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真空播種機 育苗セルトレイ(144 穴) 育苗用培土 

 

 

 

 

育苗ハウス 育苗中の苗  

写真 4 播種と育苗行程（チプリチニー社） 

 

移植 

 5 月 18 日、チプリチニー社のキャベツ用半自動移植機械（カップ式、６条植え）を用い約 60

日間育苗した苗を移植した。作業人員は機械オペレータ１人、苗供給６人、苗運搬２人、補植５

人の計 14 人で作業能率は ha 当たり 12 時間であった。 

 キャベツ用の機械では 25×60cm の間隔でしか苗を移植できず、ｈa 当たり 67 千株と栽植密度

が非常に少ない。このため、人力による補植作業で株間を 1/2（12×60cm）に詰め 139 千株/ha

の栽植密度を確保した。しかし、この株数は北海道の約 1/2 で粗植である。  

 

図 9 2017 年の栽植密度（ha 当たり 139 千株） 
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キャベツ用機械による移植

作業 

移植時の苗 人力による補植作業 

写真 5 移植作業（2017/5/18） 

 

結果 

 7 月下旬に観察した際は、生育が遅れていたことから収穫期においてもＭサイズ（150～200g）

もしくはそれ以下の大きさと予測された。 

 しかし、その後の天候回復と収穫期を遅らせたことで収穫時には２L サイズ（300g 以上）の球

もあり収量は 25～30 トン/ha であった。これは、播種日を早め収穫期までの生育期間を伸ばし積

算温度を確保した効果が現れたものである。 

 しかし、タマネギの一球重が平均 200g であることから、現在の栽植密度である限り収量は 139

千株×200g＝27.8 トン/ha となり、これ以上は期待できない。また、タマネギの大きさは S サイ

ズに達しない小球から２L サイズまでバラツキが大きかった。 

このように収量の向上とタマネギ個体のバラツキ抑制の課題については、今回のようなキャベ

ツ用移植機による粗植栽培では解決は難しいと判断された。 

 

   

現地圃場（2017/7/26） 生育状況（2017/7/26） 

葉鞘 25mm、玉直径 25mm、

葉長 68cm、葉数 9.5 枚 

市 販 さ れ た タ マ ネ ギ

（2017/12/15） 

 

写真 6 生育状況と収穫されたタマネギ（現地慣行品種） 
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（４）提案する日本の技術と事業化の可能性 

① 提案する日本の栽培技術 

タマネギの生育期間は 180～200 日と野菜の中でも成長が遅く、そのため寒冷地である北海道

では２月上～下旬に播種してビニールハウスで育苗し、４月下旬に移植することで生育期間を確

保し 8 月～９月下旬までに成熟させて収穫する。一方、サハリン州では、土壌凍結等により５月

中旬までは移植する圃場の準備ができないことから、播種日を３月中旬、移植日を５月中旬より

早めることは難しい。 

タマネギは移植苗の資質が秋の収量の 80％に影響するといわれることから、残された課題は、

育苗技術の改善で良質苗をつくることと、適切な栽植密度で短期間に移植することである。その

ため、播種から移植まで一貫した栽培技術を検討した（図 10）。 

 

図 10 計画するタマネギ栽培スケジュール 

ａ）育苗技術 

後述する移植機にあわせて、北海道のタマネギ栽培で一般的に使用されている育苗用のセルト

レイ 448 穴（14×32 穴、61.9×31.5cm）を使用し、専用の播種機械で種をまく。このセルトレ

イは、チプリチニー社が現在使用しているものに比べて同一面積で 2.5 倍の苗生産が可能で、作

付面積の拡大を可能にする。また、育苗中の夜間は保温資材で被覆し暖房コストを削減する。 

 あわせて、育苗中の管理技術を指導し、写真 8 のような健苗生産を進める。 

 

 

  
  

播種作業 生育を始めた苗 生育を始めた苗 育苗中のハウス 

写真 7 提案する育苗技術（つちから農場） 
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軟弱に育った苗 

（チプリチニー社） 

 丈夫に育った苗 

（つちから農場） 

写真 8 目標とするタマネギ苗 

 

ｂ）移植技術 

タマネギは根が浅く養分競合が少ない作物であるため、密植でも生産性を高めることができる。

そのため、収量向上にはタマネギが隣り合うように密植し、面積当たりの株数を増やすことが重

要になる（写真 9）。したがって、適正な栽植密度を実現するには育苗システムにあわせた専用の

移植機械が必要になる。 

その技術目標は、タマネギ専用の移植機械により 11×30cm＝303 千株/ha の栽植密度を確保す

ることである。また、移植機械の作業能率は ha 当たり 6.5 時間前後であることから、チプリチニ

ー社が計画する 10ha の移植作業を労働力３人で 8 日前後で完了する。 

なお、栽培圃場の施肥管理については、北海道の栽培基準と同等で課題は見られなかった。 

 

図 11 目標とする栽植密度（ha当たり 303千株） 

 

ｃ）目標とする収量 

 理論的には 303千株/haでタマネギの一球重が 200gであれば約 60トンの収量が可能になるが、

欠株などがあり難しい。しかし、現在 139 千株/ha で収量 25～30 トンの実績があることから、栽

培株数を２倍にすることで 50 トン/ha の目標収量は達成可能と判断できる。 

また、タマネギの球肥大の適温は 15～25℃とされており、暑さには弱く 25℃以上では肥大が
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抑制される。一方、寒さに強く氷点下でも凍害を受けにくいことから、サハリン州の気象条件下

においてもタマネギ移植栽培の収量性は、日本技術の導入と栽培ノウハウの蓄積で十分に期待で

きる。 

 

 

 

 

 

 

 

移植後、寝た状態の苗 

（チプリチニー社） 

 ほぼ垂直に植えられた苗 

（つちから農場） 

写真 10 移植の改善目標 

 

② 日本技術によるタマネギ栽培の事業化可能性 

ここでは、提案する技術をチプリチニー社が採用した際に、生産面、経済面で期待される効果

と日本技術の有効性を検討する。 

 

ａ）日本技術の導入で期待できる生産効果 

 図 12 はチプリチニー社が日本技術を導入し 10ha まで作付けを増やし収量 50 トン/ha を達成

した場合の生産量と販売額、及び移植の作業時間に及ぼす効果を概算したものである。 

 生産量と販売額は大幅に増加し、約 3.3 倍の生産量が期待できる。その増加量は ha 当たり収量

の増加より面積を拡大する効果が大きい。そして、移植作業は大幅に時間短縮され、10ha を 8 日

程度で終えることができる35。 

また、参考にチプリチニー社の作付面積が最も多い馬鈴しょ 10ha の販売額を示したが、販売

                                                   
35 移植作業時間は、サハリン慣行を作業能率 12時間/ha×作業者 14人×5ha、日本技術では 6.5時間/ha×3人×

10haとした。 

 

 
    

密植した収穫前のタマネギ 北海道の移植作業 

写真 9 つちから農場でのタマネギ栽培 
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額はタマネギの 1/3 でしかなく、本格的にタマネギ栽培に取り組むことの意義は大きい。 

 以上のことから、チプリチニー社では日本技術により収量向上を図るだけではなく、タマネギ

移植機の性能を最大限に活用し栽培面積を拡大することが重要となる。 

そのためには、今後も育苗施設の確保とタマネギ生産に適した圃場の整備が必要であり、その

課題が解決されるとチプリチニー社の将来目標である 20～30ha の栽培も可能になる。 

図 12 面積拡大と収量向上で期待される効果 

 

（参考）馬鈴しょの生産高 

 

 

ｂ）投資の経済性 

 日本技術によるタマネギ 10ha の栽培に必要な育苗施設や播種機、移植機などのイニシャルコ

スト、及び付随して発生するランニングコストについて投資の経済性を試算した。その結果、投

資利益率は 22.6％、投資回収期間は 3.2 年となり、投資経済性は高いと評価できる。    

また、表 8 でサハリン州のタマネギの販売価格をみると、北海道札幌市場とほぼ同額である。

また、サハリン州のタマネギは馬鈴しょの 1.8 倍の価格で取引されて経済的に優位である。 

したがって、日本と同程度の売り上げが見込まれ、また賃金水準が低いことからランニングコス

トが低くおさえられるため、タマネギの栽培に 1,000 万ルーブル程度（日本円で約 2.0 千万円 表

７）の投資を行っても、経済性は十分に期待することができる。 
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表 7 投資経済性（万ルーブル）36 表 8 販売価格の比較（円/kg） 

 

 

 

ｃ）事業化に向けた留意事項 

日本の栽培システムに対応した育苗技術の習得 

 タマネギの移植栽培では育苗作業が最も技術力を要し、苗質の良否が秋の収量量を大きく左右

するといわれている。 

 この育苗過程では、苗の成長に合わせた緻密な温度管理と潅水技術が求められ、その判断力を

養うには経験が必要になる。特に面積あたりの苗立ち本数が多く育苗密度が高い日本技術では重

要度が高い。 

 このため、日本の施設と機械の導入に加え、育苗中の管理技術や早期移植を確実に行う栽培圃

場の管理技術が必要条件となる。 

 

試験栽培成果の情報提供と普及 

チプリチニー社以外の個人農家からタマネギ栽培に関する意向を聞取りしたが、気象条件から

サハリン州はタマネギ栽培に不適とする回答があった。このような誤った認識や、移植栽培に関

する正しい情報が伝達されていないことは今後の普及を阻む恐れがある。 

そのため、チプリチニー社の試験栽培の成果やタマネギの正しい栽培技術を州内の企業法人や

個人農家に伝達する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

36 ・導入設備と機材は、播種機、育苗トレイ、人工培土、全自動移植機、保温被覆資材、ハウスなど 

  ・投資額と資材額には輸送経費、関税を含む 

   ・投資額には、技術指導料、州政府からの補助金は参入していない 

 

設備投資額 821

増加資材費 174

合計 995

利益増加額 225

キャッシュフロー増加額 311

投資利益率（％) 22.6

投資回収期間（年) 3.2

項目 サハリン 札幌市場

馬鈴しょ 50 91

タマネギ 90 86
※1札幌市場（2012～2016年平均）
※21ルーブル２円で換算
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（５）その他のニーズと事業化が見込まれる内容 

① 日本の種子 

 2017 年 8 月、チプリチニー社が来日し“つちから農場”を訪問し、実際の収穫圃場でサハリン

との違いを確認した際、タマネギの生育が進んでいること、大きさが均一であること、そして収

量性の高さについて確認し、提案する栽培技術の可能性を認識するとともに、日本品種の能力の

高さも注目され、その導入について関心が示された。 

  

写真 11 チプリチニー社の現地視察（つちから農場） 

 

② 小規模面積に対応したタマネギ栽培技術 

サハリン州では、チプリチニー社の試験栽培が軌道に乗れば、他の企業法人や個人農家に当該

タマネギ技術を普及させたい考えである。 

 そのためには、トライアル・モデルとして、育苗はサハリン州の農場がキャベツなどで行って

いる方式を用い、移植は日本の兵庫県などで使われている小型機械による小規模型の技術体系が

有効と考えられる。 

 このように新規投資を抑制した体系の紹介により、小規模な個人農家でも本格的な栽培が可能

となり普及が進む可能性がある。 

図 13 日本の小型移植機を導入した中小規模向けのタマネギ栽培 

 

③ 野菜類の貯蔵技術 

 サハリン州政府では、農業振興の課題の一つに野菜の長期保存による安定供給体制の確立を上

げ、州のプロジェクトでも企業法人の貯蔵庫建設を支援している。 

 サハリン州は、夏季間の気温が低く農産物の貯蔵には有利な条件を備える。しかし、現地の実

態は写真 12、写真 13 のように断熱性に欠ける倉庫に平積み貯蔵されており、容積あたりの貯蔵
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量は少ない。 

 これは、日本のＪＡのような組織が無く、流通・販売は個々の生産者が対応するため、選別や

貯蔵、包装などの施設投資が十分に行われてこなかったものと思料される。 

 この現状とニーズから、同じ寒冷地である北海道の冷涼な気候を利用した低コスト貯蔵施設は

期待に応えられる技術といえる。具体的には、貯蔵庫の断熱処理技術、そして雪冷熱の利用技術

により、貯蔵ロスの低減、操業度向上による貯蔵コストの削減が図られ野菜の出荷期間の延長と

安定供給が見込まれる。 

 

 

写真 12 タマネギ貯蔵庫 

（チプリチニー社） 

 

写真 13 馬鈴しょ貯蔵庫 

 （個人農家―ＲＵＳ） 

 

写真 14 つちから農場のタマ

ネギ貯蔵庫 

 

 

（６）まとめ 事業化に向けた取り組み体制 

 サハリン州タマネギ栽培関連事業を日本企業が持続的に展開するには、農業機械と施設の輸出

にあわせて、栽培技術の習得に向けた支援を行う体制の整備が必要と考えられる。特にタマネギ

の移植栽培は日本で築き上げられた技術で、供給する機械もその栽培方法に併せて開発されたも

のであり、使用方法やメンテナンスを含めてロシア国内はもちろん他の国からも学ぶことができ

ない。 

  

① ソフト面～栽培技術支援と研究交流 

サハリン州でタマネギ栽培を定着させるには、日本の移植栽培技術に改良を加え、現地の栽培

環境に適応した技術を確立することが重要であろう。 

そのためには、日・露の生産者と研究者の交流によりサハリン版の移植栽培マニュアルを策定

することが重要である。その内容は、育苗から収穫、貯蔵、選別、出荷までの広範囲を網羅する

必要がある。 

 マニュアル化することで栽培技術の見える化が図られ、さらなる改善技術や農業者の工夫が生

まれ、州内への栽培普及が促進される。 

  

② ハード面～栽培マニュアルに対応した農業機械、生産資材の供給 

 本報告では、春の育苗と移植作業の重要性に即して事業化の方向をみてきたが、サハリン州の

タマネギ生産では栽培圃場の管理、収穫、乾燥、貯蔵、選別、包装などにも課題を残しており、

これら改善するための機械と施設の提案が期待される。 
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③ 事業化の必要条件  

 円滑かつ持続的な事業化にはハードとソフトの一体化が必要であることを指摘したが、これに

加えて、ソフトでは現地パートナー農場との関係構築とコンサルフィー、ハードでは輸出手続き

や資金回収などを含めた幅広い内容の取り組みが必要になる。このため、事業化のスキームには

生産技術から物流や資金回収まで幅広い範囲でコーディネート機能を有する商社等を中心に位置

づける必要がある。 

 

図 14 事業化に向けた取り組み体制（想定） 
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４．園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査 

 

（１）背景・目的 

 

ロシア極東は、冬期間の最低気温がマイナス 20℃～マイナス 60℃に達するほか、日照時間が短

いなど、厳しい気象環境にあり、特に冬期間の野菜栽培が困難である。 

こうした中、現状では、域内で消費される野菜は中国等からの輸入に依存しているが、現地の

消費者からは安心・安全な野菜を求める声は大きく、州・地方政府としても、輸入代替を進め、

現地で安心・安全な食品・野菜を生産することに注力しつつある。 

 このため、厳冬期でも生産できる寒冷地技術を活用した温室施設による野菜栽培が求められて

おり、サハ共和国ヤクーツク市で温室事業を開始した SAYURI 社の協力を得て、ロシア極東地域で

の温室事業の現状と課題を調査し、我が国民間企業が参入可能性について調査を実施した。  

 

（２）ロシア極東における野菜事情 

 

①ロシア極東における野菜事情 

 

ロシア国内では健康食材ブームやヨーロッパの食文化の影響により、日々の食生活の中で多く

の野菜を摂取するようになってきている一方、ロシア極東は気候条件が厳しいため通年の野菜栽

培が困難な環境である。ロシア国内で最も野菜栽培に適した南西部でさえ生鮮野菜を摂取できる

期間は年間４～５ヶ月程度に過ぎず、特にロシア極東においては生鮮野菜の出回る期間は年間２

～３ヶ月程度である。 

このためロシアの国産野菜が不足する期間は、トマトを筆頭にタマネギやネギ、キュウリ等の

生鮮野菜を近隣である中国からの輸入に依存している。 

また、世界保健機関(WHO)が推奨する一人当たりの野菜の年間最低摂取量は 146kgであるが、ロ

シア極東で最も極寒地に位置するサハ共和国においては年間約 80kg程度しかなく、共和国政府は

住民のビタミン不足を懸念している。 

ロシア極東連邦管区における野菜生産量は沿海地方とサハリン州では年々生産量が増加傾向に

あるが、他地域においては前年より生産量が下回っている場合もあり、寒冷地での野菜栽培の厳

しい実態がうかがえる。 
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図 1 ロシア極東における野菜の生産量 
(出所：国家統計局「ロシアの地域 2015年」) 

 

 

 
図 2 ロシア極東における野菜の輸入量 

(出所：ロシア連邦関税局「対外貿易統計」) 
※サハ共和国は 2016年に 2.9tの缶詰野菜を輸入したが、2017年は輸入野菜をロシア国内の他地域か 

ら購入しており、直接輸入ではないため輸入量は 0.0tとなっている。 
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図 3 ロシア極東における輸入野菜の内訳(2017年) 
(出所：ロシア連邦関税局「対外貿易統計」) 

 

 

図 4 ロシア極東における輸入野菜の国別内訳(2017年) 
(出所：ロシア連邦関税局「対外貿易統計」) 

 

②ロシア極東の野菜市場 

 

ロシア極東において通年で野菜栽培を行うことができる農業者、事業者は非常に少ない。夏か

ら秋（７～９月）にかけては個人菜園または露地物の作物が多く出回り、８月は野菜価格の底値

となる。輸入野菜がロシア国内に流通するのが 10月初旬頃からで、そのほとんどが中国産野菜で

ある。 

2014年よりウクライナ情勢をめぐる対ロ経済制裁の報復措置として、米国と欧州連合（ＥＵ）、

オーストラリア、カナダ、ノルウェー等からの青果物、肉類、魚、乳製品の輸入禁止が継続され

ている。また 2016年よりトルコ産の一部青果物も輸入禁止となったが、現在はトマトの輸入制限

を除き輸入禁止が解除された。 
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参考 1 輸入禁止品目(出所：JETRO 一部抜粋) 

 

 

 

③ロシア極東の野菜販売価格 

 

ロシア極東のスーパーマーケット、市場等を対象にロシア国内でニーズの高いトマト、キュウ

リについて夏季（６月～９月）、冬季（11月～12月）に価格調査を行った。 

夏季については先述した通り露地物、地元産の野菜が多い一方、冬季はロシア国内の温室施設

で栽培されたものが出回っている他、中国産をはじめとする海外産が出回っている。 

夏季、冬季を通じて、中国産の価格は大きな変動は無いが、ロシア国内産の冬季の価格は夏季

と比較すると約２～３倍の価格となっている。また、カムチャツカ地方においては栽培環境や物

流等の事情により、ロシア極東の他地域と比較すると割高となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 年 8 月 6 日付ロシア連邦大統領令第 560 号「ロシア連邦の安全確保のための個別特別

経済措置の適用について」、および同大統領令の実施措置に関する 2014 年 8 月 7 日付第 778

号政府決定に従い、米国、EU、カナダ、オーストラリア、ノルウェー産の農産品・原材料・食

料品の輸入が１年間禁止された。2015年６月 25日付政府決定第 625号によって、政府決定第

778号も改正され、日用食料品で輸入禁止品目が拡大された。また同年８月には、アルバニア、

モンテネグロ、アイスランド、リヒテンシュタイン、および条件付きでウクライナ（2016 年

１月１日から適用）が、禁止措置の対象国に加えられた。同禁止措置は、2017年６月 30日付

ロシア連邦大統領令第 293 号により、2018年 12月 31日まで延長された。 

また連邦政府は、貿易に対する国家規制法に定める例外的な場合には、農産物または水産物

の輸入を禁止あるいは制限することができる。 

2015 年 11 月 28 日付ロシア連邦大統領令第 583 号「ロシア連邦の安全確保及び犯罪その他

の違法行為からのロシア国民保護のための措置について、ならびに、トルコ共和国に対する特

別経済措置の適用について」、および同大統領令の実施措置に関する 2015年 11月 30日付政府

決定第 1296号に従い、2016 年１月１日より野菜・果物・肉などのトルコ産農産品・食料品 17

品目の輸入が禁止されたが、2016 年 10 月 9 日付政府決定第 1020 号に従い、2016 年 10 月 20

日より一部の果物が禁止リストから外され、2017 年６月２日付政府決定第 672 号に従ってほ

とんどの禁止が解除された。2017年 11月 16日現在、トマトの輸入だけが制限されている。 
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表 1 ロシア極東におけるトマト、キュウリの価格(kg当たりの価格) 
(道銀地域総合研究所調べ) 

 
 
 

  

大玉トマト（中国産） 100R 中玉トマト（沿海地方産） 280R

中玉トマト（沿海地方産 露天販売） 50R 中玉トマト（沿海地方パルチザンスク産） 250R

中玉トマト（沿海地方産） 110～115R 中玉トマト（ウズベキスタン産） 350R

中玉トマト（中国産） 75R 中玉トマト（中国産） 130R

ミニトマト（中国産） 50～100R ミニトマト（中国産） 200～220R

キュウリ(大)（沿海地方産） 130R キュウリ（沿海地方産） 250R

キュウリ(小）（沿海地方産 露天販売） 55R キュウリ（ノボシビルスク州産） 260R

大玉トマト（ハバロフスク地方産） 100R 中玉トマト（アムール州ブラゴベチェンスク産） 220R

大玉トマト(イスラエル産） 1,000R 中玉トマト（カザフスタン産） 130R

中玉トマト（ハバロフスク地方産） 75R 中玉トマト（中国産） 100R

ミニトマト（中国産） 100～130R ミニトマト（中国産） 150～200R

ミニトマト(イスラエル産） 1,100R キュウリ(大)（ハバロフスク地方JGC Evergreen産） 205R

ミニトマト（モロッコ産） 1,100R キュウリ(大)（ロシア産） 190R

キュウリ(大)（ハバロフスク産） 110R キュウリ(大)（中国産） 110～150R

キュウリ(大)（ブラゴベチェンスク産） 130R

キュウリ(小）(ユダ自治州産） 65～70R

大玉トマト（ユダ自治州産） 210R 中玉トマト（中国産） 180～220R

大玉トマト（中国産） 250R キュウリ(大)（サハ共和国ヤクーツク市SAYURI産） 300R

中玉トマト（サハ共和国ヤクーツク産） 150R キュウリ(大)（ノボシビルスク州産） 200R

中玉トマト（沿海地方ウスリースク産） 100R キュウリ(大)（中国産） 180～200R

ミニトマト（サハ共和国ヤクーツク産 露天販売）　 130R

枝付き中玉トマト（中国産） 160R

ミニトマト（中国産）　 320R

枝付きミニトマト（タンザニア産） 380R

キュウリ(大)（サハ共和国ヤクーツク産） 100～150R

キュウリ(小）（サハ共和国ヤクーツク産） 50R

大玉トマト（カムチャッカ地方産） 380R 枝付き中玉トマト（ロシア産） 750R

中玉トマト（カムチャッカ地方産） 350～450R 中玉トマト（アゼルバイジャン産） 600～850R

中玉トマト（アゼルバイジャン産） 700R 中玉トマト（中国産） 180R

中玉トマト（中国産） 130R ミニトマト(中国産） 220R

枝付きミニトマト(モロッコ産） 400R キュウリ(大)（カムチャツカ地方産） 800R

ミニトマト(中国産） 160R キュウリ(大)（ノボシビルスク州産） 250～300R

キュウリ(大)（カムチャツカ地方産） 150～200R キュウリ(大)（ロシア産） 330R

キュウリ(大)（ロシア産） 280R キュウリ(大)（中国産） 100R

ヤ
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写真１ ロシア極東でのトマト、キュウリの販売状況(夏季・冬季) 

 

ウラジオストク市で露天販売されている露地物 
（夏季） 

ヤクーツク市で露天販売されている露地物 
（夏季） 

ﾍﾟﾄﾛﾊﾟﾌﾞﾛﾌｽｸ・ｶﾑﾁｬﾂｷｰ市の市場で販売されている露
地物（夏季） 

ウラジオストク市のスーパーマーケットで販売され
ている中国産のトマト（夏季） 

ヤクーツク市のスーパーマーケットで販売されてい
るタンザニア産のトマト（夏季） 

ﾍﾟﾄﾛﾊﾟﾌﾞﾛﾌｽｸ・ｶﾑﾁｬﾂｷｰ市のスーパーマーケットで販
売されているロシア産キュウリとアゼルバイジャン
産トマト（冬季） 

ハバロフスク市のスーパーマーケットで販売されて
いる中国産トマト（冬季） 
 

ヤクーツク市の個人商店で販売しているロシア産キ
ュウリと中国産トマト（冬季） 
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（３）ロシア極東の温室施設の現状 

 

①ロシア極東の温室施設の現状 

 

ソビエト連邦の崩壊によりコルホーズやソフホーズが運営していた温室施設農場の大部分が経

営破たんし、半数以上が解体された。また、国からの資金供給が途絶え、地域をまたぐ流通シス

テムが分断され、ハイパーインフレや国民生活レベルの低下、その後に起きたエネルギー価格高

騰等により温室施設の経営はほとんど立ち行かなくなった。 

現在、ロシア連邦政府が進める輸入代替政策により、温室施設での野菜栽培は農業振興政策の

優先政策課題の１つとなっている。ロシア連邦農業省の「2013～2020年農業の発展と農作物、原

料、食糧市場の調整のための特別国家プログラム」によると、現在ロシア国内で消費されている

国内外産の温室施設野菜については、国内産を 90％まで引き上げるとともに、最新の通年型ハウ

スを 2,000ha建設することを目標に掲げている。 

2017 年の段階でロシア国内における温室施設事業者は大小合わせると約 180 社・団体があり、

そのうち約９割がロシア南西部、欧露部に集中している。ロシア極東、シベリア地域にも温室施

設は存在するが、生産規模はまだ小さく、地域の小さな需要に対応できる程度である。 

 

 

図 5 ロシア国内における温室施設分布図(出所：ロシア温室協会) 
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表 2 ロシア極東、シベリア地域の主たる温室施設の概要 
(道銀地域総合研究所調べ) 

 

 

 

 

温室施設名 主な概要 

ノボシビルスクハウス農場 
（ノボシビルスク州、トル 
マチョーヴォ町） 

・総面積：17 ha 
・栽培作物：トマト、キュウリ、ラディッシュ、サラ   

ダ菜、セロリ、ほうれん草、バジル、 
パセリ等 

・年間生産量：12,000トン 
（トマト 50 kg/㎡、キュウリ 120 kg/㎡） 

・設備：オランダ製 

(有)TyumenAgro農場 
（チュメニ州、チュメニ市） 

・総面積：16 ha 
・栽培作物：トマト、キュウリ、葉物野菜 
・年間生産量：8,950 トン 
・設備：オランダ製 

公開型株式会社 Agrofirma 
（ハンティ・マンシ自治管 
区ヤルキー町） 

・面積：１棟目 3.1ha、２棟目 5.35ha 
・栽培作物：トマト、キュウリ、葉物野菜 
・年間生産量：トマト 333トン、キュウリ 1,429トン 

葉物野菜約 50万株 
２棟目稼動後は総計 3,800トンの予定 

・設備：ロシア製、オランダ製、ドイツ製、スイス製 

国営農業企業 
ダリネボストーチノエ 
（沿海地方、アルチョム市） 

・温室面積：18ha 
・栽培作物：トマト、キュウリ、 

葉物野菜（サラダ葉、ハーブ類） 
・年間生産量：野菜 5,280トン 

（温室作物 4,580トン） 
・設備：ロシア製 

(株)チプリチニィ 
（サハリン州、 
ユジノサハリンスク市） 

・温室面積：10ha 
・栽培作物：キャベツ、ジャガイモ、タマネギ、 

ニンジン、ビート、キュウリ、トマト、葉物
野菜 

・年間生産量:温室 4,100トン 
(うちキュウリ 104kg/㎡） 

・設備：オランダ製 

(有)JGC Evergreen 
（ハバロフスク地方、 
ハバロフスク市） 

・温室面積：１棟目 2.5ha、２棟目 2.5ha  
・作物：トマト、キュウリ、ラディッシュ、葉物野菜 
・年間生産量：1,000 トン 
・収量（キュウリ）：約 1,000kg/日 
・設備：オランダ製 

農場経営者 V.Butkov 
（ハバロフスク地方、 
ハバロフスク市） 

・温室面積：0.5ha 
・作物：葉物野菜（14種類） 
・年間生産量：175トン 
・収量：6,000株/日 
・設備：オランダ製 

ＡＴＢ社 
（ハバロフスク地方、 
ハバロフスク市） 

・工場面積：5,000㎡（うち育苗用面積 1,200㎡） 
・工場容積：6,000㎥ 
・作物：葉物野菜、ハーブ（現在、６種類） 
・収量：10,800株/日（約 800kg） 
・設備：ロシア製、日本製(システム) 

※ＡＴＢ社のみ完全人工光型植物工場、それ以外は太陽光型温室施設 
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写真 2 ロシア極東での温室施設野菜の販売状況 

 

ノボシビルスクハウス農場のキュウリ(ペトロパブロ
フスク･カムチャツキー市内の市場) 

ダリネボストーチノエのキュウリとトマト(ウラジオ
ストク市内スーパーマーケット) 

チプリチーニーのキュウリ（ユジノサハリンスク市内
のスーパーマーケット） 

JGC Evergreenのサラダ菜(ハバロフスク市内スーパー
マーケット) 

農場経営者 V.Butkov のフリルレタス(ハバロフスク
市内スーパーマーケット) 
 

ＡＴＢ社のサラダ菜(ハバロフスク市内スーパーマー
ケット) 

 

②ロシア極東の温室施設のニーズ 

 

ロシア農業省によると、ロシア国内の温室施設で栽培された野菜の摂取量は全国平均で１人当

たり年間４kg程度であるが、地域差が極めて大きい状況にある。また、ロシア人が購入する温室

施設野菜のうち国産はわずか 24％に過ぎず、残りは中国等からの輸入に頼っている。輸入野菜は

安価であるが、ロシアで禁止されている化学薬品等を使用していることも少なくなく、輸入野菜

より自国産に対する信用のほうが高い。 
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今後、ロシア極東での野菜温室の普及により、既存のスーパーマーケットチェーンの他、直売

所や公設市場、外食産業、教育機関（幼稚園、学校等）、医療機関等へのマーケットの拡がりが期

待できるとともに、安全な食材に対する関心が高まり、生鮮野菜の有用性が認知されるにつれ、

温室施設野菜の需要は安定して伸びていくことが期待できる。 

 

 

（４）ロシア極東での日本企業による野菜温室プロジェクトの現状 

 

前述のとおり、ロシア極東では消費する野菜の大半を海外に依存しているが、現地の消費者か

らは安心・安全な食品を求めるニーズが強く、ロシア政府としても、輸入代替を進め、現地で安

心・安全な食品・野菜を生産することに注力しつつある。 

一方でロシア極東における野菜温室の普及は立ち後れており、寒冷地での栽培技術や高品質・

高付加価値の食品生産・供給に関し、距離的に近い日本企業からの協力に対する期待は高い状況

である。 

既にロシア極東では日本企業による野菜温室プロジェクトが徐々にではあるが進んでおり、現

時点ではハバロフスク市の JGC Evergreen（日揮）、ヤクーツク市の SAYURI（北海道総合商事）が

温室施設による野菜生産を実施している。それぞれの企業の取組概要には表３、写真３、表４及

び写真４のとおり。 

 

表 3  JGC Evergreen（ハバロフスク市）の取組概要 

 

所在地 ハバロフスク地方ハバロフスク市ドンスカヤ２a 

概要 トマト、キュウリ、葉物野菜等の栽培、販売を行っている。同社は現地の自然

環境に適した設備で、品質を重視する日本型農業を実施することにより、消費

者の求める農作物をほぼ通年で地域に供給することを可能にし、地域課題への

ソリューションを提供している。 

主な取組 ・優先的社会経済発展区域（TOR）ハバロフスクの工業団地「アバンギャルド」

に 2015年に野菜温室を建設、トマトとキュウリの栽培を開始。 

・温室稼動期間は９ヶ月/年、年間の生産量はキュウリ、トマト合わせて約 1,000

トン。 

・主な販路先は、ハバロフスク市内の中央市場内の直売所、市内スーパーマー

ケット、レストラン等、約 70店舗。 

・温室施設は断熱性の高いガラス温室を採用、オランダのプリバ社による環境

制御を行なっている。 

・天然ガスボイラーを設置、温水によって施設内の温度を維持する他、補光処

理を行うことで作物の成長を促す。 

・現在の栽培面積 5.0ha(2017年 12月 2.5ha拡張済み) 

・将来的にはイチゴの栽培を目指しており、2018年３月よりイチゴの試験栽培

を実施する予定。試験栽培を実施する温室施設も建設予定で、日本企業が参

画予定。 
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写真 3 JGC Evergreen施設概要 

JGC Evergreen 温室施設 2017年 12月、2.5haの温室を拡張 

拡張した温室ではトマトを栽培  ハバロフスク市内の中央市場内にある直売所 
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表 4  SAYURI（ヤクーツク市）の取組概要 

 

写真 4 サハ共和国ヤクーツク市温室施設概要 

ヤクーツク市の通年型温室栽培施設 極寒期のトマトの試験栽培 

 

 

所在地 サハ共和国ヤクーツク市カンガラシー地区 

コムソモルスカヤ通り７ 

概要 極寒地域であるサハ共和国からの「安心、安全な地産の野菜を通年で収穫した

い」との要請に応えるため、気候の近い北海道の温室建設の実績や野菜栽培の

ノウハウをもとに、厳しい気候にも耐えうる通年型温室施設（0.1ha）を 2016

年に設置。冬期間、トマト栽培の実証実験を実施。 

主な取組 ・サハ共和国では通年型温室施設による本格的な野菜栽培はこれまで実績な

し。 

・現地行政関係者によるとソ連時代も含めドイツやオランダ等の海外企業が設

置に向けて検討を行ったが極寒地のため実現には至らなかった。 

・2014 年ヤクーツク市、アルマズエルギエン銀行が中心となって日本技術に

よる温室施設設置を検討、日本企業への要請があった。 

・事業者の SAYURI はヤクーツク市、アルマゼルギエンバンク等の出資により

2016年３月を設立。 

・2016年日本国内商社、農業施設建設会社、農業生産法人等 10社が参画して

0.1haの試験温室施設をサハ共和国ヤクーツク市に設置。 

・温室施設には日本製の耐久性・耐寒性に優れたフッ素フィルム、環境制御装

置を導入した。 

・試験栽培に当たっては現地の栽培技術者を日本に派遣し、技術指導を実施。 

・2016年 11月～2017年７月、試験温室にて厳冬期でのトマトの試験栽培を実

施。0.1ha換算で約 24tの収量。 

・2018 年から 1.2ha の温室を建設、同年９月に完成、トマト、キュウリの栽

培がスタートする予定。 

・2020年までに約 3.2haの通年型温室施設の設置を目指す。 
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（５）サハ共和国ヤクーツク市の野菜温室の現状、今後の見通し 

 

 サハ共和国ヤクーツク市で SAYURIが展開している野菜温室については、前述のように現地行政

機関等の要請により日本企業が参画、日本製の技術、設備を導入して 2016年に設置し、厳冬期の

トマトの試験栽培を実施したところである。2020年までには 3.2haの通年型温室の設置を目指し

ている。 

 ロシア極東の極寒地域で日本の技術、設備を導入した事例として本プロジェクトの概要、栽培

状況、今後に向けた取組み状況等について調査を実施した。 

 

①日本の技術、設備の導入状況 

 

SAYURIの温室施設は、日本国内の積雪寒冷地での温室事業に豊富な経験を有する㈱ホッコウ（北

海道札幌市）を中心に国内の農業関連企業が参画、2016 年７月より施工、建設を開始、同年９月

末に完成した。 

ロシア極東の温室施設はガラス温室が一般的であるが、永久凍土地域であるヤクーツク市は夏

冬の寒暖差による地盤の歪みによりガラス温室施設は破損する恐れがあった。そのため日本国内

の積雪寒冷地で実績のあるフッ素フィルムを温室施設に導入した。併せて、厳冬期の最低気温が

マイナス 60℃という気象条件のためフッ素フィルムを３層にする複層エアハウスを採用。これに

より高い断熱性、耐寒性、耐雪性を有する。 

また、環境制御装置については、日本国内の積雪寒冷地の環境制御ノウハウを活用することに

より、現地事情に応じた温室施設内の環境制御を設定できるとともに、インターネット通信環境

が整っていれば制御プログラムの変更も日本国内で可能である。 

 

②2016年～2017年のトマトの試験栽培の実施概要 

 

 トマトの試験栽培に当たっては、サハ共和国から農業技術者を日本に受入れて、３ヶ月間、国

内野菜温室で農業技術、栽培技術を学習させた後、2016 年 11 月～2017 年７月、試験温室施設に

てトマトの試験栽培を実施した。試験結果としては、0.1ha換算で約 24トンの収量であった。 

収穫したトマトは教育機関（幼稚園、学校等）への提供、市内スーパーマーケットで試験販売

を実施した。中国産等の輸入のトマトと比較して高い価格設定(345ルーブル/１kg)としたが、地

元消費者からはトマトの風味が強く、味が濃い等、食味の良さが評価された。また、販売開始後

も常時人気が高く、スーパーマーケットでは品薄の状態が続き、店員、消費者より、取扱量の増

加が期待される状況である。 

 



76 

 

表 5 2016年のトマトの試験栽培概要 

 

 

表 6 2016年～2017年トマトの試験栽培の月別収量実績 

 

 

写真 5 トマトの試験栽培の概要 

試験栽培したトマトの果実 試験栽培したトマトの販売状況 

 

 

 

 

 

 

 

温室面積 0.1ha(10a=1,000㎡) 

栽培面積 ７a(700 ㎡)※無補光区で生育不良のため３a分廃耕 

栽培株数 1,440 株/７a 

栽培スケジュール ■播種:2016 年９月７日 

■定植:2016年 11月１日 

■収穫:2016年 12月 16日 

■収穫終了:2017年７月 24日 

 

収穫月 12月 1 月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 計 

栽培面積

(7a) 

収量(kg) 

1,018 2,450 1,753 2,344 2,947 3,042 2,394 2,117 18,065 

栽培面積 

(0.1ha換算)  

収量(kg) 

1,324 3,185 2,278 3,047 3,831 3,955 3,112 2,752 23,484 
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③温室施設の投資計画、事業収支 

 

 日本の技術、設備の導入により 2016 年に試験温室施設を設置後、2018 年に 1.2ha、2020 年ま

でに 3.2ha の温室施設設置を目指している。栽培野菜はトマトのほか、ロシア極東で需要の高い

キュウリを予定しており、将来的には葉物野菜の栽培も検討している。 

 ヤクーツク市、SAYURIからのヒアリングによると、優先的社会経済発展区域（ＴＯＲ）の投資

家支援策を活用し野菜温室を建設、稼動した場合、内部収益率 25.8％、投資回収期間 8.1年が計

画されている。ヤクーツク市によれば売上高、投資額、生産コストの変動により数値が 10％程度

悪化しても黒字化を確保できると見込んでいる。 

 

表 7 SAYURI温室施設の投資効果、事業収支（出所: ヤクーツク市役所提供資料) 

 

 

④温室施設のコスト概算 

 

SAYURIのヒアリング調査によると温室施設の運営コスト（種苗、肥料、農薬等購入費）と光熱

費（ガス、電気料金）がそれぞれ概ね３割、減価償却費が概ね２割という概算となる。特に光熱

費は厳冬時の暖房、日照不足を補うための照明の費用で、ロシア極東極寒地で温室施設を展開す

る際はロシア他地域と比較して光熱費が高くなると想定される。 

2017年末頃からロシア連邦政府の政策の一環として、地域間格差を無くすためロシア極東の光

熱費の値下げがあった。これによりサハ共和国においては夜間の電気料金は昼間の半額となり、

日照不足を補う照明を夜間に使用できるメリットがあるなど、温室施設の光熱費の削減も期待で

きる。 

単位(百万ルーブル）

一般税制 TOR

投資額 1,335 1,335

積分指標算定期間（年） 10 10

正味現在価値（ＮＰＶ） 132.5 231.8

割引回収期間（ＤＰＢ　年） 8.8 8.1

内部収益率（IRR　％） 20.0 25.8

売上高 3,540 3,540

売上原価 1,744 1,706

売上総利益 1,796 1,834

税引き後純利益 1,137 1,495

事
業
収
支

項目

投
資
効
果
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図 6 SAYURIの温室施設のコスト概算 
(出所：ヤクーツク市役所資料、SAYURIの聞取りに基づき作成) 

 
 

表 8 サハ共和国の光熱費(2017年 11月現在) （SAYURI社聞取りに基づき作成） 

 

⑤今後の見通し 

 

ヤクーツク市、SAYURI によると 3.2ha の野菜温室の設置に向けて、ロシア連邦政府の補助金、

金利優遇制度、日露投資ファンド、現地銀行を介す融資方法で貸し倒れリスクを下げるツーステ

ップローン等の活用を検討しており、それらにより採算性や運営コストの軽減を図ることによっ

て、市場に出回っている中国等の輸入野菜に対抗できる可能性があると見込んでいる。 

ヤクーツク市は 3.2ha の野菜温室によりヤクーツク市内近郊の年間消費量ベースでキュウリは

約７割、トマトは約３割を補えると見込んでいる。 

今後、ヤクーツク市はもとよりサハ共和国で日本の技術、設備を導入した野菜温室が普及する

ことにより、冬期間の野菜需要を満たすことが可能になるとともに、販路先については小売チェ

ーン店以外にも直売所や公設市場、外食産業、教育機関（幼稚園、学校等）、医療機関等の潜在的

なマーケットの掘り起こしにより、野菜消費量が伸びることが予想される。 

 

光熱費の種類 料金 

電気 
昼間：4.4ルーブル/1Kw 

夜間：2.2ルーブル/1Kw 

ガス ４ルーブル/1㎥ 

 



79 

 

 

 

図 7 ヤクーツク市内近郊（人口規模約 450,000人）のキュウリ・トマトの年間消費量に占める通
年型温室施設栽培（規模：3.2ha,栽培期間 10ヶ月程度）のシェアの可能性（出所：ヤクー
ツク市資料、SAYURI社聞取りに基づき作成） 

 

 

 

参考 2 温室施設の建設及び改造に関する補助金概要（出所：ロシア連邦農業省） 

 

 

 

温室施設の建設及び改造に関する補助金概要 
URL http://static.government.ru/media/files/CtyGe4fKXnJ9usyy5zvLZLtYXvG4U62E.pdf 
 

2015年６月 24日付けロシア連邦政府法令第 624号（2017年 1月 21日付け第 48号改正版）
「ロシア連邦政府予算からロシア連邦構成主体予算へ農業生産物件の新規建設または改造、
および機械、設備の購入にかかる直接費用の一部補填の提供と分配の実施規則」に基づく 
 
a)補助金対象者 

農産物生産者およびロシア企業（個人農家を除く） 
b)補助対象事業 

ロシア連邦の国家プログラムおよび地方自治体プログラムの実施に当たる業務。農業生産
者（個人農家を除く）が所有する温室施設の建設または改造事業。新技術、設備の導入及
びインフラ開発も含む。 

c)補助対象 
【建設・改造用資材】【暖房システム】【環境制御設備】【収穫用設備】【インフラ設備】 

d)補助率 
補助対象の経費のうちロシア各地域（極東連邦管区を除く）20％、極東連邦管区 25％を補
助する。 

e)補助金の申請 
・補助金申請書と建設に係る計算書を地方政府農業担当部局に提出する。 
・補助金の採択に当たっては温室施設運営の経済性を重視、経費根拠を示さなければならな

い。 
・施設完成後、地方政府農業担当部局の検査を経た後、補助金が交付される。 
f)その他 
・温室施設の建設および改造に当たっては、年５％の貸出優遇金利制度がある。 
・2018年にロシア連邦政府の温室施設の建設及び改造への政府支援額は 41億ルーブルを計画

している。 
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（６）サハ共和国ヤクーツク市の温室施設での新規品目の栽培可能性 

 

 ロシア極東では冬期間の野菜需要を満たすため温室施設でのトマトやキュウリ等の生産が行な

われており、2016年に日本企業が参画してサハ共和国ヤクーツク市に設置した通年型試験温室に

おいてもトマトに加えキュウリの栽培も期待されている。 

 このため、キュウリの栽培可能性について、SAYURIの協力を得て、試験栽培を通じた検討を行

なった。 

 

①新規品目(キュウリ)の試験栽培 

 

キュウリの試験栽培に当たっては、日本国内の寒冷地温室施設での栽培実績を豊富に有してお

り、SAYURIの試験温室施設設置に参画したホッコウ（北海道札幌市）の栽培技術員を専門家とし

て派遣し（８月、11月の計２回）、実施した。 

 

表 9 キュウリの試験栽培概要 

 

 

 

 

  

栽培面積 0.1ha(10a=1,000 ㎡) 

栽培株数 1,900株 

栽培スケジ

ュール 

2017年８月〜2018年５月まで計３作 

[１作目]  

8/4播種→8/22移植→9/10定植→9/25〜収穫開始→1月下旬収穫終了 

[２作目] 

9/8播種→10/15 定植→11/20収穫開始→3月下旬収穫終了(予定) 

[３作目:(※収穫中の株を残したまま新苗を定植)]  

11/15播種→12月下旬定植→1月下旬収穫開始→5月下収穫終了(予定) 

栽培品種 冬期間の栽培に適する２種を選定した。 

 

パクト（左） ジャウエル（右） 
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写真 6 キュウリの試験栽培の様子(2017年８月) 

キュウリの播種作業 移植前のキュウリの苗 

移植後のキュウリ苗① 移植後のキュウリ苗② 

キュウリの生育状況① キュウリの生育状況② 
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②キュウリの試験栽培技術 

 

 2017年８月から開始したキュウリの試験栽培の詳細は以下のとおり。 

 

・温室施設内の温度管理 

補光を行う時間帯(夜間)は 23℃～25℃、行わない時間帯は 20℃程度で温度管理を行なう。日本

での栽培は、日中の気温は 25℃程度、夜間は 15℃以上を目標に温度管理する事が一般的である。

ただ、夜間の管理する温度を高くするほど、生育速度は速まるが、それに応じて高熱費もかかる。

ヤクーツク市の場合は、夜間のハウス保温に使用するガス代は高くないため、夜温の温度を 20℃

程度で維持、管理し、生育スピードの促進を図ることにより栽培期間中に多くの収量を確保でき

ることを見込んだ。 

 

・補光管理 

 電気料金が安価な夜間の時間帯を利用して、夜間から日中にかけて 14時間(23:00～13:00)の補

光を実施、光熱費の削減を兼ねた補光の管理を行なった(※冬期間のヤクーツク市の日の出時刻は

午前９時、日の入り時刻は午後３時)。 

日本では果菜類の栽培時、補光管理をすることが少なく国内の栽培技術を参考にすることは難

しいが、補光管理を積極的に取り入れているオランダの栽培事例では、太陽光が利用可能な日中

の時間帯につなげるように補光管理をする例が多くみられる。 

 

・給液管理 

EC：2.5、pH：5.5を目標に行い、給水量は１回あたり 0.12ℓ/１株とし、補光を行う 23時～13

時を中心に１日６回実施、１日当たりの給液量は約 0.7ℓ/１株を基本とした。日本では EC:1.5〜

3.0、pH：5.5〜6.5で給水するのが一般的であり、栽培現場の気象条件や、栽培管理者の方針に

より、１回あたりの給液量と１日当たりの給水回数を調整するが、ヤクーツクで行っている管理

は、日本の基準から外れるものではなく、実際の作物の生育の様子を確認した上で、各時期で給

液方法の微調整を行なった。 

 

・二酸化炭素管理 

二酸化炭素発生器により CO2施用を実施し、時間帯により数値を変動させた。 

23:00～11:00 900ppm 

11:00～19:00 600ppm  

19:00～22:00  350ppm 

日本国内の温室施設でも冬期間の増収を目的に果菜類を中心に 450〜1,000ppm を目安にしてボ

ンベ等による二酸化炭素を施用している。ヤクーツク市の場合、補光を行う時間帯を中心に二酸

化炭素の施用量を多くすることで、その効果を高める管理を行なった。また、冬期間は天窓、側

窓を開けた換気が不可能、外気からの二酸化炭素を取り入れることができないため、二酸化炭素

発生器を利用することで光合成の能力を高め、生育促進、収量増加を図った。 
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・整枝と摘葉管理 

整枝は節位に関係なく全てのわき芽を除去し主枝１本で仕立てるハイワイヤー方式を実施した。

摘葉管理は吊り下ろし誘引時前に、ハンガーにかかる部位を対象に適宜行なった(週１度程度)。 

少数の栽培スタッフの作業では、わき芽を伸ばして花数(果実数)を増やす方法では整枝作業が

多くなり作業が回らなくなる可能性が高いため、現行の SAYURIの栽培スタッフ数（２名）を考慮

した上で、ハイワイヤー方式による栽培管理を行うことで収量確保に努めた。 

写真 7 ハイワイヤー方式による栽培 

ハイワイヤー方式① ハイワイヤー方式② 

 

・誘引管理 

 誘引管理は誘引ひもを直接主枝に巻きつけ固定するツイスト誘引の方式で実施した。上記に述

べたハイワイヤー方式での整枝方法の場合、果実の重さ等による主枝の折れ等がないため、この

方法をとるのが一般的である。週５日の中で３日間程度は誘引管理の作業となる。 

写真 8 誘引管理 

ツイスト誘引 整枝、誘引の様子 

 

・病害虫防除 

うどん粉病の発生が一部確認されたが、罹病している部位は株元のみのため薬散等による防除

は行なわなかった。また、害虫アザミウマの発生も確認されたが開花後の花（柱頭）の中のみの

発生で、健全な生育や収量に影響を及ぼしてはいなかった。 
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日本での栽培の場合、定期的に薬剤散布による防除を行うことが一般的であるが、ヤクーツク

市の場合は、収穫したキュウリの販売先が幼稚園等の教育機関であるため薬剤使用を極力控える

防除体系とした。 

写真 9 病害虫の状況 

株元のうどん粉病の状況 害虫アザミウマ（赤矢印） 

 

③キュウリの収穫・収量 

 

表９記載の第１作については、播種後 51 日後となる９月 25 日に収穫を開始した。収穫作業は

月〜金曜日の週５日を基本として１日１回行なった。収穫した１本当たりのキュウリの長さは

22cm以上、重さは 180g程度、歩留まりは約 97％であった。12月、１月は冬期間の日射量の減少

が生育条件に影響を及ぼし収量が低下した。 

高緯度地帯であるヤクーツク市は 12月、１月は１年の中でもっとも日射量が少なく、それを補

うため捕光を行なったが収量は他の月と比較して低かった。加えて、１作目の収穫開始から日数

が経っておりキュウリの生育を保つことが難しくなった。このように収量が落ちやすくなる要因

が同じ時期に重なったためキュウリの栽培経験が少ないスタッフにとっては、安定した収量確保

が難しかったと考えられる。 

今後、12月、１月の厳冬期に合わせた収穫量確保を目指すのであれば、今回の栽培スケジュー

ルを参考に栽培開始時期を遅らせる等の調整を行なうとともに、今回の経験をもとに適切に給液、

肥料管理をすることにより収量増加が期待される。 

 

表 10 試験栽培したキュウリの収量 

  

収穫月 収穫日数 総収量 収穫面積 ㎡当たり収量 

９月 10日間 44 kg 425 ㎡ 0.1 kg 

10月 31日間 2,279 kg 516 ㎡ 4.4 kg 

11月 27日間 2,481 kg 683 ㎡ 3.6 kg 

12月 19日間 1,687 kg 836 ㎡ 2.0 kg 

１月 19日間 1,549 kg 836 ㎡ 1.8 kg 
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写真 10 キュウリの収穫状況（2017年 11月） 

キュウリの収穫作業 収穫したキュウリ 

 

④試験栽培したキュウリの販売状況 

 

主な販路先としてはヤクーツク市内の幼稚園の他、収穫量等の状況に応じて市内のスーパーマ

ーケットへ卸販売を行った。幼稚園への販売価格は 250ルーブル/kg、スーパーマーケットの販売

価格は 300 ルーブル/kg（卸値は 250 ルーブル/kg）であった。スーパーマーケットでの売れ行き

は好調で商品が店頭に並んだ後はすぐに完売した。冬期間、温室施設で栽培したキュウリに対す

る地元消費者のニーズが非常に高い証拠と考えられる。 

 

写真 11 試験栽培したキュウリの販売状況 

ヤクーツク市内のスーパーマーケットでの販売状況
① 

ヤクーツク市内のスーパーマーケットでの販売状況
② 

 

⑤輸送と鮮度保持技術 

 

 温室施設でのキュウリの試験栽培に加えて、栽培した野菜の輸送や鮮度保持についても検討を

行った。 
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・野菜の輸送方法 

 冬期の輸送の場合、凍結対策が不可欠だが、現在は発泡スチロールの箱を利用し対応している。

トマトやキュウリの果菜類に比べ、葉物野菜はより凍結の害を受けやすいため、将来的に冬期に

温室で葉物野菜等を栽培する場合には、輸送時の取扱いに注意が必要となる。日本では、鮮度保

持のためにリーファーコンテナ(５℃〜10℃)のあるトラックを使用しており、冬期間の凍結防止

にもなっている。将来的な収量増大及び広範囲の輸送の際には、リーファーコンテナの活用が有

効な方法と考えられる。 

 

・鮮度保持技術及び包装 

 現在、市内スーパーマーケットや市場で販売されている野菜は梱包されず、裸売りが主流であ

る。日本で一般的に利用されている袋内での結露を防ぐため防曇加工がされた梱包資材や、プラ

スチックフィルムによるラッピングを行うことにより鮮度保持の効果向上につながり、商品価値

を高める手段になることが期待できる。また、ロシア国内の野菜温室事業者は既に取組みを行な

っているが、ブランド名を記した小分け袋やケースを活用することにより産地偽装を防ぐことも

可能となる。 

 

写真 12 ロシア極東のスーパーマーケットでの野菜の販売状況  

  

 

⑥キュウリの栽培可能性 

 

 SAYURI はサハ共和国ヤクーツク市の試験温室において、2016 年にはトマトの試験栽培、2017

年８月からキュウリの試験栽培を実施したが、これらを踏まえたキュウリの栽培可能性について

は以下のとおり。 

 

・キュウリの試験栽培結果 

日本から派遣した専門家によると、キュウリの試験栽培については、時期により収量の増減は

あるものの、ヤクーツク市での気象条件を考慮すれば、及第点の結果であると評価される。2017

年１月中旬、ロシア極東は大寒波に襲われ、ヤクーツク市はマイナス 67℃を記録したが、キュウ

リの栽培及び温室施設には大きな影響はなかった。 
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 2016年～2017年のトマトの試験栽培を含めると、２つの品目での実績と栽培スタッフの経験が

増すことで、栽培技術、知識も年々向上することが期待される。前述のとおり、12月、１月の最

も日射量が少ない時期にキュウリの収量が低下したため、今後は栽培開始時期の調整、気象条件

や作物の生育状況に合わせて給液、肥料管理等の調整を図ることで、安定収量の確保を期待でき

る。 

 

・キュウリの栽培の課題 

キュウリは野菜の中でも生育が特に早く、最盛期にはつる先が１日で５cmも伸びる上に葉も大

きいため、整枝と摘葉管理が収量安定に直接結びつく重要な項目である。今回のキュウリの技術

指導のうちの１つである整枝の方法は、少ない現地スタッフの人数に対応したもので、安定した

収量が確保しやすい方法であった。 

トマトと比較して、収穫適期が短く、整枝や摘葉管理、誘引等の必要な作業が一時的に増加す

るため、これらに対応できない場合は生育や、その後の栽培管理の予定に影響を及ぼす可能性が

高いと考えられる。そのため、将来的に温室施設を拡張してキュウリを栽培する場合は、栽培ス

タッフを増員して、摘葉、誘引、収穫の各作業を３チームに分散化することで作業効率性の向上、

収量増加を図っていく必要がある。 

 

 

（７）他地域での日本技術を活用した通年型野菜温室の導入可能性 

 

ロシア極東以外の地域において日本技術を活用した通年型野菜温室の導入可能性について調査

を実施した。 

 

①日本技術を活用した通年型野菜温室の可能性に関するヒアリング 

 

まず、日本技術を活用した通年型野菜温室の可能性について、主にロシア国内の行政機関を対

象にヒアリングを実施した。ヒアリング結果は以下のとおり。 

 

・サハ共和国開発公社（サハ共和国） 

サハ共和国ヤクーツク市南西 78km に位置するポクロフスク市で、現在、２ha の野菜温室の設

置計画が検討されている。ポクロフスク市は人口約 9,000 人で、農業、林業と建築業が主な産業。

サハ共和国の北方農業の中心地で農業研究所も設置されている。 

ポクロフスク市の野菜温室プロジェクトではヤクーツク市で実績のあるフッ素フィルムによる

温室施設の導入可能性を検討しているとともに、建設費用圧縮のためロシア国内の設計会社、建

設会社との連携、ロシアの設計基準を満たすためにロシア製資材の導入も検討している。 
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・ロシア連邦農業省（モスクワ州） 

ロシアの首都モスクワ市の GRP(地域内総生産)はロシアの GDP の 16.4%を占め(2014 年)、人口

はロシア全体(１億 4,684万人)の 8.4%に相当する 1,238万人(2017 年)、有望な大消費地である。 

ロシア連邦政府としても野菜温室施設は重要度の高い項目の１つとして優先的に支援しており、

トマトやキュウリを栽培する温室施設が徐々に普及しているが、既にモスクワ州周辺地域、特に

ロシア南西部は野菜の露地栽培や温室施設が飽和状態である。欧露部では温室施設の需要はある

が、海外企業の参入の場合、建設コストも含めロシア国内の事業者と競合関係になる。他方、ロ

シア極東地域は輸入農産物が多く、冬期間の野菜需要を満たすためにも日本技術を活かした野菜

温室建設の可能性はある。 

 

・ボロネジ州投資戦略プロジェクト機構（ボロネジ州） 

ボロネジ州はロシア南西部に位置しており人口は約 240 万人。2016 年 12 月の日露首脳会談で

日本政府がロシアの都市環境開発やインフラ整備を支援していくことで合意し、モデル都市とし

てボロネジとウラジオストクが選定された。 

ボロネジ市では野菜栽培クラスターの創設が優先度の高いプロジェクトの１つで、これには野

菜温室も含まれているが、野菜温室の競争環境は激化している。新規品目（高付加価値作物）の

栽培については日本の技術協力の可能性に期待している。 

 

・スモレンスク州政府（スモレンスク州） 

スモレンスク州はロシア西部に位置し（モスクワから約 350km）、またベラルーシにも隣接して

おり、人口は約 95 万人である。2017 年９月２日～５日、ロシアの大手企業代表やスモレンスク

州知事等が構成メンバーの「露日ビジネスカウンシル」が北海道を訪問し、J ファーム（北海道

苫小牧市）の施設視察を行なった。スモレンスク州政府はＪファームに関心を寄せており、関連

会社であるＪＦＥエンジニアリング㈱に野菜温室設置の可能性を打診した。 

州都スモレンスク市から 500km 圏内にモスクワ、近隣都市、隣国（ベラルーシ等）も含め大規

模商圏があるものの、ボロネジ州同様、野菜温室の競争環境は激化しており、新規品目（高付加

価値作物）の栽培に関する日本の技術協力の可能性に期待している。 
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図 8 ヒアリング調査対象都市 

 

 

②欧露部の野菜事情 

 

 欧露部は野菜温室が多く、また特にモスクワは輸入農産物の拠点であるため、ロシア極東と比

較して野菜の価格は安価である。ロシア極東では中国産野菜が非常に多いが、欧露部においては

ほぼ皆無で、アゼルバイジャン、ウズベキスタンの中央アジア産や中東産の野菜が店頭に並んで

いる。また、葉物野菜についてはモスクワ近郊の温室施設で栽培されているものがほとんどであ

った。 
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表 11 モスクワ市内におけるトマト、キュウリ、葉物野菜類の価格(2017年 1 月) 
(道銀地域総合研究所調べ) 

 

 

表 12 ボロネジ州、スモレンスク州の主要野菜の平均価格(国内外産含む) 
(出所：ロシア連邦統計局、スモレンスク州政府 HPに基づき作成) 

 

 

③欧露部での日本の農業ベンチャー企業の取組み 

 

ヒアリング調査先の欧露部の地域については、野菜温室に係る需要はあるものの、競争の激化、

輸入農産物等の物流拠点となっているモスクワから安価な輸入野菜等の流入が予測されるため、

地方行政機関からの要望を除き、高コストになる日本技術の通年型温室施設の施工、導入のハー

ドルは高いと想定されるが、富裕層向けに高糖度トマトやイチゴ等の将来的にロシア国内で高付

加価値作物を栽培する際、以下のような技術協力は可能性があると考えられる。 

大玉トマト（ウズベキスタン産） 800R /1kg

大玉トマト（アゼルバイジャン産） 400R /1kg

中玉トマト（ロシア産） 250R /1kg

中玉トマト（モロッコ産） 150～200R /1kg

中玉トマト（エジプト産） 100R /1kg

ミニトマト（ロシア産） 630R /1kg

ミニトマト（モロッコ産） 350R /1kg

ミニトマト（モルドバ産） 300R /1kg

ミニトマト（トルコ産） 200R /1kg

キュウリ(大)（ロシア産） 100～200R /1kg

キュウリ(大)（イラン産） 100R /1kg

キュウリ(小）(ロシア産） 240R /1kg

キュウリ(小）(アゼルバイジャン産） 500～550R /1kg

フリルレタス（ロシア産） 65～80R /1袋

サラダ菜（ロシア産） 65R /1袋

バジル（ロシア産） 55R /1袋

ルッコラ（ロシア産） 45R /1袋

パセリ（ロシア産） 45R /1袋

コリアンダー（ロシア産） 45R /1袋

葉
物
野
菜
類

キ
ュ

ウ
リ

ト
マ
ト

品目 ボロネジ州の価格 スモレンスク州の価格

ジャガイモ 16R/1kg 16R/1kg

キャベツ 15R/1kg 15R/1kg

タマネギ 20R/1kg 20R/1kg

ビート 16R/1kg 21R/1kg

ニンジン 17R/1kg 20R/1kg

ニンニク 225R/1kg 255R/1kg

キュウリ 145R/1kg 165R/1kg

トマト 140R/1kg 150R/1kg
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 日本の農業ベンチャー企業「メビオール」は、2017年 10月４日～７日、ロシア最大の農業展

示会「黄金の秋」に参加、ロシア南部スタヴロポリ州にあるトマト生産最大手の「エコカルチャ

ー」と事業提携の覚書を交わした。 

メビオールは、土のかわりに特殊なフィルムを使って野菜や果物を栽培する世界初の技術であ

るアイメック植物栽培システム（フィルム農法）を開発、J ファーム（北海道苫小牧市）での高

糖度トマト栽培にも採用されており、この技術導入により高品質、高付加価値な野菜栽培が可能

となる。提携先の「エコカルチャー」はロシア国内で初めて、メビオールのフィルム農法を用い

たトマトの試験栽培を検討しているところである。 

 

写真 13 アイメック植物栽培システム（フィルム農法）(左) 
写真 14 エコカルチャーとの打合せ（中央） 
写真 15 日本での導入状況（右） 

 

 

（８）ロシア極東等における日本技術を活用した通年型野菜温室の事業化可能性 

 

①ロシア極東等における通年型野菜温室の事業化 

 

日本技術を活用した通年型野菜温室（フィルム温室）については、サハ共和国と同様の永久凍

土や極寒の環境条件の下であれば、ヤクーツク市の試験温室施設で培った建設・栽培技術、設備

導入により、需要の高いトマトやキュウリ（将来的には葉物野菜）栽培の事業化可能性はある。

具体的な内容は以下のとおり。 

 

・積雪寒冷地（土壌凍結）に対応した設計、施工技術 

日本国内の積雪寒冷地で培った温室施設の設計、施工技術により耐久性、耐寒性及び断熱効果

が高いフィルム温室施設の建設が可能である。永久凍土地域の不安定な地盤では、ガラス温室の

設置が不可能であることから、フィルムによる建設技術、施工技術、複層エアハウスの導入が有

効な手段となる。 

 

・耐久性、耐寒性に優れたフッ素フィルム導入 

 マイナス 100℃～プラス 180℃の範囲で使用できる広い温度特性、20年程度の使用でもほとんど

劣化しない耐久性を有しており、極寒地においてはフィルムを複層にすることにより高い保温性

を発揮、また断熱効果により冬場のエネルギーコストを削減することが可能となる。 
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・栽培技術、ノウハウの提供 

積雪寒冷地（土壌凍結）で培った野菜栽培技術やマニュアルを提供することにより高い収量の

確保、維持を行なう。 

 

・人材育成 

温室施設での野菜栽培の経験が少ない現地スタッフに対して、温室施設のオペレーション、経

営、栽培技術についての研修プログラムを提供の上、日本での研修機会を設けることで技術力の

向上を図る。 

 

・環境制御装置及びプログラミング 

サハ共和国で蓄積した栽培データを活用して、現地事情に応じた栽培マニュアルによる温室施

設内の環境制御の設定、独自のプログラミングを行なう。環境の変化等によるプログラミングの

変更は日本でも対応可能なため海外製と比較して柔軟に対応できる。 

また、IOT 技術を導入し、日本の技術者が日本国内でモニタリング行うことにより、最適な栽

培管理の実現や技術者の派遣コストの低減にも繋がる。 

 

一方、2016年にヤクーツク市の通年型試験野菜温室を設置した際、温室施設の連棟谷部の融雪

不良、屋根部への積雪による温室内の採光性の低下、側窓部付近の結露水の凍結等があった。こ

れらの課題解決のため以下の設備等の導入が有効と考えられる。 

 

・融雪対策 

現在の試験野菜温室は連棟型複層エアハウスのため、屋根の谷間に雪が積もることで雪が氷の

塊となってしまう。温室施設は３層式の複層エアハウスで外気に触れている層には内部の熱が伝

わらないため融雪ができず、積もった雪が固まって氷となってしまう。課題解決の一つとして屋

根の融雪の必要がない単棟型複層エアハウスの導入が有効である。加えて、滑雪を促すために屋

根部要所に温水パイプの設置も有効な手段となる。 

 

写真 16 融雪対策 

温室施設の屋根谷部の積雪の様子 2018 年に SAYURIに導入予定の単棟型複層 
エアハウス 
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・結露水凍結対策 

 2016年～2017年の冬期間、温室施設側窓部付近の結露水の凍結により、側窓部付近の裾のフィ

ルムが一部破損した。結露水凍結の対策のため裾部に温水パイプを設置した。 

写真 17 結露水凍結対策 

側窓部の結露水凍結の様子    側窓付近に設置した温水パイプ設置 

 

一方、その他のロシア極東地域ではロシア製、オランダ製のガラス温室が既に普及している状

況にあり、フィルム温室は建設費用が割高であるため、耐久性、耐寒性に優れた日本製フィルム

とロシア製資材等を組み合わせた費用軽減の検討が必要と考えられる。 

 

②将来的に可能性のある分野 

 

 現時点での栽培品目はトマトやキュウリが中心であるが、将来的には日本で培った農業技術や

ノウハウを活かすことで多種多様な野菜栽培が可能であると考えられる。また、ロシアの寒冷地

地域で栽培が困難と考えられているイチゴ等の作物の栽培においても日本技術を導入した事業化

が期待できる。 

 

 




