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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 

輸出拡大実行戦略においてリスト化された管内の輸出産地等を中心とする地域が近

隣の空港・港湾を活用した効率的な輸送を実現するため、産地等に対するアンケー

ト・ヒアリング調査を行うとともに提言を行う。 
 
 

（2）実施内容 

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づく輸出産地リスト」（岐阜県、愛知

県、三重県）に掲載されている産地等を対象に、アンケート・ヒアリング調査を実施

し、課題を確認した上で提言を行うとともに、専門家派遣を行った。 
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２．２ 調査方法 

（1）調査対象 

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づく輸出産地リスト」（岐阜県、愛知

県、三重県）に掲載されている産地等から、29 者を選定した。 

① 生鮮品 

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づく輸出産地リスト」（岐阜県、愛知県、

三重県）に掲載されているすべての品目（下記）を対象とした。 
鶏肉、鶏卵、いちご、その他野菜（れんこん）、切り花（きく等）、茶、牛

肉、かんきつ（うんしゅうみかん等）、コメ・パックご飯・米粉及び米粉製品

（コメ） 
 

ヒアリング調査を実施した産地等は以下のとおり（表 2.2.1）。 
 

表 2.2.1 ヒアリング調査を実施した生鮮品の産地等 

No. 品目 品目詳細 産地等 所在地 市町村 

１ 鶏肉 鶏肉 丸トポートリー株式会社 愛知県 豊橋市 

２ 鶏卵 鶏卵 三栄鶏卵株式会社 愛知県 岡崎市 

３ いちご いちご 岐阜県農林水産物輸出協議会 岐阜県 岐阜市 

４ その他野菜 れんこん あいち海部農業協同組合 愛知県 愛西市 

５ 切り花 きく等 愛知みなみ農業協同組合 愛知県 田原市 

６ 茶 茶 株式会社愛てん 愛知県 西尾市 

７ 茶 茶 伊勢茶輸出プロジェクト 三重県 大台町 

８ 牛肉 牛肉 飛騨ミート農業協同組合連合会 岐阜県 高山市 

９ かんきつ うんしゅう

みかん等 

三重みかん輸出産地形成プロジェ

クト 

三重県 津市 

10 コメ・パック 

ご飯・米粉及び米

粉製品 

コメ ぎふ農業協同組合 岐阜県 岐阜市 

 

② 加工食品 

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づく輸出産地リスト」（岐阜県、愛知県、

三重県）に掲載されている品目の中から、下記を対象とした。 
菓子、味噌（東海豆味噌）、醤油 

 
ヒアリング調査を実施した産地等は以下のとおり（表 2.2.2）。 
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表 2.2.2 ヒアリング調査を実施した加工食品の産地等 

No. 品目 品目詳細 産地等 所在地 市町村 

１ 菓子 菓子 井村屋グループ株式会社 三重県 津市 

２ 菓子 菓子 春日井製菓株式会社 愛知県 名古屋市 

３ 菓子 菓子 ノザキ製菓株式会社 愛知県 名古屋市 

４ 菓子 菓子 松山製菓株式会社 愛知県 名古屋市 

５ 菓子 菓子 杉本屋製菓株式会社 愛知県 豊橋市 

６ 菓子 菓子 株式会社鈴木栄光堂 岐阜県 大垣市 

７ 味噌 東海豆味噌 三重県 三重県 － 

８ 味噌 東海豆味噌 合資会社野田味噌商店 愛知県 豊田市 

９ 味噌 東海豆味噌 佐藤醸造株式会社 愛知県 あま市 

10 味噌 東海豆味噌 マルサンアイ株式会社 愛知県 岡崎市 

11 味噌 東海豆味噌 イチビキ株式会社 愛知県 名古屋市 

12 味噌 東海豆味噌 伊賀越株式会社 三重県 伊賀市 

13 醤油 醤油 イチビキ株式会社 愛知県 名古屋市 

14 醤油 醤油 株式会社ヤマミ醸造 愛知県 半田市 

15 醤油 醤油 佐藤醸造株式会社 愛知県 あま市 

16 醤油 醤油 七福醸造株式会社 愛知県 安城市 

17 醤油 醤油 盛田株式会社 愛知県 常滑市 

18 醤油 醤油 有限会社中六 愛知県 知多郡武豊町 

19 醤油 醤油 株式会社福岡醤油店 三重県 伊賀市 

 

（2）調査項目 

効率的な輸送を実現する上での課題と解決策を検討するため、輸出に関するこれま

での実績やニーズなどの基礎情報のほか、現在の商流・物流、今後の商流・物流に係

る展望等についてヒアリング調査を実施した。具体的な項目は以下のとおり。 
 

○生産～輸出～販売の各段階での主な課題 
○輸出物流に対する品質管理面、コスト面の具体的な問題点 
○中部国際空港、名古屋港の利活用面を図る上での必要条件 
○その他、輸出拡大に向けて必要な情報・アドバイス 
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（3）調査方法とスケジュール 

① 調査方法 

調査対象の産地等に対し、訪問又は WEB によるヒアリング調査を実施した。 
調査に際しては、対象品目ごとに生産～輸出～販売の各段階で想定される主な課題

を仮説（表 2.2.3～表 2.2.5）として整理した上で、その確認を行った。 
 

表 2.2.3 生鮮品の産地等が抱える生産～輸出～販売の各段階における課題の仮説（その１） 

区分 鶏肉 鶏卵 いちご その他野菜 花き 

産地・生産 ※高度な衛生

水準に対応

する輸出認

定施設の増

加 

※食鳥処理場

の整備等 

※高度な衛生

水準への対

応等 

※コンソーシア

ム構築によ

る、輸出用鶏

卵の安定的

数量確保 

※鮮度保持貯

蔵施設、輸

出用のパッ

キング施設

等の整備 

※タイ：生産園

地の登録 

※台湾：残留農

薬基準の適

合 

※消費者ニー

ズにあわせ

た品種・サイ

ズ 

※国際規格を

満たす加工

施設の新設・

改修 

・輸出リードタイ

ムに対応した

梱包、パッキ

ング 

※ ス イ ト ピ ー

等、生産性･

品質の維持・

向上を図る

ためのＬＥＤ

導入・普及 

※認証取得の

取組み 

※輸出先国・地

域の植物検

疫条件に応

じた管理等 

市場・仲卸・卸 － － － － ※産地から実

需段階に至

るまでのコー

ルドチェーン

確立 

※長期低温保

管施設等整

備 

国内輸送 

集荷・出荷な

ど 

－  ※産地と直結

した輸送体

制の構築 

・関西地域か

ら輸出 

－ － 

国際輸送 

通関・検疫・

混載・輸送など 

－ ※コンソーシア

ム構築によ

る、輸送コス

トの低減 

※鮮度保持輸

送のための

最適条件の

体系化 

※鮮度などの

品質を確保

した流通体

制の確立 

・コスト構造の

把握 

販売・ 

プロモーション 

※プロモーショ

ン強化 

※プロモーショ

ン強化 

※プロモーショ

ン強化 

－ ※プロモーショ

ン強化 

 

地域体制 ※コンソーシア

ムによるプロ

モーション 

 

※コンソーシア

ムによるプロ

モーション 

 

－ － － 

※印は、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の品目別輸出目標にみる課題  
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表 2.2.4 生鮮品の産地等が抱える生産～輸出～販売の各段階における課題の仮説（その２） 

区分 茶 牛肉 かんきつ コメ 

産地・生産 ※有機栽培 

※海外の残留農薬基

準に適合した防除

体系による栽培 

※海外向けのある

程度まとまった

ロット供給が可

能な産地の育成 

※海外でニーズの

ある抹茶向けて

ん茶への転換 

※繁殖雌牛の増頭 

※輸出事業者と連

携した牛舎等整

備 

※AI化等省力化対

策 

※家畜排泄物処理

施設の機能強化 

※国産飼料利用促

進 

※輸出用生産園地

の拡大 

※厳選出荷が可能

となる高性能選

果・貯蔵施設等

の整備 

※大ロットの輸出 

用米の生産・供

給 

※多収米の導入や

作期分散等によ

る生産・流通コ

スト低減 

※輸出先国の規制

等への対応 

 

市場・仲卸・卸 － ※食肉加工施設で

の高度な衛生水

準への対応 

※スライス肉対応

施設 

※複数産地のリレ

ーによる販売期

間の長期化 

 

－ 

国内輸送 

集荷・出荷など 

※輸出ニーズに合

わせた茶加工施

設や一時保管施

設（輸出向けの

茶の低温貯蔵

庫）等の整備 

－ － － 

国際輸送 

通関・検疫・混

載・輸送など 

－ ・成田国際空港/

東京国際空港､

東京/横浜、関

西国際空港､神

戸/大阪港、福

岡空港を使用 

※船便での鮮度保

持輸送のための

最適条件の体系

化 

 

－ 

販売・ 

プロモーション 

※国際的なブランド

力の向上や輸出先

での戦略的なプロ

モーション活動 

※JETROや JFOODO

と連携 

※オールジャパン

でのプロモーシ

ョン 

 

※プロモーション

強化 

※プロモーション

強化 

 

地域体制 ※産地と輸出事業

者等が連携した

輸出コンソーシ

アムの形成 

※生産者・食肉加

工施設・輸出事

業者が一貫して

輸出促進を図る

コンソーシアム

構築 

※コンソーシアム

構築 

 

 

－ 

※印は、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の品目別輸出目標にみる課題  
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表 2.2.5 加工食品の産地等が抱える生産～輸出～販売の各段階における課題の仮説 

区分 菓子 味噌・醤油 

産地・生産 ※食品添加物の規制緩和 

※部分水素添加油脂の対応 

※FSSC22000等取得 

※HACCP対応 

※ハラール対応 

国内輸送 

集荷・出荷など 

・夏場の温度管理徹底 

・HACCP 対応施設整備 

・夏場の温度管理徹底 

・HACCP対応施設整備 

 

国際輸送 

通関・検疫・混

載・輸送など 

・空港・港湾の温度管理 

・冷蔵コンテナの拡充 

・空港・港湾の温度管理 

・冷蔵コンテナの拡充 

販売・ 

プロモーション 

・成分表示の支援 

・プロモーション強化 

・現地販売店との連携 

・プロモーション強化 

・レストラン、現地販売店との連携 

※印は、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」の品目別輸出目標にみる課題 

 
 

② スケジュール 

令和３年 11 月から令和４年１月に実施した。 
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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 

農林水産物・食品の輸出を行う管内の産地の現状と課題等を把握することを目的

に、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づく輸出産地リスト」に掲載されて

いる 10 産地を対象に輸出及び物流の実態に関するアンケート調査を行い、ヒアリン

グ調査時の参考資料とした。調査概要は以下のとおり（表 2.3.1）。 
表 2.3.1 調査概要 

〇調査方法：調査票を電子メールで発送・回収 
〇質問項目 

・農林水産物・食品輸出に対する産地の取組状況 
・輸出実績（サンプルや展示会出展用の輸出は除く） 
・農産物を輸出する場合の国内輸送ルート 
・主に利用する輸出産品の輸送先 
・輸出拡大に向けた要望等 

〇実施期間：2021 年 9 月～10 月 
〇発送数：10 社 
〇回答数：８件 

 

2) 結果概要 
ｱ. 直接輸出と間接輸出が半分ずつ 

農林水産物・食品輸出に対する産地の取組状況について、誰が主体的に行っている

のかを尋ねたところ、産地主体で輸出するケースが４件、輸出事業者が主体となるケ

ースが３件となった（表 2.3.2）。  
ｲ. 指定倉庫渡しの場合は関東が多い 

生産者の届け先別（市場、輸出事業者手配の倉庫、空港・港湾へ直接）に、その住

所を尋ねたところ、輸出事業者指定倉庫渡しのケースでは、関東地域が多かった（表 
2.3.2）。 

 
ｳ. 東海地域外の拠点を利用 

市場経由の２ケースとも、東海地域だけではなく関東地域又は関西地域の市場にも

持ち込まれている。 
また、空港・港湾へ直送する３ケースでは、２ケースが東海地域の空港・港湾へ直

送しており、１ケースは関東地域へ届けられている（表 2.3.2）。 
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表 2.3.2 農林水産物・食品の輸出に係る物流アンケート調査の結果 

 
（注１）輸送先の地域区分：東海地域（愛知県・三重県）、関東地域（東京都・神奈川県・静岡県）、関西地域（大阪府・兵庫県） 
（注２）輸出実績は輸出事業計画（公表用）より作成し、一部、聞き取り内容を反映した 
（注３）かんきつ（うんしゅうみかん等）の輸出実績は「三重南紀地みかんグローバル産地計画」によるものである 

  

数量・重量・金額 主な輸出先 年度

市
場
経
由

輸
出
者
倉
庫
経
由

港
湾
/
空
港
直
送

そ
の
他

鶏肉 － 丸トポートリー（株） 愛知県 豊橋市 産地主体 香港 〇 ②関東地域

鶏卵 － 三栄鶏卵（株） 愛知県 岡崎市 産地主体 シンガポール ○ ③中部空港

いちご いちご 岐阜県農林水産物輸
出促進協議会

岐阜県 岐阜市 産地主体 1,068.0 千円 香港、タイ、シンガポール、EU
（フランス）

2019 ○ ①東海地域
③関東地域

その他野菜 れんこん あいち海部農業協同組
合

愛知県 愛西市 取組なし － － - － － － － －

切り花 きく等 愛知みなみ農業協同
組合

愛知県 田原市 輸出事業者
等主体

グロリオサ
　:1,090

スイトピー
　:4,930

千円 【グロリオサ】香港、ロシア、
オーストラリア 、シンガポール
【スイトピー】アメリカ、香港、
シンガポール

2020 ○ ①東海地域
①関東地域
①関西地域

牛肉 － 飛騨ミート農業協同組
合連合会コンソーシア
ム

岐阜県 高山市 輸出事業者
等主体

365,876
38

千円
t

香港、台湾、EU、アメリカ 2020 ○ ②関東地域

かんきつ うんしゅうみか
ん等

三重みかん輸出産地
形成プロジェクト

三重県 津市 産地主体 25,070
53

千円
t

タイ、香港、台湾 2018 ○ ③中部空港・
名古屋/四日市港

コメ・パックご
飯・米粉及び
米粉製品

コメ ぎふ農業協同組合 岐阜県 岐阜市 輸出事業者
等主体

④輸出
事業者

※産地倉庫渡しの
ため不明

輸出実績 国内輸送ルート

輸送先

①市場経由
②輸出者倉庫経由
③空港・港湾直送

品目 品目詳細 事業者名 所在地 市町村 輸出取組
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② 加工食品等を扱う産地等の輸出に係る物流アンケート調査 

1) 調査概要 

輸出を行う管内の加工食品等を扱う産地等の現状と課題等を把握することを目的

に、「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づく輸出産地リスト」に掲載されて

いる産地等を対象に輸出及び物流の実態に関するアンケート調査を行い、ヒアリング

調査の参考資料とした。調査概要は以下のとおり（表 2.3.3）。 
表 2.3.3 調査概要 

〇調査方法：郵送により調査票を発送・回収 
〇質問項目 

・輸出に対する産地等の取組状況 
・輸出実績（サンプルや展示会出展用の輸出は除く） 
・輸出に関する課題 
・輸出拡大に向けた要望等 

〇実施期間：2021 年 9 月 22 日(水)～10 月 8 日(金) 
〇発送数：100 社 
〇有効回答数：43 件 
〇回収率：43％ 

 

2) 結果概要 

ｱ. ７割が間接輸出 

輸出に対する産地等の取組状況について尋ねたところ、最も多い回答は「商社／輸

出事業者の出荷要請により商品提供を行っている」（69.8％）で全体の７割となっ

た。「産地等が主体となり輸出に取り組んでいる」（39.5％）が続く（図 2.3.1）。 

 

図 2.3.1 海外への輸出に対する産地等の取組状況（複数回答） 
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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 

輸出に関する課題について、上位３つを尋ねたところ、最も多い回答は、「販売促

進のための活動ができていない」（67.4％）で、次いで「海外において商品がどの程

度競争力があるか不明」（53.5％）、「海外において現地市場の状況が不明」

（46.5％）、「販売先や輸入者とのネットワークが無いまたは弱い」（30.2％）と続い

た。 
選択肢には、「物流パートナーとのネットワークが無いまたは弱い」、「輸出に向け

た物流事情が不明」といった物流に関する課題を設定したが、回答数は少なかった

（図 2.3.2）。 
 

 
図 2.3.2 輸出に関する課題（複数回答） 

 
ｳ. コロナ禍による環境変化への支援 

コロナ禍で渡航が困難となり、パートナー探しに苦慮するという声が聞かれた。 
また、消費が大きく落ち込んでいるケースでは、計画すら作りづらい状況が懸念さ

れる。今後の商談会や展示会等への参加方法についても、どうして良いのか解らない

という不安の声が寄せられた。 
 

ｴ. 規制緩和・手続き緩和 

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う諸外国・地域の輸入規制を緩和又は撤廃

を要請する意見があがった。 
また、EPA の登録や手続きを簡素化してほしいとの要望が複数寄せられた。中国

向けは、原産地証明等、証明書の取得に手間がかかることも指摘された。 
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ｵ. 一層厚い支援の要請 

海外販促に係る出張費や営業費を支援してほしいという要望が複数得られた（表 
2.3.4）。 

 
表 2.3.4 輸出に関する要望等（自由回答） 

品目 自由意見 

ブリ類 ・福島原発事故に関わる輸出規制の緩和/撤廃。  

菓子 ・現地の規制緩和。 

・中間商社を省きたい（仕入れも販売も）。  

味噌・醤油 ・コロナ禍の中、海外に行けず、市場の実態やスーパーマーケットバイヤーら

の要望等の実態把握ができていない。現在、日本側輸出商社のみにしかコン

タクトできないため、海外側のインポーター等を見つけて積極的に販売でき

るのか、パートナー探し等が課題。 

・EPA の登録や手続きを簡素化してほしい。  

清酒 

 

・コロナ禍で前年は売り上げが約半分まで落ち込んだ。 

・新型コロナウイルス感染症拡大の防止に伴う、飲食店の休業及びアルコール

飲料の提供停止の影響が大きい。 

・輸出数量が年によりばらつくため、製造計画が立てにくい。 

・中国への輸出の話が多く、他エリアが少ない。中国は専売を求めるので、な

かなか実績が広がらない。 

・アメリカ等に輸出したいと考えており、輸出に関する実務を勉強したい。 

・中国向けは、原産地証明等の取得に手間がかかる。 

・中国、韓国、台湾向け輸出酒類に関する証明等が必要なことが課題。 

・海外の飲食店（販売先）での詳細を知りたい。 

・日本酒輸入があまりない国などに対する物流と拡売が非常に難しい。 

・アジア諸国（主に中国）は輸出数量、問合せは増えているが、それ以外の国

への輸出のチャンスがない。 

・これからの商談会や海外展示会等へ出品や出展をしたいが、どうしたら良い

のかが分かりにくい。 

・小さな蔵には、海外での販促、営業費が多大で大きな負担。自社で拡販する

モチベーションをサポートいただけると、更に熱意をもって取組める。 

・海外販促の出張費などの補助金を厚くしてほしい。 

・海外の展示会等に出展する場合、渡航費を含め多額の費用が必要となるの

で、補助金などがあると助かる。 
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③ 東海３県の農林水産物・食品の輸出の流れ 

今回の調査で行った産地等へのヒアリング調査結果を踏まえ、管内の農林水産物・

食品の輸出の流れを概観した。 
航空輸送を行う場合、中部国際空港を利用するケースは１割未満であるという結果

が得られた。関西地域（関西国際空港）が５割以上を占め、関東地域に４割弱が流れ

ている。 
海上輸送では、管内の港湾（名古屋港及び四日市港）を利用するのは、約４割とい

う結果が得られた。残りの６割は関東地域及び関西地域の港湾から輸出されている

（図 2.3.3）。 
 

     
図 2.3.3 貨物の流れのまとめ 

（備考）ヒアリング先 22 社の回答内容から作成 
（注釈）基本は回答者数ベースで集計して作成しているが、複数の輸出港及び輸出空港を併用している場合は、そ

の内訳を聞き取り、重み付けを行っている。 

 
 

  

航空輸送の流れ
産地 輸出空港

※その他2.0%

東海３県

（100.0）

関東
36.0％

関西
54.3%

中部

7.7％

海上輸送の流れ
産地 輸出港

※その他2.3%

東海３県

（100.0）

関東
35.3％

関西
23.6%

中部
38.8％
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（2）ヒアリング調査にみる空港・港湾の課題 

 
ヒアリング結果について、管内の空港・港湾の利活用の視点から整理した。 

 

① 間接輸出における他空港・港湾への貨物流出の課題 

○自社輸出の場合は、中部国際空港、名古屋港を利用している事業者がみられた

が、間接輸出の場合は、関東地域、関西地域の商社が有する倉庫に送り、他社

製品と合わせて成田国際空港、関西国際空港、横浜港、神戸港から出荷されて

いる。 
〇この原因として、東海地域では、全国から貨物を集め、FCL を組める商社がい

ないことがあげられ、商社が輸出港を決定していると考えられる。 
〇また、空港・港湾の選択には商社やバイヤーとの関係が重要であるが、商社や

バイヤーが管内の空港・港湾を選定していない。 
○さらに、名古屋港は、国際輸送の料金が高いため、工場からの距離が遠くても

大阪港を使った方がコスト面で優位である。 
 

② 輸出単位の大規模化の課題 

〇管内の空港・港湾を利用する場合、農林水産物・食品では、東海地域からの輸

出量だけでは小ロットとなるため、コンテナ積載率が低く、国際輸送費が割高

になることが課題としてあげられた。 
〇加工品の直接輸出の場合、単独での輸出となるため輸出量が少量であれば、国

際輸送費が割高になることが課題としてあげられた。直接輸出の前提として輸

出ロットの確保が求められている。一方、愛知県内の同業者共同出資での共同

輸出の取組みも始まっている。 
○関東地域、関西地域を利用している産地・食品会社は、名古屋港を利用した輸

出も検討したいとしているが、名古屋港では混載する荷物をまとめる商社がい

ないため、荷物が十分に集まらないと考えている。 
〇輸送品質の確保の点から、中部国際空港で ULD インタクト輸送を行っている

事例では、採算面の問題があり、梱包の簡素化、作業手間の削減が課題として

あげられた。 
 

③ 産地・食品企業の国際輸送のノウハウの不足 

〇間接輸出の場合、国際輸送に伴う手続きや品質管理は、商社やフォワーダーの

ノウハウに依存する場合が多い。 
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○さらに、管内の空港・港湾の利用拡大をするためには、輸出亊業者やフォワー

ダーが輸出証明や検疫などに対応できるかがポイントである。 
〇海外における自社製品の価格競争力を高めるために、間接輸出だけでなく、直

接輸出の割合を増やしたい。 
 

④ 空港・港湾の輸出関連インフラの不足 

○空港・港湾周辺の冷蔵・冷凍倉庫が不足している。 
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（3）専門家の派遣 

本事業では産地からの要請を受け専門家派遣を実施した。それぞれの実施状況につ

いては以下のとおり（表 2.3.5）。 
 

表 2.3.5 専門家派遣の実施状況 

派遣先 派遣専門家 日時 概要 

JA あいち海部

れんこんセンタ

ー 

株式会社ベルグ

リーンワイズ 
令和 4 年 
1 月 27 日～ 

 

・輸出用生れんこんの鮮度保持に向

けた機能性梱包材の有効性評価試

験 
愛知みなみ農業

協同組合 
輸出支援事業専

門家 
令和 3 年 
11 月 16 日 

・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研修 
三重県（三重み

かん輸出産地形

成プロジェク

ト） 

株式会社 DAC
ホールディング

ス 

令和 4 年 
2 月 15 日 

・ベトナムへの新規輸出に向けた現

地の消費・物流事情及び輸出戦略

に関する研修 

 

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 

 JA あいち海部れんこんセンター 
 

2) 派遣専門家 

 株式会社 ベルグリーンワイズ（本社 名古屋市中区） 
 

3) 派遣依頼内容 

  〇生れんこんの海外向け長期輸送に伴い、カビ、変色等の荷傷みが発生することが予

想されるため、この解決に資する機能性梱包材について性能を確認したい旨要請が

あった。このため、機能性梱包材メーカーとして実績を有する株式会社ベルグリー

ンワイズに長期輸送の温度、湿度の日別変化の試験評価を依頼するとともに、アド

バイスを得ることとした。 
 

4) 実施内容 

〇輸出用生れんこんに関する機能性梱包材の有効性評価試験を実施した。 
〇恒温恒湿器による輸送過程の温度変化を再現し、複数の機能性梱包材を評価した。 
〇比較梱包材は以下のとおり。 

1.一般包装（PE） 
2.オーラパック （㈱ベルグリーンワイズ社） 
3.オーラパッククリア （㈱ベルグリーンワイズ社） 
 



36 

  〇試験項目 
官能評価 臭い、カビ、断面の変色 
数値変化 重量計測（ｇ） 
色味、カビ発生状況：試験開始、経過観察時、最終日に写真撮影 

    食味 ：試験開始日と最終日（14 日目）に、電子レンジで加熱したれんこんで食

味を確認 
 
  〇試験日数 
   試験開始日 1 月 27 日（木） 

 試験日数  14 日間 （産地～市場～名古屋港～香港を想定） 
 

※コンテナ需要逼迫に伴う輸送日数の長期化を前提に設定（通常であれば、名古

屋港→香港港まで 5 日～7 日間） 
 

〇温湿度設定（表 2.3.6、表 2.3.7） 
  温度 3℃～20℃ 
  湿度 10℃～50℃ 
 

〇試験材料の数量及び梱包方法 
  試験材料数量 15 個、約 290g（５検体、各梱包材３種） 

    検体（節）は、水洗いし、対象の梱包材（150mm×300mm）に個包装（イン

パルスシール）し、恒温恒湿器に入庫 
   
 

 
表 2.3.6 温湿度設定スケジュール（産地～市場～名古屋港～香港） 

 

温度設定 （産地 市場 名古屋港 香港）
条件 日 時刻 場所 日 時刻 場所 作業 温度 湿度 時間 経過観察日

日本国内 ① ＋ 0 15:00 集荷場 ～ ＋ 0 20:00 市場 トラック輸送 15 ℃ 30 ％ 5 時間 ★
② ＋ 0 20:00 市場 ～ ＋ 1 12:00 仲卸 屋内保管 15 ℃ 30 ％ 16 時間
③ ＋ 1 12:00 仲卸 ～ ＋ 1 14:00 港倉庫 トラック輸送 10 ℃ 20 ％ 2 時間
④ ＋ 1 14:00 港倉庫 ～ ＋ 2 9:00 CFS 冷蔵庫保管 5 ℃ 10 ％ 19 時間
⑤ ＋ 2 9:00 CFS ～ ＋ 2 12:00 上屋 バンニング 15 ℃ 30 ％ 3 時間
⑥ ＋ 2 12:00 ふ頭 ～ ＋ 2 17:00 出航 コンテナ蔵置 3 ℃ 10 ％ 5 時間 ★

海上輸送 ⑦ ＋ 2 17:00 名古屋港 ～ ＋ 9 17:00 香港 海上輸送 3 ℃ 10 ％ 168 時間
現地輸送 ⑧ ＋ 9 17:00 ふ頭 ～ ＋ 10 10:00 ふ頭 コンテナ蔵置 3 ℃ 10 ％ 17 時間 ★

⑨ ＋ 10 10:00 ふ頭 ～ ＋ 10 14:00 輸入者倉庫 トラック輸送 3 ℃ 10 ％ 4 時間
⑩ ＋ 10 14:00 輸入者倉庫 ～ ＋ 11 10:00 輸入者倉庫 保管・仕分け 15 ℃ 30 ％ 20 時間
⑪ ＋ 11 10:00 商社倉庫 ～ ＋ 11 13:00 小売店 トラック輸送 10 ℃ 20 ％ 3 時間 ★

店頭 ⑫ + 11 13:00 小売店 ～ + 14 13:00 小売店 陳列 20 ℃ 50 ％ 72 時間 ★

334 時間
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表 2.3.7 日別の設定条件表 

 
※赤い部分は撮影日 
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5) 試験結果 
オーラパッククリアで梱包した生れんこんは、一般包装、オーラパックでの梱包

と比較して、カビの発生が抑えられていた。しかし、同梱包の検体のなかにも、一

部にはカビの発生がみられ、この機能性梱包材の性能だけでは、コンテナ輸送日数

に耐えられない結果となった（図 2.3.4、図 2.3.5）。 
一方、今回の試験日数は、コロナ禍の影響によるコンテナ遅延を前提に 14 日間

に設定したが、通常であれば、名古屋港から香港港まで７日から８日間であり、全

行程では、８日から 10 日間（国内＋２、現地＋１）と考えられる。同輸送日数で

あれば、オーラパッククリアを利用した場合、カビ発生等の品質面での問題は、ク

リアできると考えられる。 
また、カビの発生については、出荷時のれんこんの検体の洗浄方法も影響してい

ると考えられることから、洗浄工程や洗浄後にカットすることで傷んだ部分を切り

落とすなど、包装前の処理を検討する必要があり、輸出向けの輸送日数を前提とし

た品質確保に対して産地側の理解が必要である。 
 

 
 

 
 

図 2.3.4 評価結果 
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図 2.3.5 経過試験結果  

カビ確認箇所 
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（㈱ベルグリーンワイズの所見） 

（14 日目・最終日） 
・オーラパッククリアで梱包した生れんこんは、どの検体も全体的にアルコール臭をかす

かに感じる程度だった。れんこんの断面に、黒いカビのような変色が見られたが、他の

梱包材の検体と比べると、一番少なかった。表面も黒く変色している検体もあったが、

他の梱包材に比べあまり進んでいなかった。 
・オーラパックで梱包した生れんこんの臭いには、無臭のものとカビによる腐敗臭が感じ

られるものがあった。れんこんの断面に、黒いカビのような変色が見られた。表面も黒

い変色が進んでいた。 
・一般包装（PE）で梱包した生れんこんの臭いは、乾いた土のような臭いか、無臭であ

った。れんこんの断面に黒いカビのような変色が目立ち、表面の変色もかなり進んでい

た。 
・全ての検体で、断面を切って確認したところ、特に問題なく、きれいだった。試験初日

と、最終日のカビが少ない検体の食味を実施した。初日より粘りは無く、甘み、おいし

さが減っていたが、問題なく食べられる程度で、梱包材による味の大差はなかった

（1.5 ㎝～２㎝程度の輪切り、500W レンジ４分加熱）。 
・れんこんの断面の変色自体は、程度の差はあるものの、もともと傷んでいた部分が 8 日

目に目立ってきた。 
・れんこんの側面のえぐれた部分からカビが発生しており、検体を傷つけないような洗浄

工程や傷んだ部分を洗浄後に切り落とすなど、包装前の処理を検討する必要がある。 
・オーラパッククリアは一般の青果包装に使用される袋よりも水蒸気透過性が高いため、

今回試験した他の梱包材と比較すると重量減少率が高かった。一般的には重量減少率が

5%を超えると商品価値が低下するとされているが、オーラパッククリアは 1.6%の重量

減少率に留まっており、又、食味への影響もなかったことから、８日程度であれば、オ

ーラパッククリアを使用することは問題ないと考えられる。 
 
 

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 

 愛知みなみ農業協同組合 
 

2) 派遣専門家 

 農産物の輸出に係る課題解決支援事業専門家（植物検疫） 
 

3) 派遣依頼内容 

〇愛知みなみ農業協同組合は、わが国最大のきく産地を抱える組合である。昨今のコ

ロナ禍に伴い、きくの需要が縮小するなか、輸出拡大を含めた対応策を講じてい

る。これまで、同組合からの輸出は仲卸に委ねてきた部分が大きく、輸出に取組む
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に当たって、現地の情報が分かりづらい状況にあった。今回、本事業にてきくを含

む花きの試験輸送を実施するに当たり、産地として農薬や病害虫に関する各国の規

制情報を確認したい旨、要請があった。そこで、農産物の輸出に係る課題解決支援

事業相談窓口（東海地区植物検疫協会（名古屋市港区））へ依頼し、専門家から輸

出植物検疫の概要や、主にきくを対象に主な輸出先国の検疫条件、農薬や病害虫に

関する各国の規制情報を紹介していただき、アドバイスを得ることとした。 
 

4) 実施内容 

〇専門家を招聘し、研修を実施した。 
  〇内容は以下のとおり。 

1）植物検疫・輸出検疫の目的 
2）輸出検疫の手続き 
3）諸外国のきく等切り花に対する検疫条件 
4）切り花で使用する農薬に関する残留規制 
 

5) 実施結果 

○研修により、今後の輸出戦略を検討するにあたり、次のような知見が得られた。本

研修後にロシア・オーストラリア・ドバイへ試験輸送を実施したが、検疫等の問題

で輸出が滞る事態は生じなかった。 
・植物検疫は、自国の農作物等を病害虫の被害から守るために、世界各国で行われ

ている。 
・我が国の植物防疫法では、輸出先国が検査証明書を必要としている植物について

は、輸出先国の要求に適合しているか検査を受け、これに合格した後でなければ

輸出してはならないとしており、我が国の病害虫を輸出先国に持ち込まないよ

う、輸出検疫が実施されている。 
・きく等切り花を輸出する場合、ロシア、オーストラリア、ドバイのすべてにおい

て輸出検疫を受ける必要がある。また、オーストラリアについては、輸出前に臭

化メチルくん蒸等の処理が必要である。 
・輸出に当たって確認・実施すべき事項は次のとおり。 

－各国が定める植物検疫条件を確認し、輸出できる国を確認する必要がある。 
－輸出先国の植物検疫条件にあった対応がなされているか。 
－病害虫（特に、検疫対象病害虫）が発生しないよう、適切に防除されている

か。 
－出荷する農産物に病害虫の付着はないか。 

・栽培・生産に当たっては、輸出先国の検疫条件等に適合する栽培・品質管理を必

要とする。しかし、同一生産者らがこれらを国内向けと輸出先国別に区分して栽
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培することは難しいことから、輸出に対応できる栽培管理方式を優先して導入す

ることが重要である。 
 
 

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 

三重県（三重みかん輸出産地形成プロジェクト） 

2) 派遣専門家 

株式会社 DAC ホールディングス 
 

3) 派遣依頼内容 

〇三重県（三重みかん輸出産地形成プロジェクト）では、ベトナムに低価格帯のうん

しゅうみかんを輸出することを検討している。 
○しかし、ベトナムにおける消費者のマーケットニーズや物流事情等が十分に把握で

きていないことから、輸出戦略の検討にあたり、現地に精通する事業者から三重県

が輸出に向けて検討すべき事項を把握したいとの依頼があった。 
○株式会社 DAC ホールディングスは、ベトナム現地機関とネットワークがあり、ま

た、ベトナム（ホーチミン）に現地法人（有限責任会社グローバル・デイリー ベ
トナム（Global Daily Vietnam Co., Ltd.））があり、最新情報を入手できることか

ら、三重県にベトナムの商流・物流等に関する情報を提供できる専門家として派遣

することとした。 
 

4) 実施内容 

〇株式会社 DAC ホールディングスを講師として招聘し、三重県（三重みかん輸出プ

ロジェクト）を対象とした研修を実施した。 
○内容は以下のとおり。 

1）日本からベトナムへの食品輸出の状況 
2）ベトナム国内における物流・商流及び日系企業の動向 
3）ベトナム国内における消費者ニーズ 
4）ベトナム向けの輸出に当たっての課題、三重県が検討すべき戦略 

 

5) 実施結果 

○今後、三重県が輸出戦略を検討するための知見が得られた。産地を含む関係者と輸

出体制を構築する際などに活用が期待される。 
 ・現地物流については、通常の品質を確保できるレベルにある。 
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 ・現地マーケットを深く理解し、現地への卸売価格を徹底的に抑制できることが成

功の鍵である。 
 ・三重県の産地から輸出先の消費者までワンストップで商品を輸出し、販売するた

めの体制づくりが重要である。 
 ・テストマーケティングの一環として、日系百貨店で商品を取り扱ってもらい、現

地の消費者に認知してもらうことは可能であるが、その際には、テストマーケテ

ィングでも価格を抑えることが重要である。 
 ・日本産農林水産物・食品は価格が高すぎるため、現地の小売店では取り扱えず、

現地の日本人に販売しているのが現状である。手頃な価格帯の商品を広く浸透さ

せるためには、販売当初から価格帯を抑える必要がある。 
 ・高価な商品を一部の富裕層に販売するのか、安価な商品を広く一般消費者に販売

するのかにより戦略も販路も異なる。安価な商品を広く浸透させるためには販路

拡大が必要であり、現地の小売店でも取り扱える商品とすることが求められる。 
 ・現地の若者に対する情報発信方法の検討も必要である。 
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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 

ヒアリング調査により明らかになった生産・販売の課題と空港・港湾の課題は次のと

おり（表 2.4.1～表 2.4.3）。 
 
 

表 2.4.1 ヒアリング調査により明らかになった課題（生産・販売／農産物） 

 課題 
生産・販売の課題 

（農産物） 

 

【生産】 
〇現地ニーズに対応する産地の一体的な取組み 
・品種転換など現地ニーズにあった農産物の生産には、産地の

理解・協力が不可欠で、輸出に向けて産地の一体的な取組み

が課題になっている。 
〇各国基準への適合（残留農薬基準、有機栽培、施設登録など） 
・海外進出に成功している農産物は、現地情報を産地にフィー

ドバックし、現地ニーズにあった生産体制を確保したことが

成功要因である。 
・一方、国内と海外では安全管理に関する基準が異なり、現地

情報の不足、対応できる人材不足が課題である産地が多い。 
 
【販売】 
〇販売体制の強化 
・コンソーシアムを構築するなど、販売においても地域が一体

となった上で、産地と商社が連携した体制を構築し、販売促

進力、ブランド力の向上などの取組みが重要である。 
・一方、担当者みずからが現地スーパーで実演販売するなど、

現地市場を直接理解することが重要で、海外市場において産

地の主体的な姿勢も重要になっている。 
〇飽和市場、大手先行市場との競合の回避 
・現地で他国の農産物との価格競争が激化しないよう、売り先

や購入層の見極めが重要である。 
〇商談会への積極的な参加 
・商社との取引を拡大するため、多くの商談会に参加したいと

の要望が幅広くあった。また、輸出先国の情報収集について

も、自社で独自に行いたいとする要望があり、それに対する

支援が課題である。 
・商談会では、地域でまとまった情報発信力の確保が重要にな

っている。 
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表 2.4.2 ヒアリング調査により明らかになった課題（生産・販売／食品） 

 課題 
生産・販売の課題 

（食品） 

 

【生産】 
〇各国基準への適合（衛生管理、食品添加物、ハラール、梱包

材に関する規制等） 
・輸出先国の規制に適合した商品づくり、梱包・容器での個別

対応が求められるため、原材料・資材調達、生産・管理体制

面での対応が必要である。 
・安全性を担保するための HACCP 導入、ISO22000 や

FSSC22000 の認証取得、有機農産物の原材料調達などの対

応が進んでいるが、ハラールなど国ごとに対応が異なる基準

もあり、ターゲットとする輸出先国に応じて、優先順位をつ

け段階的に対応している。 
 
【販売】 
〇国際的なブランド力の向上や輸出先での戦略的なプロモー

ション活動 
・現地での日本産品の価格競争が始まっており、売り先、販売

ルート選定が重要である。 
・SNS 等の展開、オンライン商談会など新しい情報発信への取

組みも始まっている。 
・こうしたなか、東海地区では現地展示会・商談会等に地域と

して出展する機会が少ないことも課題としてあげられてい

る。 
〇直接貿易による商流拡大 
・事業者が直接輸出を行うことによって、自社の強みの発揮を

して、現地でのプレゼンスを高めていきたいとする事業者も

多く、間接貿易から直接貿易への移行が期待される。 
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表 2.4.3 ヒアリング調査により明らかになった課題（空港・港湾） 

 課題 
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 

・間接輸出では、関東地域、関西地域の商社を通じて、成田国

際空港、関西国際空港、横浜港、神戸港から出荷されること

が多い。 
・この原因として、東海地域では、全国から貨物を集める商社

がないことがあげられ、商社の立地が空港・港湾の選択につ

ながっている。 
 

②輸出単位の大規模化の課題 
・管内の空港・港湾を利用する場合、農産物では、東海地域か

らの輸出量だけではロットが小さいことから、コンテナ積

載率が低く、国際輸送費が高いことが課題である。 
・食品の直接輸出では、単独での輸出となり、輸出量が少量と

なることから、国際輸送費が高いことが課題である。 
・直接輸出の前提として、輸出ロットの増加が求められてお

り、共同輸出への期待も少なくない。 
・輸送品質を確保するため、中部国際空港で ULD インタクト

輸送を行っている事例があったが、採算面が問題で、梱包の

簡素化、作業労力の削減が課題である。 
 

③産地・食品企業の国際輸送のノウハウの不足 
・間接輸出では、国際輸送に伴う手続き、品質管理について、

商社やフォワーダーのノウハウに依存する場合が多くなっ

ている。 
・海外における自社製品の競争力を十分に把握できないため、

直接輸出の割合を高めたいとの意向も聞かれたが、その実

現には社内体制を整える等の課題があると考えている事業

者は少なくない。 
 

④空港・港湾の輸出関連インフラの不足について 
・空港・港湾周辺の冷蔵・冷凍倉庫が不足している点が課題と

してあげられた。 
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（2）ヒアリング調査等で明らかになった効果的な取組み 

産地・食品企業へのアンケート調査及びヒアリング調査では、輸出拡大に向けた課

題を調査したが、多様な手法で課題に対応している事例も明らかになった。 
生産、販売、空港・港湾の各分野での優良事例は以下のとおり（表 2.4.4）。 
 

表 2.4.4 ヒアリング調査にみる優良事例 

 対応事例 
生産 〇有機栽培・施設整備（株式会社愛てん） 

・有機 JAS（日）、NOP 認証（米）、EU 認証（欧）など国内外の有機栽培認証を取

得。また、農事組合法人（現在は株式会社）を設立して、施設を整備。輸出量の増

加に寄与。 
〇認証取得・施設整備（森白製菓株式会社） 

・JFS-B 規格の認証取得と HACCP 施設整備を実施。 
〇認証取得・ターゲット拡大（マルサンアイ株式会社） 

・ハラール認証を取得。今後、マレーシア等 ASEAN にも輸出を拡大する意向。 
〇加工施設での高度な衛生水準への対応（JA飛騨ミート） 

・国際衛生基準である ISO22000 や FSSC22000、岐阜県 HACCP の認証に先行的

に着手。高度な衛生水準による食肉の処理、加工を行っている。 
販売 〇輸出亊業者と連携したコンソーシアムによるプロモーション活動（JA飛騨ミート） 

・飛騨食肉センターを核に、生産者組織である県内 JA と 14 の輸出事業者でコンソ

ーシアムを構築し、PR 活動は輸出事業者が効果的に推進。 
〇エリアマーケティング戦略（伊賀越株式会社） 

・上海市場は飽和状態にあるため、上海から離れた大連市場を戦略エリアに設定。

先行他社との競争回避。 
〇リモート商談会による直接輸出体制の構築（佐藤醸造株式会社） 

・現地イベントに出展し、TV 通販による販売機会を獲得。コロナ禍においては、

JETRO のリモート商談会を積極的に活用。直接輸出の顧客開拓を進めている。 
〇現地での販売会（丸トポートリー食品株式会社） 

・日本人みずからが、現地の販売会で実演販売を行うことで、消費者ニーズを直接

把握し、取引先との信頼関係を構築。ネット販売など、新しい商流確保にも取り

組んでいる。 
空港・港湾 〇混載による地域集荷体制強化（有限会社精肉のオクダ・三重県漁業協同組合連合

会） 

・通常は畜産物と海産物を分けて送っているが、梱包を工夫し、畜産物と海産物と

いった異なる貨物を混載する試験輸送を実施。臭い移りや、鮮度保持で問題ない

ことが確認された。 
〇他社製品も含む輸出商社（株式会社鈴木栄光堂） 

・新築した養老センターで自社商品に加えて他社商品も含めた輸出向け出荷体制を

構築。他社製品の買取を行い、混載したうえで輸出。輸出ルートの開拓・構築等で

困っている事業者と連携・協業しコスト削減に取り組む。 
〇ULD インタクト輸送による輸送品質確保（三栄鶏卵株式会社） 

・ULD 単位で航空一貫輸送を行うことで、取り卸し回数の削減、リードタイム短縮、

貨物ダメージ削減を実現。１荷主による一貫輸送のため、荷傷み防止のための梱

包材の検証を実施することができた。 
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 対応事例 
〇自社完結直接輸出体制の構築（井村屋グループ株式会社） 

・自社冷凍倉庫（ハード）を整備するとともに、ラベル貼付や食品添加物対応等輸

出入手続き（ソフト）を構築して、「自社完結直接輸出体制」を構築。 
〇機能性梱包材の有効性を検証（JAあいち海部） 

・鮮度確保試験により機能性梱包材の有効性を検証。 
〇輸送による荷傷みの防止（岐阜県農林水産物輸出促進協議会） 

・産地、選果場、仲卸が連携し、輸出体制を構築。機能性梱包材で鮮度アップ、高付

加価値化を検討。    
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