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土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本
企業の投資に関する課題と将来性の事業化可能性調査（サハリン州） 
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１．サハリン州農業の課題とその対応 

サハリン州農業の課題 

 厳しい気象条件 
 ソ連崩壊による農業担い手の喪失 
 未耕作地の発生 

穀物や豆類の栽培が困難 
馬鈴しょ以外の野菜不足 
牛乳、肉類が不足 
貯蔵、加工施設が未整備 

 低い食料自給率 

食料の多くは州外産や海
外からの輸入品に依存 

農業振興目標とその対応 

野菜と畜産物の州内自給率の向上 
2020～2025年には野菜と牛乳を100％に、 
食肉は54％でそのうち豚肉は100％を目標とする 

○土地生産性の向上 
 ・収量向上 
 ・多様な野菜生産 
 ・土地改良 
○農産物の長期保存による安定供給 
○農畜産物の加工促進 

 農業経営体の投資誘導と生産支援 
･種子購入等の助成 
・施設、機械導入への補助 
・投資資金への利子補給 
・農業保険への助成 

 州プロジェクトによる拠点農場と施設の整備 
・植物工場による野菜栽培施設の整備 
・畜産物生産施設の近代化 
・農産物貯蔵施設、農畜産物加工施設の整備 図 サハリン州 農業プロジェクト 
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4 ２. タマネギ生産への期待 

 タマネギ生産に対する州政府の期待 

 ○州外及び中国などから年間3000ﾄﾝが入荷 

 ○サハリン州南部は農地面積が少ないため、タマネギ栽培で土地生産性の向上を図ることが必要 

 ○そのため、栽培技術と収穫後の乾燥・貯蔵技術の習得が必要 

 ○現在、チプリチニ社で試験栽培を実施。良好な結果が得られれば中小規模経営での栽培を普及 

 

 タマネギ生産におけるチプリチニ社の目標 

 ○栽培面積：５ha（2017年） 

 ○現状の10a当たり収量は2,500～3,000kg、これを5,000kgにするための生産技術を習得 

 ○日本技術も導入し10haに拡大。 

 ○サハリン州内ではタマネギの消費ニーズが高いため、将来は20～30haの栽培が目標 

中国産 
（38ルーブル/kg） 

カザフスタン産 
（33ルーブル/kg） 

サハリン州産 
（59ルーブル/kg） 

（写真）ユジノサハリンスク市内スーパーマーケットのタマネギ 



5 ３．タマネギの試験栽培とその課題 

直播栽培 

セット球栽培 

移植栽培 

・球根（鱗茎）は
著しく肥大不足 

・肥大不足 
・低収量 

・葉タマネギで葉部を販
売。球根は販売不適 

・球根でタマネギ販売 
・小球でバラツキ多 

・適品種がない 
・栽培技術の蓄積が無い 

・移植が６月上旬と遅い 
・栽培技術の蓄積が無い 

積
算
温
度
が
不
足 

試験栽培の方法 その結果 結果の要因 

 ２０１６年の試験栽培 

 ２０１７年の試験栽培→日本の技術指導により播種日、移植日を約１か月早める 

移植栽培 
播種 

3月17日 

播種 
5月中旬 

播種 
前年10月 

移植 
6月上旬 

移植 
5月18日 

・球根は十分に肥大 

・30t/10aの低収量 

播種日、移植日を早く 

播種機械 
育苗ハウス 

移植作業 
キャベツの移植機を代用 
 株間24cm、畝間60cmで移植し 
 人力で株間12cmに 
 所要労働力 13人 

積
算
温
度

を
増
や
す 

結果の要因 

結果の要因 

株間 
12cm 

畝間 
60cm 

機
械
植
え 

人
力
植
え 

機
械
植
え 

人
力
植
え 

ha株数140,000株     
    ×200g/個 
理論収量28t/kg 

移植時の苗 



6 ４．提案する日本の栽培技術 

 収量を大きく左右する育苗技術 
  
 セル苗：14×32＝448穴の育苗トレイ 
 ha当たり303,000本の苗生産 

均一な播種で健苗育成 
従来の育苗ハウスで単位面積当たり３倍の苗生産を実現 
被覆資材による暖房費の削減 

 適正な栽植密度の確保技術 

労働力：オペレータ1名 
     苗補給   1名 

タマネギ専
用移植機 

ha当たり30万株の確保 

ha当たり5時間の作業能率 

作業者３名に省力化 

理論収量 303,000株/ha×200g≒60t/ha 

10haを5～7日前後で早期に移植 1個重量（200g以上）の確保 

株間 
11cm 

畝間 
30cm 

ha当たり303,000株 

育苗トレイ（448穴） 
自動播種機 育苗ハウス 

良質苗（つちから農場） 軟弱に育った苗 
（チプリチニー社） 

寝た状態の苗 
（チプリチニー社） 

ほぼ垂直に移植した苗 
  （つちから農場） 



7 ５．事業化の可能性ー日本技術の有効性 

 タマネギの技術導入により期待される効果 
  日本の育苗技術と高能率な移植機械により、栽培面積の拡大と収量 
 アップで約３倍の生産量と大幅な省力化が可能に 

面積    10ha 
収量       30t/ha 
生産量      300t 
販売額 750万Rub 

（参考）サハリンの馬鈴しょ栽培 

※留意事項 
・機械等の導入に加えて、育苗中の温度管理や灌水技術、さらに早期に定植するため栽培圃場の管理技術が必要条件となる。 

 日本技術への信頼性 
   現地で栽培コンサルを行い収量5,000kgの可能性を実証 
   北海道“つちから農場”の圃場で、収量性と作業能率の高さを現場で確認 

2017年8月22つちから農場 

面積     5ha 
収量     30t/ha 
生産量     150t 
販売額 675万Rub 

面積    10ha 
収量     50t/ha 
生産量      500t 
販売額2,250万Rub 

現状技術の移植栽培 目標 

面積   ＋  5ha 
収量   ＋ 20t/ha 
生産量  ＋ 350t 
販売額＋1,575万Rub 

導入効果 

10ha 

現状 
150ｔ 

675万Rub 

面積拡大効果 
150ｔ 

675万Rub 

相乗効果 
100ｔ 

450万Rub 

増収効果 
100ｔ 

450万Rub 

5ha 

0 3000kg 5000k 収量 

作業時間 840時間 作業時間 195時間 作業時間 △645時間 

※作業時間は移植作業時間） 



8 ６．その他のニーズと事業化が見込まれる分野 

 野菜の貯蔵技術 

 中規模経営に適応したタマネギの栽培技術 

サハリン州の育苗方式 

小型移植機 
（投資額 100～125万Rub） 

面積    1～2ha 
10a    30,300株 
収量    5,000kg 
生産量 50～100ｔ 

サハリン州の育苗ハウス 

馬鈴しょ貯蔵庫 乾燥中のタマネギ タマネギ貯蔵庫 

 その他 
 ○選別、調製、パッケージ技術 
 ○継続的な技術交流 
   ・タマネギの育苗技術 
   ・農業機械の操作を含めた教育プログラム 

育苗：現有の育苗施設で苗生産 移植：日本の小型移植機械 ＋ 

〇断熱性に欠ける倉庫で平積み貯蔵 
〇手作業で体積・移動作業 

タマネギ貯蔵庫 

○貯蔵効率と作業性の向上 

馬鈴しょ貯蔵庫 

○冷涼な気候を利用した低コスト貯蔵技術 
  ・貯蔵庫の断熱技術 
  ・雪冷熱等の利用技術 

○保存・出荷期間の延長と安定供給 
  ・貯蔵ロスの低減 
  ・操業度向上による貯蔵コストの削減   

可能性 

サハリン州の現状 日本の一般的な貯蔵倉庫 



７.事業化スキーム（想定案） 

商社
等 

農業生産法人 

生産資材メーカー 

農機具メーカー 

研究機関 

タマネギ栽培経営体 
・大規模企業法人 
・中小規模個人経営 

研究機関 

政府等関係機関 政府等関係機関 

サポート サポート 

コーディネート 
機能 

技術指導 
技術交流 

技術指導 
研究交流 

資材・機械
の提供 

 事業化の内容 
 栽培技術がセットになったタマネギ栽培機械、資材の供給 
 〇ソフトー栽培技術の現地支援と研究交流 
   ・サハリン州に対応した栽培マニュアルの策定 
   ・収量性を左右する育苗技術 
   ・収穫、調製、貯蔵技術 
   ・早期定植を図る圃場管理技術 
 
 〇ハードー栽培マニュアルに対応した農業機械、生産資材の供給 
   ・育苗ハウス、被覆資材、灌水装置 
   ・移植機械 
   ・圃場管理等の資材 
   ・収穫、乾燥、調製、貯蔵技術と施設整備 

 必要条件 
〇ハードとソフトを融合させるコーディネート機能 
〇現地パートナー農場との関係構築 

農業関連団体・機関 

日本 ロシア 

栽培技術 

機械、資材 

資金回収 

栽培 
マニュアル 
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10 

木材加工品の生産施設の建設、日本向け輸出及び日本国内での供給の可能性 

1. ロシア国内の木質ペレットの現状 
2. ロシア国内の木質ペレットのポテンシャル 
3. 木質ペレット 対日輸出の可能性 
4. 木質ペレットの事業化可能性 

 
 



11 １．ロシア国内の木質ペレットの現状 

・ロシアは世界最大の森林国であり、世界の森林面積の２割強、針葉樹林面積の６割以上を占める。 
・ロシアのペレット生産量は、増加を続けている。 
・国内市場向けに製造されているペレットは、主に工業用小型ボイラー室、民間用暖房に使われているが、 
 国内消費はまだ初期段階。 
・ロシア連邦の欧州部の森林が集中している北西連邦区では、木材を利用したバイオエネルギー開発が 
 進められている（次いで中央連邦管区とシベリア連邦管区）。 
・ペレットの生産量でリードしているのはレニングラード州、次いでアルハンゲリスク州、クラスノヤルスク 
 地方、ノヴゴロド州。 
・2016年、イルクーツク州では４箇所のペレット工場が建設されて、ロシア国内の木質ペレット生産の発展 
 に寄与。 

図：ペレット生産量割合 ロシア連邦管区別 
（出所：ロシア連邦国家統計局「農業、林業統計」） 

63% 

14% 

8% 

7% 

14% 5% 

0% 

表：ロシア国内のペレット生産量 
（出所：ロシア連邦国家統計局「農業、林業統計」） 



12 ２．ロシア国内の木質ペレットのポテンシャル 

【ロシアからの輸出】 
・2017年上半期は702,687トンの木質ペレットを輸出。 
 各年の輸出量の約7割を2017年上半期に達成しており、輸出量は増加傾向。 
・ロシア連邦産業貿易省によると、今後、ロシアの輸出業者は輸送費と製品の許可申請費用の一部を補 
 えるロシア輸出センターの補助金の活用が可能となる等、輸出用木質ペレットの輸送支援を行なうこと 
 としている。 
 

【木質ペレットのポテンシャル】 
・森林資源が豊富なロシアは木質ペレット製造・輸出のポテンシャルを有している。 
・生産した木質ペレットは日本向けに輸出、バイオマス発電用燃料に使用することで、二酸化炭素の排出 
 を抑制できる。 
・ロシア極東は豊富な森林資源を有しているが、木質ペレットの生産量は多くなく、距離的に近い日本へ 
 の輸出の可能性を有している。 

表：ロシアのペレット輸出量（国別) 
（出所：ロシア連邦税関局「貿易通関統計） 

表：ロシアのペレット輸出量（輸送機関別) 
（出所：ロシア連邦税関局「貿易通関統計） 



13 ２．ロシア国内の木質ペレットのポテンシャル 

【木質ペレットの課題】 
・長期間に亘っての安定した供給と価格設定 
・日本に輸出する際のロシア国内のインフラ（鉄道輸送、トラック輸送、その後の船積みする際の港など） 
 の整備 
 
【課題解決に向けて】 
・ロシア国内、特に極東におけるインフラ整備は、日本企業がロシアと取引をするに当たって最重要課題。 
・急速に成長する日本のバイオマス発電市場において、ロシアが主要な燃料供給源となる可能性が高い。 
・将来的には、安定的な木質ペレット製造や供給網構築のための日露の合弁会社設立が有効。 

ロシア極東での木質ペレットの取組み事例 

【RFPグループ】（ハバロフスク地方 ハバロフスク市／アムールスク市） 
・RFP（Russia Forest Products）グループは、極東ロシア最大の林業事業者で、ロシア全体でも最大手の1社。 
・現在、ハバロフスク地方アムールスクに複合木材加工施設を建設中。 
・木質ペレットの製造工場を経済特区であるハバロフスク地方のアムールスクで建設を予定。 
・日露首脳会談(2016年12月15日-16日)において、木質ペレットの共同開発、木質ペレット製造工場の建設に向けた民間プロ 
 ジェクトに ついて日本企業と覚書を交わしている。 
※写真：アムールスク市の木質ペレット製造工場建設予定地 

【アルカイム】（ハバロフスク地方 ワニノ市） 
・ハバロフスク地方を代表する大規模製材工場、現在は木質ペレット、角材、合板、合板等を製造しており、主にヨーロッパへコン 
 テナで輸出、また昨年は主として韓国にペレットを輸出した。 
・倉庫には6,000ｔのペレットを保管（2017年10月）。最大で15,000ｔの収容能力がある。 
・ペレットの輸出については2017年末まで韓国企業と契約をしている。現在は月間1万ｔ、年間で12万ｔの木質ペレットを製造してお 
 り、全て韓国に輸出している。 
・アルカイム社はトレーサビリティーに係る森林認証を取得していないため、アルカイム社のペレットを日本で燃料とする場合はFIT 
 が適用されない電力買取価格となる可能性がある。 
※写真：木質ペレットの保管倉庫 



14 ３．木質ペレット 対日輸出の可能性 

【対日輸出の物流可能性】 

アムールスク 

ハバロフスク 

ウラジオストク 
ナホトカ 

ワニノ 

900km 
～1,100km 

500km 

20～25＄/t 

15＄/t 

●RFPグループの見解 
 

①アムールスク→(500km)→ワニノ（→日本） 
・距離的に近いため鉄道運賃のコストが割安となるが、海 
 上運賃は20-25$/tとなるためコストが割高となる。 
・アムールスク→ワニノ間のバム鉄道は石炭輸送が増加、 
 また石炭を優先的に輸送するため、それ以外の輸送は規 
 制され、安定的且つ定時性の鉄道輸送が担保されない  
 可能性がある。 
 

②アムールスク→(900km～1,100km) 
  →ウラジオストク/ナホトカ（→日本） 
・ワニノと比較して距離的に遠くなるため鉄道運賃のコスト 
 が割高となるが、海上運賃は15$/tとなりコストが割安と 
 なる。 
・冬期間、ナホトカ港は凍結しないが、ワニノ港は凍結する 
 可能性が非常に高いため、RFPグループとしては物流拠 
 点をナホトカもしくはウラジオストクを中心に考えている。 
 
 

③輸送方法 
・コンテナ輸送を第一候補としている。コンテナを縦の状態 
 にしてペレットを搭載、鉄道でナホトカへ輸送することを想 
 定している。 
・港の倉庫建設に投資しない代わりに、6,000ｔ～7,000ｔのペ 
 レットのコンテナ保管を検討している。または、バルク 
 でコンテナに積む方法もある。バルク用のコンテナは2,000 
  台の準備を予定している。 
 

④ペレットの輸出手続き 
・原産地証明書、植物検疫証明書が必要 



15 ４．木質ペレットの事業化可能性 

 
●製造した木質ペレットを日本向けに輸出し、バイオマス発電所向けの燃料として使用する。将来的には、 
 二酸化炭素の排出量を抑制するため、火力発電所で使用する木質ペレット（ブラックペレット）の製造可 
 能性も検討。 
●日本への輸出は海上輸送の経費等を考慮すると、現時点ではウラジオストクまたは、ナホトカ港を起点 
  とする。 
●また、ロシア国内でのストックヤードは投資を抑制するため、当面は輸送コンテナを倉庫として利用する 
  ことを検討。 

 
●日本側メリット 
・化石燃料の代替燃料として木質ペレットを使用することにより二酸化炭素排出量の抑制が実現できる。 
・ロシアの高品質な木質ペレットを使用することにより、ボイラー等の設備の腐食を防ぐことが出来るため、 
 長期にわたって燃焼設備を使用することが可能となる。 
 
●ロシア側メリット 
・木質ペレットの製造工場を建設することにより、新規雇用を生むことが可能となる。 
・これまで捨てていた製材等の製造過程に発生するおが屑を木質ペレットの材料として活用することが可 
 能となり、付加価値を生み出すことができる。 



16 ４．木質ペレットの事業化可能性 

【木質ペレットの事業化可能性のスキーム】 

日本側 ロシア側 

木質ペレット輸入・販売会社 ロシア国内銀行等 

ロシア国内製材会社等 日本国内商社等 

木質ペレット製造工場 
（日露合弁会社） 

出 資 

買 取 

輸 入 

出 資 

日本国内 
銀行等 

ＪＢＩＣ 

融 資 

管理・運営 投資・回収 

日本政府及び関連機関等 ロシア政府及び関連機関等 

支 援 支 援 

顧客（発電事業者等） 
販 売 

融 資 

・ロシア国内に合弁企業による木質ペレット製造工場を設立を検討する。 
・国際協力銀行（ＪＢＩＣ）、日本国内銀行等からの融資のほか、日露投資ファンドからの投資可能性を有 
 している。 

日露投資ファンド 

連 携 
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水産加工における日本企業の投資に関する課題と将来性に関する調査 

報告要旨 

1. ロシア極東における水産業の現状 
2. ロシア極東における水産業の現状・課題 
3. ロシア極東における水産加工品の販売・加工状況 
4. ロシア国内における水産加工機械の導入状況 
5. ロシア極東における日本技術の事業化可能性 



18 １．ロシア極東における水産業の現状 

【ロシア極東の漁業と水産加工】 
・ロシア極東連邦管区の漁業は、その大部分を沿海地方、カムチャッカ地方、ハバロフスク地方、サハリン  
 州の４地域が担っている。 
・水揚げ量、水産業の生産額は年々増加傾向。 

ロシア極東連邦管区の水産業の生産額は増加傾向である。 
（出所：国家統計局「ロシアの地域2015年） 

ロシア極東連邦管区の冷凍加工の輸出量は概ね横ばい傾向である。 
（出所：ロシア連邦関税局「貿易通関統計」） 

ロシア極東連邦管区の水揚げ量は増加傾向である。 
（出所：国家統計局「ロシアの地域2015年） 

ロシア極東連邦管区の水産加工品の輸出量は増加傾向である。 
（出所：ロシア連邦関税局「貿易通関統計」） 



19 ２．ロシア極東における水産業の現状・課題 

【ロシア極東における水産業の主な課題】 
ロシア極東の今後の水産業振興策を定める国家プログラム（2013年～2020年）から見る主な課題は以下
の通り。 

ロシア極東各地域の水産業振興策を定める国家プログラム 
（2013年～2020年） 
（出所：農林水産省 
    平成28年度フードﾊﾞﾘｭｰチェーン構築推進事業報告書 
     ロシア極東９地域の農林水産概況・国家プログラム） 

地域別 水産業の課題 

沿海地方 

①新しい主要生産施設の建設、既存の主要生産施設の設備更新と近代化 
②企業活動の振興、沿海地方水産業の良いイメージづくり 
③水産品販売を最適化する効率的な市場メカニズムの強化 
④効率的な国家管理 

ハバロフスク地方 
①養殖漁業による海洋生物資源の再生 
②沿岸加工の振興 
③水産関連の個人事業主に対する国家支援の供与 

サハリン州 

①水産関連インフラの開発及び高付加価値な水産製品を生産する企業の近代化 
②労働生産率の向上、通年雇用の増加 
③海洋養殖業の振興、河川地域の生殖量の増加、効率化 
④水産関連の企業への支援 

カムチャッカ地方 

①漁業資源の基盤保全及び増大 
②沿岸水産加工分野の発展のための環境整備 
③水産分野の実務関係の専門家とスタッフの確保 
④水産分野を管理する国家機関の効率的な業務 

・水産関連企業の振興、近代化 
・加工設備の老朽化による設備更新 
・生産技術の向上、効率化 
・養殖技術の振興、レベルアップ 
・水産関連企業に対する国家の支援  等 

 
【ロシア極東における養殖漁業】 
・ロシア全体の養殖漁業の生産量は 約20万トン/年である。 
・極東連邦管区で養殖に適している水産物は主にホタテ、ナマコ、サケ。 
・2016年の沿海地方の養殖漁業の生産量はホタテ3,500トン、ナマコ1,600トン、昆布1,100トン。なお、10 
 年前の総生産量は200トン/年。 
・カムチャッカ地方においては、2014-2020 年の国家プログラムの枠内でも 14 のサケ・マスふ化場の建 
 設が計画されている。 
                                        出所：ロシア連邦漁業局 

                                                                           農林水産省ロシア極東９地域の農林水産概況・国家プログラム 



20 ３．ロシア極東における水産加工品の販売・加工状況 

・鮮魚の販売はほぼ皆無。 
・主に①冷凍及びチルド水産物 ②塩漬け・燻製・乾物 ③缶詰 ④調理済水産物（オイル漬け等）の販売 
 が主流である。 
・加工現場では多くが手作業。加工機械も少なく、あったとしても老朽化が進んでいる。 
・衛生管理も含め、農作物・食料品の生産、加工、保管を国家が一元的に管理するシステム「ツェルベル 
 制度」の登録が義務付けられている（2016年導入 所管：ロシア農業省、動植物衛生監督庁）。  



21 ４．ロシア国内における水産加工機械の導入状況 

【海外からの水産加工機械の導入状況】 
・2013年にロシア国内に輸入された水産加工機械は中国からの輸入が圧倒的に多い。 

（出所：ロシア連邦漁業局、Credinform (情報分析、調査サイト)、ロシア連邦税関局「貿易通関統計」、ペガスHC聞き取りより） 

・主な導入機械 
魚のカッティングマシーン、イカの加工機 
魚の皮むき機、魚のうろこ取り、骨抜き機  
昆布スライサー、魚スライサー、イクラ選別機 
真空パック機、グリル機器、缶詰加工機など 

【水産加工機械の導入の際の補助金制度】 
  
参考例 

ロシア全域 ロシア政府は自国及びユーラシア関税同盟国の水産加工機械の導入については税金等の優遇を行なっているが、日本をは
じめ海外製加工機械の導入については輸入税等がかかる。 

サハ共和国 2017年水産加工機械を導入する際は共和国政府から一部補償されるが、対象はロシア企業のみで海外企業との合併会社
は対象にならない。 

沿海地方 新規機械・設備の導入、養殖設備・機器、缶詰等の最終加工機械は補助対象であるが、一時的な加工機械・設備は補助対
象外となる。 



22 ５．ロシア極東における日本技術の事業化可能性 

ロシア国内（欧露部等） 

日本国内 

その他海外 

サケ・マスのふ化器や技術の導入 
養殖器材や技術の導入 

安定した漁獲量の実現 
一次加工機械の導入 二次・三次加工機械の導入 

急速冷凍機の導入 大型倉庫への冷蔵機械の導入 

リーファーコンテナによる鮮度保持輸送 

日本の技術の導入 日本の技術の導入 日本の技術の導入 

日本の技術の導入 日本の技術の導入 

サケ・マスの回帰率向上、栽培漁業を中心とした計画的な水揚げ 鮮度保持、省力化 鮮度保持、省力化、高付加価値製品 

鮮度保持・衛生管理、高品質・高付加価値製品 



23 ５．ロシア極東における日本技術の事業化可能性 

日本国内メーカー 

ロシア水産加工関連企業 

日本国内商社等 

技術導入 

投資 

資金回収 
ロシア国内 

銀行 融資 

補助金の
活用検討 

補助金 

JBIC 
日本国内

銀行 
融資 

日本貿易保険 

(NEXI) 

保障 

水産加工品の原料輸出 

日本国内水産加工会社等 

水産加工品の原料提供 

【ロシア極東における事業化スキーム】 

【資金回収の課題や留意点】 
・ロシア国内銀行はロシア企業に対して L/C（信用状）を発行せず、発行するのであれば預金（デポジット）を収める 
 ケースがある。そのため、ロシアでの資金回収は、L/C 取引ではなく、前払いが主流となっている。 
・前払いについては、100％前払いするケースがほとんどであるが、場合によっては「マイルストーン方式」（分割払い）を 
 採用する場合もある。 
・機械等を納入した会社が売却されることにより資金回収ができない場合もある。また、導入した機械や技術により中国 
 や韓国への加工品販売も可能となるため、契約書に日本側が不利にならない条件を明記する必要。 
・ロシアの取引先や銀行が倒産、取引先の資金繰りが悪化して回収不能となるリスクを避けるため、日本貿易保険の貿 
 易保険の活用も検討。 
・場合によってはツーステップローンの活用も検討。日本国内銀行が信用保証等を活用し、ロシア企業向け融資の枠組 
 みにより、ロシア国内の民間銀行（※アメリカの制裁対象外）に融資し、ロシア国内の民間銀行がロシア企業に資金を 
 貸し出すもの。ロシアの民間銀行は国営銀行と比較して信用力が低いため、信用保証等を活用して損失リスクを抑え 
 る。 
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 1.  ロシアにおける合弁企業設立にあたっての留意点    
 2.  ロシアでの工場、生産施設建設にあたっての留意点 
  

ロシア国内における建設許可等の行政手続の整理 



25 １．ロシアにおける合弁企業設立にあたっての留意点   

 独資 vs 合弁 
  ・ メリット・デメリットの分析 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  ・ 農業事業における制約事項 
    農業事業については、農地取得に関する外資規制等があり、運営会社自体は独資であっても、実際は農地を保有するロシア企 
    業との共同事業となるケースが多い。 
  
 ロシア合弁会社に適した会社形態 
  ・ 有限責任会社のほか、株式会社などの会社形態があるが、多くの外資合弁事業は有限責任会社を選択している。 
 
 出資方法 
  ・ 金銭出資のほか、現物出資による出資方法も可能。但し、クロスボーダーでの現物出資については実務上事務負担や課税リス  
    クを伴うため注意が必要。 
  ・ 合弁設立時における出資の他、将来的な出資やファイナンスによって合弁比率に変動が生じるため、設立後の方針は合弁設立 
    時に合弁契約（出資者間契約）により予め定めておくことが望まれる。 

 
 合弁会社の機関設計 
  ・ ガバナンスを効かせる点からも３層式（出資者総会、取締役会、代表取締役）の機関設計を行うケースが一般的。 
  ・ ロシアにおける出資者間契約の有効性については依然不透明な点もあり、定款規定へ織り込むことが執行上は重要となる。 
 

  独資 合弁 

メリット • 自社の意向に基づき事業運営可能 
• 投資とリターンの関係が明確 
• 迅速な意思決定 
• 知的財産の流出防止 

• 迅速な事業立ち上げ 
• 現地事情把握や行政当局との関係構築のた

めの負荷の省力化 
• 現地合弁パートナーとの経営リソースの分散

が可能 
デメリット • 事業立ち上げ時に負荷が大きい 

• 現地事情把握や行政当局との関係構築に
時間を要する 

• 経営リソースの分散ができない 

• 合弁相手との意思疎通や総意形成に時間と
労力を要する 

• 合弁相手との潜在的な利害対立 
• 投資とリターンの関係が複雑 



26 ２．ロシアでの工場、生産施設建設にあたっての留意点 

 立地選定における留意点 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
  ・ ロシアでは、ソ連崩壊後の混乱期の影響で土地の所有関係が複雑となっているケースが散見されるため、所有権についての事 
    前調査は必須である。また土地利用に関する制限の有無や土壌汚染等の事前調査を行う事が望ましい。 
  ・ インフラについても、電気、ガス、水道等の追加供給の工事が必要となるような場合には、インフラ会社や地方自治体との交渉 
    も必要となるため、多くの費用と時間を要する可能性があるため注意が必要。 
  ・ ロシア（特に極東地域）においては、冬場の屋外工事は寒さのため不可能となるため、工事日程の検討上も留意が必要。 
  ・ 実際の立ち上げ時においては、優秀な現地専門家の活用が必須（建築関係、設備関係、管理関係）。 
      

  工場新設のケース（グリーンフィールド） 既存工場買収のケース（ブラウンフィールド） 

メリット  過去の負の遺産が無い点 
  

 所有者との契約締結により、既存施設を利用できる点 

 各種許認可を取得済みである点（但し所有者変更の場合は再
取得が必要） 

 工場の改修作業が必要となっても新設に比べると各種手続き
は大幅に簡素化される点 

デメリット  要望に合った土地を見つけるのが難しく、インフラも整備さ
れていないケースが多い点 

 土地の取得手続きからスタートしなくてはならない点 

 多くの場合、取得手続き以前に土地の権利関係の整備も必
要となる点 

 建築許可の取得が必要な点 

 土地に関する調査が必要となる点（例：政府規制下にあっ
たケースや土壌汚染のケース） 

 過去の負の遺産についての詳細な調査（デューディリジェンス）
が必要となる点 

 短期調査の結果、生産工場として相応しくないとの結論となる
可能性がある点 

 大規模改修が必要となる可能性があり、その場合は新設と比
べて割高となる可能性がある点 

費用及び管理手続き  ゼロからスタートするため透明性や税務プランニングの柔
軟性に優れる。 

 一方でコスト面では特に立ち上げ時には多額のコスト及び
時間がかかる。 

 土地購入、設備搬入時に多額の関税、VATが発生する。 
 土地購入には政府との交渉を含め長期を要する。 

 コスト面では立ち上げ時には新規設立と比べ費用及び時間で
大幅な低減が可能。 

 注意が必要なのは、現在の工場が生産に適しているかの判断
であり、適していない場合には大規模改修が必要となる。 



27 ２．ロシアでの工場、生産施設建設にあたっての留意点 

 土地取得及び工場建設プロセス 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
   

段階

用件

必要となる文

書
意向申請書 申請書

当事者による売買

（もしくは賃貸借）

契約

各種申請書 各種申請書
都市計画関連

書類

都市計画根拠および環

境影響評価
基本決定文書（複数）

建築・都市計画決定

設計文書　作業文書
設計文書

作成者
発注者（工場建設

企業）

発注者（工場建

設企業）または

土地所有者

契約当事者
発注者（工場建設

企業）

発注者（工場建設

企業）

地方政府、

地方自治体

発注者（工場建設

企業）

発注者（工場建設企

業）（公有地の場合、

一部書類は地方政府

が作成）

発注者（工場建設

企業）

発注者（工場建設

企業）

提出先 地方政府 地方政府
各地方の

連邦登記局

地方政府、地方

自治体

連邦政府もしくは

地方政府、地方

自治体

地方政府、地方自治体

から発注者（工場建設企

業）が取得

地方政府

地方政府を含む各種

関係機関から発注者

（工場建設企業）が取

得

地方政府および各種

関係機関

連邦政府機関もしくは

その付属機関

公布文書

建設予定地の予備選

定および設計準備作

業の開始許可

承認書

売買（もしくは賃貸

借）契約書、および

不動産登記証

売買（もしくは賃

貸借）契約書
賃貸借契約書

都市計画関連書類（複

数）
- - - 基本決定文書（複数） 調整済みの文書

技術規制等への

適合判断

交付者 提出先に同じ 提出先に同じ 契約当事者 提出先に同じ 提出先に同じ
地方政府、

地方自治体
地方政府による承認 各種関係機関

地方政府および

各種関係機関

連邦政府機関もしくは

その付属機関

段階

用件

必要となる文

書

不動産登記証、国家

鑑定済設計文書、都

市計画図ほか

発注者と設計事

務所の契約書あ

るいは命令書、

作業文書

- - - 申請書

申請書（不動産登

記証、建設許可

等関連文書含む）

申請書 申請書 申請書

作成者
発注者（工場建設

企業）

発注者（工場建

設企業）

管理会社が

実施

発注者（工場建設

企業）
管理会社

発注者（工場建設

企業）

発注者（工場建設

企業）

発注者（工場建設

企業）

提出先

地方自治体（ﾓｽｸﾜおよ

びｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞは市

関連部局）

- - -

必要に応じ発注

者、関係連邦・地

方政府機関

建設許可交付者 建設許可交付者

連邦環境・技術・原子力

監督局

(ﾛｽﾃﾌﾅﾄﾞｿﾞﾙ)

関連連邦政府機関

（品目により異なり、複

数にわたる場合がある）

各地方の連邦登記局

公布文書 建設許可
建設施工管理

日誌
- - - 検収証書 操業許可

各種許認可書類

(ﾛｽﾎﾟﾄﾚﾌﾞﾅﾄﾞｿﾞﾙによる

承認が必要)

各種許認可書類

(関連連邦政府機関によ

る承認が必要)

建物・施設の

所有権証書

交付者

地方自治体（ﾓｽｸﾜおよ

びｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞは市

関連部局）

施行管理者（作

業文書作成者）

管理会社が

実施

連邦・地方政府、

その他関係機関

建設許可交付者

（一部項目は連邦

政府関係機関）

連邦環境・技術・原子力

監督局

(ﾛｽﾃﾌﾅﾄﾞｿﾞﾙ)

関連連邦政府機関 各地方の連邦登記局

(出展：JTRO）

工場建設までのフロー （例）
２． 設計準備 ３． 設計１． 投資計画策定

工場建設用地

の選定
土地の

地目変更 土地の権利取得
都市計画関連書

類の取得

都市計画根拠の

作成（その承認）

基本決定文書

の取得・作成
設計文書等

の作成

設計文書の

国家鑑定

私有地の所有ま

たは賃貸借

公有地の所有または賃貸借
競売(入札) 関係当局との直接交渉

５． 操業４. 建設

建設許可の

取得
施行管理 技術検査

操業関連各種許認可

（工業保安・環境保護）

製造関連各種許認可

（必要な品目のみ）
不動産登記検収

操業許可の

取得

操業開始

出所:JETRO資料より作成 
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1. ロシアの投資環境制度及び経済特区制度の整理 
2. ロシアの投資環境の優位点、留意点 
3. 日本企業がロシア国内で投資・事業化を行う際のファイナンススキームの整理 
4. 国際協力銀行とロシア直接投資基金との共同投資枠の概要 

投資・事業化案件について、投資環境制度及びファイナンスの観点から事業化可能
性に向けた整理、課題の検討 



29 １．ロシアの投資環境制度及び経済特区制度の整理 
 

 ロシアの極東地域における経済特区制度比較一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ・ ロシアでは上記とは別に旧来型の経済特区（イノベーション、工業、観光、港湾の４カテゴリーに基づく経済特区）の存在して 
    おり、現在複数種類の経済特区が混在する状況となっている。 
 
  ・ 2017年11月現在、先進特区が18か所、自由港が5か所、ロシア極東地域に存在する。また、先進特区入居者（件）は206社 
    （うち、日系企業6社）、自由港入居者（件）は380社（うち、日系企業3社）となっている。 
 
  ・ 温室野菜施設及び木質ペレット生産施設といった事業の性質を考えると、現実的に適用可能性が高いのは、先進特区（TOR） 
    及び自由港のいずれかと考えられる。 
  
  

  先進特区 （TOR） 自由港 優先投資プロジェクト 特別投資契約 

主な目的 
外国投資を呼び込むことで、地域経済の活性化や雇用拡大、社会生
活の向上を図る 

インフラ及び工業の近代化と輸入代替化を図る 

最低投資額 ５０万ルーブル 5百万ルーブル（3年以内） ５千万ルーブル（３年以内） ７億５千万ルーブル 

申請手続 所定の申請書類を極東発展公社へ提出 税務申告或いは法人登記 経済発展省との投資契約締結 

主なインセンティブ         

法人税  

利益計上の期から、         
最初の５年間：0～５％、       
その次の５年間：12～20％ 

利益計上の期から、        
最初の５年間：0％、        
その次の５年間：12％ 

利益計上の期から、        
最初の５年間：0～10％、     
その次の5年間：10～18％ 

利益計上の期から、        
最初の５年間：0～10％、    

固定資産税 最初の5年間は0％ 
最初の5年間は0％、      
その次の5年間：0.5％  

インセンティブ対象外 投資契約の内容による 

社会保障費 10年間、7.6％の優遇率を適用 インセンティブ対象外 インセンティブ対象外 

土地税 免税 免税 インセンティブ対象外 投資契約の内容による 

付加価値税 還付手続の早期化 インセンティブ対象外 インセンティブ対象外 

関税 免税措置の適用可能 インセンティブ対象外 インセンティブ対象外 

有効期間 最初の利益が計上されてから10年間 投資契約の内容による 



30 ２．ロシアの投資環境の優位点、留意点 
 

 投資環境における世界各国との比較 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 

  ・ ロシアは世界銀行発表のDoing Businessで順位を年々上げており、2018年には35位にランクされている（全190か国）。 
 
  ・ 特に電力確保、財産登記、契約執行の面においては、大幅な改善となっており、先進国並みの評価を得ている。 
 
 ロシアの投資環境における留意点 
 
  ・ アジア諸国との比較となるが、日系ゼネコンや日系工業団地といった現地の複雑な権利関係を事前に整理してもらえる事業 
    プレイヤーが進出していないため、原則として投資家が自ら現地当局と交渉を行う必要がある。 
 
  ・ 極東地域においては、道路・鉄道等の交通インフラが十分に整備されていない状況にあり、工場におけるコストのみでなく、調 
    達及び販売を含めた全体の物流とコストについて検討を行う事が重要。 
 
  ・ 事業運営上の投資環境は改善されているが、一方で政治面や安全保障面でのリスク（カントリーリスク）は依然として高い。 
 



31 ３．日本企業がロシア国内で投資・事業化を行う際のファイナンススキームの整理 
 

 基本的なファイナンススキームの整理 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ・ クロスボーダーでの貸付となる場合には、ロシア外為規制による外国為替取引パスポート（居住者と非居住者間の会計、 
    通過取引報告書）の取得が必要となる。 
 
  ・ 親子ローンについては、ロシア現地法人側で過小資本税制（負債・資本比率は１：３）及び移転価格税制の対象となる。 
 
  ・ ２ステップローンについては、ロシア銀行がJBICに対して支払う金利に手数料を乗せた形で現地法人へ貸付を行うため、結 
    果的に直接貸付を行う場合と比べ金利が高く設定されるケースがある。 

親子ローン 非居住者ローン ２ステップローン 現地銀行からの借入

手法
親会社（出資者）がロシア現

地法人に貸付を行う方法

日本の銀行がロシア現地法人

に貸付を行う方法

日本の銀行（JBIC）がロシア

の銀行に貸付を行い、ロシア

銀行が現地法人に貸付を行う

方法

（親会社が保証を入れる等の

形で）現地の銀行が現地法人

に貸付を行う方法

実施通貨 円建、ルーブル建両方可能 通常円建 ルーブル建 ルーブル建

金利水準 低い 低い 高い 高い

事務負担 低い 高い 高い 高い

実行可能性 容易 困難 困難 容易



32 ３．日本企業がロシア国内で投資・事業化を行う際のファイナンススキームの整理 
 

 想定される事業及びファイナンススキーム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 想定スキームに関する留意点 
 
  ・ 日露投資基金の投資ロットは、最大で1億5千万ドル、最低で5百万～1千万ドル程度になるものと想定されている。 
 
  ・ 日露投資基金による投資案件の選考にあたっては、事業性の評価のほか、日露の合弁当事者企業に対する与信審査や 
    投資案件の社会性等、様々な観点から評価が行われるものと考えられる。そのため全ての事業者が適用可能となる訳で 
    はない点には留意が必要。 
 
   

販売

買取

出資

国内銀行 融資 JB IC 販売

出資

投資・回収

日露合弁企業

日露共同投資ファンド

国内市場国内市場

日本 ロシア

輸入・販売会社

商社等

ロシア国内銀行

ロシア国内事業者



33 ４．国際協力銀行とロシア直接投資基金との共同投資枠組の概要 
 

 日露共同投資枠組の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出所：JBICプレスリリースに基づき作成） 

 
*1 : 国際協力銀行（JBIC）と経営共創基盤（IGPI）が共同で出資した法人（JBIC:51%, IGPI:49%） 
*2： SWFとは、ソブリン・ウェルス・ファンド（政府系ファンド）の略称 

 
• 本投資枠組みにおける投資規模は日露統計で10億ドル（うち、JBICが最大で５億ドル出資） 
 
• 2017年中に最初の投資案件について完了した旨のプレスリリース（2017年12月6日付RDIF発表）があった（トランスネフチ社へ

の投資案件）。当該案件は日本企業或いは日露合弁企業に対する投資ではないが、日本製の機器・技術の導入が予定され
ている）。 

共同投資契約

51％出資 49％出資

　　出資（100％）

共同投資契約

LP出資（有限責任出資）

投資 ①

投資 ②（投資①と同額）
日露経済協力の対象としてふさわしい投資案件

他国SW F（サウジPIF、U A E

ムバダラ開発等）*2

R D IF  A M C

JB IC  IG  P artners*1
ロシア直接投資基金

（RD IF）

国際協力銀行

（JB IC ）

M anager

G eneral P artner

日露投資基金

（RJIF）


