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② 輸送時間 

1) 輸送に係る時間について 

花き輸送は、鮮度維持から低温５℃管理での航空輸送が選択される。産地側の出荷

状態はよく、不良品の混入はほぼないため、輸出事業者での再梱包時の廃棄ロス、開

花ステージの均一化の調整などによる作業時間の増加等は生じていない。また、本実

証は、通常の商用輸送と同じ経路であり、実証前後での輸送時間に変動はない。 
 

2) 梱包作業に係る時間について 

フルブルーム（満開）の輪菊やかがり弁菊については、花弁をネット包装による養

生を行っている。この作業は、産地側で対応しているため、輸出事業者側での輸出梱

包作業には負荷は生じていない。 
航空輸送時は、輸出専用のダンボール箱に再梱包されるため、産地側から出荷され

た梱包箱のまま輸出していない。産地が出荷した箱は容積が大きいことから、航空運

賃を削減するため、輸出事業者が詰め替える。この再梱包を通して、花きの状態（傷

み、開花ステージなど）や数量等の確認作業を行っているが、今回の試験輸送と通常

の商用輸送の再梱包に係る作業時間を比較しても、梱包作業時間は変動していない。 
 

③ コスト 

1) 輸送費用 

本試験輸送では、輸出事業者が通常実施している国際輸送における輸送費負担の考

え方を調査した。 
国内輸送費は、産地の市場出荷物と混載された形で輸送され、生産者負担であり、

試験費用としては計上されていない。 
ロシア向けは、中部国際空港より輸出、チャイナエアライン航空による、台北空港

経由、オランダ・アムステルダム空港着を利用した。 
オーストラリア向けは、中部国際空港より輸出、シンガポール航空によるシンガポ

ール・チャンギ空港経由、パース空港着を利用した。 
ドバイ向けは、中部国際空港で引渡し、エミレーツ航空による保税転送、関西国際

空港より輸出、ドバイ空港直行便を利用した。 
ベトナム向けの輸出については、航空運賃のみを対象とした１回目のロシア・オー

ストラリア・ドバイ向けの輸出費用と異なり、輸出事業者の作業場所から利用空港ま

での国内輸送費も試験費用に含まれるコスト構造である。 
国際航空利用距離、トランジットなどの条件の違いから、本数当たりの単価が異な

っている（表 3.4.8）。 
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表 3.4.8 １本当たりの輸送費用 

 
注１） ロシア向けの輸送条件＝台北経由、商用輸送に併せた試験輸送 

注２） オーストラリア向けの輸送条件＝直行便、試験輸送のみ単独輸送 

注３） ドバイ向けの輸送条件＝国内関西空港まで陸送後直行便、商用輸送に併せた試験輸送 

注４） ベトナム向けの輸送条件＝直行便、商用輸送に併せた試験輸送 

 

2) 歩留まり率を反映したコスト評価 

ダメージが発生したオーストラリア向けは、ダメージがなければ 272 円/本である

が、328 円/本までコストが上昇した。同様に、ロシア向けは 212 円/本が 223 円/本に

上昇した。 
ベトナム向けはスイトピーの輸送を行ったことで１回目と比較して本数が多く、ダ

メージが少ないため、歩留まり率が高いことから、低コストで輸送できている。それ

に加えて、通常の商流分を含めて輸送しており、通常の商流分との按分によりコスト

が低減している。 
輸出事業者のヒアリングでは、今回の試験輸送で生じた温湿度変化による「蒸れ・

焼け」のダメージは通常の商用輸送時でもしばしば発生するとのことであった。今回

は、初めて輸送したきくや低温に弱いグロリオサでダメージが発生し、１本当たりの

輸送費用が上昇した。 
 

表 3.4.9 歩留まり率を考慮した１本当たりの輸送費用 

 
 

  

ロシア注１ オーストラリア注2 ドバイ注3 ベトナム注4

輸送費用（運賃） 円 65,718 96,682 44,123 95,500
重量 kg 60 59 45

kg当たり単価 円/kg 1,095 1,639 981
輸送本数 本 310 355 285 1,490

本数当たり単価 円/本 212 272 155 64

ロシア オーストラリア ドバイ ベトナム
実質輸送本数 本数 295 295 285 1,420

本数当たり単価 円/本 223 328 155 67
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④ 商流構築・継続性 

現地バイヤー（輸入事業者）に対するヒアリングを通して、鮮度が担保できたか否

かによる物流面での評価と、色・大きさ・アレンジのしやすさ・珍しさ・販売見通

し・仕入れ価格・販売価格による市場性について評価を行った。 
輸出実績のあるグロリオサは、きくに比べ、比較的高い評価となった。 
きくは、いずれの国も他国からの輸入があり既に現地で流通しているため、珍しさ

という視点で評価されず、売れないとの意見であった。 
スイトピーについては、ベトナムでの１番人気の色は淡いピンクであり、日本産よ

り１本当たりの花数が多いオランダ産のスイトピーの人気が高いと評価された。 
なお、ベトナム向けには、国内流通や香港等向け輸出品と同じ規格（花数）に調整

された最高品質のスイトピーを出荷した。 
ベトナム向けに花数を多いまま出荷することは可能であるが、輸出先国ごとに区分

して生育中に花数を調整する労力が生じるため、農業者がどこまで対応できるか課題

がある。 
また、現地調査スタッフにより、類似商品を扱っている店舗を訪問し、類似商品の

店頭小売価格を調査した。いずれの国でもグロリオサは、希少種としてあまり店頭に

流通せず、高値で取引されている。一方、きくは、類似商品が流通しており販売価格

も安価であった。 
花きの輸送は、既に、特定品種を対象に一定の商流が構築されており、品種別に現

地の流通状況は異なり、希少種は高値で取引されている。 
今後、航空輸送コストの負担力のある希少種の選択が必要となることから、産地側

の対応として、希少種かつ好まれる色の選択と類似商品が流通していない輸出先国の

選択が重要であり、輸出事業者の力を借りたマーケット調査の実施が重要である。 
調査結果は、次ページのとおり（表 3.4.10～表 3.4.11）。 
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  表 3.4.10 現地バイヤーへの聞き取り調査・現地スタッフによる店舗調査結果一覧（輸送コスト・物流評価含む） 

輸出先国 ロシア オーストラリア ドバイ 

種類 きく・マム系 グロリオサ きく・マム系 グロリオサ きく・マム系 グロリオサ 

品名 輪菊 
オペラ 

ピンク 
ロイヤル ＺＥＮ 

マスコット 

イエロー 
輪菊 パラドフ 

セイクリス

ティーナ 
ロイヤル ＺＥＮ 

マスコット 

イエロー 
輪菊 パラドフ 

セイクリス

ティーナ 
ロイヤル ＺＥＮ 

マスコット 

イエロー 

写真 

    
  

    
  

    
 

輸送 

本数 
200 50 20 20 20 220 35 40 20 20 20 190 15 20 20 20 20 

全本数 250 60 295 60 225 60 

BOX数 ４箱 ４箱 ３箱 

輸送費用（コスト） 

総費用 65,718円（他商品との混載輸送） 96,682円 （単独輸送） 44,123円 （他商品との混載輸送） 

単価 212.0円/本 272.3円/本 154.8円/本 

物流評価 

開花度 堅い ちょうど 咲きすぎ～ちょうど ちょうど ちょうど ちょうど ちょうど ちょうど 咲きすぎ ちょうど ちょうど 

鮮度 新鮮 新鮮 新鮮 やや悪い 適切 新鮮 新鮮 新鮮 新鮮 新鮮 新鮮 

ダメージ - 染みあり 葉っぱ・つぼみに染みあり 有り - - - - - - - 

現地バイヤーへの聞き取り調査・マーケット評価 

色 大変よい 普通    よい 大変よい 大変よい    大変よい よい よい    

大きさ よい やや悪い    やや悪い よい よい    大変よい よい よい    

アレンジ 普通 普通    普通 普通 よい    普通 普通 よい    

珍しさ ＮＯ ややＮＯ    ＮＯ 普通 珍しい    普通 普通 普通    

評価 売れない 売れない よく売れる よく売れる よく売れる 売れない 売れない 売れない よく売れる 売れない ある程度 売れない 売れない 売れない 売れない 売れない － 

仕入れ 0.8円 0.8円 2.3円 2.3円 2.3円 -円 -円 -円 495円 495円 495円 35円 35円 45円 150円 175円 － 

売価 124円 155円 465円 465円 465円 33円 33円 103円 824円 824円 824円 109円 109円 124円 435円 498円 － 

現地スタッフによる店舗調査（類似商品の店頭価格） 

下限 341 - 775 264 264 247 （店舗流通乏しい） 467 467 1,555 

上限 388 -  660    - 778（1,089）  

 ＜表中の表記解説＞ 

   ※開花度＝咲きすぎ、ちょうどよい、つぼみが堅い 

  ※鮮度＝新鮮、適切、やや鮮度が落ちる、鮮度が悪い 

  ※色・大きさ・アレンジのしやすさ・珍しさ＝大変よい、よい、普通、やや悪い、悪い 

  ※仕入れ・売価＝バイヤーへの聞き取り調査の為、仕入れ価格・卸売価格 
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  表 3.4.11 現地バイヤーへの聞き取り調査・現地スタッフによる店舗調査結果一覧（輸送コスト・物流評価含む） 

輸出先国 ベトナム 

種類 きく・マム系 グロリオサ スイトピー 

品名 輪菊 
かがり弁菊 

白色 

かがり弁菊 

紫色 
ロイヤル ＺＥＮ 

マスコット 

イエロー 

ダイアナ 

濃いピンク 

ファーストレディ 

淡いピンク 

スカーレット 

赤 

雪の華 

白 

ステラ 

クリーム 

ポラリス 

紫 

マリアージュ 

淡い赤紫 

染め 

オレンジ 

染め 

イエロー 

写真 

 

 

 
  

 

       
 

 

輸送 

本数 
290 170 10 40 40 40 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

全本数 470 120 900 

BOX数 11箱 

輸送費用（コスト） 

総費用 95,500円 （他商品との混載輸送） 

単価 67円/本 

物流評価 

開花度 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 

新鮮さ 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 適切 

ダメージ 有り 有り 有り 有り 有り 有り 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 無し 

現地バイヤーへの聞き取り調査・マーケット評価 

色 よい 普通 普通             

大きさ よい 普通 普通             

アレンジ 普通 普通 普通             

珍しさ 珍しくない 珍しくない 珍しくない             

評価 売れない 売れない 売れない よく売れる よく売れる よく売れる 売れる よく売れる 売れない 売れない 売れない よく売れる 売れる 売れない 売れない 

仕入れ      －          

売価    550-600円 550-600円 550-600円 105円 105円 105円 105円 105円 105円 105円 105円 105円 

現地スタッフによる店舗調査（類似商品の店頭価格） 

相場 
マレーシア産：350～500円/本 

ベトナム産白菊：50円/本 
750～900円/本 175～250円 

 ＜表中の表記解説＞ 

   ※開花度＝咲きすぎ、適切、固い 

  ※新鮮さ＝新鮮、適切、悪い 

  ※ダメージ＝有り、無し 

  ※色・大きさ・アレンジのしやすさ・珍しさ＝大変よい、よい、普通、やや悪い、悪い 

  ※仕入れ・売価＝バイヤーへの聞き取り調査の為、仕入れ価格・卸売価格 
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３．５ 第３章のまとめ 

（1）定量分析及び検討項目別の整理 
項目 三重県産ブランド牛及び海産物の 

台湾向け輸送実証 
愛知県産ブランド鶏卵の 

シンガポール向け輸送実証 
愛知県産花き（切り花）の 

ロシア・オーストラリア・ドバイ・ベトナム
向け輸送実証 

従前・比較ケース 改善ケース（試験輸送） 従前・比較ケース 改善ケース（試験輸送） 従前・比較ケース 改善ケース（試験輸送） 

品質面 
 

・１回目試験輸送時に
過冷却による荷傷み

（低温焼け）が発生 
（最低温度-3.9度） 
※１回目はトライウ

ォール当たり 15kg
のドライアイスを
使用 

・２回目試験輸送時に
適温を維持して品質
を保持 
（最低温度-2.1度） 
※２回目はトライウ
ォール当たり８kg
のドライアイスを
使用 

・従前より荷傷み（ヒ
ビ・割れ）は０件 

・梱包材及び緩衝材を
簡素にしても荷傷み

（ヒビ・割れ）は０件 
・４回目日本国内での
搬出作業時の衝撃が
86G となったが、卵
の割れなどは生じな
かった 

・従前は横箱で花弁の
開花ステージ・大き
さに応じて本数を設
定して輸送 

・横箱１箱当たり本数
の違いによるダメー
ジの変化を確認。歩
留まり率：83～100％ 

・満開のきくで縦箱を
使用し横箱との歩留
まり率の変化を比
較。縦箱：50～75％、
横箱 55～99％ 

時間面 
 

・出荷翌日の便で輸出
する場合、三重県か
ら中部国際空港に輸
送するメリットはな
い（国内陸送時間：
成田６時間、福岡９
時間、中部２時間） 

・成田国際空港を経由
する場合、出荷-フラ
イトに３日間要する
が、毎日複数便が就
航していた 

・出荷翌日の便で輸出
する場合、三重県か
ら中部国際空港に輸
送するメリットはな
い 

・中部国際空港を使用
して出荷-フライト
に３日間要する。コ
ロナ禍による減便に
より３便/週であっ
た 

・緩衝材（エアクッシ
ョン）の準備：１回
の輸送当たり 0.5日 

・緩衝材を使わないも
のとし、0.5 日の労
力削減 

・１箱当たりの本数の
違いによる仕分け作
業の時間・作業負荷
の増加は特にない 

・縦箱使用時は、横箱と
比較し綿の養生分
（数分程度）の作業負
荷が増加 

コスト面 ・混載によるスケール
メリットなし 

（畜産物）3,900円/kg 
（海産物）輸送実績なし 

・混載によりスケール
メリットあり 

3,300円/kg 

・従前はダブルカート
ン 

・シングルカートンに
より約 20 円/箱のコ
スト削減（緩衝材含
む） 

・ダメージ有無による
歩留まり率で価格変
動する 

（輸送費最大 20％増） 

・満開でない通常花弁、
花弁の小さい品種選
択での本数増がコス
トの圧縮要素 

商流構築 
・継続性 
 

・混載によるスケール
メリットがない場合
の小売価格 

（畜産物）17,800円/kg 

・物流コスト削減を小
売価格に反映した場
合 

（畜産物）17,200円/kg 

・LD3を使用 ・LD3 はまだ余裕があ
るため、受注があれ
ば満載にする事が出
来る 

・きくを除き従前商流
あり 

・品種による流通状
況、バイヤー評価が
異なる 

（グロリオサ：900円/本） 

・４国ともに、グロリオ
サは高評価。きく系
は高品質輸送でも他
国競合から厳しい 
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（2）主な成果と今後の取組方針 

試験輸送の主な成果と今後の取組方針は以下のとおり（表 3.5.1）。 
 

表 3.5.1 試験輸送の主な成果と今後の取組方針 

テーマ 主な成果 

三重県産ブランド

牛及び海産物の台

湾向け輸送実証 

（成果） 
・１回目の輸送では、トライウォールの大きさが貨物量に見合わず、非

効率な輸送となった。また、ドライアイスの入れすぎにより、軽微な

低温焼けの症状が見られた。また、産地証明書に不備があり、海産物

が台湾桃園空港で２日間滞留した。 
・2 回目の輸送では上記の不備を修正し、問題を解決。１回目、２回目

ともに品質面では問題がなかったことを現地インポーターに確認。温

度管理は問題なかった。 
・混載によるコストメリットを確認した。 
（今後の取組方針） 
・今後、混載について多様なパターンでの検討が必要である。 
・中部国際空港側の物流スキル向上・便数確保に加え、混載の組合せの

多様化が可能であるが、多様な海産物を安定供給できるかが課題（台

湾側ではタイ・ブリ以外も関心あり）である。 
愛知県産ブランド

鶏卵のシンガポー

ル向け輸送実証 

（成果） 
・従来の輸送方法から段階的に梱包を簡素化して、計４回の輸送実証を

実施（外箱⇒シングルカートン、内箱⇒なし、内包クッション材⇒な

し、中仕切り⇒エアクッションからダンボール）した。 
・第４回のみスチロールパレットを採用し、緩衝性能を高めるとともに

作業労力を軽減した。 
・割れ、ヒビ等の荷傷みの発生はない。 
（今後の取組方針） 
・梱包材、緩衝材の簡素化により、作業労力の軽減につながり、荷傷み

の影響もなかったことから、今後、実証結果を適宜実用化されると見

込まれる。 
愛知県産花き（切

り花）のロシア・

オーストラリア・

ドバイ・ベトナム

向け輸送実証 

（成果） 
・蕾のきくは、オーストラリア向けで温湿度変化によるダメージが発

生。ドバイ向けはダメージはない。満開のきくは、ネットで小容積化

したことから高品質で輸送できた。 
・グロリオサは、いずれも高品質で輸送できた。 
・輸出の積載効率向上と廃棄ロス低減のためには、収穫や出荷時期につ

いて、産地側で国内出荷とは異なる新たな取組みが必要である。 
（今後の取組方針） 
・グロリオサは、継続して輸出が可能である。 
・きくは、温湿度変化の影響を受けにくい梱包処理が課題。加えて、他

国産と競合するため、現地で市場性が見込まれるオリジナリティの高

い品種の選択が重要である。 
・グロリオサはダメージの発生はなく、現地評価も良好。実証した梱包

本数・温度管理で、継続的に輸出が可能である。   
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（3）試験輸送で得られた空港・港湾に関する課題 

試験輸送で得られた空港・港湾に関する課題は以下のとおり。 
 

表 3.5.2 試験輸送で得られた空港・港湾に関する課題 

 試験輸送で得られた課題 
三重県産ブランド牛及

び海産物の台湾向け輸

送実証 

・生鮮貨物は、混載できないことが多く、航空輸送では、シングル貨物

（フォワーダーが混載しない貨物）として航空会社に渡す場合がほと

んどである。海上輸送においても、輸送品質を確保するため、商品別

の FCL コンテナでの輸出が必要であり、FCL コンテナをまとめられ

る輸出事業者が必要である。そのため、複数の産地の商品を束ねる必

要があり、関東地域、関西地域の商社経由となる場合が少なくない。 
・管内の輸出拡大に当たっては、異種（畜産物と海産物の組合せ）での

混載の可能性について検討が求められる。一方、生鮮貨物は衛生管理

や温度管理、臭い移りの問題などにより、混載は難しいとされている。 
・今回の中部国際空港を活用した試験輸送で、混載による品質低下の懸

念が払拭されるとともに、コストも削減された。 
・今後、管内の空港・港湾からの輸出を拡大するためには、混載の組合

せの多様化が必要である。今回、輸送した海産物についても、安定供

給が課題であるだけでなく、タイ・ブリ以外の海産物についても、検

討することで、混載の可能性が一層広がると考えられる。 
愛知県産ブランド鶏卵

のシンガポール向け輸

送実証 

・ULD インタクト輸送を実施できる輸出事業者は、現地輸入事業者と

の営業戦略的な取引にあたり、コストよりも輸送品質優先での輸出が

なされている。 
・一方、継続的な取引や輸出拡大には、輸送品質を確保した上で輸送コ

ストの削減が重要で、そのため、梱包の簡素化、作業労力の削減につ

いて検討が求められた。 
・今回の試験輸送では、従来の輸送方法から段階的に梱包を簡素化し、

計４回の輸送実証を実施（第４回はスチロールパレットを採用）し、

緩衝性能を高めつつ作業労力を軽減した。 
愛知県産花き（切り花）

のロシア・オーストラ

リア・ドバイ・ベトナム

向け輸送実証 

・輸送コストの削減は、積載容量（箱やコンテナ当たりの積載数量）の

効率化が課題である。しかし、航空便での長距離輸送を前提とした場

合、輸送品質に影響を与える積載は避けるべきであり、輸送品質を確

保して廃棄ロスを低減することも重要である。 
・このため、出荷時期の調整、品目に応じたリードタイムの確保によっ

て、積載率を最大化しつつ、廃棄ロスを低減する輸出事業者の経験的

ノウハウ・スキル向上に資する検討が求められた。 
・きくの試験輸送では、オーストラリア向け輸出の際、積め込みすぎた

ことでダメージが発生したが、ドバイ向けはほぼダメージなく輸送で

きた。また、満開の輪菊をネットで小容積化したところ、高品質で輸

送できた。 
・輸送コストの削減は、効率積載による大量輸送が基本であるが、生鮮

品の場合、輸送品質に影響を与えるような過積載は避ける必要があ

り、効率を犠牲にしながらも、輸送品質を確保して廃棄ロスを低減す

ることが重要である。 
 

  


	【確定版】公表用.pdfから挿入したしおり
	はじめに
	第１章 東海管内の空港・港湾における輸出に関する物流の実態と今後の展開
	１．１ 概要
	（1） 目的
	（2） 実施内容

	１．２ 調査方法
	１－２－１　基礎的統計データの収集
	（1） 調査対象
	（2） 調査項目
	（3） 調査スケジュール
	１－２－２　空港・港湾関係者に対するヒアリング
	（1） 調査対象
	（2） 調査項目
	（3） 調査方法とスケジュール

	１．３ 結果
	１－３－１　基礎的統計データの収集
	（1） 全国規模調査
	① GFP輸出商社部会「コールドチェーン確保に関わる勉強会報告書」（令和元年度）
	② 効率的な輸出物流の構築に関する意見交換会

	（2） 管内の空港・港湾の状況
	① 中部国際空港の輸出入規模
	② 名古屋港・四日市港の輸出入規模

	（3） 空港時刻表調査
	① 路線ネットワーク
	② 曜日別
	1) 出発
	2) 到着

	③ 時間帯別
	1) 出発
	2) 到着


	（4） 港湾時刻表調査
	① 航路ネットワーク
	② 所要日数
	③ 曜日別
	1) 出発
	2) 到着


	（5） 空港・港湾の背後地の状況
	① 輸出協力企業数
	② 空港別取扱量と圏域別生産額

	（6） まとめ
	１－３－２　空港・港湾関係者に対するヒアリング


	第２章 産地、食品企業における輸出実態と今後の展開方向
	２．１ 概要
	（1） 目的
	（2） 実施内容

	２．２ 調査方法
	（1） 調査対象
	① 生鮮品
	② 加工食品

	（2） 調査項目
	（3） 調査方法とスケジュール
	① 調査方法
	② スケジュール


	２．３ 結果
	（1） アンケート調査結果
	① 農林水産物・食品の輸出に係る物流アンケート調査
	1) 調査概要
	2) 結果概要
	ｱ. 直接輸出と間接輸出が半分ずつ
	ｲ. 指定倉庫渡しの場合は関東が多い
	ｳ. 東海地域外の拠点を利用
	ｲ. 販売促進・商品競争力に関する課題認識が多く、物流課題の認識は低い
	ｳ. コロナ禍による環境変化への支援
	ｴ. 規制緩和・手続き緩和
	ｵ. 一層厚い支援の要請


	③ 東海３県の農林水産物・食品の輸出の流れ

	（2） ヒアリング調査にみる空港・港湾の課題
	① 間接輸出における他空港・港湾への貨物流出の課題
	② 輸出単位の大規模化の課題
	③ 産地・食品企業の国際輸送のノウハウの不足
	④ 空港・港湾の輸出関連インフラの不足

	（3） 専門家の派遣
	① 輸出れんこんの鮮度保持に向けた機能性梱包材活用に関する専門家派遣
	1) 派遣先
	2) 派遣専門家
	3) 派遣依頼内容
	4) 実施内容
	5) 試験結果

	② 輸出先国のきく等切り花の検疫条件・各種規制情報等に関する専門家派遣
	1) 派遣先
	2) 派遣専門家
	3) 派遣依頼内容
	4) 実施内容
	5) 実施結果

	③ ベトナムへの新規輸出に向けた輸出戦略立案に関する専門家派遣
	1) 派遣先
	2) 派遣専門家
	3) 派遣依頼内容
	4) 実施内容
	5) 実施結果



	２．４ 第２章のまとめ
	（1） ヒアリング調査で明らかになった課題
	（2） ヒアリング調査等で明らかになった効果的な取組み


	第３章 農林水産物等の効率的輸送に向けた試験輸送
	３．１ 概要
	（1） 目的
	（2） 実施内容

	３．２ 三重県産ブランド牛及び海産物の台湾向け輸送実証
	（1） 目的及び実施内容
	（2） 輸送実証の商流と検証ポイント
	（3） 実証内容
	（4） 結果
	① 品質
	1) 現物確認による検証
	2) 輸送時の温度管理の状況
	3) 一般細菌数検査の結果

	② 輸送時間
	③ コスト
	④ 商流構築・継続性


	３．３ 愛知県産ブランド鶏卵のシンガポール向け輸送実証
	（1） 目的及び実施内容
	（2） 輸送実証の商流と検証ポイント
	（3） 実証内容
	（4） 結果
	① 品質
	② 輸送時間
	③ コスト
	④ 商流構築・継続性


	３．４ 愛知県産花き（切り花）のロシア・オーストラリア・ドバイ・ベトナム向け輸送実証
	（1） 目的及び実施内容
	（2） 輸送実証の商流と検証ポイント
	（3） 実証内容
	① １回目の輸送内容（ロシア・オーストラリア・ドバイ）
	② ２回目の試験輸送内容（ベトナム）

	（4） 結果
	① 品質
	② 輸送時間
	1) 輸送に係る時間について
	2) 梱包作業に係る時間について

	③ コスト
	1) 輸送費用
	2) 歩留まり率を反映したコスト評価

	④ 商流構築・継続性


	３．５ 第３章のまとめ
	（1） 定量分析及び検討項目別の整理
	（2） 主な成果と今後の取組方針
	（3） 試験輸送で得られた空港・港湾に関する課題


	第４章 本事業の実施を踏まえた提言
	４．１ 東海地域における農林水産物・食品輸出の構造的課題
	（1） 東海地域における農林水産物・食品輸出の構造的問題
	（2） 構造的問題に起因する課題
	① 輸出に取組む産地・食品企業が少ない
	② 輸出単位が大規模化できない
	③ 産地・食品企業の輸送ノウハウの知見が少ない
	④ 空港・港湾の輸出関連インフラ・サービスが不足している


	４．２ 提言
	（1） 産地・食品企業の輸出拡大意欲の醸成【短期的対応】
	（2） 産地・食品企業が地域内で連携して多様な品目の組合せにより輸出単位を拡大【中期的対応】
	（3） 輸送品質と輸送コストのバランスの確保【短期的対応】
	① 品質管理からのアプローチ
	② 効率的な輸送からのアプローチ

	（4） 輸出関連インフラ・サービスの強化【長期的対応】
	① インフラ面
	② サービス面
	1) 卸売市場から空港間の混載定期トラック便の確保
	2) 卸売市場の取引時間に対応できる航空便の確保
	3) 輸出向け流通加工サービスの確保





	【確定版.pdfから挿入したしおり
	【確定版】公表用.pdfから挿入したしおり
	はじめに
	第１章 東海管内の空港・港湾における輸出に関する物流の実態と今後の展開
	１．１ 概要
	（1） 目的
	（2） 実施内容

	１．２ 調査方法
	１－２－１　基礎的統計データの収集
	（1） 調査対象
	（2） 調査項目
	（3） 調査スケジュール
	１－２－２　空港・港湾関係者に対するヒアリング
	（1） 調査対象
	（2） 調査項目
	（3） 調査方法とスケジュール

	１．３ 結果
	１－３－１　基礎的統計データの収集
	（1） 全国規模調査
	① GFP輸出商社部会「コールドチェーン確保に関わる勉強会報告書」（令和元年度）
	② 効率的な輸出物流の構築に関する意見交換会

	（2） 管内の空港・港湾の状況
	① 中部国際空港の輸出入規模
	② 名古屋港・四日市港の輸出入規模

	（3） 空港時刻表調査
	① 路線ネットワーク
	② 曜日別
	1) 出発
	2) 到着

	③ 時間帯別
	1) 出発
	2) 到着


	（4） 港湾時刻表調査
	① 航路ネットワーク
	② 所要日数
	③ 曜日別
	1) 出発
	2) 到着


	（5） 空港・港湾の背後地の状況
	① 輸出協力企業数
	② 空港別取扱量と圏域別生産額

	（6） まとめ
	１－３－２　空港・港湾関係者に対するヒアリング


	第２章 産地、食品企業における輸出実態と今後の展開方向
	２．１ 概要
	（1） 目的
	（2） 実施内容

	２．２ 調査方法
	（1） 調査対象
	① 生鮮品
	② 加工食品

	（2） 調査項目
	（3） 調査方法とスケジュール
	① 調査方法
	② スケジュール


	２．３ 結果
	（1） アンケート調査結果
	① 農林水産物・食品の輸出に係る物流アンケート調査
	1) 調査概要
	2) 結果概要
	ｱ. 直接輸出と間接輸出が半分ずつ
	ｲ. 指定倉庫渡しの場合は関東が多い
	ｳ. 東海地域外の拠点を利用
	ｲ. 販売促進・商品競争力に関する課題認識が多く、物流課題の認識は低い
	ｳ. コロナ禍による環境変化への支援
	ｴ. 規制緩和・手続き緩和
	ｵ. 一層厚い支援の要請


	③ 東海３県の農林水産物・食品の輸出の流れ

	（2） ヒアリング調査にみる空港・港湾の課題
	① 間接輸出における他空港・港湾への貨物流出の課題
	② 輸出単位の大規模化の課題
	③ 産地・食品企業の国際輸送のノウハウの不足
	④ 空港・港湾の輸出関連インフラの不足

	（3） 専門家の派遣
	① 輸出れんこんの鮮度保持に向けた機能性梱包材活用に関する専門家派遣
	1) 派遣先
	2) 派遣専門家
	3) 派遣依頼内容
	4) 実施内容
	5) 試験結果

	② 輸出先国のきく等切り花の検疫条件・各種規制情報等に関する専門家派遣
	1) 派遣先
	2) 派遣専門家
	3) 派遣依頼内容
	4) 実施内容
	5) 実施結果

	③ ベトナムへの新規輸出に向けた輸出戦略立案に関する専門家派遣
	1) 派遣先
	2) 派遣専門家
	3) 派遣依頼内容
	4) 実施内容
	5) 実施結果



	２．４ 第２章のまとめ
	（1） ヒアリング調査で明らかになった課題
	（2） ヒアリング調査等で明らかになった効果的な取組み


	第３章 農林水産物等の効率的輸送に向けた試験輸送
	３．１ 概要
	（1） 目的
	（2） 実施内容

	３．２ 三重県産ブランド牛及び海産物の台湾向け輸送実証
	（1） 目的及び実施内容
	（2） 輸送実証の商流と検証ポイント
	（3） 実証内容
	（4） 結果
	① 品質
	1) 現物確認による検証
	2) 輸送時の温度管理の状況
	3) 一般細菌数検査の結果

	② 輸送時間
	③ コスト
	④ 商流構築・継続性


	３．３ 愛知県産ブランド鶏卵のシンガポール向け輸送実証
	（1） 目的及び実施内容
	（2） 輸送実証の商流と検証ポイント
	（3） 実証内容
	（4） 結果
	① 品質
	② 輸送時間
	③ コスト
	④ 商流構築・継続性


	３．４ 愛知県産花き（切り花）のロシア・オーストラリア・ドバイ・ベトナム向け輸送実証
	（1） 目的及び実施内容
	（2） 輸送実証の商流と検証ポイント
	（3） 実証内容
	① １回目の輸送内容（ロシア・オーストラリア・ドバイ）
	② ２回目の試験輸送内容（ベトナム）

	（4） 結果
	① 品質
	② 輸送時間
	1) 輸送に係る時間について
	2) 梱包作業に係る時間について

	③ コスト
	1) 輸送費用
	2) 歩留まり率を反映したコスト評価

	④ 商流構築・継続性


	３．５ 第３章のまとめ
	（1） 定量分析及び検討項目別の整理
	（2） 主な成果と今後の取組方針
	（3） 試験輸送で得られた空港・港湾に関する課題


	第４章 本事業の実施を踏まえた提言
	４．１ 東海地域における農林水産物・食品輸出の構造的課題
	（1） 東海地域における農林水産物・食品輸出の構造的問題
	（2） 構造的問題に起因する課題
	① 輸出に取組む産地・食品企業が少ない
	② 輸出単位が大規模化できない
	③ 産地・食品企業の輸送ノウハウの知見が少ない
	④ 空港・港湾の輸出関連インフラ・サービスが不足している


	４．２ 提言
	（1） 産地・食品企業の輸出拡大意欲の醸成【短期的対応】
	（2） 産地・食品企業が地域内で連携して多様な品目の組合せにより輸出単位を拡大【中期的対応】
	（3） 輸送品質と輸送コストのバランスの確保【短期的対応】
	① 品質管理からのアプローチ
	② 効率的な輸送からのアプローチ

	（4） 輸出関連インフラ・サービスの強化【長期的対応】
	① インフラ面
	② サービス面
	1) 卸売市場から空港間の混載定期トラック便の確保
	2) 卸売市場の取引時間に対応できる航空便の確保
	3) 輸出向け流通加工サービスの確保







