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“見明-ノミンコク"高速道路開通後における

見明産切花のタイ向け輸出量の急増要因
輸出業者の収益変化の視点から

戴 松君*

要約 本稿では，“昆明ーバンコク"高速道路開通後における昆明産切花のタイ向け輸出量の急増要

因を明らかにすることを課題とする。その結果は以下の通りである。

2008年3月“昆明ーバンコク"高速道路の開通後 両地域間の切花陸上輸送が急速に普及した。

従来の航空輸送に比べて，陸上輸送は単位重量切花の輸送コストを大幅に削減しただけではなく， 1 

回当たりの輸送数量の増加を可能にしたことによって，単位重量切花の爆蒸コスト，検査・検疫コス

ト，通関コストも削減できた。これらコストの削減は近年卸売価格の高騰による仕入コストの上昇お

よび人件費増による梱包コストの上昇問題を克服し，輸出業者の収益を大幅に向上させ，見明産切花

タイ向け輸出量の急増を促進した。

キーワード:“昆明 バンコク"高速道路，昆明産切花，タイ向け輸出

1. はじめに

(1) 問題意識

昆明は中国最大の切花生産・輸出地である。現

在見明産切花の輸出量は既に生産量の 2割に達し

ている。それゆえ，見明産切花の輸出動向および

その規定要因の分析・解明は見明切花産地の発展

方向を検討する上で不可欠と言える。

見明産切花の輸出の中で，特にタイ向けは 1990

年代末頃から急速に増加し始め， 2010年にはタ

イ向け切花の輸出量は 2，500tを超え， 1997年と

比較して 200倍も増加した。しかし同じ増加と

はいえ，図 1を見るように， 2008年“見明ーバ

ンコク"高速道路開通後の輸出量の増加幅はそれ

以前に比較して明らかに大幅である。 1997年か

ら2007年までの平均年間増加分は僅か 100tで

あったが， 2007年から 2010年までのそれは 500t

にものぼった。このような顕著な増大は見明産切

花のタイ以外の主要販売先国への輸出において見

られない特徴的な動向と言える 1) (図 2)。では，

なぜ“昆明 バンコク"高速道路開通後における

$東京農業大学

見明産切花のタイ向け輸出量は大幅に増加したの

か。この高速道路の開通は切花貿易にどのような

経済効果を発揮しているのか。

(2) 既存研究の検討

こうした問題意識の下で，これまでの花き流通

に関する研究成果を見ると，まず，中国では 1990

年代末頃から花きの生産・流通の拡大に伴い，花

き流通に関する研究は卸売市場の運営・整備2)

市場内部の取引方式3) 物流4) 貿易5)など多面的

に行われてきた。しかし これらの研究は実証的

な側面を欠くこともあって，流通コストを中心と

する解明がほとんど存在していない。

中国側の研究成果に対し， 日本における花き流

通の研究は始める時期が早いこともあって，実証

的な側面から見ても先行している。その中で，花

きの生産，市場，販売，消費との関連において，

総合的・体系的に整理したものだけでも，太田

(1970) ，太田 (1976)，辻 (2001)，内藤 (2001)等が挙

げられる。それ以外でも多数の研究成果はあるが，

例えば，花き卸売市場を含めた花き流通問題を中

心課題とする代表的なものとして，田村 (1990)， 

樽 (1990)，河野 (1990)，飯津 (1993)，下山 (1993)， 
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図 1 見明産切花のタイ向け輸出量の推移

(出所)中国税関への聴取調査 (2012年8月)より作成。
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図 2 昆明産切花の主要輸出先国別の輸出量の推移

(出所)昆明税関への聴取調査 (2011年3月)より作成。
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藤島 (2010)などである。しかしこれらの研究

では流通コストを中心課題とする究明が少なく，

特に国際間高速道路の整備と花き貿易・物流コス

トの関係に関する実証的な解明が未だ行われてい

ない。

細川 (1994)，杉村ほか (1997)などが挙げられる。

また，花き産地の展開やその発展方策を中心とし

た解明は太田 (1979)，石田 (1987)，浅見 (1987)，下

山 (1992)などがある。それから，花きの輸出入

を中心に分析したのは，内藤ほか (1999)，石川

(2005)，米村 (2005)，柴田 (2006)，海下 (2010)，戴・
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切花輸出コストの項目

切花輸出の収益変化を比較するために，まず 1

本当たりの輸出コストの変化を算出しなければな

らない。輸出コストを計算する前提として，切花

輸出にはどのようなコストがかかるのかを把握す

る必要がある。そのために，切花輸出業務をどの

ように行われているかを明確にしなければならな

い。それを示したのが図4である。図4によれば，

切花輸出業務の流れは，まず輸出業者は輸出計画

にしたがって，昆明斗南花き市場から必要な数量

の花を仕入れる。また，輸出規格に応じて，仕入

れた花を勢定した後，根の部分に吸水綿を包んで、，

束にして，段ボール箱に詰める。それから膜蒸

会社で燥蒸処理を行う。:慎蒸処理証明書を取得し

た後，それを検査・検疫局に持ち込み検査・検疫

を受ける。合格証明書を取得した後，それを税関

H
H
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(3) 本稿の課題

そこで本稿では，“昆明 バンコク"高速道路

開通後における昆明産切花のタイ向け輸出量の急

増要因を，輸出業者の収益の変化に焦点を合わせ

て明らかにすることを課題とする。具体的には

2007年と 2010年のカーネーション l本当たりの

輸出収益を計算しそれを比較する。カーネーショ

ンを選んだ理由は主にカーネーションが切花全体

のタイ向け輸出量の増加に最も寄与した品目であ

るからである(図 3)。収益変化を計算・分析を行

う際に必要なデータは主に輸出業者 A社への聴

取調査による。 A杜を事例とする理由は主に近

年同社の切花タイ向け輸出量の増加率が切花全体

のタイ向け輸出量の増加率と類似しているからで

ある。
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(出所)中国税関への聴取調査 (2012年8月)より作成。

(注)2007年以前の品目別のデータが存在しない。
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図 4 切花輸出業務の流れ

(出所)雲南省、花丹産業弁公室および輸出業者への聴取調査 (2010年 3月)より作成。
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まで、持って行き輸出申告をする。最後に，物流会

社や航空運送代理に依頼して，タイ側の輸入業者

に発送する。この輸出業務の各段階に応じて，全

てコストが発生する。すなわち，切花輸出業務を

遂行する上で，仕入コスト，梱包コスト，燥蒸コ

スト，検査・検疫コスト，通関コスト，輸送コス

トが必要である。以下では， 2007年と 2010年の

各輸出コストを計算し比較分析を行う。

皿. カーネーション I本当たりの仕入コスト，

梱包コストの上昇

(1) カーネーション 1本当たりの仕入コストの

上昇

仕入コストは主に仕入原価と仕入人件費から構

成される。仕入原価は見明斗南花き市場の卸売価

格と同じであるが，近年人件費を中心とした生産

コストの上昇や国内外市場の需要の増大によっ

て，斗南花き市場の卸売価格も年々高騰している。

カーネーションの場合は， 2007年の 0.23元/本か

ら2010年の 0.33元/本へと上昇した。

それに仕入れるための人件費も中国経済の発展

に伴い上昇している。 A杜の場合は仕入担当者

の月給が 2007年の 1，700元から 2010年の 2，000

元へと上がっており，また仕入数量の増加による

仕入担当者の人数も 2007年の l人から 2010年の

2人に増加した。ただ，仕入数量が 2007年の

240tから 2010年の 720tに増加したため， 1kg 

当たりの仕入コスト時の人件費は 2007年の

O目0850元(=1，700元/月 x12ヵ月-;-240t)から 2010

年の 0.0667元(=2，000元/月 x2x12ヵ月 -;-240t)に

低下した。通常輸出用カーネーション 1kg当た

りは約 30本であるから， A社のカーネーション

l本当たりのそれは 2007年の 0.0028元(=0.0850 

元Ikgム 30本Ikg)から 2010年の 0.0022元(ニ0.0667

元Ikg-;-30本Ikg)に低下した。

しかし人件費が仕入コストに占める割合が低

いため，カーネーション l本当たりの仕入コスト

は人件費の若干の減少によって低下したわけでは

なく，斗南花き市場の却売価格の高騰によって，

2007年の 0.2328元(=0.23元+0.0028元)から 2010

年の 0.3322元(=0.33元+0.0022元)へと上昇した。

(2) カーネーション 1本当たりの梱包コストの

上昇

次に，梱包コストは主に梱包材料費と相包人件

費から構成される。まず¥梱包材料は主に花を詰

めるための段ボール箱，花を梱包するための輪ゴ

ムおよび花茎の水分を保持するための吸水綿など

である。そのうち，梱包材料費に最も高い割合を

占めているのが段ボール箱代であるが，それは切

花の種類によって規格が異なり，価格も異なる。

A社の聴取調査によると，タイ向け輸出カーネー

ションの場合，通常 [100cm(長さ)x40cm(幅)x 

40cm (高さ)Jの規格のものが利用されているが，

価格は 2007年の 8元/枚から 2010年の 8.5元/枚

に上がった。段ボール箱代に比べて，輪ゴム代や

吸水綿代は無視できるほどであるが，それも 2007

年0.05元/箱から 2010年の 0.075元/箱に上がっ

た。かくして，カーネーシヨン 1箱当たりの梱包

材料費は 2007年 8.05元/箱から 2010年の 8.575

元/箱に上昇した。

それに梱包人件費について，輸出量の多少が季

節によって変化するため，多くの輸出業者は臨時

雇用という形を採用している。 A社の聴取調査

によると，雇用者の日給は 2007年の 50元から

2010年の 65元に上がった。ただ¥雇用者 l日当

たりの梱包数量があまり変化なく，依然として約

5箱である。それゆえ，カーネーション l箱当た

りの梱包人件費は 2007年の 10元(=50元/日 -;-5

箱/日)から 2010年の 13元(ニ65元/日 5箱/日)

に上がった。

このように，カーネーション l箱当たりの梱包

コストは 2007年の 18目050元(=8.05元+10元)か

ら2010年の 21.575元(=8.575元+13元)に上昇

したことを算出できる。それを l本当たりのコス

トに換算すると， 1箱当たりの本数で割ればよいo

A社の聴取調査によると， [lOOcm (長さ)x40 

cm (幅)x40cm (高さ)Jの規格の段ボール箱に

は通常30kgの花が詰められる。lkg当たりのカー

ネーションは約 30本であるため， 1段ボール箱

には 900本のカーネーションが入っていることに



の削減などのメリットがあるため，その普及が急

速に進展した。 2010年には，トラック輸送の切花

数量は昆明産切花タイ向け輸出量全体の 97%を

占めるまでになった。すなわち，“昆明ーバンコク"

両地域聞の切花輸送方法は従来の航空から陸上に

大きく転換した。

(2) カーネーション 1本当たりの輸送コストの

第 116号 (20l3)農村研究

なる。それゆえ，カーネーシヨン 1本当たりの梱

包コストは 2007年の 0.0201元(=18.050元/箱ム

900本/箱)から 2010年の 0.0240元(=21.575元/箱

7900本/箱)に上昇した。

30 

カーネーション l本当たりの爆蒸コスト，検査・

検疫コスト，通関コスト，輸送コストの低下

N. 

低下

こうした“見明ーバンコク"問の切花トラック

輸送の普及につれて，輸出業者の輸送コストが具

体的にどのぐらい削減したのか。まず，航空輸送

の時のコストを見てみる。それは図 5に示したよ

うに，昆明斗南花き市場から見明空港までの費用，

見明空港からバンコク空港までの費用およびバン

コク空港からタイ側輸入業者所在地までの費用，

という 3つの部分から構成される。通常中国側の

輸出業者はバンコク空港までの費用を負担する。

昆明斗南花き市場から見明空港までの費用は重量

に関わらず. 1箱当たりには 10元が徴収される。

それに見明空港からバンコク空港までの費用は重

量 (kg)によって異なるが 1kg当たりの輸送費

は9元である。そして，上述したとおり.[100cm 

(長さ)x40cm(幅)x40cm (高さ)]の規格の段ボー

ル箱には通常 30kgの花が入っている。それに加

えて段ボール箱そのものの重量が 1kgであるか

段ボール l箱の総重量が31kgとなる。そこ

“毘明ーバンコゲ'高速道路開通後におけ

る両地域聞の切花輸送方法の変化

燥蒸コスト，検査・検疫コスト，通関コスト，

輸送コストの変化は2008年3月“昆明ーバンコク"

高速道路開通後における両地域聞の切花輸送方法

の変化に大きくつながっている。それゆえ，これ

らのコストの変化を計算・分析する前に，まず“見

明 バンコク"高速道路開通後における両地域聞

の切花輸送方法の変化状況をみることにしたい。

“見明ーバンコク"高速道路開通以前，両地域

聞の遠距離切花輸送は全て飛行機を利用してい

た。ただ，昆明切花輸出量の増加に伴い，航空輸

送能力不足や高運賃の問題が日々に厳しさを増し

つつあった。ところが. 2008年3月に，昆明と

バンコクとが繋がる“昆明 バンコク"高速道路

が開通した。一部の輸出業者は従来の航空輸送を

止めて，全輸送過程におけるトラックを利用する

輸送方法に転換した。そして，航空輸送と比べて，

トラック輸送のほうは輸送能力の向上や輸送費用

)
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図 5 “見明ーバンコク"高速道路開通後における切花輪出方法の変化
(出所)中国税関，雲商省花井産業弁公室 輸出業者への聴取調査 (2011年 3月)より作成。
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で昆明空港からバンコク空港までの段ボール 1箱

の航空輸送費は 279元(=9元/kgx 31kg/箱)とな

る。この 2つの部分のコストを合算すると， 2007 

年頃の輸出業者の輸送コストは 289元/箱(=lO

元/箱十279元/箱)となる。これをカーネーション l

本当たりのコストに換算すると， 1箱当たりの本

数 900本で割ればよい。その結果は 2007年には

カーネーション l本当たりの輸送コストが0.3211

元である。

陸上輸送の費用について， A杜の聴取調査に

よると，昆明斗南花き市場からタイ側輸入業者所

在地までのトラック 1台 l田の費用は約 2万元で

ある。トラック I台l回の輸送可能な切花数量が

8tであるから， lkg当たりの陸上輸送コストは2目5

元である。そして，カーネーション 1kg当たり

30本であるから，見明斗南花き市場からタイ側

輸入業者所在地までのカーネーション 1kg当た

りの輸送費は 0.0833元となり， 2007年頃の 4分

のlとなる。

(3) カーネーション 1本当たりの爆蒸コストの

低下

次に，切花の燥蒸コストは表 1に示したように

l回当たりの燥蒸数量(本数)によって異なる。

当然に 1回当たりの爆蒸数量が多ければ多いほ

ど， 1本当たりの燥蒸費用は低くなる。 A杜の聴

取調査によると， 2007年頃には飛行機の貨物倉

が乗客の手荷物等で一杯になることが多いため，

l回当たりの輸送量は僅か ltであった。この 1t

を全てカーネーションと考えると，約 3万本であ

る。それゆえ，カーネーション l本当たりの燥蒸

コストは 0.0433元(=1，300元ム3万本)となる。

これに対して， 2010年には“見明ーバンコク"

聞の切花輸送について， A社が全て陸上輸送で

行うため， 1回当たりの輸送量は 8t以上となる。

表 1 昆明の切花爆蒸費用表
単位本，元

数量 金額

1-10.000 600 

10.001 -30.000 1.300 
30β01-8止000 1β00 

(出所)雲南雲花聯合連錯股分有限公司への聴取調査 (2011年3月)より作成。

この 8tを全てカーネーションと考えると，約 24

万本である。それゆえ， 2010年のカーネーショ

ン1本当たりの'属蒸コストは 0.0225元(=1，800元

マ8万本)となる。

(4) カーネーション 1本当たりの検査・検疫・

通関コストの低下

検査・検疫と通関業務は通常専門の業者に依頼

するため，この 2つの費用はまとめて考えること

が一般的である。これらの費用は通常数量を間わ

ず，申告する回数によって一定額の費用が徴収さ

れる。 A杜の聴取調査によると，近年これらの

費用はほとんど変化なく， 1回当たり約 450元で

ある。上述したように， A社の l回当たりの輸

出数量は 2007年の 1t (約 3万本カーネーション)

から 2010年の 8t(約 24万本カーネーション)以上

であるから，カーネーション l本当たりの検査・

検疫・通関コストは 2007年の 0.015元/本 (=450

元ム3万本)から 2010年の 0.0019元/本(=450元

724万本)に低下した。

V. カーネーション 1本当たりの総コストの

低下と収益の向上

以上でカーネーシヨン l本当たりの各コストの

費目ごとの変化を明らかにした。これらを全てま

とめると，カーネーション 1本当たりの総コスト

の変化を算出することができる。その結果，表2

に示したように，カーネーション 1本当たりの総

コストは 2007年の 0.6323元から 2010年の 0.4638

元へと， 0.1685元が低下した。その原因は表2か

ら明らかなように， 1本当たりの燥蒸コスト，検

査・検疫コスト・通関コスト，輸送コストの低下

による。特に総コスト中で最も大きな割合を占め

ている輸送コストの低下幅が顕著で， 2007年の

0.3211元/本から 2010年の 0.0833元/本へ， 0.2378 

元/本も低下した。この輸送コストの低下分だけ

でも仕入コストと相包コストの上昇合計分0.1032

元/本の 2倍以上である。

この輸出コストの低下や取引量の増加につれ

て，輸出価格も下がった。 A社の場合，カーネー

ション 1kg当たりの輸出価格は 2007年の 21元
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表 2 カーネーション l本当たりのタイ向け輸出のコスト，価格および収益の変化
単位元%

2007年 2010年
n-m (n-m)/mx 100 

金額 (m) 割合 金額 (n) 割合

仕入コスト (a) 0.2328 37 0.3322 72 0.0994 43 

枢包コスト (b) 0.0201 3 0.0240 5 0.0039 19 
輸出 爆蒸発コスト (c) 0.0433 7 0.0225 5 ム0.0208 ム48
コ
Y、 検査検疫通関コスト (d) 0.0150 2 0.0019 。ム0.0131 687 
ト

輸送コスト (e) 0.3211 51 0.0833 18 ム0.2378 ム74

計 (a十 b+c+d+e) 0.6323 100 0.4639 100 60.l685 ム27

輸出価格(1) 0.7000 ~ 0.5667 ~ ム0.l333 ム 19

輸出収益 (f-a-b-c-d-e) 0.0677 ~ 0.l028 ~ 0.0351 52 

(出所)A社への聴取調査 (2008年2月， 2010年3月， 2011年3月)より作成。

から 2010年の 17元へ， 19%と下がった。これを

1本当たりの価格に換算すると，カーネーション

l本当たり輸出価格は 2007年の 0.7元から 2010

年の 0.5667元へ， 19%低下した。ただ，輸出価

格の低下幅は輸出コストの低下幅より小さいた

め，カーネーション l本当たり輸出収益は 2007

年の 0.0677元から 2010年の 0.l029元へ， 52%も

増加した(表2)。

VI. まとめ

以上のように， 2008年 3月“昆明ーバンコク"

注

1) 2010年までには，昆明産切花の輸出相手先国数

は30ヵ国以上に達したが，図 2に示した上位6ヵ

国の輸出量シェアが 80%以上であった。その中，

2007年から 2010年までの間で，タイ向けの輸出量

は平均毎年 500tずつ増加したが，他の主要輸出相

手先国はほとんど横ばいあるいは微減傾向であっ

た。
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Factors in the Rapid Increase of Thailand's Export of Kunming Cut Flowers 

after the “Kunming-Bangkok" Expressway upening 

DAI Songjun (Tokyo University of Agriculture) 

This study demonstrated the rapid increase of Thailand's export of Kunming cut flowers aft巴rthe 

“Kunming-Bangkok" expressway op巴ning， The r巴sultsare as follows， 

The land transportation for flowers between both areas spread after the "Kunming-Bangkok" 

expressway opened in March， 2008， The land transportation larg巴lyreduced the transportation cost of unit 

W巴ightof cut flowers in comparison with conventional air transport. Fumigation cost， the quarantin巴

inspection cost and entry cost of unit w巴ightof cut丘owerscould also be reduced due to the increase of the 

transportation amount per time， The reduction of these costs have overcom巴th巴 problemof the stocking cost 

and packing cost hike， improved the profit of th巴巴xport巴r，and promoted the rapid increase of Thailand's 

巴xportof Kunming cut fiowers， 

Key words : "Kunming-Bangkok" expressway， Kunming cut丑owers，export for Thailand 
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