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第４章 本事業の実施を踏まえた提言 
 

 
第４章では、本事業の知見を踏まえて、現状・課題の整理と提言を行うものである。そ

のポイントは、以下のとおり（図 4.0.1）。  

 
図 4.0.1 現状・課題と提言のポイント  

4-1（1）東海地域における農林水産物・食品輸出の構造的問題 

 

東海地域には、農林水産物・食品を取り扱う輸出商社が少ない 

↓ 

関東・関西地域の空港・港湾に、輸出貨物が流出する結果を招いている 

 

 

4-1（２）構造的問題に起因する課題 
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輸出に取組む産地・食

品企業が少ない 

輸出単位が大規模化で

きない 

産地・食品企業の輸送

ノウハウの知見が少な

い 

空港・港湾の輸出関連

インフラ・サービスが

不足している 

産地・食品企業の輸出

拡大意欲の醸成 

【短期的対応】 

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】 

輸送品質と輸送コスト

のバランスの確保 

【短期的対応】 

輸出関連インフラ・サ

ービスの強化 

【長期的対応】 

〇行政などからの輸出

情報を一元的に提供 

 

〇関連団体の連携によ

る産地・食品企業へ

のアプローチを強化 

 

〇輸出先とのマッチン

グ機会の創出 

 

〇展示会・業界団体へ

の参加を後押し 

〇圏域で産地・食品企

業が広域に連携して

出荷・集荷体制を確

立 

 

〇東海地域の輸出事業

者間の連携 

 

〇現地流通事業者との

連携 

〇梱包簡素化、省力化

の継続的な改善 

 

〇出荷単位の大規模化

に向けた事業者の連

携 

 

〇調達から出荷の各工

程の共同化 

 

〇輸出事業者と産地・

食品企業の連携によ

る積載率向上策の検

討 

〇共同利用が可能な冷

蔵・冷凍倉庫の整備

の検討 

 

〇卸売市場から空港間

の混載定期トラック

便の確保 

 

〇卸売市場の取引時間

に対応できる航空便

の確保 

 

〇輸出向け流通加工サ

ービスの確保 
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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 
 

東海地域には、農林水産物・食品を取り扱う輸出商社が少ない 
↓ 

関東・関西地域の空港・港湾に、輸出貨物が流出する結果を招いている 
 

 

中部国際空港・名古屋港の背後圏である東海地域は、農林水産物・食品の生産規模は大

きいものの、商社・貿易会社等の輸出協力企業数（表 4.1.1）をみると、関東地域、関西地

域に比べて大きく下回っている。 
空港・港湾関係者ヒアリング調査では、フォワーダーにとっての集荷地・発地は、生産

者の場所ではなく、商社、仲卸等の輸出事業者の場所で決まると指摘されており、東海地

域の農林水産物・食品の輸出は、輸出協力企業の集積の厚い関東地域、関西地域を背後圏

に持つ成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港への貨物流出がみられる（表 4.1.2、表 
4.1.3）。 
 

表 4.1.1 関東地域・東海地域・関西地域の農林水産物・食品輸出協力企業数 

 
（注）複数の品目を扱う商社がいるので品目別事業所数と総数は一致しない 
（資料）ジェトロ農林水産物・食品輸出協力企業リスト 
 
  

（社）
関東地域 東海地域 関西地域

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 岐阜県 愛知県 三重県 京都府 大阪府 兵庫県
商社 3 4 49 4 3 5 2 3 24 13

肉/肉を用いた加工品 0 0 21 2 3 1 1 0 8 7
酪農製品/鶏卵/鶏卵加工品 0 1 11 0 2 1 1 0 6 5
魚介類/魚介類加工品 1 3 29 4 2 1 1 2 18 11
米/米加工品 2 1 23 2 2 2 0 0 13 12
野菜・果実/加工品 2 1 34 3 2 1 0 0 15 10
茶葉 3 1 18 2 1 2 0 0 11 9
調味料 3 2 28 4 3 2 2 2 16 12
清酒 2 2 32 3 3 4 2 2 15 10
清酒 2 2 32 3 3 4 2 2 15 10
その他のアルコール飲料 2 1 25 2 2 4 1 2 13 10
花き 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
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表 4.1.2 空港別取扱量と圏域別生産額 

 
（資料）財務省「貿易統計」、農林水産省「平成元年生産農業所得統計」、農林水産省「平成元年果樹生産出荷統計」、

農林水産省「平成元年野菜生産出荷統計」、農林水産省「平成元年漁業産出額」 
（注釈）関東：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

東海：岐阜県、愛知県、三重県 
関西：京都府、大阪府、兵庫県 
九州：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 
 

表 4.1.3 港湾別取扱量と圏域別生産額 

 
（資料）財務省「貿易統計」、農林水産省「平成元年生産農業所得統計」、経済産業省「2020 年工業統計 品目別統計表

（2019 年実績）」 
（注釈）関東：埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 

東海：岐阜県、愛知県、三重県 
関西：京都府、大阪府、兵庫県 
九州：福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 

 
 また、東海地域の海上輸送・航空輸送の面でも以下のような課題を抱えている。 
 名古屋港は、東海地域の工業集積を背景に、自動車、機械等の工業品の輸出が大きいこ

とから、路線数、便数ともに関東地域、関西地域の港湾と比べて遜色がないものの、貿易

構造が製造業偏重、輸出偏重 1であるため、輸入食品等で利用されるリーファーコンテナの

立ち寄りや、臨港地区での冷蔵・冷凍倉庫が少ないとの課題が、空港・港湾関係者からも

指摘され、現状では、名古屋港が農林水産物・食品の輸出に必ずしも適していない。 

 
1  中部国際空港 輸出額  1 兆 1,911 億円 輸入額     8,103 億円（令和３年貿易統計） 

名古屋港   輸出額 12 兆 4,812 億円 輸入額 5 兆 2,854 億円（令和３年貿易統計）   

輸出（2019年） 産出額（2019年）
中部 羽田 成田 関西 福岡 ５空港計 東海 関東 関西 九州 ４地域計

牛肉 0.9% 26.8% 17.0% 16.5% 38.8% 100.0% 8.3% 4.0% 4.9% 82.7% 100.0%
鶏肉 0.0% 67.2% 0.0% 5.2% 27.6% 100.0% 3.3% 2.7% 4.6% 89.4% 100.0%
鶏卵 8.0% 23.2% 2.6% 55.0% 11.2% 100.0% 27.2% 25.2% 11.3% 36.2% 100.0%
たい 0.0% 1.7% 13.0% 3.0% 82.3% 100.0% 17.9% 2.2% 6.2% 73.7% 100.0%
ぶり 1.6% 7.1% 4.1% 4.5% 82.7% 100.0% 1.3% 3.2% 0.8% 94.7% 100.0%
花き 7.7% 21.5% 57.5% 12.4% 1.0% 100.0% 37.4% 23.8% 3.9% 35.0% 100.0%
かんきつ 0.0% 7.4% 26.0% 62.0% 4.7% 100.0% 14.1% 4.9% 4.7% 76.4% 100.0%
ぶどう 2.5% 11.7% 21.0% 58.5% 6.3% 100.0% 17.1% 5.9% 28.9% 48.1% 100.0%
もも 4.3% 15.0% 20.3% 56.5% 4.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
柿 2.6% 3.9% 17.5% 43.1% 32.9% 100.0% 58.0% 0.0% 0.0% 42.0% 100.0%
いちご 1.5% 12.0% 14.0% 48.3% 24.1% 100.0% 18.5% 12.6% 1.5% 67.4% 100.0%

品目

輸出（2019年） 産出額（2019年）
名古屋／
四日市

横浜／
東京

大阪／
神戸

門司／
博多

8港計 東海 関東 関西 九州 ４地域計

花き 5.6% 53.4% 9.1% 31.9% 100.0% 37.4% 23.8% 3.9% 35.0% 100.0%
米菓 12.3% 50.8% 35.9% 0.9% 100.0% 27.9% 29.9% 30.0% 12.2% 100.0%
菓子 20.9% 35.8% 40.3% 3.0% 100.0% 20.3% 42.9% 24.3% 12.5% 100.0%
ソース混合調味料 1.5% 69.1% 26.3% 3.1% 100.0% 24.0% 32.7% 30.4% 12.9% 100.0%
みそ 26.6% 47.1% 25.5% 0.7% 100.0% 41.1% 5.5% 16.1% 37.2% 100.0%
しょうゆ 6.8% 57.1% 33.2% 3.0% 100.0% 12.0% 51.0% 18.7% 18.3% 100.0%
清酒 1.9% 38.0% 48.6% 11.4% 100.0% 10.1% 13.4% 70.2% 6.3% 100.0%
お茶 41.4% 27.1% 26.8% 4.7% 100.0% 17.6% 5.2% 10.1% 67.1% 100.0%
清涼飲料水 11.8% 30.6% 48.8% 8.8% 100.0% 16.9% 40.2% 24.3% 18.6% 100.0%

品目
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中部国際空港は、生鮮貨物の輸送に欠かせない航空便のデイリー路線が、一部の路線 2に

とどまっている。このため、空港搬入当日に機材の搭載スペース不足で積込みができない

場合、翌日でも搭載バックアップできない場合もあることから、鮮度を重視する農林水産

物・食品の輸出が敬遠されると指摘されている。 
このように、現状では、中部国際空港・名古屋港は、貨物需要面、輸送サービス供給面

の双方から、必ずしも農林水産物・食品の輸出にとって利便性の高い空港・港湾ではない。 
一方、東海地域は食品産業の集積度が高いという貨物需要面の特徴があり、直接輸出を

行っている事業者は、名古屋港の利用割合が高い（表 4.1.4）。 
東海地域からの輸出が拡大していく状況にあわせて、間接輸出から直接輸出への移行、

又は、輸出単位の規模の拡大を図っていくことにより、中部国際空港、名古屋港の利用拡

大が期待される。 
農林水産物・食品の輸出に関して、利便性の観点から、当面の間は京浜・阪神経由での

輸出もやむを得ない状況にあると考えられる。一方、将来に向けて、輸送品質・輸送コス

トの改善に資する輸出環境の整備を進めることは、国内物流の効率化にも寄与し、結果と

して、中部国際空港、名古屋港からの輸出につながることが期待される。 
将来的な輸出規模の拡大を見通した上で、輸出単位の大ロット化及び混載による、輸送

品質とコスト削減に向けた取組みを進めることが求められる。 
 
 

表 4.1.4 間接輸送/直接輸送別の輸出港（海上輸送） 

 
（備考）本業務ヒアリング先 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。 
 

 
  

 
2  コロナ禍前の 2019 年冬ダイヤで週７便以上の路線は、韓国、中国、台湾、ベトナム、タイ、シンガ
ポールのみ 

中部外 中部内 合計
関東 関西 その他

間接輸出 81.9 45.7 32.4 3.6 18.2 100.0
直接輸出 27.3 18.2 9.1 0.0 72.7 100.0
合計 61.2 35.3 23.6 2.3 38.8 100.0
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（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 

東海地域に本社を置く輸出商社が少ない（表 4.1.1）ことから、輸出商社からの輸出

の働きかけ機会が乏しく、輸出に取組む産地・食品企業が少ないことが課題である。東

海地域の農業の特徴は、“大消費地の名古屋市を抱え、近畿圏や首都圏への交通ネット

ワークも充実していることである”（東海農政局「東海地域の農業のしおり」）。このた

め、必ずしも多くの生産者が、輸出に対して積極的ではない傾向も、過去の試験輸送の

経験からみられる。 
輸出拡大に当たっては、産地・食品企業の意識改革が不可欠であり、輸出に対するき

っかけ、効果等の輸出に取組む動機につながる情報提供、輸出先国のマーケットや輸入

事業者とのマッチング機会の拡大、動植物検疫や農薬規制等の状況提供、輸出手続きサ

ポート等をきめ細かく行っていくことが必要である。 
 

② 輸出単位が大規模化できない 

中部国際空港、名古屋港の輸出拠点としての確立に向けて、輸送品質の向上、輸送コ

ストの削減の観点から、『大ロット化（単一品目の出荷単位を大規模化するもの）』及び

『混載（多品目を組合せて輸送単位を大規模化するもの）』の促進による輸出単位の大規

模化が求められる。 
生鮮貨物は、混載ができない場合が多く、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。こうしたシング

ル貨物は、鮮度保持、ダメージ回避のため、一荷主一コンテナの ULD インタクト輸送

を活用する場合が多い。海上輸送においても、輸送品質の確保を図るため、貨物の特

性に応じて最適な輸送環境が確保できる FCL での輸出が有効であるため、FCL のコ

ンテナをまとめられる輸出事業者の存在が必要になっている。 
ULD、FCL の単位に貨物を集めるためには、複数の産地の商品を束ねる必要がある

が、間接輸出の場合、関東又は関西圏の商社経由が多くなり、それぞれの商社が所在

地近隣の港湾を利用している場合が少なくない。空港・港湾関係者ヒアリングでも、

管轄内の港湾の利用が少ない理由として FCL を組める大手商社が少ないことが課題

としてあげられた（表 4.1.5、表 4.1.6）。 
このため、東海地域からの輸出拡大にあたっては、輸出事業者が、畜産物と海産物

の混載、菓子と農産物の混載等といった多様な組合せの混載について、その可能性拡

大の検討が求められる 3。 
 

3 本課題に対しては、「台湾向け畜産物（ブランド牛肉）及び海産物（タイ等）の試験輸送」を行い、臭
い移り、鮮度保持の面で問題のないことを確認した一方で、さらなる多様な組合せの検討が今後の課
題であるといった結果となった。輸送条件を適正にコントロールすることで、青果物・果樹を対象に、
多品目を混載できるコンテナ開発の研究 （農研機構等の取組み）が進められているが、畜産物等の研
究はみられず、さらなる検討が期待される。 



95 

表 4.1.5 ULD インタクト輸送（航空輸送）について 

概要 〇輸出事業者が個別の輸出貨物を、フォワーダーの倉庫（上屋）で、品

目に応じた専用の養生や梱包を行った上で、ULD 単位にまとめ、航

空会社に引き渡す輸送方法。 
メリット 〇品目に応じた高品質輸送が実現できる。 

〇一個口で航空会社に引き渡すため、リードタイムが短縮される。 
課題 〇最も小さいコンテナの容量は 4.4 ㎥であり、一定の積載量の確保が必

要である。 
 

表 4.1.6 FCL輸送（海上輸送）について 

概要 〇20 フィート、40 フィートのコンテナスペースを荷主が独占して輸送

する方法。荷主が港湾運送事業者、輸出事業者の個別の輸出貨物を、

港湾運送事業者の倉庫（上屋）で、品目に応じた専用の養生や梱包を

行った上で、コンテナ単位にまとめ、船会社に引き渡す輸送方法。 
メリット 〇輸送料金が圧縮できる。 

〇品目に応じた高品質輸送が実現できる。 
〇貨物の直接引取が可能でありリードタイムが短縮できる。 

課題 〇コンテナを満載にできない場合は、輸送費が割高になる。 
 

③ 産地・食品企業の輸送ノウハウの知見が少ない 

農林水産物・食品を取り扱う輸出商社が少ないこともあり、産地・食品企業の輸送ノ

ウハウが不足している。 
適正な温度管理や輸送方法の工夫により輸送品質を高めることは重要であるが、過

度に輸送品質にこだわることで、輸送コストが過大となり、結果として、輸出先国での

販売価格で競争力を失う事例も散見される 4。継続的な取引や輸出拡大に当たっては、

輸送品質を確保できるノウハウを蓄積し、輸送コストの削減が求められる 5。 

一方で、コスト削減効果からは、積載効率面の検討が重要であるが、過度な積載効率

によって輸送品質面の影響が懸念される場合がある。 

積載容量（箱やコンテナ当たりの積載数量）の効率化は輸送コストの削減に有効であ

るが、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密な積載は避

けるべきであり、輸送品質と輸送コストのバランスを図り、商品廃棄ロスを低減するこ

とが重要である 6。 
 

4 ULD インタクト輸送を実施している輸出事業者は、輸出先国の輸入事業者との契約獲得のため、採算
よりも輸送品質重視の輸送を行っていることがヒアリングで明らかになった。 

5 本課題に対しては、「シンガポール向け畜産物（ブランド鶏卵）の試験輸送」を行った。同試験輸送で
は、現状の梱包方法から、数回の試験毎に簡素な梱包へ段階的に変更していったところ、いずれも貨
物ダメージはみられず、簡素化や作業労力の削減が可能であるといった結果が得られた。 

6 本課題に対して、「ロシア・オーストラリア・ドバイ・ベトナム向け花きの試験輸送」を行った。同試
験輸送の結果、輸出先国の空港到着後の温湿度管理が課題としてあげられた。輸出先国のコールドチ
ェーンの状況を踏まえた更なる検討が課題になっている。 
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このため、出荷時期の調整、品目に応じた適切なリードタイムの確保によって、積載

率の最大化と廃棄ロスの低減を両立する輸出事業者の経験的ノウハウ・スキル向上（商

品の箱への詰め方、箱の並べ方、保冷剤の適正量など）が求められる。 
 

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 
中部国際空港・名古屋港の農林水産物・食品輸出の利用が進んでいない一因として、

輸出関連インフラ・サービスが不足している状況がみられる。ここでは、インフラ・サ

ービスの主な課題について整理した。 
管内の空港・港湾の農林水産物・食品の輸出利活用が十分に進んでいない理由とし

て、ハード面では、「空港・港湾での冷蔵・冷凍庫が十分にない」との指摘があった。 
空港内の航空会社の倉庫（上屋）は、一般貨物の利用が多く、農林水産物・食品の輸

出に対して十分な規模ではないとの指摘である。また、大手フォワーダーへのヒアリン

グでも、農林水産物・食品の輸出に対応できる冷蔵庫の規模が十分ではないとの課題が

あげられた。 
中部国際空港では、コロナ禍の現状ダイヤでは、国際線の午後便がないことから、市

場から出荷された同日の航空機への搭載ができず、輸出貨物は、翌日の便に搭載する、

又は深夜時間帯にトラックで他空港転送を行う必要があるため、市場から出荷された

貨物が、中部国際空港のフォワーダーの倉庫（上屋）に到着後に、半日以上の蔵置が必

要となるため、空港島内での冷蔵・冷凍倉庫の確保は、喫緊の課題である。 
また、ソフト面では、「卸売市場から空港間の混載定期トラックがない」、「航空路線

の出発時刻が市場取引に対応できていない」、「農林水産物・食品のカッティングプラン

ト、ラベル貼り等の作業所といった輸出関連サービス事業者がいない」などの多くの指

摘が寄せられた。 
管内の空港・港湾の輸出貨物の獲得に当たっては、空港管理者・港湾管理者、航空会

社・船会社、フォワーダー・港湾運送事業者の関係者の協力のもと課題克服に向けた連

携した取組みが求められる。 
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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】 

（ポイント） 
〇行政などからの輸出情報を一元的に提供 
〇関連団体の連携による産地・食品企業へのアプローチを強化 
〇輸出先とのマッチング機会の創出 

〇展示会・業界団体への参加を後押し 

 
産地・食品企業の輸出拡大意欲を醸成するためには、輸出に取組もうとする動機につ

ながる情報の提供、輸出先国のマーケット情報の提供や輸入事業者とのマッチング機

会の拡大、動植物検疫・農薬規制等の情報提供、輸出手続きのサポート等が重要である。

また、JETRO、行政、輸出先国などからの輸出情報を一元的に提供していく体制づく

りが求められる。 
さらに、JA、生産者団体、経済団体・商工会議所、金融機関等の経営・事業をサポ

ートする団体・機関と連携を図りながら、産地・食品企業に輸出拡大を働きかけるアプ

ローチを強化していくことが求められる。 
特に、商談会・展示会の誘致や情報の提供などを図りながら、現地バイヤーとの取引

開始、取引拡大につながる輸出先国とのマッチング機会を創出することが重要である。 
また、上記の団体・機関等は、こうしたマッチング機会を産地・食品企業が活かして

いけるよう、輸出ビジネスに関心のある産地・食品企業が集まった研究会、勉強会等の

場において支援することが重要である。 
東海農政局では、輸出サポートのホームページ（輸出のたまて箱）を制作し、海外輸

出に関する情報提供を行っているが、今後とも、より多くの先進事例の掲載や関連サイ

トのリンク等を増やし、一元的な情報提供サイトとして充実させることが重要である。 
 

 

（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】 

（ポイント） 
〇圏域で産地・食品企業が広域に連携して出荷・集荷体制を確立 
〇東海地域の輸出事業者間の連携 

〇現地流通事業者との連携 
 
『大ロット化（単一品目の出荷単位を大規模化するもの）』及び『混載（多品目を組

合せて輸送単位を大規模化するもの）』の促進に向けて、産地・食品企業が連携した多

様な品目の組合せが重要である。 
農林水産物・食品の輸出単位の拡大は、温度管理等の面から、同種の品目の組合せに

よる貨物輸送（大ロット化）がほとんどで、工業製品のように多様な組合せの混載が敬
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遠されてきた。しかし、梱包材、緩衝材の適切な採用等により、同一輸入事業者に混載

して輸送できる可能性は高く、こうした輸送が可能となれば、発地側・着地側の双方の

陸上トラック輸送の台数削減にも寄与できると考えられる。 
試験輸送では、畜産物と海産物（フィレ加工したもの）の混載をトライウォールでの

梱包で実施したところ、輸送品質面での問題がないことが明らかになった。これまで、

それぞれの貨物が小口であることから、ULD インタクト輸送、FCL 輸送といった輸送

品質、コスト面のメリットがある輸送が採用できず、関東地域、関西地域の商社を介し

ていたものが、多様な品目を組合せた混載により、ULD インタクト輸送、FCL 輸送の

利用が可能となれば、輸送品質、輸送コストのメリットを享受でき、管内の空港・港湾

の利用拡大につながることが期待できる。 
多様な品目の組合せ、個別の輸出事業者の取組みでは限界があるため、産地・食品企

業の連携が不可欠であり、圏域での広域連携による出荷・集荷体制、東海地域の輸出事

業者間の連携が求められる。 
また、近年では、輸出先国の小売業者等の購入する側の事業者が、輸出国側の複数の

事業者から一括して荷物を買い付け、混載を行い輸送する形態 7が登場している。こう

した買い付け一括納品の輸送形態を行うには、輸出先国側のオーダーに応じて迅速に

輸出アレンジができる体制を日本国内で提供することが必要であり、空港に隣接して

物流サービス機能（箱詰め、ラベル貼り等）を提供できるという中部国際空港の機能配

置面の強みを活かせる輸送形態である。産地・食品企業による多様な品目を組合せた輸

出単位の大規模化とあわせて、多様な品目の組合せ輸出のニーズを把握するため、フォ

ワーダー、港湾運送事業者が現地流通事業者と連携していく必要がある。 
 

 

（3）輸送品質と輸送コストのバランスの確保【短期的対応】 

（ポイント） 
〇梱包簡素化、省力化の継続的な改善 
〇出荷単位の大規模化に向けた事業者の連携 
〇調達から出荷の各工程の共同化 

〇輸出事業者と産地・食品企業の連携による積載率向上策の検討 
 

① 品質管理からのアプローチ 
輸送品質優先の ULD インタクト輸送は、今後、輸送コストの面から、梱包の簡素化、

作業労力の削減が求められる。試験輸送では、ULD インタクト輸送の条件下で、段ボ

ール、梱包材の簡素化を行ったが、いずれも期待する輸送品質を確保でき、簡素化の更

なる可能性もある。農林水産物・食品の輸出に当たっては、品質重視、又はクレーム対

策の面から、過剰な梱包になっており、改善余地が多く残されているものも少なくない

と考えられる。 
 

7  輸入者（バイヤー）が、輸出国で混載を行うため、バイヤーズコンソリデーション（買い付け一括
納品）と呼ばれている。 
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輸送品質を維持しつつ、輸送コストを削減するために、梱包簡素化、省力化の継続的

な改善の取組みが必要で、産地、商社、フォワーダー、国内航空会社が連携を深め、輸

送に関する品質情報を共有して検討を進めることが重要である。 

また、近年、我が国の国内物流においても大手ビールメーカーが、共同配送を行うな

ど、輸送工程の共同化が進んでおり、輸出においても同様の取組みが期待される。愛知

県を代表する味噌業界でも商社機能を発揮して同一品目の輸出のロットをまとめる取

組みが実施されている。同業種の同一貨物の出荷単位の大規模化に向けた事業者の連

携について、日本産品の市場開拓を図るといった大きな視点からの取組みが期待され

る。 
また、海外向け商品については、食品添加物等の現地規制の問題に対応するため、利

用する調達原材料に制約があるが、調達コスト削減の観点から、海外向け商品の原材料

確保について共同調達への期待があることが本業務のヒアリングでも明らかになって

いる。調達から出荷のそれぞれの工程から、共同化の可能性を検討していくことが必要

である。 

 

② 効率的な輸送からのアプローチ 
積載容量（箱やコンテナ当たりの積載数量）の効率化に当たっては、品目特性（耐衝

撃確保や温度管理のための養生の実施、品目どうしの空隙確保など）を十分に考慮する

必要がある。試験輸送では、開花ステージの早い段階での輸送を行い、積載効率を高め

る試験輸送を行ったが、積載量をあげることで、輸送品質の低下につながらないよう更

なる改善が求められる。 
この取組みは、商社や卸売事業者だけの取組みでは高い効果は期待できず、産地の協

力が不可欠である。しかし、輸出経験の少ない又は輸出に関心の低い産地は、国内市場

向けの出荷を前提とした収穫と出荷タイミングになっており、必ずしも輸出向けとし

て適切な出荷時期を設定していないことが課題である。輸出事業者の経験的ノウハウ

を産地側に還元し、産地において収穫・出荷のタイミングを輸出向けに適合させること

も必要である。出荷時の予冷・保冷環境の確保、収穫タイミングの適正化、出荷時のパ

ッキング方法など、品目特性に応じた積載法向上策の検討・実施について、今後、さら

に輸出事業者と産地との連携が期待される。 
海外市場の農薬規制や嗜好ニーズ等の情報は、現地からの情報フィードバックが産

地・輸出事業者になされることで市場開拓につながる効果がみられるが、今後は輸送品

質についても、輸出事業者と産地との連携が必要である。 
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（4）輸出関連インフラ・サービスの強化【長期的対応】 

（ポイント） 
〇共同利用が可能な冷蔵・冷凍倉庫の整備の検討 
〇卸売市場から空港間の混載定期トラック便の確保 
〇卸売市場の取引時間に対応できる航空便の確保 
〇輸出向け流通加工サービスの確保 

 

① インフラ面 
  空港・港湾隣接部での冷蔵・冷凍庫の確保について、空港・港湾関連ヒアリングで

は、大手を含む複数の事業者からの共同整備・利用のニーズが寄せられた。これらニ

ーズの具体的な必要規模、機能（温度帯等）、利用頻度等について、港湾運送事業者、

フォワーダーの意向を把握した上で、共同利用が可能な冷蔵・冷凍倉庫の整備手法、

実施主体等のあり方について検討を進める必要がある。 
 

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 
  卸売市場から中部国際空港への輸出事業者の出荷頻度、品目、重量等の地域ニーズ

を確認し、混載定期トラック便の成立可能性を検討していく必要がある。また、表

4.1.2 をみると、多くの青果物が成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港といっ

た管外の空港を利用していることが推察される。地元市場を経由していない輸出も

多いと考えられることから、これらの動向も把握した上で、地元卸売市場と中部国際

空港の混載定期トラック便を導入することも検討方向の一つである。 
さらに、名古屋市内では、青果市場、水産市場、花き市場が個別に立地しているこ

とから、市場から空港間の混載定期便は、巡回集荷の方法が効率的であるが、海産物

のトラック混載は、臭い移り、温度帯の点から難しいことが空港・港湾関係者から指

摘されており、トラック輸送の技術面での検討も必要である。 
 

2) 卸売市場の取引時間に対応できる航空便の確保 
  中部国際空港の国際線は午前便が多く、名古屋市中央市場で仲卸が引取りを行っ

た後、中部国際空港に輸送した場合は、フォワーダーの倉庫（上屋）搬入のカットタ

イムに間に合わず、翌日搭載又は他空港転送となり、鮮度保持の面で課題が少なくな

い。中部国際空港に夜間・深夜便が誘致されれば、セリ日の同日搭載が可能となり、

従来のリードタイムが１日削減されることから、カットタイムの遅いフライトの確

保が期待される。 
ただし、航空貨物需要のみでの路線誘致は困難であるため、旅客需要も踏まえた空

港と地域の一体的な需要の把握、需要の創出が求められる。 
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3) 輸出向け流通加工サービスの確保 
中部国際空港・名古屋港周辺には、農林水産物・食品のカッティングプラント、ラ

ベル貼り等の作業所といった輸出関連サービス事業者がいないとの指摘については、

混載定期トラック便の確保と同様、まずは地域ニーズの把握が必要である。 
輸出向け流通加工サービスの確保に当たっては、卸売市場の市場法及び食品流通構

造改善促進法の一部改正を受け、市場内に流通加工機能の導入 8の動きがあることか

ら、同流通加工機能に輸出関連サービスを付加していくことも考えられる。 
 
 
 
 

  

 
8  卸売市場法では、卸売市場に関する基本方針（平成 30 年農林水産省告示第 2278 号）で、卸売市場
の施設に関する基本的な事項をあげているが、「国内外の需要への対応」では、加工食品の需要の増大
に対応するための加工施設の整備、小口消費の需要の増大に対応するための小分け施設やパッケージ
施設の整備等、国内の需要に的確に対応するための施設の整備に取組むとしている。また、全国各地
から多種多様な商品が集まる特性を活かし、加工や包装、保管、輸出手続等を一貫して行う輸出拠点
施設の整備等、海外の需要に的確に対応するための施設の整備に取組むとしている。 
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（資料）用語集 

用語 説明 
インタクトサービス 輸出事業者の個別の輸出貨物を、フォワーダーの倉庫（上屋）にて、品目に応

じた専用の養生や梱包を行った上で、ULD 単位にまとめ、航空会社に引き渡

す輸送方法。 
インパルスシール ポリエチレンなどの袋を、電気ヒーターの熱と加圧でシール（溶着）するこ

と。 
上屋 貨物の仕分け、通関、梱包・養生、蔵置等のために利用される施設。 

   
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。 
カッティングプラント 農林水産物・食品を輸出用にカット、洗浄する加工場。 

  
カットタイム コンテナヤードの貨物搬入の最終受付日時。 

  
グロサリーストア アメリカの食品の品ぞろえが多いスーパーマーケットのこと。 

  
コールドチェーン 工場・生産地～販売店までの一連の工程を低温又は最適な温度管理を保持して

輸送する方法。 
混載 多品目を組合せて輸送単位を大規模化するもの。 

  
サプライヤー 食品スーパー等へ商品供給をしている事業者。 

  
シングル貨物 フォワーダーが混載しない貨物。 

   
スチロールパレット 発泡スチロール製のパレットのこと。 

   
大ロット化 単一品目の出荷単位を大規模化するもの。 

   
ダブルデイリー 同一航路で１日に複数便の運航のある路線。 

   
データロガー 貨物輸送時の衝撃、温度変化をトレースするためのデータ保存機能をもった小

型の計測機器。 
トライウォール ３段構造の強化段ボールの商標名。 

   
バンニング コンテナに輸出貨物を詰め込む作業のこと。 

  
フォワーダー 船舶や航空機を持たず貨物運送を行う事業者のこと。運送手配、通関等の手続

き代行、梱包等を行う。 
フリクエンシー 航路毎の運航頻度のこと。 

   
ポテンシャル 潜在的能力。持っている実力。 

   
有機 JAS 農薬、化学肥料、遺伝子組換え技術等を用いず、有機的管理・生産を行った農

産物や加工食品の認証。Japanese Agricultural Standard の略。 
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用語 説明 
輸出協力企業 日本貿易振興機構（ジェトロ）が一定基準を設け公募によって収集した、農林

水産物・食品の輸出を行う商社・貿易会社・船社（船舶代理店）・航空会社

（航空代理店）・輸送会社・物流会社・海貨会社・フォワーダー・輸出梱包サ

ービス会社・保険会社 
リードタイム 待ち時間、滞留時間のこと。 

   
リーファーコンテナ 外部電源を利用して冷却や恒温機能を備えたコンテナ。 

   
AI 人工知能（Artificial Intelligence）の略語。 

   
CA コンテナ リーファーコンテナの一種で、温度管理に加えて、空気組成を管理することで

鮮度保持を行う機能を持っているコンテナ。CA は Controlled Atmosphere の

略。 
EPA 貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるル

ール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的

とする協定（外務省 HP）。Economic Partnership Agreement の略。 
FCL 20 フィート、40 フィートのコンテナスペースを荷主が独占して輸送する方

法。Full Container Load の略。 
FDA 食品医薬局（Food and Drug Administration）の略。食品の輸入に際して輸出

先国の FDA への登録が義務付けられている。 
FSSC22000 設備管理、衛生管理などの具体的な内容が追加されている食品の安全管理の国

際的な規格認証。Food Safety System Certification 22000 の略。 
GMS General Merchandise Store の略。食料品のほか、日用品、雑貨、衣料、家具

等を扱う総合スーパー。 
HACCP 食品等事業者が食品安全のため、原材料調達～生産～出荷の一連の製造工程を

管理する衛生管理の手法。Hazard（危害）, Analysis（分析）, Critical（重

要）, Control（管理）, Point（点）の頭文字をとった略称。 
ISO2200 流通など製造以外の工程を含む食品の安全管理の規格認証。International 

Organization for Standardization の略。  
JFOODO 日本食品海外プロモーションセンター（The Japan Food Product Overseas 

Promotion Center）の略称。日本産の農林水産物・食品のブランディングのプ

ロモーション組織として日本貿易振興機構（JETRO）内に創設された。 
LCL 複数の荷主の貨物を、港湾運送事業者等が自社の倉庫で、１コンテナにまとめ

て輸送する方法。Less Than Container Load の略。 
OEM Original Equipment Manufacturing の略。他者のブランド名で製造するこ

と。 
SNS Social Networking Service の略。スマートフォンやパソコンでコミュニケー

ションを行う個人向けサービス。 
ULD 航空機に搭載するための専用の軽量搭載具。コンテナ形状のものをパレット形

状のものがある。Unit Load Device の略。 
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