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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 

海外輸出ルートが確立されているシンガポールへの国際輸送に着目し、コスト削減

と梱包作業の効率化を図りつつ、荷傷み（ヒビ・割れ）の発生がない輸送方法を検証す

る。 
具体的には、梱包材の厚み・強度、パックの耐衝撃性、緩衝材について輸送実証を行

うとともに、データロガーの計測結果を踏まえ、輸送時で注意すべき衝撃の状況につ

いて把握する。 
 

（2）輸送実証の商流と検証ポイント 
輸送実証の商流は下図に示すとおりであり、生産者自ら空港に輸送し、フォワーダ

ー（郵船ロジスティクス株式会社）に引き渡す方式としている（図 3.3.1）。 
検証のポイントは、生産者における、梱包作業の簡素化、航空輸送の振動・衝撃に

耐えられる梱包材・緩衝材の見直しである。 
 

 
図 3.3.1 輸送実証の商流 

 

（3）実証内容 

愛知県岡崎市の三栄鶏卵株式会社は、これまでブランド鶏卵を中部国際空港経由で

シンガポール向けに輸出してきた。本事業では、この現状の商流をもとに、国際輸送

における衝撃の状況をデータロガーや目視により確認し、最適な梱包方策について検

討した。具体的には、荷傷みの発生原因を明らかにした上で梱包材を見直し、作業効

率向上、コスト削減の状況を検証した。（表 3.3.1）。 
 

  

生産 輸出事業者 空港・港湾 物流業者 仕向地・チャネル

三栄鶏卵
（株）

なし
（自社輸送） 中部国際空港 郵船ロジスティ

クス（株） シンガポール

航空輸送中の品質（衝撃）等の
検証

トータルの輸送コスト トータルの輸送時間 輸送における品質変化 黒字化可否・継続性
商流構築・継続性輸送コスト 輸送時間 品質

梱包材の見直しの可能性の
検証

現地到着後の品質(衝撃）等
の検証
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表 3.3.1 最適な梱包方策 

 外箱 内箱 内包クッション材 中仕切り 備考 

従来 ダブルカートン シングルカートン エアクッション エアクッション － 
１回目 シングルカートン

（5mm） 
シングルカートン エアクッション エアクッション － 

２回目 ダブルカートン なし なし（※１） ダンボール － 
３回目 シングルカートン

（5mm、3mm） 
（※２） 

なし なし ダンボール － 

４回目 シングルカートン

（5mm、3mm） 
（※２） 

なし なし ダンボール ※３ 

 （下線は、前の回からの変更点） 
  ※１：ダンボール内の液漏れ防止でビニール袋を使用 
  ※２：5mm、3mm を半分ずつ使用 
  ※３：スチロールパレットを使用 
 

エアクッション 

 

ダブルカートン（左）・シングルカートン（右）の比較 

 

※エアクッション：衝撃防止・緩和のため、梱包時に緩衝材として利用されるもので、プラスチ

ックフィルムやビニールなどの中に空気を入れた資材。バブル型のものは「バブルラップ」（通

称「プチプチ」川上産業㈱の登録商標）と呼ばれる。 
※シングルカートン：中芯（フルート）が１層の段ボール 
※ダブルカートン ：中芯（フルート）が２層の強度の高い段ボール 
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生産者梱包時① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

生産者梱包時② 

生産者搬出時① 生産者搬出時② 

動物検疫所到着時① 動物検疫所到着時② 
図 3.3.2出発時の状況（生産者：梱包時⇒動物検疫所）［１回目輸送時］ 
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フォワーダー搬出時① 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

フォワーダー搬出時② 
図 3.3.3出発時の状況（フォワーダー）［１回目輸送時］ 
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表 3.3.2 梱包時の変更点［２回目］ 

 外箱 内箱 内包クッション材 中仕切り 

従来 ダブルカートン シングルカートン エアクッション エアクッション 
２回目 ダブルカートン なし なし ダンボール 

 

 
 
  

外箱/ダンボール厚仕様
②回目ダブルカートン
③回目シングルカートン 5mm

3mm

従来、ダブルカートン＋
プチプチで全体カバー

②回目、ダブルカートンのみ
プチプチなし（ビニル袋）

③回目、厚み違い混在
・シングルカートン5mm
・シングルカートン3mm

プチプチなし（ビニル袋）
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表 3.3.3 梱包時の変更点［３回目］ 

 外箱 内箱 内包クッション材 中仕切り 備考 

従来 ダブルカートン シングルカート

ン 
エアクッション エアクッション － 

２回目 ダブルカートン なし なし（※１） ダンボール － 
３回目 シングルカート

ン（5mm、3mm） 
なし なし ダンボール － 

  ※１：ダンボール内の液漏れ防止でビニール袋を使用 
 

ダブルカートン（左）・シングルカートン（右）の比較 

 
※シングルカートン：中芯（フルート）が１層の段ボール 

※ダブルカートン ：中芯（フルート）が２層の強度の高い段ボール 
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表 3.3.4 梱包時の変更点［４回目］ 

 外箱 内箱 内包クッション材 中仕切り 備考 

従来 ダブルカートン シングルカート

ン 
エアクッション エアクッション － 

３回目 シングルカート

ン（5mm、3mm） 
（※２） 

なし なし ダンボール － 

４回目 シングルカート

ン（5mm、3mm） 
（※２） 

なし なし ダンボール ※3 

  ※２：5mm、3mm を半分ずつ使用 
  ※３：スチロールパレットを使用 

  
ダブルカートン（左）・シングルカートン（右）の比較 

 
※シングルカートン：中芯（フルート）が１層の段ボール 

※ダブルカートン ：中芯（フルート）が２層の強度の高い段ボール 
 

 

   ※スチールパレットを使用 
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（4）結果 

① 品質 

従来利用していた梱包材、緩衝材から、段階を経て、より簡素なものに変更した。

外箱は従来型のダブルカートンから、シングルカートン（３mm）まで導入したが、

外傷は見られなかった。従来、今回の試験輸送ともに、航空輸送時は ULD を用いて

おり、航空輸送の過程で外傷を受けることは考えにくい。 
今回の試験輸送において、データロガーによる衝撃の検証を行ったが、主に日本国

内では輸送時、荷下ろし、バンニング、現地ではコンテナからの貨物取り出し、配送

トラックへの積み込み時に外傷の可能性があることが明らかになった。 
今回、４回の試験輸送とも、外傷、荷傷み（ヒビ・割れ）は見られず、梱包材、緩

衝材の面からは、実用化が可能と判断された。 
 

 
※時刻は日本時間 

図 3.3.4 データロガーの状況（２回目） 

 

② 輸送時間 

輸送時間については、今回の試験輸送では２つの成果があげられる。 
１つ目は、緩衝材を使用しなくとも荷傷み（ヒビ・割れ）が見られなかったことか

ら、生産者側の梱包材の設置作業にかかる時間を短縮できた。 
２つ目は、第４回にスチロールパレットを用いたが、従来型で行っていた木製パレ

ットにスチロール板（２mm）を敷設する作業の必要がなくなり、時間を短縮でき

た。 
 

2021/11/16 13:51, 17G

2021/11/18 2:43, 65G

2021/11/18 10:10, 24G

2021/11/16 17:02, 29G

2021/11/17 20:32, 20G
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2021/11/16 9:00 2021/11/16 15:00 2021/11/16 21:00 2021/11/17 3:00 2021/11/17 9:00 2021/11/17 15:00 2021/11/17 21:00 2021/11/18 3:00 2021/11/18 9:00 2021/11/18 15:00 2021/11/18 21:00

三栄鶏卵輸出試験 2回目(2021/11/16～18)

①最上段

②最下段

調査対象期間（11/16 11:30 ～ 現地 11/18 9:30）
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③ コスト 

本試験輸送におけるコスト削減については、２つの成果があげられる。 
１つ目は梱包材の見直しであり、ダブルカートンからシングルカートンにすること

で、１箱当たり 40 円のコスト削減につながった。 
２つ目は、従来使用していた緩衝材設置作業や木製スチロール板の敷設作業がなく

なることから、作業時間が縮減され、ひいては労務コストの削減にも寄与する。 
 

④ 商流構築・継続性 

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、今回の実証内容を適宜実用化される見込みである。 
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