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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 

航空便で長距離輸送をする上で、輸送劣化しない最適条件（開花ステージ、１箱当

たりの最大入り本数）を明らかにするとともに、廃棄ロスを低減することで物流の効

率化を図る。 
開花ステージの早い段階で切り花を選別し、開花ステージ別に仕分けて梱包するこ

とで、国際輸送時の歩留まりの向上と販売価格・市場評価への影響を調査する。 
市場評価の面から、注目市場のロシア、オーストラリア、ドバイ及びベトナムを対

象とし、品目としてグロリオサ・きく・スイトピーの３品目を実証する。 
 

（2）輸送実証の商流と検証ポイント 

愛知県産の花き（切り花）の海外輸出については、国内流通市場の愛知豊明花き地

方卸売市場に拠点を有する商社により、産地⇒中部国際空港⇒海外への航空輸送が行

われている。なお、ベトナム向けの輸出では、ベトナム輸出に実績がある株式会社フ

ラワーオークションジャパンが輸出事業者である。 
 

 
図 3.4.1 輸送実証の商流 

 
きくは、海外の他産地との市場競合があるため、商品の魅力度と１箱当たりの適切

な本数設定による高効率輸送（輸送コストの圧縮）が重要となる。 
１箱当たりの適切な本数は、開花ステージが大きく影響し、満開の商品は魅力度は

高いが１本当たりの容積がかさばり輸送コストが上昇する。開花度が低い蕾などは、

容積が少なく輸送効率は高まるものの、売れる状態になる開花度まで現地での育成が

求められる。 
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このため、輸出事業者において、産地から出荷される品種・数量を、高い歩留まり

で輸送できるよう最も高効率な箱の選択・品目数量の組合せで再梱包し輸送できるよ

うに、輸出の梱包を最適にコントロールすることが重要となる。 
こうしたポイントを確認するため、コスト、輸送時間、品質、商流構築の４つの視

点に着目し、試験輸送を行った。 
 

（3）実証内容 

実証内容は、開花ステージや１箱当たりに入れる本数を変えた対象品目を、輸出専

用のダンボール箱に梱包し、通常の商用輸送と同じ輸送ルート・温度管理で、仕向け

地に対して、２回の試験輸送を行い、現地で目視により品質状況を確認した。 
 

① １回目の輸送内容（ロシア・オーストラリア・ドバイ） 

輸送内容は、次のとおり（表 3.4.1）。 
新型コロナウイルス感染症が拡大した影響により、ドバイ向けについては、想定し

た航空会社の輸送体制が整わなかったため、利用空港・利用航空会社を変更してい

る。 
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表 3.4.1 試験輸送内容 

輸出先国 ロシア オーストラリア ドバイ 

品種（本数） 輪菊（白色）200 本 
きく（色系）50 本 
グロリオサ 60 本 

輪菊（白色）220 本 
きく（色系）75 本 
グロリオサ 60 本 

輪菊（白色）190 本 
きく（色系）35 本 
グロリオサ 60 本 

本数全体 310 本 355 本 285 本 

箱数 ４箱 ４箱 ３箱 

産地納品日 12/11（土） 12/9（木） 12/9（木） 

梱包・仕分日 12/12（日） 12/9（木） 12/9（木） 

食物検疫 12/13（月） 12/10（金） 12/10（金） 

航空機搭載・出発 12/13（月） 12/11（土） 12/10（金） 

利用航空会社 チャイナエアー 
CI155 14：30 発 

シンガポール航空 
SQ671 10：20 発 

エミレーツ航空 
EK317 23：45 発 

発空港 中部国際空港 中部国際空港 関西国際空港 

経由 台北 シンガポール （なし） 

現地空港着日 12/15（水） 12/12（日） 12/11（土） 

着空港 アムステルダム空港 パース空港 ドバイ空港 

仕向地 モスクワ パース ドバイ 

現地到着日 12/21（火） 12/13（月） 12/13（月） 
延べ日数 
（納品日～検疫～

到着日） 
＋10 日 ＋４日 ＋４日 

現地気温 ―21℃ +27℃ +26℃ 

備考 通常商流に混載輸送 同時出荷商品がなく、

単独輸送 
通常商流に混載輸送 

※ドバイのエミレーツ航空利用理由：当初、シンガポール航空を利用する想定であった。しかし、シンガポ

ール航空・ドバイ受け入れ側が、コロナ禍による空港スタッフの確保ができないという理由により生鮮品

取扱いを取りやめたため、代替ルートとして関西国際空港経由・エミレーツ航空を選択した。 
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表 3.4.2 ロシア向けの輸送リスト 

 
表 3.4.3 オーストラリア向けの輸送リスト 

 
 

表 3.4.4 ドバイ向けの輸送リスト 

 

 
  

BOXNO ロガー ロットNo 日本名 品名 輸出名１ 輸出名２ 本数
5 4 輪菊 神馬（通常）  Chrysanthemum Jinba（Normal cutting stage） 120

5 輪菊 精興の誠（中間）  Chrysanthemum Seiko no Makoto（Medium cutting stage） 10
6 輪菊 神馬（満開）  Chrysanthemum Jinba（Full bloom） 50
5 輪菊 精興の誠（中間）  Chrysanthemum Seiko no Makoto（Medium cutting stage） 20
7 輪菊 オペラピンク  Chrysanthemum Opera Pink 50
1 グロリオサ ロイヤル Gloriosa Royal 20
2 グロリオサ ZEN Gloriosa ZEN 20
3 グロリオサ マスコットイエロー Gloriosa Mascot　Yellow 20

小計 310

6

7 No.2

8 No.1

BOXNO ロガー ロットNo 日本名 品名 輸出名１ 輸出名２ 本数
1 輪菊 神馬（通常）  Chrysanthemum Jinba（Normal cuting stage） 120
2 輪菊 精興の誠（中間）  Chrysanthemum Seiko no Makoto（Medium cuting stage） 20

2 3 輪菊 神馬（満開）  Chrysanthemum Jinba（Full bloom） 55
4 ディスパッド パラドフ（ＯＲ）  Chrysanthemum Paradov 35
5 ディスパッド セイクリスティーナ  Chrysanthemum Seichristina 40
6 輪菊 神馬（満開）  Chrysanthemum Jinba（Full bloom） 5
7 輪菊 精興の誠（中間）  Chrysanthemum Seiko no Makoto（Medium cuting stage） 20
8 グロリオサ ロイヤル Gloriosa Royal 20
9 グロリオサ ZEN Gloriosa ZEN 20

10 グロリオサ マスコットイエロー Gloriosa Mascot　Yellow 20
小計 355

1 No.1

3

4 No.2

BOXNO ロガー ロットNo 日本名 品名 輸出名１ 輸出名２ 本数
1 グロリオサ ロイヤル Gloriosa Royal 20
2 グロリオサ ZEN Gloriosa ZEN 20
3 グロリオサ マスコットイエロー Gloriosa Mascot　Yellow 20
4 輪菊 神馬（通常）  Chrysanthemum Jinba（Normal cuting stage） 120
5 輪菊 精興の誠（中間）  Chrysanthemum Seiko no Makoto（Medium cuting stage） 30
6 輪菊 神馬（満開）  Chrysanthemum Jinba（Full bloom） 40
7 ディスパッド パラドフ（ＯＲ）  Chrysanthemum Paradov 15
8 ディスパッド セイクリスティーナ  Chrysanthemum Seichristina 20

小計 285

5

7

6
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② ２回目の試験輸送内容（ベトナム） 

２回目は１回目の輸送と異なる梱包方法として、縦箱での輸送を実施した。 
横箱では、花弁をネットで保護するが、縦箱では揺れを制御するため、花弁をネッ

トで保護するのに加え、「綿」による保護を行った。 
輸送内容は、下表のとおり（表 3.4.5、表 3.4.6）。 

表 3.4.5 ２回目・ベトナムの試験輸送内容 

輸出先国 ベトナム 

品種（本数） 輪菊（白色）290 本  かがり弁菊 180 本 
グロリオサ 120 本  スイトピー900 本 

本数全体 1,490 本 
箱数 11 箱 
産地納品日 2/15（火） 
梱包・仕分日 2/16（水） 
検疫 2/16（木） 
航空機搭載・出発 2/17（木） 
利用航空会社 日本航空  JL79  01：10 発 
発空港 東京国際空港 
経由 なし 
現地空港着日 2/17（木） 
着空港 ホーチミン空港 
現地到着日 2/18（金） 
延べ日数（納品～検疫～到着日） +３日 
現地気温 約+30℃ 
備考 通常商流に混載輸送 

表 3.4.6 ベトナム向けの輸送リスト 

 
 

  

箱No 品名（色・開花度） 色 箱形状 内訳本数 計 仕様 ロガー
1 輪菊・フルブルーム 白 縦 20 20 通常
2 輪菊・フルブルーム 白 縦 30 30 詰め込み ○1

かがり弁菊（白）ノーマル 白 10
かがり弁菊（紫）ノーマル 紫 10

4 輪菊・フルブルーム 白 横 30 30 通常
5 輪菊・フルブルーム 白 横 50 50 詰め込み

輪菊・ノーマル（つぼみ・固い早切り） 白 75
かがり弁菊（白）ノーマル（固い早切り） 白 35
輪菊・ノーマル（つぼみ・固い早切り） 白 85
かがり弁菊（白）ノーマル（固い早切り） 白 45

8 かがり弁菊（白）ノーマル 白 横 30 30 通常
9 かがり弁菊（白）ノーマル 白 横 50 50 詰め込み ○3

グロリオサ（赤）ロイヤル 赤 40
グロリオサ（黄）マスコットイエロー 黄 20
スイトピー　ダイアナ 濃いピンク 100
スイトピー　ファーストレディ 淡いピンク 100
スイトピー　スカーレット 赤 100
スイトピー　雪の華 白 100
グロリオサ（黄）マスコットイエロー 黄 20
グロリオサ（ｵﾚﾝｼﾞ）ZEN オレンジ 40
スイトピー　ステラ クリーム 100
スイトピー　ポラリス 紫 100
スイトピー　マリアージュ 淡い赤紫 100
スイトピー　オレンジ 染め　オレンジ 100
スイトピー　イエロー 染め　イエロー 100

全体 1,490 1,490

○4

横 通常

横

110

130

560

横 ○2詰め込み

3 縦 20 通常

詰め込み

10 横 460 通常

11

6

7
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（縦箱） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（横箱） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.4.2 出荷時の梱包の様子 
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（4）結果 

① 品質 

花き輸送では、温湿度とリードタイムの状況により、ダメージ発生リスクが変動す

ることが確認できた。オーストラリア・ベトナムのような高温地域では、温湿度変化

によるダメージが発生し、ロシアのような低温地域では、凍傷によるダメージが発生

しやすい。 
国内から航空輸送中は温湿度管理が徹底されるが、「現地空港着陸後から冷蔵倉庫

保管まで」と「現地陸送中」は、温湿度管理が徹底されていない。直行便と経由便と

の比較では、経由空港地における接続時の待機時間とその保管状況の条件により温湿

度管理が徹底できないリスクが生じるため、直行便の方がダメージリスクは軽減でき

る。 
輸送コストを低減するために、１箱当たりの輸送本数を増やした箱を設けて試験輸

送を行ったが、詰め込み過ぎで生じる傷みは発生していない。輸出事業者の経験から

箱当たりの詰め込み数と実際に傷まずに詰め込める詰め込み限界数については乖離が

ないようである。 
２回目に輸送したスイトピーはダメージが発生しなかった。スイトピーは花弁が小

さく、また 20 本単位でまとめて梱包しており、フルブルーム（満開）の輪菊やグロ

リオサと比較してダメージを受けにくい品種・輸送梱包であることが確認された。 
２回目の輸送で縦箱を使用したが、容積率が航空運賃（コスト）に大きく影響する

ことから、縦箱は横箱に対して梱包本数が少なくなり輸送効率が悪く、航空輸送では

あまり向かない。横箱を優先して利用すべきと考えられる。 
温湿度の変動によるダメージリスクについては、高温を好む花と低温を好む花を混

載するような組合せや、蒸れ・焼け・凍傷を防ぐための箱の通風口の設定など、細か

な対処が重要であることが確認できた。 
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＜ロシア＞ 

・きく （箱内）   （つぶれ）      （箱内）     （蕾） 

 

 

 

 

 

  （オペラピンク）                     （データロガー盗難跡・蓋部分） 

                      （染み） 

 

 

 

 

・グロリオサ（データロガー盗難跡）              

                            （葉・黒染み） 

 

 

 

 

 

図 3.4.3 到着時の状況（ロシア） 

＜オーストラリア＞ 

・きく（箱内）       （蕾 蒸れ・茶色染み） （満開・茶色染み） 

 

 

 

 

 

   （箱内）       （パラドフ）      （セイクリスティーナ） 

 

 

 

 

 

・グロリオサ（箱内）    （ロイヤル）      （マスコットイエロー） 

 

 

 

 
 

図 3.4.4 到着時の状況（オーストラリア）   
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＜ドバイ＞ 

・きく（箱内）       （蕾）         （満開） 

 

 

 

 

 

   （箱内）       （セイクリスティーナ） （パラドフ・一部つぶれ） 

 

 

 

 

 

・グロリオサ（箱内）    （ロイヤル）      （マスコットイエロー） 

 

 

 

 

 

図 3.4.5 到着時の状況（ドバイ） 
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＜ベトナム＞ 
○BOX1-2：輪菊（フルブルーム（満開））縦箱 
・花びらダメージ（染みあり） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○BOX3：かがり弁菊（フルブルーム／満開）縦箱 
・ネット＋綿による養生実施 
・花弁の枯れ・変色あり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 3.4.6 到着時の状況（ベトナム①） 
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○BOX6：輪菊（蕾）＋かがり弁菊 横箱 
・輪菊（蕾）の花弁の傷・変色あり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○BOX8：かがり弁菊（フルブルーム（満開）） 横箱 
・葉っぱの枯れ（花弁のつぶれ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.4.7 到着時の状況（ベトナム②） 
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○BOX10：スイトピー・グロリオサ 横箱 
・グロリオサに 
 黒染み・花弁ダメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・スイトピーダメージなし 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.4.8 到着時の状況（ベトナム③） 
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○BOX11：スイトピー・グロリオサ 横箱 

・グロリオサ 60 本中、２本のみダメージ 
・スイトピーのダメージなし 
（染色したスイトピーは、茎根元に染色 
跡があるが、これは通常のものである） 

・花弁はほぼダメージがない状態で輸送 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 3.4.9 到着時の状況（ベトナム④） 
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表 3.4.7 歩留まり率（全体：輸出先別品種別内訳） 

（単位：本） 

 
  

発送数 ダメージ 実輸送数 歩留まり率
ロシア 輪菊 ノーマル 120 0 120 100%

輪菊 中間 30 0 30 100%
輪菊 フルブルーム 50 0 50 100%
ディスパッド 50 0 50 100%
グロリオサ 60 15 45 75%
小計 310 15 295 95%

オーストラリア 輪菊 ノーマル 120 60 60 50%
輪菊 中間 40 0 40 100%
輪菊 フルブルーム 60 0 60 100%
ディスパッド 75 0 75 100%
グロリオサ 60 0 60 100%
小計 355 60 295 83%

ドバイ 輪菊 ノーマル 120 0 120 100%
輪菊 中間 30 0 30 100%
輪菊 フルブルーム 40 0 40 100%
ディスパッド 35 0 35 100%
グロリオサ 60 0 60 100%
小計 285 0 285 100%

ベトナム 輪菊 ノーマル 160 10 150 94%
輪菊 中間 0 0
輪菊 フルブルーム 130 48 82 63%
かがり弁菊 早切り 80 1 79 99%
かがり弁菊 ノーマル 100 9 91 91%
ディスパッド 0 0
グロリオサ 120 2 118 98%
スイトピー 900 0 900 100%
小計 1,490 70 1,420 95%

全体 輪菊 ノーマル 520 70 450 87%
輪菊 中間 100 0 100 100%
輪菊 フルブルーム 280 48 232 83%
かがり弁菊 早切り 80 1 79 99%
かがり弁菊 ノーマル 100 9 91 91%
ディスパッド 160 0 160 100%
グロリオサ 300 17 283 94%
スイトピー 900 0 900 100%
小計 2,440 145 2,295 94%
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