈ると回答した⼈は全体の 75.3％に達し、贈る⼈から⾒ると、贈る予定のプレゼ
ント第 1 位は⽣花・カーネーションとなっている。逆に、もらう⼈から⾒ても、欲し
いプレゼント第 1 位は⽣花・カーネーションである。ただし、第 2 位の⾷事・グルメ
とほぼ同じ占率である。もらう⼈の家族との時間を過ごしたいとの思い反映されてい
る。 

表 17 贈る予定のプレゼント 
（贈る人への質問） 

表 18 欲しいプレゼント 
（もらう人への質問） 

※回答者数 7,867 

出所：ニッセイインターネットアンケート～「母の日」等に関する意識実態

確認より作成 

※回答者数 3,164 名 

出所：ニッセイインターネットアンケート～「母の日」等に関する意識

実態確認より作成 

 

⽇⽐⾕花壇株式会社が実施した 2019 年の調査では、贈る⼈ともらう⼈にわけてアン
ケート調査が実施されている。⺟の⽇に、プレゼンを贈ると回答した⼈の内、「お花
をプレゼント」とすると回答した⼈は 47.4％に達しており、花（カーネーション）の
需要は定着している。逆に、もらう⼈は、欲しいプレゼントとして、第 1 位「家族と
の⼀緒に過ごす時間」が 30.4％を占め、第 2 位は「花」の 26.5％となっている。第
3 位は、メッセージや⼿紙の 17.1％であるが、花は気持ちを伝える役割を担うこと
から親和性が⾼いと考えられ、実際、花にメッセージが添えて送られることは多い。 

 

図 29 贈る予定のプレゼント 
（贈る人への質問） 

 

図 30  欲しいプレゼント 
（もらう人への質問） 

※回答者数 3,887 名 

出所：（株）日比谷花壇 「母の日コム 贈る人もらう人アンケート 2019」

より作成 

※回答者数 823 名 

出所：（株）日比谷花壇 「母の日コム 贈る人もらう人アンケート

2019」より作成 

順位 贈るもの 占率

1位 生花・カーネーション 36.9%

2位 食事・グルメ 27.9%

3位 小物・アクセサリー 9.5%

4位 衣類 7.7%

5位 現金・金券・カタログギフト 6.3%

順位 欲しいもの 占率

1位 生花・カーネーション 25.4%

2位 食事・グルメ 25.3%

3位 手紙・メール・絵 13.2%

4位 小物・アクセサリー 9.6%

5位 現金・金券・カタログギフト 6.3%
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これら調査結果では、カーネーションの需要を作り出す贈る⼈は「花を贈る」との気
持ちが強く、もらう⼈からみると「家族との⼀緒に過ごす時間を持ちたい」ため、⾷
事・グルメを選択する⼈の⽐率が⾼いと思われる。花と⾷事・グルメは必ずしも⼆者
択⼀ではなく、両者がセット（花を贈り且つ⾷事もして家族との時間を過ごす）であ
る可能性も考えられる。 

国内⽣産の動向  

上位三県が全体の⽣産量の半分を占める  

花⽊等⽣産状況調査（平成 28 年度）によるとカーネーションの⽣産額は 117 億円で
花き産出額全体の約 3％、切り花全体の約 5％を占め、キク、ユリ、バラ、切り枝、
トルコギキョウに続き第 6 位である。⽣産額 117 億円の内、⻑野県の⽣産規模が 27
億円を占め最も⼤きく（約 23％）、愛知県の 17 億円、北海道の 15 億円と続き、上
位 3 県が全体の半分を占める73。 

年間カーネーション⽣産量が全国第⼀の⻑野県では、平成 27 年度の統計では、県内
の切り花類 174,600 千本の内、カーネーションは 51,900 千本であり、全体の約 30％
を占め最も多い74。 

平成 28 年の農林⽔産省の統計では、全国のカーネーションの作付⾯積は
301 ヘクタールであり、切り花類全体の約 2％を占めている。カーネーショ
ンの全国出荷数量は 2.51 億本で切り花類全体の約 7％、出荷額は 117 億円
で切り花全体の約 17％である。 

国内⽣産の減少幅は⼤きい  

花⽊等⽣産状況調査が実施された 2010 年、2013 年、2016 年の経年変化
を⾒ると、作付⾯積、出荷数量、産出（集荷）額は、いずれも減少傾向にあ
り、且つ、減少幅は切り花全体の減少より⼤きい。2010 年から 2016 まで、
全国の切り花の産出額は 0.3％の減少に対し、カーネーションは 16％減少
しており、この背景には輸⼊の増加がある。 

 

 

 

                                         
73 農林⽔産省｢花⽊等⽣産状況調査｣（平成 28 年） 
74 平成 27〜28 年 ⻑野県農林⽔産統計年報 関東農政局統計部 
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表 19 国内カーネーション⽣産額上位 5 県（平成 28 年） 
順位 県 名 産出額（億円） シェア 
1 ⻑ 野 27 23% 
2 愛 知 17 15% 
3 北海道 15 13% 
4 千 葉 11 9% 
5 兵 庫 10 9% 
- その他 37 31% 

全国 117 100% 
出所：農林水産省｢花木等生産状況調査｣（平成 28 年） 

 

表 20 カーネーションの⽣産、出荷状況（単位 作付⾯積: ｈａ、出荷数量:千本、出荷
額:百万円、栽培農家数:⼾） 

出所：農林水産省｢花木等生産状況調査｣（平成 22 年、25 年、28 年） 

 

輸⼊〜コロンビア産の⾼い国際競争⼒  

増加を続けた輸⼊〜2019 年になって減少 

カーネーションの輸⼊は、⾦額、数量ともに増加傾向にあり、輸⼊額は 2013 年から
2018 年の 5 年間で 10％増となっている。2017 年、⽇本国内に流通するカーネーシ
ョンは、国産の 2.4 億本に対し、輸⼊は 3.7 億本であり、全体の約 60％が輸⼊とな
っている。平成 19 年では、国産のカーネーションは 66％を占めていたのに対し、輸
⼊のカーネーションは 34％であったが、10 年間で国産と輸⼊品の⽐率は逆転してい
る75。 

切り花全体の輸⼊量は 13.4 億本の内、カーネーションが約 28％を占め、類別では最
も多い。2018 年、カーネーションの主な輸⼊先は第 1 位がコロンビアであり輸⼊量
全体の約 69％、第 2 位が中国からの輸⼊であり約 20％を占める。コロンビアのカー
ネーションは⾚道直下の⾼原が⽣育地であり、年間を通じて涼しく気温が⼀定であり
通年栽培に適している。中国は雲南省が主要産地となっている。コロンビアは⽇本か

                                         
75 農林⽔産省 「花きの現状について」（令和元年 12 ⽉）
https://www.e87.com/condolence/select_flower.html 農林⽔産省｢花き⽣産出荷統計、植物検疫統計」 

区　　　分

H22 H25 H28 H22 H25 H28 H22 H25 H28 H22 H25 H28 前年対比

合   　 計 31,429 29,621 27,465 - - - 3,816 3,785 3,788 14,325 13,655 14,922 -

切り花類 16,200 15,380 14,590 4,351,000 4,066,000 3,781,000 2,158 2,101 2,152 ・・・ ・・・ ・・・ -

カーネーション 390 348 301 343,300 304,700 251,500 140 128 117 ・・・ ・・・ ・・・ -

出 荷 数 量 産出（出荷）額 栽 培 農 家 数作 付 （収穫）面 積
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らの距離が遠いため専ら航空便が利⽤され、⽐較的距離が近い中国からは航空便だけ
でなく温度調節可能なコンテナを利⽤した船舶で輸送される特徴がある76。 

コロンビアのカーネーションの対世界輸出額は、2009 年の 1.87 億⽶ドルから 2018
年の 2.26 億⽶ドルへと輸出額は増加傾向にある。コロンビアのカーネーションは、
2018 年、世界 60 国・地域に輸出されており、上位 5 か国を⾒ると、⽶国、⽇本、
オランダ、スペイン、ポーランドの順であり、⽶国向けのシェアは 43％と最も⼤き
く、⽇本向けシェアの 19％を合わせると、上位 2 カ国で 6 割以上を占める。⽶国向
けのシェアは、2009 年の 48％から 2011 年の 43％と減少傾向にあるのに対し、対
⽇輸出のシェアは、2009 年の 11％から 2018 年の 19％へと増加傾向にある。 

しかしながら、2019 年実績では輸⼊数量は対前年⽐ 2.5%の減少であった。この減
少は、コロンビアの天候不順のためだが、近年⽇本マーケットが縮⼩し、購買⼒が低
下していることから、欧⽶マーケットに⽐重を⾼める動きがあり、今後とも急には増
加しないとの⾒⽅が強い77。 

表 21 ⽇本のカーネーション輸⼊量・輸⼊額の推移
（2014 年〜2018 年） 

表 22 ⽇本のカーネーション輸⼊先上位５カ国
（2012 年〜2016 年の累計） 

 
出所：財務省貿易統計より作成 

出所：財務省貿易統計より作成 

 

                                         
76 東京税関 「カーネーションの輸⼊」（平成 26 年 4 ⽉ 28 ⽇） 
77 ⽇本農業新聞 2020 年 1 ⽉ 25 ⽇。 

年 数量（kg） 前年比 金額（千円） 前年比

2014 9,144,702 -1% 9,635,018 6%

2015 9,622,300 5% 10,881,476 13%

2016 10,060,080 4% 10,105,451 -7%

2017 10,250,620 2% 10,617,815 5%

2018 10,355,819 1% 10,606,290 0%

国・地域 数量（kg） 構成比 金額（千円） 構成比

コロンビア 32,944,419 67% 38,001,235 73%

中国 10,202,463 20% 8,276,637 16%

エクアドル 4,367,268 9% 3,796,034 7%

ベトナム 1,453,484 3% 1,179,706 2%

トルコ 237,913 0.5% 279,767 1%

その他 227,974 0.5% 312,671 1%

計 49,433,521 99% 51,846,050 100%
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出所：ITC TRADE MAP より作成 
図 31 ⽶国向け及び⽇本の向けコロンビア産カーネーションの輸出シェア 

⽉別に輸⼊のデータ（⾦額と重量）を⾒ると、3〜4 ⽉、7 ⽉〜9 ⽉、12 ⽉
に輸⼊が多い。3〜4 ⽉については、3 ⽉の春彼岸、4 ⽉は⺟の⽇（5 ⽉第 2
⽇曜⽇）の贈り物としての需要、7 ⽉〜9 ⽉は、8 ⽉のお盆、9 ⽉の秋彼岸
の需要、12 ⽉は正⽉に飾る花の需要等がある。その他、通年では、ウェデ
ィングや葬儀における洋花の需要がある。 

出所：財務省貿易統計より作成 
図 32 2019 年⽉別カーネーション輸⼊量（数量、⾦額） 

海外⽣産地はカーネーションの栽培に有利  

⽇本国内においては、リレー栽培（冬切り作型、夏切り作型）で、冬から春
に出荷されるものは温暖地から、夏から秋にかけては寒冷地から、市場に周
年出荷されている。 

⻑⽇植物であるため、⾃然では春から夏に開花する。⻑⽇植物という特性が
あるため、寒冷地では電照を⽤いて⻑⽇条件を維持する必要がある。温暖地
では冬から春出荷が主であり、6 ⽉に植え付け冬期には加温し、寒冷地では
夏から秋出荷が主であり、冬に植え付け加温または保温するため、光熱費が
必⽤となる。 

コロンビアや中国雲南省昆明市では、⽇照時間が⻑く、⽇の光の強さが強く、
⻑⽇植物であるカーネーションの栽培に適している。コロンビアでは、⾚道
直下で海抜 2,500M の⾼地で年間を通して⽇照時間が⼀定で気温は５〜２
０度である。コロンビアから⽶国マイアミまでの距離は⾶⾏機で 3 時間と
近く、最⼤の市場である⽶国までの距離は近い。⼀⽅、中国雲南省昆明市で
は海抜約 1,880M の⾼地であり、年間平均気温は 15 度で、年間の温度差が
中国で最も⼩さい。   
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2.2.4. ユリ  

ユリの⽣産額は 217 億円とキクについで第⼆位  

ユリは⾼級切り花として知られ、その⽣産数量は少ないが単価は⾼く、⽣産額は 217
億円とキクについで第⼆位、切り花全体の⽣産額の 6%を占め、バラ、トルコギキョ
ウ、カーネーションなどの主要品⽬よりも⼤きい。切り花としての輸⼊は 30,000 本
程度と少ない。その⼀⽅で、商業栽培に使われる球根の⼤半は冷凍貯蔵の輸⼊球で、
オランダ産のものが中⼼である。他の品⽬よりも種苗費が⾼いことが特徴である。 

装飾需要に代表される「⾼級」切り花  

バブル期の装飾需要  

ユリは元来、冠婚葬祭やディスプレイ、法⼈ギフト（例︓開店祝いの贈答）といった
装飾需要に多く⽤いられてきた。他の花と⽐較し⼤ぶりで華やかな印象を与えること
ができるためである。 

1990 年代の球根の輸⼊⾃由化に伴い、これまで我が国への輸⼊が難しかった外国産
品種の輸⼊が可能になった。それに伴い、カサブランカに代表されるオリエンタル系
ユリの需要が増加した。カサブランカはその華やさから、特に芸能界からの需要が多
く、その後カサブランカブームのきっかけになったとユリ関係者間では⾔われている。 

装飾需要の縮⼩  

しかし、近年は他の⼤ぶりな花（例︓ダリア）に置き換えが進んでいる。その理由と
しては、ユリと異なり蕾を開花させる⼯程や作業スペースを省くことが可能であるこ
と、またトレンド（⾯を埋めるデザインの流⾏）の影響がみられる。近年の冠婚葬祭
の⼩規模化、法⼈需要の低下を考慮すると今後も装飾需要をメインターゲット層とす
るのは難しい。 

個⼈消費需要の掘り起こし  

花き業界全体で推進している「カジュアルフラワー」同様に、今後は、ユリにおいて
も個⼈消費を視野にいれて PR していく必要がある。 

ユリは他の切り花と⽐較し、独特な強い⾹りを有する。強い⾹りを好まない消費者に
はマイナス要因となる反⾯、その⾹りを好む⼀定の消費者には訴求ポイントである。 
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下の写真は、広報活動リリープロモーション・ジャパン（LPJ: Lily Promotion Japan）
の⼀環として担当者「リリーアンバサダー78」が店頭においてユリの広報販売を実演
した写真である。 

ユリの魅⼒が多くのターゲット層（⼀次層︔⽣花店、⼆次層︔消費者）に認知され購
⼊されることが⽬的である。イベント・啓蒙活動を通し、⼀般消費者に「⾹り」で楽
しむことができる花であること、多様な品種や産地を通した魅⼒を発信し、バブル期
に定着した「⾼級花」というイメージとは違った魅⼒を PR している。 

しかし、特定の品種だけを販売促進することができない性質上、イベントによってど
れぐらいユリ切花の売り上げが増加したか、あるいは輸⼊球根数が増加したのかとい
った効果については把握しづらい。そのため、業界の啓蒙活動的要素が⼤きい。 

  

ユリの「⾹り」を展⽰し、品種ごとの⾹りの違いとその特徴を来客者に説明する販売店の様⼦ 
（写真︓リリープロモーションジャパン HP より） 

多品種を扱う販売⼩売店では、物⽇需要や季節ものの期間を除き特定の切り花の PR
を⾏うことは難しい。個⼈消費を伸ばしユリのファン層を増やすためには、上記取り
組みに代表されるようにユリ関係者が⼀丸となり情報発信を⾏うことが重要である。 

品種の棲み分けが進む産地〜埼⽟・⾼知・新潟  

花⽊等⽣産状況調査（農林⽔産省、平成 28 年）によるとユリの産出額は 217 億円と
なっており、切り花の産出額上位品⽬の 2 位である。⽣産額の上位 3 県は１）埼⽟県
（39 億円）、2）⾼知県（32 億円）、3）新潟県（30 億円）である。これら 3 県に
⾒られる⽣産上の特徴は、品種の棲み分けがなされていることである。 

                                         
78 LPJ では 2018 年よりアンバサダープロジェクトを開始している。本プロジェクトは、ユリに関わる⽣産者・
流通（市場、仲卸）・⼩売店（⽣花店、フラワーデザイナー）がその魅⼒・物語を発信する仕組み作りである。
SNS を通じた情報発信をベースに、市場、仲卸で⾏う展⽰会、勉強会で⽣花店への PR や、⼩売店で⾏うフェ
ア、イベントでの消費者との交流を⾏っている。 
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埼⽟県においては LA ユリ、すかしユリが主な⽣産品種であり出荷量では全国の 3 割
を占めている 。LA ユリ、すかしユリは近年洋式の仏花需要が増加しており、店頭販
売価格は 200〜300 円/本と他のユリ品種に⽐べ低価格である。⾼知県ではオリエン
タルリリー（オリエンタル系ユリ、秋〜春の出荷量は全国 1 位）、LA ハイブリッド
リリーやその他（テッポウユリ、ロータスリリー）が主である。新潟県では、オリエ
ンタル系ユリ、LA ユリ・すかしユリの栽培が主である 。 

⾼知県、新潟県で栽培されているオリエンタル系ユリは装飾需要が多い。同品種に代
表されるカサブランカは⾼級花として⼀般消費者に認知されていることが多く、店頭
販売価格は 1,000 円/本を超えることもある。故に、顧客単価の低い⼩売店では扱わ
ないこともある。 

「球根」ゆえの課題〜⾼い種苗費  

ユリの原材料費の実に三分の⼀〜四分の⼀を占めるといわれているのが球根費⽤で
ある。以前は新潟県、沖縄県伊良部島が国内球根の⼀⼤⽣産地であった。しかし、純
国内球根は輸⼊球根と⽐較し⾼品質である⼀⽅、⾼価格である。そのため、現在国内
で流通しているユリ球根の過半数は外国産の輸⼊品である。 

球根費⽤は球根単体の⾦額だけでなく、輸⼊費⽤、また植え付けまでの間冷蔵保管し
ておく貯蔵費⽤、国内の物流費⽤といった諸経費も加算されている。球根を輸⼊する
際の輸送には低温輸送（-15 度〜+15 度）を⽤いる必要がある。低温輸送の需要は冷
凍輸送（-15 度以下）よりも強いため、輸送価格も冷凍輸送と⽐較しおおよそ 2 倍で
ある。また、国内での輸送を⾏う際にも通常の⼀般貨物便を使⽤すると球根が結露す
る可能性があるため、温度管理装置を有しているトラックを⼿配する必要があるが、
トラック数に制限があるため費⽤がかかる。これら物流費により、他の切り花の種苗
と⽐較すると調達費⽤がかかる。 

上記調達費⽤の課題のみならず、外国産の輸⼊球根は⼿配から植え付けまでの間に 2
年のギャップが⽣じる点が市場のトレンドへの対応を難しくしている。⽇本花き球根
輸出⼊協会森⼭会⻑によると、現状の球根⼿配システム上、植え付けを⾏う 2 年前に
発注を⾏う必要があり、そのため、需要の変化に迅速に対応することが難しいという。
また品種によっては、需要があるにもかかわらず継続した球根⼊⼿が困難で⽣産でき
ないこともある。 

動きの少ない切り花での輸⼊／輸出〜かさばる梱包費⽤  

キク、カーネーション、バラの輸⼊本数が増加しているのとは対照的に、ユリの輸⼊
量は 4.6 億円前後で昨今⼤幅な増加傾向はない。2000 年代に⾒られる輸⼊本数の増
減は気候変動に応じて国内の供給が不安定となった際に、輸⼊で補ったことが要因で
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ある。⽇本国内への輸⼊品の⽣産国は 1）韓国(87%)、2）ベトナム(7%)、3）台湾
(5%)である。 

ユリの輸⼊品が⼤幅な増加につながらない理由として、蕾時に出荷すること、そのた
め他の花きと⽐較し梱包へ⼀層の配慮が必要で「かさばる」ことがある。したがって
輸送時の積載効率が悪い。前述した点を考慮すると、⽇本国内への輸⼊⽣産主要国も
輸送時間が総じて短い近隣国からの輸⼊となっていることが分かる。同様の理由から
我が国から他国へ輸出を⾏う際にも梱包費⽤や輸送費⽤がネックとなる。 
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2.2.5. トルコギキョウ  

⽇本産切り花の「成⻑株」  

⽇本が育種をリード  

トルコギキョウは、北⽶⼤陸が原産であるが⽇本で育種が進み、世界的に⾒ても⽇本
の種苗会社が新品種の開発や種苗の⽣産をリードしている貴重な品⽬である。⼋重や
フリンジ、⼩輪や⼤輪の花形、⽩やピンク、薄紫等の幅広い⾊彩など多様な品種が開
発されている。バラ等よりも花持ちが良いことや、⾼級な質感で⼤輪の⼋重品種が育
成されたことなどから結婚式等の業務需要も増加してきた79。バラの市場がトルコギ
キョウに置き換わったとも⾔える。また、キクからの転作によってトルコギキョウ栽
培を始める農家もある80。 

キク、バラに並ぶ代表的切り花に成⻑  

農林⽔産省資料81によると、トルコギキョウの 2017 年花き産出額全体に占める割合
は 3%を占め（127 億円）、キク、ユリ、バラ、切り枝に続いて第 5 位となっている。
トルコギキョウの産出額は既にカーネーションの産出額を上回っており、キクやバラ
などと同等な主要な切り花に成⻑している。 

表 23 に⽰す通り、2015 年から 2017 年の 3 年間では、トルコギキョウの作付⾯積
や出荷数量に⼤きな変化は⾒られないが、産出額は増加傾向にある。 

 
表 23 トルコギキョウの⽣産状況 

年 作付（収穫）⾯積 
（ha） 

出荷数量 
（千本） 

産出（出荷）額 
（億円） 

2015 431  98,100  117  
2016 437  100,900  120  
2017 434  101,000  127  

出所︓農林⽔産省花⽊等⽣産状況調査 
 

トルコギキョウの出荷量は、都道府県別では⻑野県が全体の 14%を占めて最も多く、
次に熊本県（12％）、福岡県（9％）が続いている82。かつて⻑野県千曲市において、

                                         
79 農研機構野菜花き研究部⾨ HP（http://www.naro.affrc.go.jp/archive/flower/index.html）より 
80 ヒアリング調査結果による。 
81 農林⽔産省『花きの現状について』（令和元年 12 ⽉） 
82 農林⽔産省『平成 30 年産花きの作付（収穫）⾯積及び出荷量』（令和元年 5 ⽉） 
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全国に先駆けてトルコギキョウの栽培が始まったが、現在でも⻑野県では冷涼な気候
と標⾼差を活かしたトルコギキョウの栽培が盛んであり、主として 7 ⽉から９⽉が出
荷最盛期となる。⼀⽅、熊本県や福岡県のトルコギキョウは、寒冷地からの出荷が少
ない春（3 ⽉から 5 ⽉）や冬（11 ⽉から 12 ⽉）が出荷最盛期となる。こうした産地
による出荷時期の違いから、トルコギキョウの周年供給が可能となっている。 

市場での取扱実績  

トルコギキョウについて、東京都中央卸売市場の取扱⾦額の実績をみると、平成 25
年度は約 43 憶円（約 3,000 万本）であったが、平成 30 年度は約 44 憶円（約 2,700
万本）で、5 年前に⽐べ取扱数量が減少しているものの、取扱⾦額は増加傾向を⽰し、
1 本あたりの単価が上昇している83。 

 

トルコギキョウの輸⼊  

植物検疫統計によると、トルコギキョウ84の輸⼊数量は以前に⽐べ減少傾向にあり、
平成 30 年度は約 560 万本で、輸⼊量が多かった平成 25 年度に⽐べ約半数となって
いる。平成 30 年度の輸⼊について国別にみると、台湾からの輸⼊が約 90％、ベトナ
ムが約 10％である。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        出所︓農林⽔産省植物検疫統計をもとに弊社作成 
図 33 輸⼊数量の推移（トルコギキョウ） 

                                         
83 1 本あたり平均価格︓⽩⾊系 155 円、ピンク 152 円、紫⾊系 160 円（平成 25 年度）、⽩⾊系 161 円、ピ
ンク 161 円、紫⾊系 173 円（平成 30 年度） 
84 植物検疫統計の「トルコギキョウ属」のデータによる。 
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国産のトルコギキョウの出荷が少なくなる時期（特に冬）に、輸⼊品による代替が進
んできた。しかし現在は、農研機構などによってトルコギキョウの冬季安定⽣産技術
が開発され、⽣産技術が向上した結果、国産のトルコギキョウが冬にも市場に出回る
ようになっている。 

 

トルコギキョウ⽣産の強みと弱み  

前述したように、トルコギキョウの出荷数量は、近年⼤きな変化はなく推移し現状維
持となっている。⼀⽅、1 本あたり単価が上昇傾向にあり、需要は増えていると考え
られる。また、輸⼊が占める割合は低く、トルコギキョウの市場は国産品が主となっ
ている。 

トルコギキョウの栽培で深刻な問題となるのが⼟壌病害である。⼟壌病害は、⽣産性
を低下させる主な要因である。このため、トルコギキョウの⼟壌病害を防ぐため同じ
⼟地での連作をしないようにしている⽣産者もいる85。また、農研機構などでも病害
対策の研究を進めており、トルコギキョウの⼟壌病害の原因と総合的な対策や具体的
⽅法に関するセミナー等を開催し、啓発に努めている。 

トルコギキョウ⽣産の強みと弱みを整理すると、表 24 のようになる。 

 
表 24 トルコギキョウ⽣産の強みと弱み 
 強み 弱み 
⽣産レベル • 単価は 150-180 円/本。キクやバラが

100 円以下/本であることを考えると、
単価は⾼めである。 

• 産地の気候によって時期をずらした出
荷ができ（秋出荷の作型、冬季・春季出
荷の作型）、競争⼒ある商品を市場に出
せる。 

• 量販向けトルコギキョウ⽣産の模索 
• JA と⽣産者が共同で育苗施設を建設。

オリジナル品種の開発。 
 

• ⽣産量は現状維持から減少傾向 
• ⼟壌病害による⽣産性の低下 
• ⼤量⽣産が難しい 
• 栽培に⼿間ひまがかかり、栽培コストが

⾼い 
• 花き農家の課題︓⽣産農家の⾼齢化、後

継ぎ不⾜、担い⼿の減少⇒外国⼈（技能
実習⽣等）に頼らざるをえない状況 

流通レベル • 湿式縦箱輸送により鮮度保持を確⽴ 
• 市場への出荷は直送便を利⽤。夏は⼤

型トラック保冷庫で輸送（⻑野県の事
例） 

• 出荷の棲み分けができている。（例）北
関東からは京浜、仙台、新潟へ出荷。⻑
野県からは東京、⼤阪、名古屋へ出荷 

• ドライバーが⾜りない 
• コスト上昇 
• 農協ごとに出荷する際の段ボール箱の

規格が異なる⇒輸送効率が落ちる 

                                         
85 ヒアリング調査結果による。 
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 強み 弱み 
販売⼩売 • 国産の評価が⾼く、輸⼊品の扱いは少

ない状況 
• 花屋での切花管理が⼗分でない 
• ワンランク上のトルコギキョウは 500

円/本する。この値段では売れない。⇒も
う少し栽培コストを抑え値段が下がれ
ば需要の伸びしろあり。 

輸出 • 海外（アメリカ、ヨーロッパ、ドバイ、
台湾、中国等）のバイヤーへの PR によ
る輸出拡⼤（例︓⻑野県内の JA ではバ
イヤーの視察受け⼊れを実施） 

• ⾼級なトルコギキョウ（1,000 円以上
/本）への需要増（⾹港、シンガポール、
アメリカ、ドバイへ輸出）（⻑野県内の
事例）⇒増産及び安定供給できる技術
の確⽴が必要 

• 鮮度保持と輸送コストが課題 

出所︓ヒアリング調査をもとに弊社作成 

今後に期待されること  

⾼級品の輸出の可能性〜輸送コストが課題  

トルコギキョウは、⽇本が世界の品種開発をけん引しているが、⽇本の花きの⽣産・
育種技術や品質については世界から⾼い評価を得ている86。1 本あたり 1,000 円する
ような⾼品質なトルコギキョウの輸出が進んでいるなど87、特徴あるトルコギキョウ
の輸出増⼤可能性が⾼まっている。 

トルコギキョウの輸出を促進するにあたって、課題となるのが輸送コストである。農
研機構の調査結果88によると、トルコギキョウをつぼみで輸出することにより、1 箱
あたりの⼊り本数を 1.3〜1.5 倍増加させ、航空運賃コストを 25〜30%削減するこ
とが実証された。また、通常出荷よりも⻑い鑑賞期間となり輸出先で⼗分な⽇持ちを
確保することも確認された。トルコギキョウの輸出促進には、このような検証結果を
積極的に活⽤することが考えられる。また、⽇本産花きの⾼級で⾼品質なイメージを
活かした効果的なプロモーション活動を⾏っていくことも必要である。 

                                         
86 財団法⼈⽇本花普及センター『⽇本産切り花輸出における輸送⽅法標準化実証調査』（平成 22 年 3 ⽉）、農
林⽔産省『ロシア・中東・トルコにおける花きの需要・消費及びロシア・トルコにおける花きの物流に関する調
査報告書』（平成 27 年 1 ⽉）、 
87 ヒアリング調査結果による。 
88 農研機構『開花調整技術を活⽤したつぼみ輸送体系の実証事業実施報告書ダイジェスト版』（平成 29 年） 
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省⼒化による国内向けの⼤量⽣産  

国内向けには、従来のトルコギキョウより丈や輪数を抑えて⼿間を省き、⼤量⽣産で
きるような取組みを検討する動きもある89。そうすることによって価格が抑えられる
ため、国産トルコギキョウの国内需要を増すことがねらいである。 

今後もニーズに応じた⽣産体制を維持しながら、需要拡⼤に向けた取組みを⾏政のほ
か⽣産現場から⼩売りまでトルコギキョウ業界が⼀体となって進めることが必要で
あると考える。 

 

 

  

                                         
89 ヒアリング調査結果による。 
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2.2.6. 花⽊  

公共事業ニーズと連動する花⽊需要  

花⽊類の需要には公共事業需要と家庭需要があるが、公共事業が⼤きな割合を占めて
いる。公共需要においては街路樹や公園緑地への使⽤、家庭需要の場合は⼾建住宅の
庭⽊、集合住宅では共有スペース等への植え付けが⾏われている。 

花⽊等⽣産状況調査（農林⽔産省、平成 28 年）によると花⽊類と花⽊類（鉢）の合
計産出額は 376 億円（うち、花⽊類が 215 億円、花⽊類（鉢）が 161 億円）となっ
ており、花き全体の産出額の約 10%を占める。花き全体の需要が低迷する中で、と
りわけ花⽊類では図 34 にみられるように、平成 12 年から平成 17 年の間に作付け
⾯積の⼤幅な減少が⾒られた。 

 
図 34 花きの産出額・作付⾯積の推移 

農林水産省「花きの現状について」5 頁(平成 31 年 4 月) 

 

減少の要因の⼀つが公共事業数の減少に伴う花⽊類の需要減である。下記図 35 公
共事業関係費⽤と花⽊類作付け⾯積にみる公共事業関係費と花⽊類の作付け⾯積の
推移には相関関係がみられる。 
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図 35 公共事業関係費⽤と花⽊類作付け⾯積 
公共事業費用（補正後）と作付け面積を元に IDCJ にて作成 

2020 年夏には東京オリンピック・パラリンピックを控えており、花⽊類（鉢物含む）
の需要が⾼まることが期待されている。しかし、関係者へのヒアリングを⾏った 2019
年 11 ⽉〜12 ⽉時点では需要の増加はみえていない。花⽊類の植え込みや注⽂はイ
ベント開始直前であることが多く、オリンピック需要の影響が判明するのは 2020 年
度以降と思われる。 

家庭需要〜ライフスタイルの変化  

花⽊類のもう⼀つの需要として、家庭需要がある。花⽊類の作付⾯積が減少した平成
12〜17 年度間において、新設の個⼈住宅・集合住宅数が平成 18 年度・平成 19 年
度、平成 20 年度・平成 21 年度に⼤きな着⼯数の減少が⾒られた。また、持家系（持
家・分譲住宅）に関しては平成 12〜14 年度間には微減となっており、家庭需要⾯で
の花⽊類の減少に影響したと推測される。 

 
図 36︓新設住宅着⼯数の推移（総⼾数、持家系・借家系別） 

国土交通省「平成 29年度住宅経済関連データ」 
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我が国においては社会全体にて⾼齢化が進み、今後⼤規模なインフラ設備の新設や新
規住宅の⼤幅な増加は⾒込めない。よって、花⽊類においても公共事業の需要回復を
期待するのではなく、新たな需要を創造することが必要である。例えば、近年みられ
る気候変動の影響から、ヒートアイランド対策としての屋上緑化への取り組み、働き
⽅改⾰の⼀環としてオフィスへの花や観葉植物の導⼊を検討している法⼈もみられ
る。このような新たなトレンドを注視し、空間演出としての新たな花⽊類の需要を図
ることが必要である。 

ガーデニングブーム〜⼤きかったメディアの役割  

また、1980〜90 年代のガーデニングブームは、花壇苗需要を⼤きく盛り上げた。
1990 年の国際花と緑の博覧会（花の万博）による影響といわれている⼀⽅で、その
後のメディアによる仕掛けが⼤きかったとされている90。メディアによる園芸記事・
園芸番組が「ガーデニングブーム」の⽕付け役となった。 

今後のあり⽅としては、良い「花」を作るだけでなく、SNS やメディアを通した仕掛
けづくりについて、業界全体で考え、戦略的に実⾏する必要があるだろう。1990 年
代のガーデニングブームは、いわば、メデイアの関⼼に頼った成り⾏き任せという状
態にあったため、2002 年をピークとして徐々に対象が鉢花や苗から無農薬野菜・ハ
ーブ等に移⾏していった。 

 
図 37︓花壇苗の出荷量と作付⾯積、⼤阪花博以後のガーデニングブームの推移 

                                         
90 ⾼橋ちぐさ・下村孝、「ガーデニングブームの実態と背景－雑誌、出版物を通し⾒たガーデニングブーム」、
ランドスケープ研究 65（１）、2001 
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⼩さくて⼿のかからないものが好まれるようになった鉢花  

1990 年代には 3 ⼤鉢花として⼈気があったポインセチア・シクラメン・シンビジウ
ムも、現在は 10 年前に⽐較して売り上げが落ちている。売り上げが落ちた要因とし
ては①贈答習慣の減少、②住宅様式の変化である。 

上記 3 ⼤鉢花は特にお歳暮として⼈気があったが品⽬だが、昨今お歳暮を贈る習慣も
減少傾向にある。さらに、都市化・集合住宅化により、鉢花は以前より⼩さいサイズ
が好まれるようになった。また、暖房等空調設備の発達により、観葉植物等を以前に
⽐べ時期を選ばず室内で育てることが可能となり、鉢花以外の選択肢が増えたことも
ある。 

これまで公共事業と関連した需要が⼤きかった花⽊類だが、これらはライフスタイル
の変化に合わせ、⼩さな鉢物を展開する、トレンドを取り⼊れた PR（⼿がかからな
い観葉植物）等、現代⼈の⽇々の⽣活に取り⼊れやすい⽅法を模索することが必要で
ある。 

鉢物輸出の課題  

輸出における「付加価値」  

国内⼤⼿の鉢物の流通・販売企業にて輸出に関するヒアリングを⾏った。 

2000 年代初期より中華⼈⺠共和国（⼤陸）向けに胡蝶蘭をメインとして輸出を⾏っ
ていることが分かった。輸出を始めた当初、我が国の胡蝶蘭の⾼品質性・⼯芸的な要
素（花の向きが揃っている等）が欧州の蘭と⽐較し評価されている点であり、現在は
春節といった物⽇対応のみならず通年対応を⾏っている。我が国の花きは国際的な評
価も⾼い。「花」の輸出に加えて、我が国の園芸⽂化を元に品質・⼯芸要素を含め「付
加価値」をつけブランディングすることが必要である。 

求められる国内での検疫体制の効率化  

受け⼊れ各国において検疫制度は異なる。特に⼟が付着する鉢者・花⽊類の輸出は容
易ではない。また、本ヒアリングを⾏った結果、輸出を⾏う上での課題は検疫⼿続き
の効率化が鍵となることが分かった。花き産業は、⼀般的に物流コストの⾼さが課題
である。とりわけ、輸出をしようとした場合、その検疫⼿続き過程で何度も⾯談及び
運搬作業が必要とされるため、コストが⼤きくなる。 

検疫過程の効率化が進んでいる例として、愛知県の花き卸売市場がある。愛知県では
⼤⼿花き卸売市場が輸出拠点を中部国際空港に移した。それと同時に、検査官が卸売
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市場に出張して検疫のサポートを⾏うようになった91。それ以前は、検疫対象の植物
を名古屋港に運んだ上で⼿続きが⾏われたため、不合格の際は輸送コスト抑制のため
に持ち帰らずに、その場で廃棄した。 

卸売市場における検疫体制の確⽴後は、検疫不合格の品物も廃棄せず、国内市場への
出荷が可能となった。この取り組みにより⽣産者も廃棄する必要がなくなり、輸出に
関して意欲的に取り組みやすい環境になったという。上記愛知県の制度は⼀例ではあ
るが、今後他の卸売市場や検疫所において、輸出の効率化の点で参考となり先進事例
である。 

  

                                         
91 毎⽇新聞「セントレア 世界に花を…卸売会社が拠点、輸出へ官⺠⼀体」2016 年 7 ⽉ 5 ⽇、佐々⽊北⽃「豊
明花きの花き輸出への取り組み」豊明花き株式会社 等 
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2.2.7. 切り枝  

概況  

切り枝とは、コデマリ、サカキ、シキミ、ユーカリ、アカシア、南天、もくれん等の
ことで、⽴体感、ボリューム感に優れ、⽣け花をはじめ、ホテルや店頭での装飾、結
婚式やイベントでの利⽤、観賞⽤、インテリアなど、様々な場⾯で使われている。近
年、需要が伸びる傾向にあり、また、切り花に⽐べ栽培に⼿間ひまがかからないこと
や遊閑地が有効に活⽤できるといった利点を背景に、新規参⼊する⽣産農家もある92。 

農林⽔産省資料93によると、切り枝の 2017 年花き産出額全体に占める割合は 5%を
占め（169 億円）、キク、洋ラン、ユリ、バラに続く第４位となっている。 

また、表 25 に⽰す通り、過去 3 年間、切り枝の作付⾯積や出荷数量はほとんど変わ
らない⼀⽅で、産出額は増加傾向にあることがわかる。 

表 25 切り枝の⽣産状況 

年 作付（収穫）⾯積 
（ha） 

出荷数量 
（千本） 

産出（出荷）額 
（億円） 

2015 3,659  211,700 151  
2016 3,631  207,300 167  
2017 3,629  206,400 169  

出所︓農林⽔産省花⽊等⽣産状況調査 

切り枝の出荷量は、都道府県別では静岡県が全体の 16%を占めて最も多く、次に茨
城県（15％）、和歌⼭県（9％）、宮崎県（6％）が続いている94。静岡県や和歌⼭県
では果樹との複合経営品⽬として切り枝類の導⼊を推進している。また、茨城県では
耕作放棄地や遊休農地を利⽤し中⼭間地域の活性化を⽬指すべく、枝物多品⽬産地を
指定するなどの取組みを進めている95。 

市場での取扱実績  

切り枝について、東京都中央卸売市場の取扱⾦額の実績をみると、2018 年は約 52 億
円（約 2,200 万束）で、5 年前に⽐べ取扱数量に⼤きな変化はないものの、取扱⾦額
は約9億円増となっており96、近年、切り枝へのニーズが拡⼤していることがわかる。 

                                         
92 静岡県、⻑野県等からのヒアリング調査結果による。 
93 農林⽔産省『花きの現状について』（令和元年 12 ⽉） 
94 農林⽔産省『平成 30 年産花きの作付（収穫）⾯積及び出荷量』（令和元年 5 ⽉） 
95 茨城県 HP（https://www.pref.ibaraki.jp/index.html）より。 
96 平成 25 年度の切り枝の取扱数量は約 2200 万束、取扱⾦額は約 43 憶円 
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輸出⼊の推移  

財務省の貿易統計によると、2000 年以降の切り枝97の輸出累計⾦額の推移は図 38 の
ようになっている。2000 年は⾦額が⼤きく伸びているが、詳細を⾒ると台湾への輸
出⾦額が突出しており何らかの事情があったと考えられる。その後、輸出⾦額はいっ
たん落ち込んだものの、再び増加に転じている。また、2015 年以降に輸出⾦額の伸
び率が⾼くなっている。 

なお、2019 年について、国別では、韓国、台湾、アメリカ合衆国、⾹港、オースト
ラリア、シンガポールなどへの輸出が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        出所︓財務省貿易統計をもとに弊社作成 
図 38 切り枝の輸出累計⾦額 

 

輸⼊累計⾦額は、2000 年以降⼀貫して上昇していたが、2019 年は減少に転じた。
2019 年について、国別では中国、マレーシア、エチオピア、インドネシア、アメリ
カ合衆国などからの輸⼊が多くなっている。 

 
 
 
 
                                         
97 品⽬コード 06.04「植物の葉、枝その他の部分（花及び花芽のいずれも有しないものに限る。）、草、こけ
及び地⾐（⽣鮮のもの及び乾燥し、染⾊し、漂⽩し、染み込ませ⼜はその他の加⼯をしたもので、花束⽤⼜は装
飾⽤に適するものに限る。）」を参考にした。正確には切り枝以外も含まれる。 
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      出所︓財務省貿易統計をもとに弊社作成 
図 39 切り枝の輸⼊累計⾦額 

切り枝⽣産の強みと弱み  

切り枝は、現在のところ市場での需要が⾼まっており、輸出も増加している品⽬であ
る。そのため、今後もニーズに応じた⽣産を維持しながら需要拡⼤に向けた取り組み
を進めていくことが望まれる。 

切り枝⽣産の強みと弱みを整理すると、表 26 のようになる。 
表 26 切り枝⽣産の強みと弱み 
 強み 弱み 
⽣産レベル • 切り枝はユーカリやアカシアなど、⼤

きくて重いものが多いが、野菜や切り
花栽培に⽐較して管理しやすい。 

• 他の作物が⽣産できない時期に栽培で
きる。⽐較的栽培が難しくない。 

• ユーカリなどはみかんなどの果樹や茶
を育てている農地の空きスペースで栽
培可能。⇒市場からの需要増と⼟地の
有効活⽤のマッチングができている。 

• 例えば樒（しきみ）は、⼭間地で露地栽
培を⾏っているが、1 年ごとに植え替え
を⾏う必要あり、かつ収穫までに 3 年を
要すなど、⼿間ひまがかかる。 

• 伝統的な樒⽣産農家では、⽣産者の⾼齢
化や後継ぎ不⾜が進んでいる。 

流通レベル • ⽇持ち、⽔持ちが良い。 • 切り枝は⼭間地の僻地で栽培している
ことも多いが、距離や道路の整備事情に
より、場所によっては運送業者に現地ま
で集荷に⾏ってもらえない場合がある。
⇒農家側の負担増。 

• 物流コストが上昇している。 
• 輸送コストが単価に乗らず、農家の実⼊

りが少なくなっている。 
• トラックはあっても働き⽅改⾰などの

影響で必要な時に運転⼿がいない。 
• 切り枝は圧縮できないため、荷がかさば

りがちである。 
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 強み 弱み 
販売⼩売 • これまであまり⽬⽴たなかった切り枝

や草花の需要が増えている 
• インテリアや壁飾りとしての利⽤拡⼤ 

• 樒（しきみ）は完全にお盆の時期を狙っ
て⽣産、販売している状況。それ以外は
売れない。 

• サカキは 9 割以上が中国からの輸⼊ 
輸出 • 近年、需要が増している。 • 輸出は市場や卸売業者が対応。市場から

「輸出⽤に」という注⽂があるわけでは
なく、⽣産現場では輸出の情報は持って
いない。 

出所︓ヒアリング調査をもとに弊社作成 
 

今後に期待されること〜⽣産現場と販売の連携  

切り枝の需要は伸びているが、輸出の状況を含む切り枝のニーズについて、市場が情
報を把握しているに留まり、⽣産現場では出荷した切り枝が最終的にどこでどのくら
いの値段で売られるのか、誰が何のために買っているか、⽤途のトレンドなどの情報
をほとんど持ち合わせていない現状がある。 

切り枝の需要拡⼤に向けては、⽣産現場と市場及び⼩売りの情報交換を活発にし、⽣
産者側も切り枝類が実際にどのように使われるのかなどに関⼼を持ち、マーケティン
グの要素を積極的に取り⼊れていく必要があると考える。 

  


