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1. 近畿管内における農産物の輸出物流に係る実態調査 

1-1 近畿管内における農産物の輸出の状況 

 近畿農政局管内（滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の２府４県）の令和 2 年

の輸出額は、下表のとおり 2,563 億円であり、全国の輸出の 27.8%を占める。 
表 1_農林水産物の輸出額（令和 2 年） 

 

出典：近畿農政局_近畿管内における農林水産物・食品の輸出の状況と取組 

（https://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/attach/pdf/index-28.pdf） 

 
 また、輸出額の推移は、令和元年までは増加傾向にあったが、新型コロナウィルスの影響もあ

り、令和 2 年には減少している。農産物については、引き続き増加傾向にあり、近畿農政局管内

の輸出額全体の 8 割強を占める。 
 

表 2_近畿農政局管内からの輸出額の推移 

 
出典：近畿農政局_近畿管内における農林水産物・食品の輸出の状況と取組 

（https://www.maff.go.jp/kinki/seisan/nousan/yusyutu/attach/pdf/index-28.pdf） 
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 また、毎年実施されている GFP グローバル産地づくり推進事業では、採択産地に対して海外市

場のニーズ、需要に応じたロットの確保、相手国の求める農薬規制・衛生管理などに対応した生

産・加工体制を構築するための輸出事業計画の策定及び計画の実施体制の構築、事業効果の検証・

改善等の取組について各種サポートが行われている。近畿管内においては、以下産地が採択され

ている。 

表 3_令和３年度 GFP グローバル産地づくり推進事業における採択産地（近畿ブロック） 

所在地 採択事業者 グローバル産地品 

京都府 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 なし、京野菜（九条ねぎ等） 

京都府 京都府農林水産物・加工品輸出促進協議会 茶 

京都府 「京の米で京の酒を」推進会議 日本酒 

大阪府 （地独）大阪府立環境農林水産総合研究所 ワイン 

和歌山県 紀北川上農業協同組合 柿 

 

1-2 輸出物流の主体と役割分担 

 京都府産の梨、奈良県及び和歌山県産の柿における輸出物流の主体は、生産者（産地・JA 等）、

輸出業者・輸出商社、物流業者と大別できる。これら輸出物流の主体と役割分担について、関係

者へのヒアリング結果をもとに下図のようにまとめる。 
図 1_輸出物流の主体と役割分担 

輸出物流

の主体    
役割 ・青果物の生産・梱包 

・指定倉庫・港への輸送 
＜現地バイヤーとの交渉＞ 
・取引条件の交渉 
・代金回収等 
＜輸出手続き＞ 
・輸送品手配 
・ブッキング依頼 
・輸出書類作成（インボイ

ス・パッキングリスト等） 
・各種証明書の取得 

・集荷 
・輸出手続き 
（通関・検疫手続き） 
・ブッキング 
・船荷証券（B/L）等の発

行 
 
 

 尚、コロナ禍以降、全世界的なコンテナ不足が生じており、海上輸送の場合は、本船スケジュ

ールの確認・予約が優先して行われるケースが多い。 
 
  

生産（産地・JA） 輸出業者・輸出商社 物流業者 
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2. 特殊コンテナを用いたアジア地域への輸送実験 

2-1 輸送実験分析の視点 

今回実施した輸送実験では、「青果物と加工品で構成される混載品の海上輸送は、特殊コンテナ

や輸送技術を用いた場合、品質保持が可能。」と仮説を立てて進めた。輸送実験では、本仮説を検

証するため、到着時の輸送品の品質面を確認するとともに、輸送品の仕向け地での市場評価面と

混載輸送により生じるコスト面を確認した。 
輸送実験の結果は、品質面、市場評価面、輸出コスト面の 3 点から取りまとめる。検証項目は

下表に示すとおり。 

表 4_輸送実験での検証項目 
品質面 

輸送や保管に要した日数 

品質面への有効性（特殊コンテナと輸送技術）  

品質劣化につながりやすい工程 

市場評価面 

輸送品の市場評価（輸出先国での販売価格への影響や実証後の輸出先国における価格や品

質に関する評価など） 

輸出コスト面 

輸送コスト（国内費用・海上運賃） 

輸出手続きに関する費用（動植物検疫手続き、通関手続き、関連する人件費） 

 
 

2-2 輸送実験 1 回目（京都府産の梨） 

(1) 輸送実験 1 回目の概要 

①輸出品目 

 輸送実験１回目の輸出品目は、京都府のグローバル産地で生産された梨を中心にとらえ、周辺

地域産の青果物・加工品を混載品した。混載品選定にあたっては、GFP グローバル産地づくり推進

事業にて採択された産地品や、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づく輸出重点品目を

含むことを念頭に、下表の品目を選定した。 
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表 5_輸出品目（輸送実験 1 回目） 
輸出品目 備考 

梨 秀品 5kg 

京野菜 九条ネギ 1 箱 40 袋入り 

京野菜 みず菜 1 箱 20 袋入り 

京野菜 紫ずきん 1 箱 20 袋入り 

梨ジュース 梨ジュース 720ml、12 本瓶入り 

京味噌 500g、10 パック入り 

日本酒 1 本 3000 円程度まで、720ml、1 箱 6 本入り 

 

②輸送方法 

輸送においては、特殊コンテナと輸送技術を活用した。 

特殊コンテナは、香港、シンガポール行きそれぞれに、リーファコンテナ（20 フィート）、CA

コンテナ（40 フィート）を活用した。リーファコンテナ、CA コンテナの特徴は以下のとおり。 

リーファコンテナ・CA コンテナの特徴 
リーファコンテナ CA コンテナ 

・冷凍・冷蔵貨物の輸送に使用される特殊コ

ンテナ。 
・一般のコンテナを「ドライコンテナ」とい

うのに対して、果物・野菜・肉・魚介類な

どの生鮮食品、化成品(フィルムなど)の輸

送に使われる。 
・冷凍機を内蔵し、断熱材で囲うことで、コ

ンテナ内部を一定の温度(プラス 20 度前後

～マイナス 20 度前後)に保つ。 

・リーファコンテナに窒素ガス発生装置を装

備した特殊リーファコンテナで、青果物の

呼吸により変化するコンテナ内酸素および

二酸化炭素の空気組成をコントロールする

機能を有する。 
・冷却によって鮮度が長持ちし、空気組成の

調整でさらに鮮度が延びる。 

 

輸送時には、梨、京野菜に輸送技術を適用した。適用した輸送技術は、下表のとおり。 
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表 6_梨に適用した輸送技術（輸送実験 1 回目）  
外面 内部 輸送技術 

梨① 
（通常梱包） 

段ボール箱 発泡スチロールパック - 

梨② 発泡スチロール箱 
(開封型） 

- - 

梨③ 発泡スチロール箱 
(密閉型） 

プラスチックパック - 

梨④ 段ボール箱 紙製パック - 

梨⑤ 段ボール箱 発泡スチロールパック ME フレッシュシート 

梨⑥ 段ボール箱 発泡スチロールパック エチレンガス吸収鮮度保持剤 

 

表 7_京野菜に適用した輸送技術（輸送実験 1 回目）  
外面 内部 

九条ネギ① 
（通常梱包） 

段ボール箱 鮮度保持フィルムパック A 

九条ネギ② 発泡スチロール箱 鮮度保持フィルムパック A 

京みず菜① 
（通常梱包） 

段ボール箱 鮮度保持フィルムパック A 

京みず菜② 段ボール箱 鮮度保持フィルムパック（オーラパック） 

紫ずきん① 
（通常梱包） 

段ボール箱 鮮度保持フィルムパック B 

紫ずきん② 段ボール箱 鮮度保持フィルムパック B＋鮮度保持フィルムパック
（オーラパック） 

 

使用した輸送技術の特徴は、以下のとおり。  
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表 8_輸送技術の概要 
輸送技術の名称 概要  
ME フレッシュシート 
 

・「エチレンガス」を効率よく二酸化炭素と水に
分解し、青果物の劣化・酸化の原因となるエチ
レンと酸素が減少することで鮮度を保持する
「ME フレッシュ」をシート状にしたもの。 

 
 
 
 

 
エチレンガス吸収鮮
度保持剤 
 

・エチレンガス吸収鮮度保持剤は、青果物から
のエチレンガスやアセトアルデヒドガスを除
去して青果物の過熟を抑制し、また果肉の軟
化防止、水分の蒸散防止効果を持つ鮮度保持
剤。 

・活性炭に臭素添着した化学吸着タイプのエチ
レン吸収剤。 

・一般のエチレン吸収剤は、高湿度の影響を受
け能力が大きく低下するが、エチレンガス吸
収鮮度保持剤は、湿度の影響を受け難く、高い
吸着能を維持する。 

 
 
 
 
 
 

 

発泡スチロール箱 
 

・緩衝性の高い発泡スチロールによる箱。 
・果物を浮かせて運ぶことができる特殊な形

状。果物を傷めず、そのままディスプレイも可
能。 

・開封型と密閉型がある。 

 
 
 
 

 
紙製パック 
 

・エコ素材という特徴と、吸水性に優れた素材。
吸水効果による鮮度保持が期待される。 

・また、通気性が良く、輸送時における熱を分散
させる効果もある。 

・振動による「擦りキズ」、「玉回り」等の軽減に
も寄与。 

 
 
 
 
 

 
青果物鮮度保持剤 
 

・腐敗ガス除去、調湿、抗菌などバック内の CA
環境を整え、追熟、軟化、変色の進行を遅らせ
鮮度を長く保持。 

・吸着作用に優れたヤシ殻活性炭に安全性の高
い有機材料を選択して触媒添着した活性炭。 

 
 
 
 

 
鮮度保持フィルムパ
ック（オーラパック） 
 

・フィルムの成分に水分子活性機能をもつ。野
菜の水分子を単分子化し、循環をスムーズに
促すことで、蒸散を抑制し鮮度を保持する。 

- 

 

輸送時には、梨、京野菜、加工品にデータロガーを設置し、輸送中の温度・湿度変化を計測し

た。また一部輸送品には、衝撃度を計測できるデータロガーも設置した。 

 

③輸送実験スケジュールと物流の流れ 

輸送実験の全体スケジュールと物流の流れは下表のとおり。  
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表 9_輸送実験全体スケジュールと物流の流れ（第 1 回目・シンガポール行き） 

日時 実施内容 

10/18（月） 梨の輸送包装作業・事前品質検査 

10/19（火）  9:00 梨、梨ジュース集荷 

10/21（木） 10:00 京味噌集荷 

10/22（金）  9:00 京野菜（九条ネギ、京みず菜、紫ずきん）輸送包装作業 

10/22（金） 11:30 京野菜集荷 

10/22（金） 13:30 日本酒集荷 

10/22（金） 15:00 集荷倉庫に全輸送品到着、最終確認、通関手続き 

10/25（月）  8:30 出荷前品質検査（梨） 

10/25（月）  9:00 コンテナバンニング 

10/25（月） 10:30 集荷倉庫出発 

10/26（火） 通関手続き完了後、神戸港にて CY カット 

11/1（月） 16:00 神戸港発 

11/17（水）  9:00 シンガポール港到着 

 

表 10_輸送実験全体スケジュールと物流の流れ（第 1 回目・香港行き） 

日時 実施内容 

10/26（火）  9:00 コンテナバンニング 

10/26（火） 10:30 集荷倉庫出発 

10/28（木） 通関手続き完了後、神戸港にて CY カット 

11/5（金） 17:50 神戸港発 

11/10（水）  1:30 香港到着 

＜搬入締切までの流れは「シンガポール行き」と同じ＞ 

本輸送実験では、阪神港の倉庫以外の集荷倉庫を活用し、集荷・バンニングを行った。 

 

(2) 輸送実験 1 回目の検証結果（品質面） 

①輸送や保管に要した期間 

輸送実験 1 回目にて、輸送や保管に要した日数は以下のとおり。 
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図 2_輸送や保管に関する日数（シンガポール） 

 

 
図 3_輸送や保管に関する日数（香港） 

 
輸送中の設定温度・湿度は下表のとおり。今回の輸送実験では、京野菜も混載していた。輸送

温度を 0℃に設定してしまうと、混載している京野菜が傷んでしまう可能性があったため、また

事業者からのヒアリングにより、国内輸送においては梨は常温輸送をすることが多いことを踏ま

え、今回の輸送実験では設定温度を 5℃に設定した。湿度設定においても、加工品を混載している

ことを踏まえ、85%に設定した。なお、本最適湿度については、田中 史彦氏、田中 良奈氏（九州

大学大学院農学研究院農産食料流通工学研究室）による論文「施設に関わる研究・技術の最近の

展開～青果物の低温流通と貯蔵施設について～」にて、「ほとんどの青果物の最適湿度は 85%以上」

と言及されている点も参考としている。  

●神戸港発： 11/1(金)

●シンガポール着： 11/17(水) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

輸出品目 集荷日時 集荷倉庫到着
所要日数（産地～現地
港まで）

内訳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

梨

梨ジュース

京味噌 2021/10/21 10時 2021/10/21 13時 28日
保管日数：11日
輸送日数（海上）：17日

京野菜 九条ネギ

京野菜 みず菜

京野菜 紫ずきん

日本酒 2021/10/22 12時 2021/10/22 14時  27日
保管日数：10日
輸送日数（海上）：17日
※保管日数には入庫日含む

集荷倉庫入庫日
保管期間（国内）
輸送期間（海上）

11月

2021/10/22 14時

30日

27日

保管日数：13日
輸送日数（海上）：17日

保管日数：10日
輸送日数（海上）：17日

2021/10/19 9時 2021/10/19 12時

2021/10/22 11時

バ
ン
ニ
ン
グ

10月

●神戸港発： 11/5(金)

●香港着： 11/10(水) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

輸出品目 集荷日時 集荷倉庫到着
所要日数（産地～現地
港まで）

内訳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

梨

梨ジュース

京味噌 2021/10/21 10時 2021/10/21 13時 21日
保管日数：15日
輸送日数（海上）：6日

京野菜 九条ネギ

京野菜 みず菜

京野菜 紫ずきん

日本酒 2021/10/22 12時 2021/10/22 14時  20日
保管日数：14日
輸送日数（海上）：6日
※保管日数には入庫日含む

集荷倉庫入庫日
保管期間（国内）
輸送期間（海上）

2021/10/22 14時 20日
保管日数：14日
輸送日数（海上）：6日

11月

2021/10/22 11時

10月

2021/10/19 9時 2021/10/19 12時 23日
保管日数：17日
輸送日数（海上）：6日

バ
ン
ニ
ン
グ
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表 11_輸送中の設定温度・湿度（輸送実験 1 回目） 
国内輸送 温度 5℃ 

集約倉庫 温度 5℃ 

コンテナ内 温度 5℃、湿度 85% 

 

シンガポール行きでは、輸送日数（産地～仕向け地港）に、トータル最大 30 日（国内輸送 3～

6 日、海上輸送 17 日、阪神港での待機 7 日）要した。 

香港行きでは、輸送日数（産地～仕向け地港）に、トータル最大 23 日（国内輸送 4～7 日、海

上輸送 6 日、阪神港での待機 10 日）要した。尚、いずれの国内輸送にも、輸送技術適用における

準備・作業時間を含んでいる。 

阪神港での待機に時間を要した理由は、全世界的に物流混乱が生じたタイミングでの輸送実験

だったため、予定していた船の運航スケジュールに何度も変更が生じ、待機を余儀なくされたた

めである。 

 

②品質面への有効性 

A.梨 

梨について、まとめる。香港・シンガポール共に販売可能な状態で到着した。シンガポール到

着時点でも、95%は良い状態で到着した。 

輸送技術では、通常の包材でも問題ないが、発泡スチロールケースを使用した場合、傷がつき

にくく、現地からの評価も高い。 

リーファコンテナと CA コンテナでは、品質面で大きな差はみられない。 

梨について、輸送距離の長いシンガポールであっても、到着時に販売可能な品質を保つことが

できた。全世界的に物流混乱が生じたタイミングでの輸送実験のため、運航スケジュールに大幅

な遅延が生じた。結果的に、産地から仕向け地まで 30 日要したが、販売に問題ない品質面で到着

した。物流安定期となれば、輸送日数（保管日数）も少なく、現地で販売可能な期間が増えると

想定される。 

今回の輸送実験結果から、リーファコンテナと CA コンテナで輸送した場合でも大きな品質の

差異は生じなかった。品質保持を確保でき、調達しやすいリーファコンテナがより有効であると

考えられる。 

 

B.京野菜 

京野菜について、以下にまとめる。 

京野菜については、産地から香港到着まで 20 日程度要する結果となった。京みず菜は、リーフ

ァコンテナ、CA コンテナ、また輸送技術を適用した場合でも到着時の品質は悪く、販売は難しい

結果になった。紫ずきんは、販売可能な状態で到着した。CA コンテナを利用した場合、リーファ

利用時に比べて外観が良いものが多く見られた。また、通常の包材利用時に比べて、今回使用し

た包材を追加で使用することにより、外観が良い状態のものが多く見られた。 
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九条ネギは、販売可能な状態で到着した。リーファコンテナ、CA コンテナ、また輸送技術を適

用した場合でも、到着時の状態は大きく変わらなかった。尚、香港到着後 1 週間たっても、引き

続き販売可能な状態であった。 

シンガポール到着まで産地から 27 日程度要したため、京みず菜、紫ずきん、九条ネギいずれも

到着時の品質は悪く、販売は難しい結果となった。 

京野菜の内、紫ずきん、九条ネギは、香港であれば、販売可能な品質を保つことができた。紫

ずきんについては、CA コンテナがやや有効、九条ネギはリーファコンテナと CA コンテナでは大

きな品質の差異は生じない結果となった。 

今回の輸送実験では、京みず菜の品質保持は難しい結果となった。トータルの輸送期間が長引

いたことも一因と考えられる。 

尚、輸送技術についてロガーデータの推移を比較すると、京みず菜や紫ずきんに使用した鮮度

保持フィルムパック「オーラパック」では、通常の梱包と比較して高い湿度を記録することが多

い結果となった。 

 

C. 加工品 

輸送中の設定温度を 5℃に設定し、輸送したところ、加工品の梨ジュース・京味噌・日本酒は、

販売可能な状態で到着した。到着時のラベルの破損なども見受けられず、簡易マーケティング結

果からも品質劣化に関するコメントはなかった。 

今回輸送した加工品については、梨、京野菜等の青果物を中心に設定した温度帯で輸送しても、

品質劣化が見られず、販売可能な状態であったことが、簡易マーケティング結果からも判断され

る。 

 

③品質劣化につながりやすい工程 

本輸送実験においては、産地から仕向け地まで、データロガーを設置し、輸送中の温度・湿度

変化、輸送品目の衝撃度（加速度：単位 G）を計測した。 

衝撃度は衝撃を受けた際に、数値が記録される仕組みとなっている。国内輸送工程では、バン

ニング時に一度だけ大きな衝撃度が記録されている。仕向け地到着後では大きな衝撃度が複数回

記録されている。大きな衝撃を受けた工程は下表のとおり。 

表 12_衝撃を受けた工程（第 1 回目） 

工程 衝撃度（最大値）（※） 

国内でのバンニング（日本） 22G 

香港到着後のデバンニング（香港） 30G 

海上輸送中（シンガポール） 12G 

シンガポール到着後のデバンニング（シンガポール） 38G 

（※）複数回衝撃度が記録されている場合は、その最大値を記載。 

 

1 回目の輸送実験では、一部大きな衝撃を受けているが、いずれも箱の破損、品質劣化には影響

なかった。ただし、輸送到着後のデバンニングでは複数回大きな衝撃を受ける可能性があること
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が明らかとなった。 

コールドチェーンが途切れ、劣化につながりやすい工程として、輸送期間中に記録していたロ

ガーの結果から、仕向け地到着直後に 5 度前後温度が上がっていることに着目すると、到着直後

の現地での気温等による影響が想定される。衝撃が加わる、あるいは、コールドチェーンが途切

れることにより劣化につながりやすい行程としては、現地到着直後の温度変化、デバンニングが

想定される。 

また、混載による品質劣化は、混載そのものでは見受けられなかった。ただし、輸送品によっ

ては混載により単品での輸送によりリードタイムに時間が生じた結果、京野菜など、劣化につな

がった可能性はある。 

  
香港でのデバンニング 香港でのデバンニング 

 

(3) 輸送実験 1 回目の検証結果（市場評価面） 

到着時に状態の良かった商品を対象に簡易マーケティングを実施した。現地の小売店やレスト

ランに配布し、試食していただき、輸送品について評価をいただいた。輸送品の仕向け地での市

場評価は以下に示すとおりである。 

表 13_輸送品市場評価一覧（1 回目） 

輸送品 仕向け地 評価 

梨 香港 ・購入に関心のある店舗が複数いるが、台湾製や国内品との価格競

争となる。 

・想定仕入れ数量は、店舗当たり平均 2 箱程度。想定される販売価

格は、1 個当たり約 35~45 香港ドル。 

京野菜 香港 ・特に九条ネギについて高い関心がもたれた。 

・紫ずきんは、やや味がわかりにくいとのコメントもあった。 

加工品 香港 ・梨ジュース、京味噌、日本酒いずれも購入に関心が持たれてい

る。 

・日本酒については関心も高く「化粧箱に入っていた方が良い。お

酒の良い香りがある。割れやすいので瓶を紙で包むなどした方が
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良いと思う。パッケージが傷つきやすいので工夫した方が良い。」

といったコメントがあげられた。 

梨 シンガポ

ール 

・全体的に梨の評価は非常に高く、ポテンシャルは高い。 

・想定仕入れ数量は、店舗当たり 1 箱～10 箱程度。 

・今回送付した箱サイズは 5kg であったが、サイズが大きく保管場

所に困るとの声が複数あり。 

・プラスチックケースに入ったものは、販売のしやすさという点で

喜ばれている。 

・日本産ということであれば、シンガポール国内産に比べて高価格

で取り扱いができる。ただし量が取り扱えない。 

京野菜 シンガポ

ール 

・現地到着時に劣化していたため、簡易マーケティングは実施して

いない。 

加工品 シンガポ

ール 

・梨ジュース、京味噌、日本酒いずれも購入に関心の持たれてい

る。 

・京味噌について、高い関心を持たれたが、どう料理に活用できる

のか、背景にあるストーリーについて、より情報があれば良かっ

たといったコメントがあげられた。 

・シンガポールでは、アルコールをあまり消費されないため、また

高額であるため、日本酒はあまり馴染みがない（結婚式などのイ

ベントは除く）。コロナ禍により、レストラン等への入店にも人数

制限が設けられることもあり、アルコールはあまり消費されなく

なっている。 
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(4) 輸送実験 1 回目の検証結果（輸出コスト面） 

①輸送コスト（国内費用・海上運賃） 

今回の輸送実験を通して、実証結果をもとに、輸出コストについて分析した。分析に当たっては、

新型コロナ感染症拡大による影響等により、輸送コスト（コンテナ価格）が上昇している状況を

加味し、以下のケースを想定した分析結果を示す。 

ケース 内容  
Before 梨単独で満載（梨 5kg、1200 箱）と想

定 
コンテナ価格は、輸送実験時の値で算

出。 
After 梨＋混載品で満載（梨と混載品の内訳

は問わない）と想定 
コンテナ価格は、輸送実験時の値で算

出。 
参考ケース1 梨＋混載品で満載（梨と混載品の内訳

は問わない）と想定 
コンテナ価格は、新型コロナ感染症拡

大前の値で算出。 
参考ケース2 梨の輸送（梨 5kg、1200 箱） 航空便にて輸送した場合の輸送費に

て算出 
＊リーファコンテナ(20 フィート)を梨 5kg 箱で満載する数量を 1200 箱と推計し、航空輸送でも 1200
箱輸送すると想定して算出する。（梨の箱の大きさは、350mm×450mm×高さ 150mm と想定） 

＊輸送コストについては、Before のケースの値を「１」として比較する。 
＊輸送コスト（国内輸送費）は、集荷料より算出する。集荷料は車両借り上げ(10t まで同一価格)を想
定する。 

＊輸送コスト（海上・航空輸送費）は、海上輸送費は 1 コンテナ当たりでの価格、航空輸送費は kg 当
たりでの価格設定となる。実重量とかさ重量を比較し、実重量を採用。 

＊輸送コスト（トータル）は、輸送コスト（国内輸送費）と輸送コスト（海上・航空輸送費）の他、輸
出手続きに関する各種費用（コンテナ保守管理料、輸出通関料、集約倉庫使用費等）を含む。 

 

＜仕向け地 香港＞ 

輸送コスト（国内輸送費）について、梨単独での輸出の場合は、産地と港間での輸送となり、1

日での借り上げで完了するため、「1」とする。混載品がある場合は、3 日間にわたっての集荷を想

定して、「3」としている（今回の輸送実験では 3 日にわたり集荷を行った）。混載品で満載を想定

する場合は、産地あるいは集荷場所が複数にわたるため、輸送コスト（国内輸送費）は単独での

輸送に比べて増える。 

海上・航空輸送費のみの比較では、リーファコンテナ（20 フィート）で梨 5kg 箱を満載にして

輸送する場合と、同じ量を航空便にて輸送する場合では、約 8.72 倍の価格差がある。 

輸送コスト（トータル）について、海上輸送費での比較において、単独で梨を輸送した場合

(Before)と梨と混載品を輸送した場合(After)では、梨と混載品を輸送した場合（After)は、かかるコ

ストは 1.16 倍となる。ただし、新型コロナ感染症拡大前の値で算出した場合（参考ケース 1）は、

0.87 倍となる。また単独で梨を輸送する場合、海上輸送(Before)と航空輸送（参考ケース 2）で比

較すると、航空輸送（参考ケース 2）では、4.90 倍の価格となる。 

 

＜仕向け地 シンガポール＞ 

輸送コスト（国内輸送費）について、香港への輸送と考え方は同様である。 

海上・航空輸送費のみの比較では、リーファコンテナ（20 フィート）で梨 5kg 箱を満載にして
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輸送する場合と、同じ量を航空便にて輸送する場合では、約 9.63 倍の価格差がある。 

輸送コスト（トータル）について、海上輸送費での比較において、単独で梨を輸送した場合

(Before)と梨と混載品を輸送した場合(After)では、梨と混載品を輸送した場合（After）は、かかる

コストは 1.14 倍となる。ただし、新型コロナ感染症拡大前の値で算出した場合（参考ケース 1）

は、0.83 倍となる。また単独で梨を輸送する場合、海上輸送(Before)と航空輸送（参考ケース 2）

で比較すると、航空輸送（参考ケース 2）では、5.73 倍の価格となる。 

 

②輸出手続きに関する費用 

動植物検疫手続きについての作業は、一般的に、書類申請、検査が必要となり、金額は都度見

積が必要となる。今回は対象商品が含まれていなかったため、動植物検疫手続きは実施していな

い。尚、対象品が含まれる場合は、前倒しで予定を調整する必要がある。 

通関手続きについての作業は、一般的に、商品内容書類入手、採番検討、申告書作成、申告等

迄各プロセスが必要となる。今回の輸送実験では、通関手続きに、3 日～5 日程度要した。 

混載品の組み合わせによっては、動植物検疫手続きの所要時間・費用を考慮する必要がある。 

 

2-3 輸送実験 2 回目（奈良県及び和歌山県産の柿） 

(1) 輸送実験 2 回目の概要 

①輸出品目 

 輸送実験 2 回目の輸出品目は、和歌山県のグローバル産地及び奈良県で生産された柿を中心に

とらえ、それぞれ周辺地域産の青果物・加工品を混載品した。混載品選定にあたっては、1回目の

輸出品目と同様に、GFP グローバル産地づくり推進事業にて採択された産地品や、「農林水産物・

食品の輸出拡大実行戦略」に基づく輸出重点品目を含むことを念頭に、下表の品目を選定した。 

 

表 14_輸出品目（輸送実験 2 回目） 

輸出品目 備考 

柿(和歌山県） 秀品 7.5kg、富有柿 

柿（奈良県） 秀品 10.0kg、富有柿 

柿酢ドリンク（和歌山県） 350ml、24 本入り 

ドライキウイ（奈良県） 40 パック入り 

キウイジャム（奈良県） 12 本（瓶）入り 

お茶（奈良県） 20 パック入り 

みかん（和歌山県） 赤州 10.0kg 

 

②輸送方法 

輸送においては、特殊コンテナと輸送技術を活用した。 

特殊コンテナは、香港、シンガポール行きそれぞれに、リーファコンテナ（20 フィート）、CA

コンテナ（40 フィート）を活用。 
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輸送時には、柿、みかんに輸送技術を適用した。適用した輸送技術は、下表のとおり。 

表 15_柿（和歌山県産）に適用した輸送技術（輸送実験 2 回目）  
外面 内部 輸送技術 

柿（和歌山）① 
（通常梱包） 

段ボール箱 中仕切り - 

柿（和歌山）② 段ボール箱 中仕切り ME フィレッシュシート 

柿（和歌山）③ 段ボール箱 中仕切り エチレンガス吸収鮮度保持剤 

柿（和歌山）④ 段ボール箱 中仕切り 青果物鮮度保持剤 

 
表 16_柿（奈良県産）に適用した輸送技術（輸送実験 2 回目）  
外面 内部 輸送技術 

柿（奈良）① 
（通常梱包） 

段ボール箱 
中仕切り 

- 

柿（奈良）② 発泡スチロール箱 
(開封型） プラスチックパック 

- 

柿（奈良）③ 発泡スチロール箱 
(密閉型） プラスチックパック 

- 

柿（奈良）④ 段ボール箱 
中仕切り ME フィレッシュシート 

柿（奈良）⑤ 段ボール箱 
中仕切り エチレンガス吸収鮮度保持

剤 
柿（奈良）⑥ 段ボール箱 

中仕切り 青果物鮮度保持剤 

 
表 17_みかん（和歌山県産）に適用した輸送技術（輸送実験 2 回目）  

外面 内部 輸送技術 
みかん① 
（通常梱包） 

段ボール箱 中仕切り - 

みかん② 段ボール箱 中仕切り 青果物鮮度保持剤＋ME フィレッシ

ュシート 
みかん③ 段ボール箱 中仕切り ME フィレッシュシート 

 
 

上記輸送技術の特徴は、以下のとおり。  
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表 18_輸送技術の概要 
輸送技術の名称 概要  
ME フレッシュシート 
 

・「エチレンガス」を効率よく二酸化炭素と水に
分解し、青果物の劣化・酸化の原因となるエチレ
ンと酸素が減少することで鮮度を保持する「ME
フレッシュ」をシート状にしたもの。 

 
 
 
 
 
 

 
エチレンガス吸収鮮
度保持剤 

・エチレンガス吸収鮮度保持剤は、青果物から
のエチレンガスやアセトアルデヒドガスを除去
して青果物の過熟を抑制し、また果肉の軟化防
止、水分の蒸散防止効果を持つ鮮度保持剤。 
・活性炭に臭素添着した化学吸着タイプのエチ
レン吸収剤。 
・一般のエチレン吸収剤は、高湿度の影響を受
け能力が大きく低下するが、エチレンガス吸収
鮮度保持剤は、湿度の影響を受け難く、高い吸着
能を維持する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
発泡スチロール箱 
 

・緩衝性の高い発泡スチロールによる箱。 
・果物を浮かせて運ぶことができる特殊な形
状。果物を傷めず、そのままディスプレイも可
能。 
・開封型と密閉型がある。 

 
 
 
 

 
青果物鮮度保持剤 
 

・腐敗ガス除去、調湿、抗菌などバック内の CA
環境を整え、追熟、軟化、変色の進行を遅らせ鮮
度を長く保持。 
・吸着作用に優れたヤシ殻活性炭に安全性の高
い有機材料を選択して触媒添着した活性炭。 

 
 
 
 

 
 
③輸送実験スケジュール物流の流れ 

輸送実験の全体スケジュールは下表のとおり。 
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表 19_輸送実験全体スケジュールと物流の流れ（第 2 回目・シンガポール行き） 
日時 実施内容 
11/19（金） 10:30 柿（和歌山県））の輸送包装作業・出荷前事前品質検査 
11/22（月） 10:00 柿（和歌山県）・柿ジュース集荷 
11/22（月）  9:30 みかんの輸送包装作業 
11/22（月） 17:00 みかん（和歌山県）集荷 
11/22（月） 13:00 柿（奈良県）の輸送包装作業・出荷前事前品質検査 
11/24（水） 10:00 柿（奈良県）集荷 
11/24（水）  9:00 混載品（キウイジャム・ドライキウイ）集荷 
11/24（水） 10:30 混載品（お茶）集荷 
11/24（水） PM 集荷倉庫に全輸送品到着、最終確認、通関手続き 
11/25（木）  8:30 出荷前品質検査（柿）、コンテナバンニング 
11/25（木） 10:30 集荷倉庫出発 
11/26（金） 17:00 通関手続き完了後、神戸港にて CY カット 
12/1（水） 20:25 神戸港発 

12/13（月） PM シンガポール港到着 
 

表 20_輸送実験全体スケジュールと物流の流れ（第 2 回目・香港行き） 
日時 実施内容 
11/26（金）  8:30 出荷前品質検査（柿）・コンテナバンニング 
11/26（金） 10:30 集荷倉庫出発 
11/29（月） 17:00 通関手続き完了後、神戸港にて CY カット 
12/6（月）  1:05 神戸港発 
12/9（木）  9:00 香港到着 
＜搬入締切までの流れは「シンガポール行き」と同じ＞ 
第 1 回目と同様に、阪神港の倉庫以外の集荷倉庫を活用し、集荷・バンニングを行った。 

 
(2) 輸送実験 2 回目の検証結果（品質面） 

①輸送や保管に要した期間 

輸送実験 2 回目にて、輸送や保管に要した日数は以下のとおり。 
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図 4_輸送や保管に関する日数（シンガポール） 

 
図 5_輸送や保管に関する日数（香港） 

 
輸送中の設定温度・湿度は下表のとおり。 

表 21_輸送中の設定温度・湿度（輸送実験 2 回目） 
国内輸送 温度 5℃ 

集約倉庫 温度 5℃ 

コンテナ内 温度 1℃、湿度 95% 

 
シンガポール行きでは、輸送日数（産地～仕向け地港）に、トータル最大 22 日（国内輸送 1～

3 日、海上輸送 13 日、阪神港での待機 6 日）要した。 

香港行きでは、輸送日数（産地～仕向け地港）に、トータル最大 18 日（国内輸送 2～4 日、海

上輸送 4 日、阪神港での待機 10 日）要した。尚、いずれの国内輸送にも、輸送技術適用における

準備・作業時間を含んでいる。 

阪神港での待機に時間を要した理由は、第 1 回目の輸送実験時と同様に、全世界的に物流混乱

が生じたタイミングでの輸送実験だったため、予定していた船の運航スケジュールに何度も変更

が生じ、待機を余儀なくされたためである。  

●神戸港発： 12/1(水) 11月

●シンガポール着： 12/13(月) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

輸出品目 集荷日時 集荷倉庫到着
所要日数（産地～現地
港まで）

内訳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

柿（和歌山県） 2021/11/22 10時 2021/11/22 11時半 22日
保管日数：9日
輸送日数（海上）：13日

柿（奈良県） 2021/11/24 10時 2021/11/24 11時 20日
保管日数：7日
輸送日数（海上）：13日

柿酢ドリンク 2021/11/22 10時 2021/11/22 11時半 22日
保管日数：9日
輸送日数（海上）：13日

ドライキウイ 2021/11/24 9時 2021/11/24 10時半 20日
保管日数：7日
輸送日数（海上）：13日

キウイジャム 2021/11/24 9時 2021/11/24 10時半 20日
保管日数：7日
輸送日数（海上）：13日

お茶 2021/11/24 10時半 2021/11/24 10時半 20日
保管日数：7日
輸送日数（海上）：13日
※保管日数には入庫日含む

集荷倉庫入庫日
保管期間（国内）
輸送期間（海上）

12月

バ
ン
ニ
ン
グ

●神戸港発： 12/6(月) 11月

●香港着： 12/9(木) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

輸出品目 集荷日時 集荷倉庫到着
所要日数（産地～現地
港まで）

内訳 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

柿（和歌山県） 2021/11/22 10時 2021/11/22 11時半 18日
保管日数：14日
輸送日数（海上）：4日

柿（奈良県） 2021/11/24 10時 2021/11/24 11時 16日
保管日数：12日
輸送日数（海上）：4日

柿酢ドリンク 2021/11/22 10時 2021/11/22 11時半 18日
保管日数：14日
輸送日数（海上）：4日

ドライキウイ 2021/11/24 9時 2021/11/24 10時半 16日
保管日数：12日
輸送日数（海上）：4日

キウイジャム 2021/11/24 9時 2021/11/24 10時半 16日
保管日数：12日
輸送日数（海上）：4日

お茶 2021/11/24 10時半 2021/11/24 10時半 16日
保管日数：12日
輸送日数（海上）：4日
※保管日数には入庫日含む

集荷倉庫入庫日
保管期間（国内）
輸送期間（海上）

バ
ン
ニ
ン
グ

12月
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②品質面への有効性 
A. 柿（和歌山県）、B.柿（奈良県） 

柿について、まとめる。香港では概ね販売可能な状態で到着。シンガポールでは、産地出発か

ら輸送日数を要したこともあり、熟して到着したものが多い。日本産品の見切り品扱いであれば

販売可能のものも目立った。 

CA コンテナと一部の輸送技術を適用したものは、軟化を抑え品質保持に寄与できている可能

性がある。 

香港では、概ね販売可能な状態で到着した。シンガポールでは、産地出発から、輸送日数を要

したことも一因であるが、熟して到着、日本産品の見切り品扱いであれば販売可能のものも目立

った。シンガポール到着時点で、CA コンテナとリーファコンテナでの品質を比較すると、リーフ

ァコンテナで運んだ柿の方が糖度も高く、熟している柿の割合が高い。到着時の販売期間延長を

考慮すると、CA コンテナを利用することがより有効である。 

 

C. みかん（和歌山県） 

みかんについて、まとめる。香港・シンガポール共に概ね販売可能な状態で到着した。 

リーファコンテナと CA コンテナ、輸送技術による品質面で大きな差はみられない。カビの発

生率についても大きな差異はなかった。 

今回の輸送では、国内用輸送同様、段ボールに商品を敷き詰めた梱包方法であったため、下の

方のみかんは重みでつぶれていたものもあった。 

みかんについては、柿に着眼した温度帯で輸送した場合、シンガポール到着時でも、販売可能

な品質を保つことができた。（産地からシンガポール到着まで 18 日程度） 

 

D. 加工品 

輸送中の設定温度を、国内輸送 5℃、海上輸送では 1 度に設定して輸送したところ、加工品の柿

酢ドリンク・ドライキウイ・キウイジャム・お茶は、販売可能な状態で到着した。到着時のラベ

ルの破損なども見受けられず、簡易マーケティング結果からも品質劣化に関するコメントはなか

った。 

今回輸送した加工品については、柿等の青果物を中心に設定した温度帯で輸送しても、品質劣

化が見られず、販売可能な状態であったことが、簡易マーケティング結果からも判断される。 

 
③品質劣化につながりやすい工程 

本輸送実験においては、第 1 回目と同様に産地から仕向け地まで、データロガーを設置し、輸

送中の温度・湿度変化、輸送品目の衝撃度（加速度：単位 G）を計測した。 

国内輸送工程では、国内保管倉庫への輸送中に大きな衝撃度が計測されている他、バンニング

時、神戸港待機中・出港直前にも衝撃度が計測されている。また、仕向け地到着後のデバンニン

グの際に大きな衝撃度が記録されている。大きな衝撃を受けた工程は下表のとおり。 
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表 22_衝撃を受けた工程（第 2 回目） 

工程 衝撃度（最大値）（※） 

国内倉庫へ輸送中 40G 

国内バンニング 30G 

神戸港待機中 20G 

神戸港出発直前 20G 

香港到着直後 15G 

香港での輸送中 40G 

香港到着後のデバンニング（香港） 70G 

シンガポール到着直後 70G 

（※）複数回衝撃度が記録されている場合は、その最大値を記載。 

 
2 回目の輸送実験では、複数回、また一部大きな衝撃を受けているが、いずれも箱の破損、品質

劣化には影響なかった。ただし輸送到着後のデバンニングでは大きな衝撃を受ける可能性がある

ことが明らかとなった。対策としては強度の高い箱を準備するなどの方法が考えられる。 

劣化につながりやすい工程として、輸送期間中に記録していたロガーの結果から、1 回目の輸送

実験時と同様に、仕向け地到着直後に 5 度前後温度が上がっている。現地到着直後のデバンニン

グのタイミングと想定され、仕向け地での気温による影響が想定される。 

また、混載による品質劣化は、混載そのものでは見受けられなかった。 

 
(3) 輸送実験 2 回目の検証結果（市場評価面） 

到着時に状態の良かった商品を対象に簡易マーケティングを実施した。現地の小売店やレスト

ランに配布し、試食していただき、輸送品について評価をいただいた。輸送品の仕向け地での市

場評価は以下に示すとおりである。 

表 23_輸送品市場評価一覧（2 回目） 
輸送品 仕向け地 評価 

柿（和歌

山県・奈

良県） 

香港 ・香港では中国産の柿が流通しているが、比較すると日本の柿は甘

味が多い。 

・プラスチックケースに入っていると、そのまま売れるので便利。 
・大手百貨店にて贈呈用等の果物盛り合わせが売られている。見た

目が良ければ、贈呈用としても販売可能ではないか。 

みかん 香港 ・味について、高い評価を得ている。 

・化粧箱やかわいい小さい箱に入れるなど包装を工夫するとより良

い。 

加工品 香港 ・購入に関心の持たれた商品は、お茶。お茶は全体的に評価が高か

った。香港は湿度が高いので、ティーバッグは良かった（大量に

入ったものだと傷みやすい）。 
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・柿酢ドリンク、ドライキウイ、キウイジャムについては評価が低

かった。 

・香港では酸味のあるものは好まれない。 

・ドライフルーツは市場であまり見かけない。 

柿（和歌

山県・奈

良県） 

シンガポ

ール 

・東南アジアやマレーシア産の柿がシンガポール国内で流通してい

るが、水分量が多いものや柔らかいものが散見される。また人工

的な味がすることもある。日本産の柿は堅く、程よい甘さであ

り、ブランドイメージを打ち出せば高価格も狙える。 

みかん シンガポ

ール 

・日本産みかんは中国産等に比べて、高級イメージがあり、デザー

トなどにも使用されていることからも、ポテンシャルは高い。 

加工品 シンガポ

ール 

・購入に関心の持たれた商品は、柿酢ドリンク/ドライキウイ/キウイ

ジャム/お茶 

・柿酢ドリンクは、健康に良い、リフレッシュできる、というコメ

ントがあげられた。 

 
(4) 輸送実験 2 回目の検証結果（輸送コスト面） 

①輸送コスト（国内費用・海上運賃） 

今回の輸送実験を通して、実証結果をもとに、輸出コストについて分析する。分析に当たって

は、第 1 回目の輸送実験の分析と同様に、新型コロナ感染症拡大による影響等により、輸送コス

ト（コンテナ価格）が上昇している状況を加味し、以下のケースを想定した分析結果を示す。 

ケース 内容  
Before 柿単独で満載（柿 10kg、735 箱）と想定 コンテナ価格は、輸送実験時の値で

算出。 
After 柿＋混載品で満載（柿と混載品の内訳は

問わない）と想定 
コンテナ価格は、輸送実験時の値で

算出。 
参考ケース1 柿＋混載品で満載（柿と混載品の内訳は

問わない）と想定 
コンテナ価格は、新型コロナ感染症

拡大前の値で算出。 
参考ケース2 柿の輸送（柿 10kg、735 箱） 航空便にて輸送した場合の輸送費に

て算出 
＊リーファコンテナ(20 フィート)を柿 10kg 箱で満載する数量を 735 箱と推計し、航空輸送でも 735
箱輸送すると想定して算出する（柿の箱の大きさは、320mm×380mm×高さ 300mm と想定）。 

＊輸送コストについては、Before のケースの値を「1」として比較する。 
＊輸送コスト（国内輸送費）は、集荷料より算出する。集荷料は車両借り上げ(10t まで同一価格)を想
定する。 

＊輸送コスト（海上・航空輸送費）は、海上輸送費は 1 コンテナ当たりでの価格、航空輸送費は kg 当
たりでの価格設定となる。実重量とかさ重量を比較し、実重量を採用。 

＊輸送コスト（トータル）は、輸送コスト（国内輸送費）と輸送コスト（海上・航空輸送費）の他、輸
出手続きに関する各種費用（コンテナ保守管理料、輸出通関料、集約倉庫使用費等含む）を含む。 

 

＜仕向け地 香港＞ 

輸送コスト（国内輸送費）について、柿単独での輸出の場合は、産地と港間での輸送となり、1
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日での借り上げで完了するため、「1」とする。混載品がある場合は、3 日間にわたっての集荷(ま

たは 3 台の車両による集荷)を想定して、「3」としている（今回の輸送実験では 2 日間で 3 台の車

両により集荷を行った）。混載品で満載を想定する場合は、産地あるいは集荷場所が複数にわたる

ため、輸送コスト（国内輸送費）は単独での輸送に比べて増える。 

海上・航空輸送費のみの比較では、リーファコンテナ（20 フィート）で柿 10kg 箱を満載にして

輸送する場合と、同じ量を航空便にて輸送する場合では、約 10.7 倍の価格差がある。 

輸送コスト（トータル）について、海上輸送費での比較において、単独で柿を輸送した場合

(Before)と柿と混載品を輸送した場合(After)では、柿と混載品を輸送した場合（After）は、かかる

コストは 1.16 倍となる。ただし、新型コロナ感染症拡大前の値で算出した場合（参考ケース 1）

は、0.87 倍となる。また単独で柿を輸送する場合、海上輸送(Before)と航空輸送（参考ケース 2）

で比較すると、航空輸送（参考ケース 2）では、5.84 倍の価格となる。 

 

＜仕向け地 シンガポール＞ 

輸送コスト（国内輸送費）について、香港への輸送と考え方は同様である。 

海上・航空輸送費のみの比較では、リーファコンテナ（20 フィート）で柿 10kg 箱を満載にして

輸送する場合と、同じ量を航空便にて輸送する場合では、約 11.8 倍の価格差がある。 

輸送コスト（トータル）について、海上輸送費での比較において、単独で柿を輸送した場合

(Before)と柿と混載品を輸送した場合(After)では、柿と混載品を輸送した場合（After）は、かかる

コストは 1.14 倍となる。ただし、新型コロナ感染症拡大前の値で算出した場合（参考ケース）は、

0.83 倍となる。また単独で柿を輸送する場合、海上輸送(Before)と航空輸送（参考ケース 2）で比

較すると、航空輸送（参考ケース 2）では、6.86 倍の価格となる。 

 

②輸出手続きに関する費用 

輸出手続きに関する費用（動植物検疫手続き、通関手続き、関連する人件費）については、第

１回目輸送実験と同様である。 

 
2-4 輸送実験からの考察 

(1) 他の農林水産物・食品の海上輸送の可能性 

本輸送実験の結果から、青果物と加工品で構成される混載品の海上輸送は、特殊コンテナや輸

送技術を用いた場合、品質保持が可能であると判断される。また、今回の輸送実験の結果から、

特殊コンテナや輸送技術を用いた場合、仕向け地到着後の青果物の販売可能な期間を延長できる

可能性がある。ただし、輸出先での販売拡大という観点では、輸出先での販売ネットワークを有

する等、青果物と加工品共に取り扱うことのできる、輸出事業者（輸出商社）は少ないのが現状

である。輸出に関心のある産地や事業者も含む、輸出事業者、物流事業者、行政等が参画する協

議会の設立・ネットワークの構築は重要な視点であり、近畿管内でも推進していくことが有効で

あろう。 
他の農林水産物・食品の海上輸送にあたっては、特殊コンテナで輸送する際の適正温度やコン

テナ内の環境について、また適用する輸送技術については、輸送品によって異なるため、都度検

討が必要である。尚、混載にあたっては、エチレン生成量の多い青果物とエチレン感受性の高い
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青果物の組み合わせにも配慮する必要がある。 
農林水産物以外の加工品などの食品については、一般に農林水産物と比べて賞味期限が長い。

従い、海上輸送による輸送期間を経た後も、仕向け地にて販売可能な期間が長く、有効性は高い

と判断される。 
 

(2) 小ロット出荷に対応した混載輸送の可能性 

青果物を中心と考えた場合、コンテナを満載にするケース量を、品質を維持できる期間内に、

対象市場に供給できるか否かは、仕向け地にて受け入れるコンサイニーの販売力によるところが

大きい。 
今回の輸送実験の結果から、対象とする市場ニーズの需要が十分見込まれない段階あるいはコ

ンテナを満載にするケース量を確保できない場合等に、賞味期限が比較的長い加工品と混載する

ことは、積載効率を上げ、収益を確保できる有効な手段の 1 つと考えられる。 
その際、産地や輸出品からの利便性、阪神港までの距離を踏まえ、混載促進のための集荷拠点

を検討することは有効な策の 1 つである。（今回の輸送実験では、阪神港以外の倉庫を集荷拠点と

してご協力いただいた。） 
尚、輸送品調達においては、賞味期限の長い輸送品から調達を始めていくことが望ましく、賞

味期限の短い輸送品は、輸送する直前に調達することが望ましい。場合によっては、搬入のタイ

ミングが揃わない可能性も危惧される。揃わない場合はバイヤー・輸出者に意向を確認し、次回

以降の輸出にて輸送するか、本船スケジュールを変更するかを決定することとなる。 
今回の輸送実験では、比較的規制の緩やかな香港・シンガポールを対象に実施したが、規制の

厳しい地域であれば、混載輸送は難しい場合がある。混載輸送においては、取扱実績があり、且

つ現地の法令や慣習に詳しいコンサイニー（荷受人）の協力も不可欠である。 
 

(3) 品質保持のための輸送技術 

品質保持においては、輸送中の庫内環境が重要なポイントの１つである。以下ではコンテナ内

の温度と湿度に着目して結果をまとめる。リーファコンテナでは温度、CA コンテナでは温度と湿

度を設定したが、同一コンテナ内であっても温度・湿度にて一定の変化が生じている。 
梨の輸送にて適用した輸送技術に着目すると、リーファコンテナと CA コンテナ、いずれの場

合も、湿度変化を受けにくいのは、発泡スチロール箱（密閉型）であった。なお、発泡スチロール

箱（開封型）を用いた場合、湿度が一定に保たれている CA コンテナであっても、湿度変化が生

じることがあった。 
柿の輸送にて適用した輸送技術に着目すると、柿（奈良）においては、湿度変化を受けにくい

のは、CA コンテナにおける発泡スチロール箱（密閉型）であった。香港行きリーファコンテナと

発泡スチロール箱（密閉型）では、湿度 95%前後を維持しており、輸送技術との組み合わせによ

っては高い湿度を維持できる可能性がある。 
青果物においては、高い湿度を維持することがポイントとなるが、京みず菜においては、リー

ファコンテナと CA コンテナいずれも、輸送技術「鮮度保持フィルムパック（オーラパック）を

用いた方が、通常の梱包方法と比較して高い湿度を維持できている。紫ずきんにおいても、リー

ファコンテナと CA コンテナいずれも、通常の梱包方法と比較して、輸送技術「鮮度保持フィル
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ムパック（オーラパック）」を通常の梱包に加えた梱包の方が、高い湿度を維持できている。 
CA コンテナでは湿度を設定できることもあり、リーファコンテナに比べて、CA コンテナの方

が湿度変化は生じにくいが、梱包方法によっては、95%と設定した場合でも、設定湿度よりも低

い湿度環境となることがある。特に加工品では、CA コンテナにて 95%に設定していた場合でも、

85%前後に計測されたケースもあり、必ずしも設定湿度に維持されないことに留意すべきである。

コンテナ内の配置場所や箱の材質等にも左右されるが、輸送品を検討する際には湿度変化に影響

されやすいものは留意すべきと考えられる。 
また、コンテナ内の温度について、大きな温度変化は見られなかったが、配置場所や箱の材質

等により温度設定していたとしても、一定のばらつきがみられることが明らかとなった。 
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3. セミナーの開催及び広報資材の作成  

3-1 セミナーの開催 

 輸送実験の検証結果を踏まえ、輸出に関心のある農林水産物・食品事業者、地域商社等を対象

とした以下の構成でセミナーを開催した。 
セミナータイトル ～近畿から世界へ！コロナ禍での食品輸出物流のチャレンジに向けて～ 
開催日 令和 4 年 2 月 18 日（金）14:00～16:30 
対象 輸出に関心のある農林水産物・食品事業者、地域商社、物流事業者等 
実施目的 青果物の事例を中心に、輸出を取り巻く現状・今後の見通し、阪神港の

特長についてお伝えする。それらを踏まえ、近畿管内の省庁や阪神港に

おける輸出に関する取組・支援内容について情報発信し、近畿全体の今

後の輸出拡大に繋げる。 
開催方法 オンライン(ZOOM) 

 
 開催プログラムは以下のとおり。 
プログラム 登壇者/講師 

14:00-14:05 開会挨拶 近畿農政局 

14:05-14:50 講演「青果物輸出の現状と今後

の見通し ―香港向け果物輸出を事例に」 

吉備国際大学 農学部 准教授 濱島 敦博氏 

14:50-15:15 講演「香港・シンガポール向け

輸送実験の結果報告」 

株式会社ダン計画研究所 

15:15-15:40 講演「阪神港の取組紹介～食品

輸出の促進に向けて～」 

阪神国際港湾株式会社 

＜休憩＞(10 分) - 

15:50-16:10 オンライン質問・相談会～食品

輸出物流チャレンジに向けて～ 

食品輸出促進地域商社連絡協議会 

日本通運株式会社 

御海東京株式会社 

16:10-16:25 農林水産省・国土交通省の輸出

促進に向けた支援内容の紹介 

農林水産省・国土交通省 

16:25-16:30 閉会  
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 参加者募集にあたり、フライヤーの制作（右図）、募集ホー

ムページを制作した。当日は、最大 114 名の参加者が本セミ

ナーを視聴した。 
 

3-2 広報資材 

 (1)で実施したセミナーの開催動画ならびに広報資材を制

作した。広報資材として制作したリーフレットの概要は以

下のとおり。 

 

 
リーフレット
タイトル 

農林水産物・食品を海上輸送で輸出しませんか 

対象 中小の農林水産事業者、地方の加工をしている事業
者を中心に、輸出に関心のある農林水産物・食品事業
者、地域商社等 
 

INDEX １．海上輸送の流れ 
２．食品の海上輸送について 
３．輸出の方法（間接貿易と直接貿易） 
４．関西の玄関口「阪神港」の特徴 
５．阪神港の外航航路網 

 

 

以上

 
  広報用フライヤー 
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