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摘要 

今世紀に入り，中国の花き産業は急速な発展を示している。中国花きの生産規模はす

でに世界のトップになっている。しかし，過剰生産や不十分な発展といった問題が依然と

して存在する。さらに，ますます厳しくなる国際競争環境の下で，コロンビアやケニヤ，

マレーシアのような新興花き産業国はそれぞれ，カーネーションやバラ，キクについての

指導的な生産国であり、輸出国である。また，インドやベトナムのような国もこの分野で

急速に成長している。したがって，中国花き産業は、このような挑戦にどのように取り組

んでいくか，また合理的かつ有効なシステムへのイノベーションを通じて，競争優位性を

促進し向上させるために，優位な有能資源をどう導くかが課題である。これらの課題はす

べて早急に解決される必要がある。本稿では実証的分析に基づいてその対策を提示する。 

キーワード：中国花き産業，花き輸出の現状，花き産業の諸課題，主要な対策 

 

まえがき 

過去 10 年の目覚ましい発展により，2010 年までに中国の花卉（き）産業の生産規模は
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91.8 万 ha に達成し，世界のトップになった。生産額は 862.1 億元となり，世界第 4 位で

ある。また，グローバル化が進んでいる現在，コロンビア，ケニアなどの国と同様，国際

花き産業の世界的供給基地として，我が国は積極的に国際分業に参加している。コロンビ

ア，ケニア，マレーシアはそれぞれカーネーション，バラ，キクの世界最大の生産・輸出

拠点となり，インドやベトナムなどの国々も急速に台頭している。中国の花き産業は国際

市場においては花き生産の伝統国であるオランダ，日本，韓国などの挑戦を受けていると

同時に，花き生産の新興国との激しい競争にも直面している。中国は花きの優位的資源を

十分に利用して，花き産業の国際競争力を向上させることが重要である。このことは中国

農民の利益を保護し，社会主義新農村建設に資することになる。 

国際競争力とは，国際間の自由貿易の下で一国のある特定産業の商品が市場を拓く，奪

う，および、それらを通じて利潤を獲得する能力を持っていることを指す（金碚，2004）。

マイケル・ポーター（Michael Porter）は競争優位理論の研究を重視し，「ファイブ・フォー

スモデル」，「ダイアモンドモデル」，企業の「バリューチェーン」を提唱した。彼は，産業

内部の競争条件は代替品の競争など五つの競争力要因によって決まると考えた。競争力を

向上できるのは，創造，グレードアップや専門的高度な要因による。競争主体が異なって

も理論は同じである。 

 本研究は先行研究を踏まえて，実地調査を行い，中国花き産業の生産，輸出現状，問題

点を分析した上で，有効かつ効率的に制度革新を行い，資源型競争から創造型競争へ転化

する道を探ることが目的である。 

 

１ 中国花き産業の現状 

 生産規模は急速に拡大しており，2010 年は 2000 年と比較して（以下同様），花き栽培

面積は 14.8 万 ha から 91.8 万 ha に 6.2 倍，10 年間の平均成長率は年率 20.1%となった。 

花きの生産は増加の一途をたどっており，切花は 35.2 億本から 190.2 億本の 5.4 倍で，平

均成長率は年率 18.4%である。鉢ものは 8.1 億本から 43.6 億本の 5.4 倍，平均成長率は

18.3%である。観賞用苗木・花木は 62.3 億本から 118.5 億本に増加し，90.1%の成長で，

平均成長率は 6.6%，花壇用苗ものは 3.6 億本から 18.2 億本の 5.1 倍，平均成長率は 17.6%。

花き球根は 1.7 億球から 12.4 億球に増加し約 7.1 倍，平均成長率は 21.7%。他の食用・薬

用花き，花壇用花き，ドライフラワーなどの生産も大幅に増加した。 花きの総生産額は

160 億元から 862.1 億元に約 5.4 倍の増加である。 福建省と広東省は観賞用苗木・花木の

主産地であり，雲南省，上海は切花の主産地，浙江省，江蘇には切葉切枝もの主産地が形

成されている。 

 市場はある程度の規模に達し，その市場数は 2,002 個から 2,865 個に増加して各地域の

花き産業が大きく発展している。 特に，花きの主な産地，主な消費地，大規模な花き市場

の成長は中国，さらに、東アジアの花き市場に大きな影響を与えている。 昆明国際花き取
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引センター(Kunming International Flower Auction trading center, KIFA)は中国唯一の大型オ

ークション市場として，2010 年に 3 億元以上の売上を達成し，5 億 5000 万本の取引を達

成した。 KIFA では，「雲花」（雲南産の花）が取引量の 30%近くを占め，このうちバラが

70~80%と最も多かった。 KIFA は雲花を中国全土，さらに世界へと送る主要な中継基地

となっており，その市場価格の変化は国内外の花の価格に大きな影響を与えている。 

 現在，中国の花き生産は個別農家の小規模生産が中心であり，企業の生産によって一部

補完されている状態である。 花き農家は 42.3 万戸から 152.6 万戸に増え，就業者数は

145.9 万人から 458.2 万人となりそれぞれ 3.6 倍，3.1 倍に増えた。 花き企業数は 2.2 万社

から 5.6 万社に増えた。そして，3ha 以上の中・大規模企業数が 2,452 社から 10,844 社に

拡大した2。花き産業の急速な成長は農業の開発様式を変革し，農業構造の最適化と向上を

促進し，農業の近代化と農民の生活水準を向上させるのに役立っている。 

 

 
注：凡例の訳。順に，切花（億本），鉢もの（億鉢），観賞用苗木・花木（億本）， 

苗もの（億本），花き球根（億球）。 

出所：中国花卉協会（hhttp://hhxh.forestry.gov.cn/）。 

図１ 花き生産の推移（2000 年から 2010 年） 

 

２ 中国花き輸出産業の主な特徴 

2.1 輸出規模の持続的拡大 

税関統計によると，2010 年の花きの総輸出額は 1.96 億米ドルで，対前年比 8.8％増加

し，2000 年の 0.31 億米ドルの 6.3 倍であり，10 年間の平均成長率は年率 20.2％であった。

 
2 中国花卉協会（http:/hhxh.forestry.gov.cn/）。 
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中国の花き商品は 70 を超える国または地域に輸出されている。鉢もの，切花，苗もの，お

よび切葉切枝ものが主要な輸出品目である。輸出額はそれぞれ 6,223.3 万米ドル，5,069.2

万米ドル，3,364.8 万米ドルおよび 2,962.4 万米ドルであり，それぞれ総輸出額の 31.8％，

25.9％，17.2％，15.1％を占めている。成長率は前年比 7％，12.1％，5.7％，7.7％である。 

輸出額上位の 5 つの省（市）は，雲南省の 4,357 万米ドル，浙江省の 4,161 万米ドル，

福建省の 3,471.8 万米ドル，広東省の 2,703.8 万米ドル，上海の 1,380.6 万米ドルで，全国

輸出総額の 82.2％を占めている（表 1）。 

 

表 1 2010 年 中国花き輸出 上位５省・市 

順位 省・市 2010 年 輸 出 量

（万トン） 

2010年輸出額

（万ドル） 

数量増加率

（%） 

金額増加率

（%） 

1 雲南省 17.4 4357.0 33.1 12.3 

2 浙江省 1.8 4176.1 5.1 15.2 

3 福建省 5.3 3471.8 1.5 38.0 

4 広東省 24.7 2703.8 8.7 9.0 

5 上海 4.5 1380.6 -6.3 -19.9 

合計 全国 59.1 19581.1 -0.9 8.7 

出所：『国际花卉通讯（国際花き情報）』2011(3)。 

 

表２ 2010 年 中国花き輸出先 上位 5 国 

順位 国 2010輸出量 

（万トン） 

2010輸出额 

（万ドル） 

数量増加率

（%） 

金額増加率

（%） 

1 日本 17.4 7526.6 18.4 3.8 

2 オランダ 12.6 2884.8 8.2 6.3 

3 韓国 3.7 1859.7 -9.8 34.6 

4 アメリカ 7.0 1092.9 14.7 15.7 

5 ミヤンマー 6.1 880.3 -40.9 -41.7 

全国 合計 59.1 19581.1 -0.9 8.7 

出所：前掲書。 

 

日本，オランダ，韓国は中国花き産業の主な輸出先であり，輸出額は 7,524.3 万米ドル，

2,884.8 万米ドル，1,859.7 万米ドルで，それぞれ輸出総額の 38.4％，14.7％，9.5％を占め，

前年比で 3.7％，6.3％，34.6％の成長率である（表２）3。 

 
3 徐向昱，陈祎，李春艳「2010 年度中国花卉国際貿易状况分析」『温室园艺（温室園



明治大学 経済教育研究センター 
ワーキングペーパー第 7 号 

  

5 
2020 年 10 月 28 日 

 

2011 年には，ヨーロッパと米国の債務危機の厳しい情勢の下でも，一定の発展があっ

た。1 月から 6 月に，花きの輸出額は 1 億米ドルを超え，前年比 0.43％増加し，そのうち

鉢ものは 3,084 万米ドル，切花は 2,668.6 万米ドル，苗ものは 2,024.9 万米ドルであり，切

葉切枝ものは 1,248.4 万米ドルである。鉢ものは前年比 26.5％減少したが，他は 16.6％，

20.7％，6.9％増加した4。 

2.2 主要輸出産地の構造 

観葉植物の輸出の主要な産地は福建省と広東省である。福建省は亜熱帯地域にあり，特

に漳州，福州，龍岩などの地域では豊富な光熱資源がある。2010 年は，榕樹 Ficus 

microcarpa（ガジュマル）虎皮兰 Sansevieria trifasciata（アツバチトセラン・厚葉千

歳蘭），富貴竹 Disporum cautoniense（ギンヨウセンネンボク），仙人掌 Cactuses spp サ

ボテン）およびその他の鉢もの輸出額は 3,172.6 百万米ドルで，前年比 37.6％増加し，全

国の鉢もの輸出額の 51％を占める。広東省は亜熱帯中部，南部亜熱帯および北部亜熱帯地

域に位置し，熱帯および南部亜熱帯の花種の資源が豊富で，観賞葉植物の生産に適してい

る。2010 年，橡皮树ゴムの木（Ficus elastica），海芋 Alocasia macrorrhiza（カラー），

发财树 Pachira macrocarpa（パキラ），袖珍椰子 Chamaedorea elegans（テーブルヤシ），

巴西木 Dracaena fragrans（幸福の木），山海带 Dracaena cambodiana（リュウケツジュ（竜

血樹）およびその他の鉢もの輸出は 1,348.9 万米ドルであった。前年比 16.5％の増加で，

鉢ものの全国輸出額の 21.7％を占めている。 

切花は主に雲南が輸出している。 雲南，コロンビア，ケニア，マレーシアの高原は，世

界の花の生産に最も適した 4 つの地域と見なされており，花の生産には独自の優位性があ

る。2010 年，カーネーション，バラ，ユリなどの切り花の輸出額は 2,777.0 万米ドルで，

前年比 4.4％増加し，全国の切花の輸出全体の 54.8％を占めた。 その中で，カーネーショ

ンの輸出額は 1,227.8 万米ドルで，カーネーションの総輸出額の 67.8％を占めていた。バ

ラの輸出額は 688 万米ドルで，全国のバラの総輸出額の 97.2％を占めている。ユリの輸出

額は 474.6 万米ドルで，ユリの総輸出額の 90.4％を占める。 

切葉切枝は主に浙江省が輸出している。 浙江省は東南海岸に位置し，山，丘，平野，沿

岸地域などのさまざまなタイプの地形がある。多様な地形によって異なった気候条件と環

境が形成されて，植物資源が豊かになっている。切葉切枝の輸出歴史は長い。2010 年にお

いて， 杨桐 Cleyera japonica（サカキ），柃木 Eurya（ヒサカキ） japonica，南天竺 Nandina 

domestica（ナンテン），石松 Lycopodium clavatum（ヒカゲノカズラ）およびその他の切

葉切枝輸出は，2,760.2 万米ドルであり，前年比 12.8％の増加で，全国総輸出額の 93.2％

を占めている。 

 
芸）』。 
4 『国际花卉通讯（国際花き情報）』2011（09）。 
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花壇用苗ものの輸出は主に広東省と上海である。 2010 年，胡蝶蘭の輸出額はそれぞれ

868.8 万米ドルと 638.8 万米ドルで前年比 0.6％と 5.2％減少したが，苗ものの総輸出額の

25.8％および 19％を占めている。 雲南省から輸出されたキクとカーネーションの苗もの

のは前年比 12.2％増で 442.8 万米ドルであり，苗もの輸出総額の 13.2％を占めている。 

2.3 花きの輸出主体は企業 

中国の花きの生産は主に個別の小規模農家の生産に基づいているが，輸出は主に企業で

ある。花き農家や協同組合経済団体の商品の一部は，農家+企業または農民+協同組合+企業

の形で企業によって輸出されている。 近年，雲南に英茂花卉産業有限会社，虹の華園芸有

限会社，ビン紛園芸有限会社，麗都花卉有限会社があり，浙江省に豊島花卉有限会社，森

禾種業株式会社があり，上海に上海種業グループ有限会社，鮮花港企業発展有限会社があ

り，天津に大順園林株式会社があり，広州に広州花卉研究センターがあるなど，国際競争

力を持つと認められる企業が登場した。例えば，江川英茂花会社は毎年 1000 万本以上のカ

ーネーション切り花を輸出しており，1000 万元以上を売り上げている。 

2.4 品目ごとに輸出先が異なる 

中国の花き輸出市場は，輸出商品の種類が異なるため，輸出先は品目毎に大きく異なる。 

例えば，2010 年の鉢もの輸出額上位 5か国・地域は，オランダが 1,667 万米ドル，韓国が

1,293.8 万米ドル，ミャンマーが 878.9 万米ドル，日本が 592.5 万米ドル，香港が 347.9

万米ドルである。それぞれ輸出額の 26.8％，20.8％，14.1％，9.5％，5.6％を占めていた。 

ミャンマーでは前年比 41.7％の減少だが，他は 17％，41.8％，3.7％，71％の増加である。 

切花の輸出額の上位 5国は，日本 2,969.9 万米ドル，タイ 771 万米ドル，シンガポール

483.6 万米ドル，マレーシア 266.6 万米ドル，韓国の 148.5 万米ドルである。それぞれ切

り花の全輸出額の 58.6%，15.2%， 9.5％，5.3％，2.9％を占めている，前年比 7％，31.8％，

36.1％，51.4％，12.4％の増加である。 

切葉切枝の上位 3つの輸出先は，日本 2,815.2 万ドル，米国 46.7 万ドル，オランダ 27.7

万ドルである。これらの輸出はそれぞれ総輸出額の 95％，1.6％，0.9％を占めている。日

本は前年比 12.5％の成長だが，米国とオランダは 30.7％と 68.3％の減少で，日本市場へ

の依存度が高まった。 

苗ものの輸出先上位 5 つは，オランダ 1,000.6 万米ドル，日本 583.5 万米ドル，米国

422.1 万米ドル，韓国 409.7 万米ドル，およびドイツ 229.7 万米ドルだった。それぞれ総

輸出額の 29.8％，17.3％，12.5％，12.2％，6.8％を占めている。オランダは前年比 8.2％

減少したが，他の国は 14.9％，0.7％，27％，8.5％の増加である。 

 

３ 中国の花き産業の輸出における諸問題 

3.1 品質の不安定性 
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 気候変動，長い物流ライン，不適切な施設，生産における企業と農家の共存，産業組織

化の低さ等の問題がある。栽培技術に大きな差異があるため輸出製品の品質が一様でない

場合が多い。また，同じ輸出企業の商品であっても，時期が異なると品質も変わるという

問題がある。例えば，切花の主産地である昆明では，毎年 2 月，3 月にカーネーション，

バラなどの商品は低温の被害の影響を受け，茶色の斑点が出やすくなる。夏には，高温の

影響を受け，茎が細くなり，花の蕾が小さくなることが多い。さらに，輸出商品の付加価

値は一般的に低く，切花は基本的に収穫された形で輸出され，花や花束に加工された輸出

は依然として少ない。鉢ものは輸入国による規制があるため，多くの観葉植物は洗浄した

植物の茎または葉のみが輸出できる状況である。ファレノプシスの大規模な輸出は主に苗

の形で行われ，完成した花付きの鉢としての輸出は非常に少ない。 

3.2 物流レベルの低さ 

多くの切花主産地，昆明，海南，貴陽などの大規模な流通拠点は，主に航空または航空

＋海運によって輸出している。航空輸出専用の貨物機がないため，輸出切花と荷物は旅客

機の荷物室に混ぜられ，北京，上海，香港，バンコクを経由して日本およびその他の国に

送られる。 航空輸送の時間は長く，花の輸送に適切な温度条件を満たせず，他の物資の化

学汚染の影響も受けやすい。 さらに，花商品は生産地から地元の空港に引き継がれ，少な

くとも 5 回の積み降ろしが輸送空港への空輸過程で行われる。輸送空港から輸入国の空港

へ，卸売市場へは 3 回の積み降ろしが行われる。したがって，花が物理的な損傷を受けや

すい。 同時に，国際航空輸送のコストが高過ぎる。例えば，昆明から日本に空輸するには

3 時間しかかからないのだが，オランダから日本への空輸は 10 時間かかる。しかし，昆明

が日本への運賃は花 1 キログラムあたり約 3 米ドルであるのに対し，オランダからは約

1.2 米ドルで済む。 

航空＋海運の形の輸出では，切り花の輸送コストは航空輸送の 3 分の 1 に過ぎないが，

前段の物流段階では，商品は生産拠点から地元の空港に引き継がれ，旅客の荷物と一緒に

旅客機の荷物室に混入されることがある。上海およびその他の空港への航空輸送は少なく

とも 5回積み降ろしをする必要があり，中段の物流段階では上海およびその他の乗継空港

から港の低温コンテナへの積み込みには 3回の積み降ろし作業が必要であり，それらのほ

とんどは屋外の集配基地で積み降ろされ，夏季には花と葉は非常に脆弱であるため損傷が

想像される。後段の物流では，輸入国の港から卸売市場への少なくとも 3 回の積み降ろし

作業がある。連続的な積み下ろしと取り扱いは，物理的および化学的損傷による花の損傷

を引き起こしやすく，前段と中断の物流はコールド・チェーンシステムが完備していない。

輸送時間は長く，生産地から販売地まで 5-7 日かかり，商品が到着後，原産地で出荷され

ているものと大きく変わってしまうことがある。 

鉢ものは主に海上輸送に依存しており，ほとんどの生産地域は沿岸地域に集中している。

輸出商品は主に土のない苗や茎を洗浄した半製品である。包装，輸送，保管は比較的簡単
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で，物流の問題は切り花のように深刻ではない。 

3.3 輸出経路の問題 

花き生産企業と商社はお互いに独立しており，1 つまたは複数の外国企業にオークショ

ンを委託し，バイアウト（売切り）販売または部分コミッションオークション，および部

分バイアウト（売切り）販売を通じて花き商品を輸出している。 一部の切花企業は市場で

花き商品を盲目的に取得し，スクリーニング，グレーディング，加工，包装などの手順を

十分には行わず，輸出数量を競争している。そのため，中国の花商品の品質は均一ではな

く，合理的な価格で購入することは難しくなる。日本などの市場で安価で悪質の代表とな

ったこともある。例えば，2010 年の中国から日本へキクの輸出は，日本への最大菊輸出国

マレーシアの 9,774.8 トンの 37.4％だった。単価はマレーシアの 54.2％に過ぎない。ま

た、対日新興輸出国であるベトナムの 1,611.7 トンの 2.3 倍であるが，単価は 79％に過ぎ

ない。鉢もの輸出企業は主に自社製品を輸出しているが，企業毎に製商品の品質が非常に

異なっており，互いに価格を下げる場合もある。 

3.4 新品種開発の不足 

例えば，切り花の産地の雲南省では，近年 54（全国 1 位）の特許取得の新品種が育種さ

れていたが，バラの品種である氷清，ルビーなど以外，ほとんど利用していない状態であ

る。現在，雲南省の花き産業は依然として豊富な安価な労働力と優れた自然を備えた条件

が競争に勝つ武器となっている。「舶来品」のブランドを獲得して，その大量生産を通じ，

切り花の生産と輸出の一位の地位を獲得したが，利益増加の余地はますます厳しくなって

いる。 

鉢ものの中で，大量に輸出されているコチョウラン（苗），ゴムの木，カラー，シノニム，

ギンヨウセンエンボク，テーブルヤシは基本的に台湾などが輸入している。さらに，広東

省で 10 年以上生産されているギンヨウセンエンボクはすでに黄金期を過ぎたにもかかわ

らず，未だに大量生産されており，輸出単価は年々低下する傾向にある。 

 

４ 中国花き産業国際競争力向上のための主要対策 

4.1 経営型花き業界サービス協会の設立，対外販売の市場交渉力のアップ 

いくつかの主要な輸出企業と協同組合の経済組織を中心とする経営型花き業界サービ

ス協会を設立し，外部販売の市場交渉力をアップし，内部で情報をやり取りする能力を高

める必要がある。中国の花き産業は独特の輸出モデルであり，供給側は完全競争状態にあ

るが，実際の買い手（需要側）は少数の外国の輸入業者であり，独占的な立場にある。地

位が不平等のため，市場において価格交渉力は買い手によって制御され，これは中国の花

き企業の持続可能な発展にとって非常に不利である。経営型花き業界サービス協会を

設立することは，情報やその他のサービスを提供するのみならず，国際市場の変化に対応

して生産調整し，花き農家の経済的リスクを軽減ことができる。また，統一した輸出基準
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を定め，統一的対外交渉を行うことによって，花き商品の国際販売価格を安定させ，花農

家の利益を確保でき，花き輸出の持続可能な発展が期待できる。 

また，経営型サービス協会は政府の支援を積極的に求め，海外（例えば日本）の物流拠

点を確立する必要がある。 輸入国に到着した後，中国の花やその他の植物は，物流拠点で

の顧客の要求に応じ，あらゆる種類の花束や組み合わせ鉢ものを輸入国の物流基準に従っ

て分類，梱包，輸送することができ，それにより付加価値を高め，納期までに商品を提供

し，輸出花製品の内生的競争力を高める必要がある。同時に，物流拠点は海外の花き市場

の情報収集センターでもあり，国内の生産者に最新の市場情報と人気のある色の品種をタ

イムリーにフィードバックできる。 

4.2 物流システムの強化，コールドチェーン陸上物流ネットワークの構築 

花きの物流とは，収穫後の処理，包装，保管，積み降ろし，輸送，販売の全プロセスを

指す。物流システムの構築を強化することは花き輸出の中核となる競争力を高めるための

重要な手段である。植物検疫部門や税関部門との協力を強化し，輸送コストが低く，積み

降ろし時間が少ない陸上輸送+海上の物流システムの開発に焦点を当て，産地から販売地

までを 1 つの伝票で通関手続きを達成することを促進する必要がある。前段の物流段階で

は，主要な花き生産エリアに流通拠点が設置され，収集，選別，加工，包装，冷蔵，品質

検査，出荷，および情報伝達のための収集システムを確立する。中段の物流段階では，生

産拠点から卸売販売市場に至る物流ラインを構築し，定温冷蔵輸送車両を配置し，包装容

器，運搬用台車，リサイクルバケツ，パレットの標準と仕様を策定し，台車とリサイクル

バケツの効率的な取り扱いと積み降ろし機能を活用する。水を使って冷蔵輸送し，台車や

バケツなどのリサイクルシステムを確立する。後段の物流段階では，原産地の卸売市場と

互換性のある転送ステーションを確立し，収集，選別，梱包，冷蔵，品質検査，流通，出

荷，流通システム，および大型のサーモスタット付き冷蔵コンテナ（海上コンテナ）輸送

車両を利用する。花農家-流通センター-卸売市場-原産地転送ステーション-輸出拠点-輸

入拠点の低炭素コールドチェーン物流ネットワークを構築する。大手企業は輸出商品を生

産拠点から定温冷蔵コンテナ（海上コンテナ）に移動させ，直接拠点に集積させることが

できる。同時に，リスク管理，資本回収，情報転送，およびコスト管理システムの新しい

メカニズムを確立することも重要である。 

4.3 花き協同組合と大企業の協力，花き産業の近代化 

花き協同組合は，花き農家の自己組織体であり，一世帯ではできないスクリーニング，

分級，加工，包装，輸送の問題を解決し，花きの生産と販売の市場交渉能力を高め，供給

元から花の品質を保証し，組織から農家を保護することができる。花き協同組合と比べ，

大手企業は比較的資本，技術，能力の利点があり，国際ルールに従って運営する方法を知

っており，海外からの優れた苗と先進技術を導入し，花き産業の発展に主導的な役割を果

たしている。花き協同組合と大企業の組み合わせにより，分散している小規模生産を大規
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模生産に統合でき，小規模生産と統一された大規模市場との相互接続の問題を根本的に解

決できる。それは，国際市場のニーズに基づいて花き農家の生産を導き，手配し，彼らの

経済的リスクを減らすこともできる。しかも，相対的に統一した対外外交を通じて花き商

品の販売価格を安定化しあるいは高めて、花き農家の利益を保護できる。大企業が新しい

品種の保護と国際花き業界との交流情報などは組合によって迅速に個々の花き農家に伝え

られ，徐々に新しい品種の保護と開発の習慣を育て，内面から中国の花き産業の競争力を

アップしている。 

4.4 知的財産権保護の重視，新品種研究開発の強化 

 新品種の保護に注意を払うことは，いち早く中国に外国の新品種を導入し，国内花産業

のレベルを高め，安価な商品を生産し，輸出を拡大することができることになる。また，

独自の知的財産権を持つ品種を育成し，内生的に花の国際競争力を高めることができる。

中国は植物資源が豊富だが，知的財産の保護が欠如しているため，民間資本による植物資

源の開発は基本的に停滞している。このことは中国の花き産業を長い間低水準の生産大国

として存在させるのみならず，大量の植物遺伝資源が全滅する危険に陥る可能性もある。 

企業や花き生産の大規模農家の研究資源を効果的に統合し，「生産・マーケティング研究」

を組み合わせた科学技術研究開発システムを構築し，科学技術の進歩とイノベーションに

よる成長パターンの変革を加速させる。科学技術部門の応用プロジェクト資金を企業に優

先すべきである。また，企業には売上のかなりの部分を研究開発資金に向け，独立した新

しいブランドを育成するよう奨励すべきである。政策，資金の積極的な支援と誘導に加え

て，より重要なことは，花きの物流，特に花き市場システムの確立を通じて，花きの新し

い品種の流れを管理し，種子や苗の販売を通じて繁殖者が得る収入を確保することができ

る。また，新品種の登録手続きを簡素化し，農業科学院，花き市場およびその他の代理者

(農家)が新品種を申請し，届出コードを取得した後，直ちに特許保護を受けるべきである。

日本では新品種の 95%以上が花農家や企業によって申請されている，毎年 400 種類以上の

新品種の登録を申請し，花き農家が選択した新品種は競売市場または花き普及者に委託す

ることができ，農林水産省生産局新品種登録課に報告し，登録後法律によって保護されて

いる。一般花き農家は農林水産省が発行した新品種登録受付番号の受領までわずか 3 週間

しかかからず，新品種開発の絶え間ない流れは日本が世界の花き大国になる原動力である。

これらの有益な国際経験は学ぶ価値がある。 
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