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(4)公開型株式会社バイカル 

場所：アムール州タンボフスキー地区ジャリコヴォ村 

受入担当者：セルゲイ・トカチェンコ氏[Сергей Ткаченко] 

 

バイカル社[ОАО Байкал]は、シベリアの搾油大手｢イルクーツク搾油コンビナート｣(企業グル

ーブル｢ヤンタ｣[ГК Янта]の中核企業)の傘下企業で、主に大豆を栽培し、同コンビナートに納入

している。保有農地は 2 万 5000ha。大豆の他に小麦や大麦も生産しており、一部はアムールゼ

ルノ社を通して日本に輸出している。保管庫は 2000 ㌧前後のものが 12 棟あるほか、現在は 9000

㌧のトウモロコシ用保管庫を建設中。 

 

 訪問では、小麦の収穫作業等を見学した。 

 日本企業からは、中国へのトウモロコシの輸出に関する質問や、農地拡大の展望に関する質問

が出た他、バイカル社の養蜂事業に対する関心(蜂の調達等)も表明された。 

 

 

 

(5)全ロシア大豆科学研究所 

場所：ブラゴヴェシチェンスク市 

受入担当者：アレクサンドル・ナウメンコ氏[Александр Науменко] 

 

1968 年創立の研究所。前身となる研究・

試験栽培事業は 1908 年、大豆の本格的な研

究は 1926 年に始まった。その後、研究所は

育成期間の短い品種や単収の高い品種など

多数の新種を開発し、普及させた。 

 研究所では、穀物や牧草、ジャガイモの

栽培技術の研究も行われている。 

 

 訪問では、バクテリアによる根粒形成の
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技術等を見学した。 

 訪問団からは、アムール州での種子の開発・流通体制に関する質問や、優良種子と州内平均の

単収の乖離に関する質問等が出た。 

 

(6)農業生産協同組合テプリチヌィ 

場所：ブラゴヴェシチェンスク市 

受入担当者：アントン・タラン氏[Антон Таран] 

 

ソ連時代から続く温室企業で、これまでは生産協同組合の形態で活動していたが、財政的な問

題により今年、地元の大手集合住宅建設会社｢メガテク・ストロイ・インヴェスト｣に買収された。 

タラン氏はブラゴヴェシチェンスクの住宅管理会社｢エブロセルヴィス｣の代表取締役だが、現

在はメガテク・ストロイ・インヴェストを出資者として迎え、有限責任会社｢アムールスキー・ア

グロパルク｣の代表取締役として傘下のテプリチヌィ社の温室建設、及びその他の投資事業(野菜

倉庫の建設、太陽光発電、水産養殖の建設)を進めている。 

 

 訪問では、建設中の温室を見学し、｢アムールスキー・アグロパルク｣のその他の投資事業(野菜

倉庫の建設、太陽光発電、水産養殖の建設)についても説明を受けた。 

 タラン氏は、安価な電力の調達に苦心していると述べ、日本企業に電力設備の供給を呼びかけ

たところ、商社等が関心を示した。 

 また、ハバロフスクで温室を建設中の日本企業がタラン氏と、人材の確保や流通体制等につい

て意見交換を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7)アムールアグロホールディング 

場所：アムール州オクチャーブリスキー地区エカテリノスラフカ村 

受入担当者：アレクセイ・ズプコフ氏[Алексей Зубков] 

 

左からヴォログジン農業大臣、通訳、CAMPO社

リマ氏、ロシア農業銀行クレシチョフ氏 



2-28 

エカテリノスラフカ近郊で大豆の加工・物流複合施設の建設を行っている農業企業。本格的に

活動を開始したのは 3 年前。｢ヴェガロン｣のブランド名で活動している。 

 比較的最近に設立された企業で、近年は大豆用の農地を買い集めている。 

 現在の保有面積は約 10 万 ha で、このうち 7 万 ha 程度が実際に作付されている。2016 年には

ほぼ全面積が作付される予定。農地の約半分は大豆用、次いで多いのは穀物(小麦、ライ小麦、大

麦)。トウモロコシは少ない。 

 種子工場の年間生産能力は 2 万㌧で、2015 年秋の収穫分から種子(大豆と小麦)を生産し、2016

年春には最初のロットが出荷される予定。 

 穀物エレベータは最終的には 46 基のサイロを備え(視察時は 6 基が設置済み)、一時保管能力は

25 万㌧になる予定。エレベータはシベリア鉄道及び自動車幹線道路に隣接しており(このような

条件の立地はアムール州にはもう他にはないという)、保管貨物は全体で 1 年間に 3 回転する見込

みなので、ターミナルとしては年間 75 万㌧の作物を出荷することができる。建設期間は 3 年。 

加工部門は 2 ブロックから成り、第 1 ブロック

では食品用ミールと大豆油が生産され、第 2 ブロ

ックではそこから食品添加物用の分離大豆たん

ぱく等が生産される。 

 

 訪問では、複合施設の建設現場の他、試験栽培

場を見学した。 

 訪問団からは、穀物の調達体制や販売先、使用

している品種等に関する質問が出た。 

 

(8)極東発展省 

場所：ウラジオストク市 

受入担当者：アリベルト・ラキーポフ氏[Альберт Ракипов] 

        極東発展省直接投資誘致・輸出及び対外経済活動支援局 次長 

 

ロシア側出席者： 

アリベルト・ラキーポフ氏[А.Р.Ракипов] 極東発展省直接投資誘致・輸出及び対外経済活動支
援局 次長 

ニコライ・ドゥビーニン[Н.А.Дубинин] 同省先進発展地区・インフラ局 次長 

ウラジーミル・ルバーヒン[В.И.Рубахин] 閉鎖型株式会社アグロテク・ホールディング 代表
取締役 

ワジム・プロコフィエフ[В.Л.Проковьев] 公開型株式会社｢統一穀物会社｣ プロジェクトマネ
ージャー 

タチアナ・ブージナ[Т.В.Бужина] ルスアグロ沿海地方 経理部長 

アレクセイ・エローヒン[А.В.Ерохин] Ernst & Young ウラジオストク支部長 

アンドレイ・ズプコフ[А.А.Зубков] 極東発展基金 投資誘致担当上級取締役 
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各発言の要点 

農林水産省・仙台参事官：今回の訪問の背景と目的を説明。 

ラキポフ次長：極東の農業ポテンシャル及びウラジオストク自由港制度について説明。 

ドゥビーニン次長：先進発展地区の農業・食品関連

事業について説明。 

ロシア企業各社：自社の概要を説明。 

CAMPO 社・リマ氏：セラード開発の概要を説明。 

日本企業各社：自社のロシア事業について説明。 

 商社：種子の販売をはじめとする極東での農業事

業に関心。 

 商社：極東から穀物を日本へ輸入しているが輸送

インフラが不十分なので、整備に期待を表明。 

 

(9)沿海地方政府 

場所：ウラジオストク市 

受入担当者：アレクセイ・パヴリコフ氏[Алексей Павликов] 

        沿海地方国際協力局対外経済関係課 主任専門官 

 

ロシア側出席者： 

アレクセイ・スタリチコフ[А.Ю.Старичков] 沿海地方国際協力局 局長 

アレクサンドル・ペレドニャ[А.А.Передня] 同地方水産業・水産資源局 局長 

エレーナ・ヤスケーヴィチ[Е.В.Яскевич] 独立非営利組織｢沿海地方投資局｣ 第一次長 

アレクセイ・タラン[А.М.Таран] 沿海地方農業・食料局 次長 

エヴゲニー・ヴォロサストフ[Е.С.Волосастов] ロシア外務省ウラジオストク代表部 第 2 書記 

クセーニア・コレスニコワ[К.Д.Колесникова] 沿海地方国際協力局国際関係課 相談役 

ドミトリー・リョーフキー[Д.В.Легкий] 公開型株式会社｢ウラジオストク海洋漁業港｣ 代表
取締役顧問 

アレクサンドル・サイフーリン
[А.Н.Сайхулин] 

閉鎖型株式会社｢漁業コルホーズ『ボストーク 1』｣ 
理事長 

コンスタンチン・トコヴォイ[К.П.Токовой] 同社  船舶機械業務主任 

パーヴェル・クリコフ[П.С.Куликов] 同社  マーケティング課 課長 

アレクセイ・パヴリコフ[А.С.Павликов] 沿海地方国際協力局対外経済関係課 主任専門官 

 

各発言の要点 

スタリチコフ局長：沿海地方の経済及び先進発展地区制度について説明。 

農林水産省・仙台参事官：今回の訪問の背景と目的を説明。 

タラン次長：沿海地方の農業の概観について説明。 

ペレドニャ局長：沿海地方の水産業の概観及び水産クラスタ事業について説明。 

ロシア企業各社：自社の概要を説明。 

CAMPO 社・リマ氏：セラード開発の概要を説明。 

日本企業各社：自社のロシア事業や沿海地方との協力の可能性についてコメント。 
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 商社：穀物ターミナルの建設及び港湾整備、

水産物の買付先拡大に関心。 

 商社：自由港への入居やビザ制度の簡略化に

関心。 

 機械メーカー：温室・農業設備の供給に関心。 

 商社：種子の販路拡大に関心。 

 

 

 

(10)ウラジオストク海洋漁業港 

場所：ウラジオストク市 

受入担当者：ドミトリー・リョーフキー氏[Дмитрий Легкий] 

 

 ウラジオストクの水産物及び一般貨物を取り扱う港で、11 のバースを持つ。港湾内には鉄道引

き込み線が総延長 10km 敷設されている。鉄道貨車はシベリア鉄道の終点駅の一つである｢チュル

キン岬｣駅からロシア各地に輸送できる。 

 漁業港では現在、2 つある冷蔵庫のうち稼動しているのは第 2 冷蔵庫だけ。その第 2 冷蔵庫(一

時保管能力 1 万 6000 ㌧)も、2014 年 7 月まで 8 年間、別の企業に貸し出しており、あまり効率

的に利用されていなかった。2014 年 8 月からは漁業港が顧客と直接取引を行うようになり、水産

物の取扱量は急増している。2015 年年 1～7 月の取扱量は前年同期比 3 倍の 15 万 3000 ㌧(144

隻)を記録し、水産物の水揚げ、鉄道発送共にロシアで最大の港湾となっている。2015 年は通年

では 20～25 万㌧に達する見込み。 

 2005 年に操業停止した第 1 冷蔵庫の建て直し計画は、投資額 12 億㍔。新冷蔵庫の稼働(2018

年)により、漁業港の水産物取扱量は年間 25 万㌧増加する見込み。新冷蔵庫では水産品(スケコ、

イクラ、サケ・マス)のオークション取引も行える

ようにする予定。 

 第 1 冷蔵庫の建て直し後、第 2 冷蔵庫も設備を

更新する意向。 

 

 訪問では、稼働中の第 2 冷蔵庫を見学した。 

 訪問団からは、ロット管理体制や輸出手続、冷

却設備に関する質問が出た。 

 

(11)チェルニーゴフスキー・アグロホールディング 

場所：沿海地方チェルニーゴフスキー地区 

受入担当者：ウラジーミル・ルバーヒン氏[Владимир Рубахин] 
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 チェルニーゴフスキー・アグロホールディングは、カムチャツカのハム・ソーセージ大手｢アグ

ロテク｣の子会社で、養豚に必要な飼料作物を沿海地方で生産するために 2013 年に設立された。 

 沿海地方チェルニーゴフスキー地区で主に大豆を栽培するための農地を賃借しており、また、

同地区チェルニーゴフカ村に商業エレベータ(一時保管能力 2 万㌧、2016 年着工予定；将来的に

は 6 万㌧まで拡張)を建設する予定。収穫の余剰が出れば輸出する意向。 

 

 訪問では、ルバーヒン氏が途中から同行し、沿海地

方の農業及び自社の事業について詳細に説明した。 

 訪問団からは、中国人への当地の賃貸しについての

質問、物流インフラについての質問、種子の品種につ

いての質問等が出た。ルバーヒン氏は、要望があれば

日本向けの品種を栽培することも可能だと呼びかけた。 
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3.1 農林水産省がブラジル政府との間で行う二国間政策対話の実施支援 

3.1.1 目的 

農林水産省は、平成 26年 12月に開催した第 1回日伯農業・食料対話に引き続き、平成 28年 2

月 29日(月)及び 3月 1日(火)の二日間に亘り、①ブラジルへの投資環境の改善・整備、②穀物輸

送インフラ改善・マトピバ地域農業開発、③ブラジルでの日本食普及等をテーマに、ブラジル・

トカンチンス州パルマス市において二国間政策対話（第 2回日伯農業・食料対話）を開催した。  

 

3.1.2 二国間政策対話の行程 

 二国間政策対話は、平成 28年 2月 29日（月）及び 3月 1日（火）の二日間に亘り、ブラジル・

トカンチンス州州都パルマス市において開催された。 

2月 29日(月)の対話は、午前中はトカンチンス連邦大学科学文化芸術総合センター（クイーカ

講堂）で開催、同日午後は市内ホテルへ移動し、引き続き対話が行われた。対話の後に日本企業

や日本食の PRを行うレセプションを開催したほか、3月 1日(火)にはパルマス市より南約 60km

に位置するポルト・ナショナルでの農業関連施設の現地視察を行った。また、二国間政策対話の

前日、2月 28日（日）夕刻には、参加日系企業との意見交換会が開催された。実施した二国間政

策対話の行程は表 3.1.2-1のとおりである。 

 

表 3.1.2-1 二国間政策対話（第 2 回日伯農業・食料対話）の行程 

時間 行事 

2 月 29日（月） 

＜午前＞ トカンチンス連邦大学科学文化芸術総合センター内 クイーカ講堂 

住所：Avenida NS15, 109 Norte-Plano Diretor Norte  -Palmas-To, 7701-90 Brasil 

＜午後、レセプション＞ Hotel Girassol Plaza 

住所：Q. 101 Norte Rua Ns A, S/n - Centro, Palmas - TO, 77000-000 Brasil 

08：00 Hotel Girassol Plaza 発 

08：30 開場、受付開始 

09：00～12:35 

 

第１部：穀物輸送インフラ改善・マトピバ地域農業開発等 

１．アブレウ農務大臣 挨拶 

２．松島農林水産審議官 挨拶 

３．マトピバ地域４州代表 挨拶 

４．アブレウ農務大臣 講演 

【マトピバ：世界最大の農業フロンティアの展望とビジネスチャンス】 

５．日本側講演 

【ブラジルにおける穀物輸送フラ及び農業開発に関する日本企業の投資・進出状況

第３章 ブラジルにおける二国間事業展開支援事業 



3-2 

 

及びブラジル政府への期待・要望事項】 

①土屋 ブラジル三井物産株式会社 社長 

【ブラジルの穀物・油糧種子市場とノバアグリの概要】 

②荒木 豊田通商ブラジル 社長 

【マトピバ地域における穀物輸送インフラの改善・整備促進に向けた提言－海外投

資家に対するインフラ投資環境の改善“外貨規制の緩和”－】 

③松永 伯国三菱商事会社 取締役社長 

【ブラジルへの投資環境の改善・整備－世界に冠たる農業大国としての更なる発展

に向けて－】 

④藤江 ブラジル味の素 代表取締役社長 

６．農業・食料分野における日伯協力の覚書署名式 

署名者：（日 本 側）梅田 駐ブラジル日本国特命全権大使 

     （ブラジル側）アブレウ農務大臣 

７．マトピバ地域議員戦線の結成（ブラジル側主催イベント） 

８．マトピバ地域市長戦線の結成（ブラジル側主催イベント） 

 

13:00～ 

Spazio Belladata（昼食会場）へ移動 

＜昼食会（ブラジル側主催）＞ 

Hotel Girassol Plaza へ移動 

14:00～19:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２部：ブラジルへの投資環境の改善・整備等 

 アブレウ農務大臣 挨拶 

 松島農林水産審議官 挨拶 

 

１．ブラジル側講演 

【ブラジルの農業ビジネスにおける外国の投資実現のための環境】 

①アンドレ―・サボヤ・マルチンス 農務省 国際局農業ビジネス促進部長 

【ブラジル国立気象研究所（INMET）の活動の紹介】 

②ディヴィノ・モウラ ブラジル国立気象研究所（INMET）所長 

 

２．テーマ別討議 

（１）輸送インフラ網の整備、マトピバ地域の開発 

（２）関税・税制への要望 

（３）インフラプロジェクトへの日本の融資メカニズム 

（４）ブラジル官民セクターとの日本側の協力メカニズム 

（５）通関手続きへの要望 

（６）日本側のその他の関心事項、日伯両国で取り組む事項 

（日本側講演）※６．の中で 

【ブラジルにおける日本食普及とブラジル農業・食品産業のビジネスチャンス】 


