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ロシア極東地域における牧草（チモ
シー）の試験栽培と事業化可能性調査

株式会社JSN

濵野 剛

hamano@jsn.co.jp
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日本のチモシーの需給動向

• チモシーは酪農及び肉牛(子牛)粗飼料の中心的な牧草、
価格も高いKing of Hay（牧草の王様）
▫ βカロテン含有量や繊維吸収率が高く、牛の食欲や健康

に有益

• 主要生産国は米国とカナダ (国内では北海道で生産)

• 韓国や中近東の需要もあり、値上がり傾向

• サプライヤーの開拓による価格抑制が重要
• ロシア産チモシーに対する畜産業界の期待
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米国産チモシーの輸入港(2017年)

京浜港 神戸港 博多港 名古屋港 苫小牧港 その他

出所：農水省植物検疫統計

出所：農水省植物検疫統計

チモシー乾牧草輸入量 (㌧)
品目 暦年 計

カナダ産 チ
モシー

2018年 116,528

2017年 119,884

2016年 92,119

2015年 113,670

2014年 114,752

2013年 137,269

米国産 チモ
シー

2018年 268,873

2017年 336,511

2016年 328,995

2015年 280,151

2014年 282,617

2013年 369,458

参考写真：米国産のチモシー
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●モスクワ

●
ウラジオストク

国 土 17百万km2 世界1位

人 口 143百万人 世界9位

GDP 1兆2831億ﾄﾞﾙ 世界12位

GDP/人 8946ﾄﾞﾙ 世界67位

●サンクトペテルブルグ

●ハバロフスク

＜海上輸送日数＞
ウラジオストク →横浜 7～10日
ウラジオストク →新潟 4～5日
サンクトペテルブルク→横浜 50～60日
北米西岸 →横浜 8～14日

ロシア概況
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チモシー試験栽培①
沿海地方国立農業アカデミー

ウスリースク市

（↑↓）チモシーの試験栽培畑

チモシー試験栽培面積は合計3.5ha。
栽培場所はウスリースク市近郊で、市内中心部から約9
㎞の地点にある。



6JSN Co.,Ltd.

チモシー試験栽培②

撮影日：7月6日。「カバークロップ」としてチモ
シーと一緒に植えられている燕麦

撮影日：7月6日。燕麦が成長するなか、チモシーも
成長する

撮影日：7月6日。赤線の外側はチモシーが雑草に負
けてほとんど育たない

撮影日：11月9日。緑の部分がチモシー。燕麦は冬
の間に枯れ、来春からチモシーだけが生育する。

【初年度はチモシーだけでは育たない】
チモシーだけを作付けした場合、生育が遅いチモシーは雑草のためにほとんど育たなかった。アカデミー研究員
が雑草を処理するため、6月に除草剤を撒くなど対応したが、状況は変わらず、最終的には手作業で雑草を処理
してやっと、チモシーが表に出てくる状況であった。

沿海地方国立農業アカデミー
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チモシー試験栽培③
沿海地方カレノフカ村の一般農家

カレノフカ村
（↑↓）チモシーの栽培畑（2年目以降）

ウスリースクから車で約1時間半の距離。周囲を山に囲
われた山間部にある。標高は300mほどだが、一年を通
して気温が低く、雨が少ない地域で、チモシーの栽培に
適している可能性がある。
この農家ではチモシーのみを栽培する畑が15haほどあ
り、今回、約3.5haの畑で試験栽培を実施した。
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チモシー試験栽培④

撮影日：7月6日。約10年目のチモシー畑
撮影日：7月6日。穂の長さは5㎝～15㎝程度

撮影日：9月中旬。カバークロップの燕麦収穫後、チ
モシーの生育は順調

撮影日：11月9日。緑の部分がチモシーで来年以降はカ
バークロップがないのでチモシーだけが成長する見込み。

【カバークロップの収穫後にチモシーが成長（初年度）】
カバークロップである大麦と燕麦（オーツ）は8月上旬に収穫。10㎝程の高さで収穫すると、わずかに生えてきてい

るチモシーは刈り取られず、その後も成長を続ける。9月頃には、チモシーも20～40㎝の高さまで成長し収穫も可能と
なったが、1年目のため穂が出るまでは成長しない。その後は雪と氷に覆われるが翌年の春になって雪と氷が溶けると、
徐々に成長を再開する。2年目以降は雑草よりも成長が速くなり、良質なチモシーが収穫できるようになる。

沿海地方カレノフカ村
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チモシー試験栽培⑤

撮影日：7月30日。アカデミーの試験栽培畑周辺
撮影日：8月10日。カバークロップの燕麦を収穫しようと
したが、農機が動けなくなりこの日は作業を断念

撮影日：9月中旬。8月から9月にかけてカレノフカ村
でも水たまりができるくらいの降雨が続いた

撮影日：11月9日。雨の影響で至る所に水たまりが

天候リスクについて
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試験栽培地の気候について
観測地点：ウスリースク市 ウスリースク気象観測所
水熱係数（Гидротермический коэффициент увлажения)*

・2018年について
水分量が適度だったのは6月のみで、特に8月は水熱係数が5.61と記録的な高さとなった。

・過去2年について
2016年は9月以外が水分過剰、2017年も5月、9月以外が水分過剰な状態となっており、平年よりも降水量
が多い年が続いている。

＊水熱係数について
水熱係数は、К = R*10/Σtの公式で求められるもので、Rは当該期間において摂氏10℃以上の時の降水量の
合計値、 Σtは当該期間の積算温度。ウスリースクが属する気候帯においては、Kの値が1.50以下の場合は
適度な水分量となり、1.51～1.99は水分がやや多め、2.00を超える場合は水分過剰と判断される。

5⽉ 2.25 ⽔分過剰 1.06 適度な⽔分量 2.82 ⽔分過剰 1.81 ⽔分がやや多め
6⽉ 2.69 ⽔分過剰 2.72 ⽔分過剰 1.56 適度な⽔分量 1.78 ⽔分がやや多め
7⽉ 2.40 ⽔分過剰 3.17 ⽔分過剰 2.08 ⽔分過剰 1.50 適度な⽔分量
8⽉ 2.54 ⽔分過剰 4.26 ⽔分過剰 5.61 ⽔分過剰 1.88 ⽔分がやや多め
9⽉ 1.47 適度な⽔分量 1.31 適度な⽔分量 1.72 ⽔分がやや多め 2.36 ⽔分過剰
合計 2.29 ⽔分過剰 2.69 ⽔分過剰 2.87 ⽔分過剰 1.84 ⽔分がやや多め

2016年 2017年 2018年 平均
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チモシーの加熱処理について
2年⽬以降の畑から収穫されたチモシーの⼀番刈り/乾牧草

オートクレーブ
処理

オートクレーブ処理の結果、青刈り／乾牧草ともにカロテンの数値が大幅に減少

口蹄疫対策の加熱処理について
ロシアは口蹄疫非清浄国のため、我が国に乾牧草を輸出するための規制条件をクリアする必要がある。農水省HP上で

公開されている「ロシアから日本国向けに輸出される穀物のわら及び飼料用の乾草の家畜衛生条件案（仮訳）」による
と、「わら及び乾草は、過去３年間半径５０ｋｍ以内の地域に口蹄疫の発生のない場所で生産、加工、加熱消毒及び保
管されたものであること」、また「わら及び乾草は、密閉された空間において摂氏１００度以上の蒸気に触れさせるこ
とにより、８０度以上で１０分以上加熱消毒されていること」等が明記されている。

したがって本事業では、分析にあたり、青刈り、乾牧草に対し、オートクレーブによる加熱処理を実施し、その前後
での検査結果の変化を確認することとした。なお、オートクレーブ処理の条件は、オートクレーブ内部の温度が100℃
以上、気圧1.1で10分間の処理を実施した。
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参考：北⽶産のチモシー（写真）

1st cut Premium
①no rain
②no weed
③a little brown leaf

1st cut No.1B
①rained-on
②some weed
③brown leaf
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沿海地⽅におけるチモシー栽培に関するまとめ
・チモシー栽培の初年度については、カバークロップが必要であり、初年度のチモシーは秋にわず
かに収穫できるだけで、輸出用の商品として出荷できるのは早くて2年目以降となる。

・沿海地方においては、チモシー単体で栽培する農家は少なく、ほかの作物（アルファルファな
ど）とミックスで栽培することが多い。事業化にあり、チモシー単体での栽培が課題。また、チモ
シーが商品として取引されていないため、輸出向けの栽培を始めるにあたり、買取保証を求める農
家が出てくることが想定される。

・沿海地方においては、小麦や大麦などよりも収益性が高い大豆やトウモロコシの生産が増えてお
り、（1年目に収穫ができない）チモシーの生産を増やすのは難しいという意見があった。

・ロシアは口蹄疫非清浄国であるため、実際に牧草の日本向け輸入を手掛ける場合、口蹄疫対策は
当然ながら不可欠である。したがって日本への輸出には加熱処理施設が必要。これには日ロ両国の
官民の協力がないと実現は難しい。

・成分検査では加熱処理により牧草の色が変化し、カロテンの数値が減少することが判明した。

・2018年は7月、8月に雨が多かったため、適切な時期に収穫できない状態となった。過去2年の気
象データでも6月～8月の降水量が多いため、天候不順のリスクを考慮せねばならない。

・チモシー以外の畜産飼料で輸出可能性が高いのはコーンサイレージであり、試験輸出から本格輸
出の段階に移りつつある。
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【参考】チモシー以外の飼料について
日本向けの畜産飼料の分野において、すでに事業化されつつある案件ーコーンサイレージに
関する情報について

【生産地】沿海地方ポクロフカ村

【2018年のコーンサイレージ生産量】約6000トン

日本への輸出はその9割以上（残りは韓国、台湾など）

サイレージは乳酸発酵の過程で口蹄疫の菌は死滅するため、
乾牧草と同様の口蹄疫対策の加熱処理は不要だが、輸入に
あたり様々な準備と手続きは必要。

【写真】コーンサイレージの現物写真 【写真】2018年の作業状況
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ロシア極東産木質ペレットの
事業化可能性調査

株式会社JSN

河尾 基

kawao@jsn.co.jp
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日本におけるペレット需要の展望

• 日本政府は2018年7月に「第5次エネルギー基本計画」を採択し、2030年のエ
ネルギーミックス目標を設定

• 再生可能エネルギーのうちのバイオマス発電についても発電容量の増強が必要
• 2012年に電力の固定価格買取制度（FIT制度）が開始

▫ 制度縮小・終了後を見据えたコストダウンが必要
▫ バイオマス発電においては安価なペレットの調達先の新規開拓が必要

• 2018年の日本のペレット輸入量は106万㌧
▫ 2026年には600万㌧との見方も
▫ その他に石炭火力発電所向け石炭との混焼用ブラックペレットもしくはホワイトペ

レットの需要が数百万㌧の可能性
▫ 韓国等と原料調達で競合か

出所：財務省貿易統計
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ペレット供給地としてのロシア・ハバロフスク地方の可能性

• ハバロフスク地方はロシア極東における林業の中心地

▫ 複数の大手林業企業が活動しており、近年はペレット工場が増加

▫ 2017年までは極東の大手ペレットメーカーは「アルカイム」1社のみ

 アルカイムは2018年に経営破綻、現在は操業しつつ再生を目指す

 2018年にBMグループが生産開始、2019年にはRFPグループも始動予定

• ペレット生産により廃棄物を商品化できるので生産者の関心が高い

• 発電用のペレットは大規模な安定供給が必須
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RFPグループのペレット事業

• ハバロフスク地方の丸太輸出大手だったが、2013年に大型加工工場を
始動して加工事業に乗り出す 年間加工量100万㎥、年間伐採可能量390万㎥

• 2級品原料や加工残渣は中国企業に安価に販売

• 2016年に日本企業と提携、2019年にペレット工場が始動予定

• 日本向けペレットの増産に意欲：ブラックペレットにも関心、資金と販路の確保が必要

【加工工場】
加工工場の残渣はボイラー
燃料に使用されているが、
今後は多くがペレットに加
工される。

【下流集積場】
丸太は中継地で選別され、
2級品は中国系簡易製材所
に売却されてその場で加工
される。大量の加工残渣は
火災の元になるため、ペ
レットに製品化することが
期待されている。
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まとめ

• RFPグループは極東最大級の林業企業であり、
日本向けペレットの主要なサプライヤーとして有望
▫ 建設中のペレット工場は年間生産能力9万㌧(13.5万㌧に拡大の計画も)
▫ 同様の工場を複数建設し、年間生産能力を50万㌧に拡大することも検討

2016 2017 2018

シベリア 209,720 355,097 472,846

　　アルタイ地方 217 157 1,904

　　オムスク州 17 2 51

　　クラスノヤルスク地方 120,672 150,386 122,441

　　イルクーツク州 88,682 204,553 276,490

　　　　欧州向け 84,345 201,204 272,287

　　　　韓国向け 3,967 2,888 4,150

　　　　中国向け 307 459 0

　　　　日本向け 64 2 53

極東 126,321 124,631 71,959

　　沿海地方 103 0 45

　　ハバロフスク地方 125,302 124,631 71,914

　　　　韓国向け 125,302 124,631 71,914

シベリア・極東の木質ペレット輸出先(㌧)

出所：連邦税関庁

• 同様のサプライヤーを他にも
極東やシベリアで確保し、
供給先をさらに多角化すること
が望ましい
▫ 2018年に生産開始したBMグループは韓

国に輸出している模様

▫ アルカイム破綻の理由は不明瞭で（数年
前から財政難が続いており、経営方針に
問題があったとの指摘も）、慎重なパー
トナー探しが必要


