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１．ミッション実施概要 
（１）概要 

実施時期 2016 年 10 月 25 日（火）～11 月 5 日（土）（12 日間） 

対象地域 

・沿海地方    ：10 月 25 日（火）～10 月 29 日（土） 
・ハバロフスク地方：10 月 30 日（日）～11 月  2 日（水） 
・サハリン州   ：11 月  3 日（木）～11 月  5 日（土） 

目  的 
・現地事情把握による本邦企業等の進出・投資の促進 
・現地政府関係者・関連企業・機関との人脈形成、ビジネスマッチング 

内  容 

・現地関連企業・機関への視察・ヒアリング 
 －農業開発、植物工場、木材加工、水産加工に対する本邦企業の投資・協力に関す

る課題・将来性の把握 
 －経済特区の諸制度・現状の把握 
 －穀物生産における収量向上・品質管理等に係る現状・課題の把握 
・現地政府関係者・関連企業・機関とのワークショップ実施 
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（２）行程 

 

日にち

10/25（火）

  （有）プリムアグロ   （有）ルスアグロ(Rusagro-Primorye)

  アビアポリス・ヤンコフスキー   ウスリースク養鶏場

  極東発展省極東投資・輸出エージェンシー
  極東発展公社

  (有)ウラジオストク漁業コンビナート

10/29（土）

10/30（日）

  (株)ソーヤ   BMグループ  Asia Les

11/2（水）   (有)アグラリヌィェテフノロギイブードゥシェバ   RFT（Russian Forest Products)

11/5（土）

  （有）サハリンスキーアグロパルク

帰　国

11/3（木）

  サハリン州政府

  ワークショップ開催（会場：サハリン日本センター）

11/4（金）

  RUT2009（会場：ガガーリンホテル会議室）

  （有）ヤンタルノエ

10/31（月）

  JGC Evergreen

11/1（火）

  ハバロフスク地方政府

  極東発展省極東投資・輸出エージェンシー

  ワークショップ開催（会場：オリンピックホテル会議室）

10/28（金）

  沿海地方政府

  ワークショップ開催（会場：ウラジオストク日本センター）

  ウラジオストク日本センター

  市場視察（ウラジオストク市）

  市場視察（ハバロフスク市）

プログラム

出　発

10/26（水）

10/27（木）

  ウラジオストク海洋商業港

  ウラジオストク海洋漁業港
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（３）参加者 

（順不同） 

№ 会社名 

1 農林水産省 

2 在モスクワ日本国大使館 

3 在ウラジオストク日本国総領事館 

4 在ユジノサハリンスク日本国総領事館 

5 ウラジオストク日本センター 

6 伊藤忠商事株式会社 

7 双日株式会社 

8 丸紅株式会社 

9 ロシア三菱商事 

10 イセ食品株式会社 

11 IHI 運搬機械株式会社 

12 株式会社前川製作所 

13 株式会社東洋トランス 

14 日本通運株式会社 

15 伏木海陸運送株式会社 

16 横浜通商株式会社 

17 株式会社アルゴナフト 

18 一般社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会 

19 株式会社北洋銀行 

20 一般社団法人北海道総合研究調査会 
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２．実施結果 
（１）沿海地方 

 ①行政機関訪問結果 

（ア）極東発展省極東投資・輸出エージェンシー・極東発展公社 

日  時 10 月 27 日（木） 

場  所 沿海地方政府会議室 

先方説明 

要  旨 

＜極東発展省＞ 

・極東発展省は 2012 年 5 月にロシア連邦大統領令により、極東地域発展プログラム
の草案策定及び実施等を担う政府機関として創設（創設時本部：ハバロフスク）さ
れた。 

・貿易や外資投資誘致などの対外経済案件の現場管理は主にウラジオストク支部が担
っている。 

・極東発展省に所属する極東投資・輸出エージェンシーは投資誘致と輸出促進業務を
行っている。 

・当日のロシア側からの発表内容は別添資料①（38 頁）のとおり。 
・農業分野は潜在能力の高い分野であり、ロシアにおける非遺伝子組み換え大豆の 5
割をロシア極東で生産している。農地面積は 280 万㏊、500 万㏊の草地を有してい
る。 

・年間の漁獲量は 300 万ｔあり、ロシア全体の 7 割を占める。 
・近年、漁業に関する法律が改正され、投資企業が投資額に応じて漁獲枠を取得でき
るようになった。 

・極東における 11 のプロジェクトについては、別添資料②（42 頁）を用いて概略を
説明している。 

・担当者は本報告のため、モスクワから出張してきている。 
 
＜極東発展公社＞ 

・極東発展公社は全 TOR・自由港の入居企業の審査・登録・管理運営を担うため、
2015 年 5 月に 100％国有の株式会社として設立された。後者が管理するプロジェ
クトはすべて国の承認を得ている。 

・極東発展公社はウラジオストク自由港や TOR からの相談にシングルウィンドウと
して対応する。自由港、TOR ともに必要な基幹インフラ整備を国で行い、入札なし
で土地を取得することが可能である。ともに関税特権を有し、資産税、投資税、法
人税が免除される。社会保障についても対象地域の従業員に関する企業負担が 30％
から 7.6％になる。 

・自由港と TOR の違いとして、TOR は業種に限定があり最低投資金額が 50 万ルー
ブルであるのに対し、自由港は業種に限定はないが、最低投資金額が 500 万ルーブ
ル×3 年となっている。自由港におけるロシア人従業員の 2 割まで外国人の採用が
可能である。 

・TOR にはすでに 90 億ドル以上の投資がなされており、その一つが JGC の温室（ハ
バロフスク地方）である。また、セメントに関する中国の事業も稼働している。 

・極東発展公社はウラジオストク港近郊で新たな発電所建設を計画している（2017 年
着工予定）。 

・自由港での活動申請はこれまでに 160 件の申告があり、96 件が承認されている。
その中には農業や食品加工、水産業が含まれる。 

・TOR は 13 の領域が設定され、これまで 190 件以上の申請のうち 99 件が認定され
ている。 

・自由港の特典で注目される一定期間の査証免除についてはモスクワで議論している
ところだが、まだ関係機関の調整がとれておらず、実行に至っていない。 

・手続きの一元化についてシングルウィンドウサービスは現段階では完全に実施され
ているとは言えない。 
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＜今後の展開＞ 
・ロシア側からの色々な提案（プログラム）について極東投資・輸出エージェンシー
が当面窓口になる。連絡リストも用意する。 

・TOR 対象地域でも TOR として登録されていない企業もあるが、実際にメリットが
享受されている実感がないという意見もある。現在、手続き簡素化など十分に普及
していない点もあるが、各企業のそれぞれの判断で行うこととなる。 

・日本との関係では、農業分野に特化した日ロ協力のための基金を作ることを期待し
ている。 

※参考：別添資料①，②（38、42頁参照） 
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（イ）沿海地方政府 

日  時 10 月 28 日（金） 

場  所 沿海地方政府庁舎 

先方説明 

主  旨 

・ソ連時代には日本との関係は優先順位が低かった。今はアジアとの協力の中で日本
との関係が重視されている。鳥取、島根、大阪、新潟との交流が活発であり、鳥取
と島根は協力関係樹立 25 周年を迎え、沿海州知事は 11 月に両県を訪れる。日本と
良い関係にあり、日本を重視している。 

・当地は外国の総領事館が 20 以上あり、サンクトペテルブルグに次いで多い。日本
センターは 20 年に亘ってビジネス関係の推進に貢献している他、日本語教育も行
っている。北海道銀行や三菱東京 UFJ などの支店もある。 

・日本との貿易高は減少が続いており、総額は 1 億ドルを割った。当地方の貿易額は
総額で 70 億ドルである。日本は中韓に次ぐ 3 位である。主力輸出商品の単価が下
がったこととルーブル安が原因であるが、かえって投資の刺激になり得る。日本の
投資残高は 10 億ドルを超え、中韓に比べても多い。日本からの投資は大手企業が
主体であり、中小企業の投資はまだまだである。 

・住友商事や三井物産の林業への投資があり、高度加工品を輸出に向けている。マツ
ダは生産した車を西（欧露部）に輸送している。なお、マツダはエンジンも製造。
トヨタの生産停止は残念だ。 

・エネルギー分野では、川崎重工業が APEC 首脳会議に合わせて 4 年前にルースキー
島にガス専焼発電設備のコジェネレーションを建設した。 

・農業部門は年 7～8％の成長をしている。技術力が低いので日本との協力を進めた
い。自然条件は良いので、大豆やトウモロコシを日本に輸出するための基準を満た
す努力をしたい。広大な面積に比較して消費量は少ない。日照時間は長く夜も天気
が良い。JFE エンジニアリングが北海道銀行と組んで温室栽培の準備をしている。 

・中国（吉林省や黒竜江省）では沿海地方製品がブームになっており、ウォッカやビ
ール、野菜、小麦粉や牛肉もスーパーで売られている。中国への輸出については、
沿海地方輸出振興センターが中心となって、輸出障壁に対応している。日本との JV
で中国向け輸出を目指すのも良いと思う。 

・沿海地方では行政障壁を無くす努力をしている。日本との JV で中国向け生産を行
うのも良いと思う。中国には小麦粉や牛肉も売れている。 

・TOR や自由港といった新しい経済制度が動き出しており、インフラストラクチャー
も整い始めている。ミハイロフスキーTOR が農業に特化している。 

・水産部門では、加工場を作れば漁獲割り当てが貰えるので、加工工場を作りたい。 
・日本との協力は、優遇措置を考慮しながら、進めていきたい。ホタテやナマコ（世
界一美味しい青ナマコ）を湾内で養殖したい。 

・ソ連時代に整備した灌漑は、充分に維持されていない。排水も含めて問題があるこ
とは認識しているが、復旧作業はしていない。 

・観光は、日本からの観光客は年 1 万人で少ない。中国は昨年 35 万人、今年は 50 万
人になる。自然は綺麗で魅力に溢れている。日本との直行便を増やしたい。 

・岸壁部分の水深が不充分なのが課題だが、ウラジオストクをクルージングのセンタ
ーにしたい。 

※別添資料③（49頁参照） 
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 ②民間企業等訪問結果 

（ア）（有）プリムアグロ 

日  時 10 月 26 日（水） 

場  所 プリムアグロ社トウモロコシ圃場及び相手先事務所 

概  要 

＜沿革＞ 

・ロシア大手の農業生産法人であるルスアグロの子会社として 2014 年にウスリース
ク市に進出。2015 年から生産を開始した。代表は元銀行マンで経営に徹しており、
生産管理、マーケティングをそれぞれの役員が担当し、現在は大豆とトウモロコシ
を作付している。今後は 4 万 6,000 ㏊に農地を拡張し、2017 年からは春播き小麦
も栽培する予定。小麦は輪作の一環として栽培している。 

 
＜現状＞ 

・現在、飼料原料の日本向け輸出を行っている。今年度 15,000ｔの輸出を行っており、
来年度は日本向けに 60,000ｔ以上の輸出を想定している。品種など日本のバイヤー
（商社一社独占）と相談しながら決めており、栽培状況も日本から専門家が来訪し
てアドバイスを受けている。日本以外の輸出先は現段階では想定していないが、中
国から引き合いはある。 

・ロシアでは遺伝子組み換えが規制されており、すべて遺伝子組み換え品種ではない。 
・トウモロコシ、大豆の圃場には灌漑施設はない。水分は十分にあり、排水施設の方
が重要となっている。 

・その他については国内での流通が中心であり、大豆は主に油抽出後、飼料原料とし
て利用される。トウモロコシは飼料用として域内で販売される。 

・輸出の物流は主にトラック⇒鉄道⇒港湾でウラジオストク商業港から輸出してい
る。日本のバイヤーから品質に関するクレームはほとんどないが、港湾船積み段階
で滞貨が続き雨にあたったため、水分量が基準より若干上回ったケースがあった。
ちなみにウラジオストク商業港では積み込みに 20 日要することもあった。 

 

＜今後の展開＞ 

・日本向けの輸出拡大を目指すとともに、国内市場への供給体制を整えている。現在、
地域には品質の高い配合飼料を供給する体制がない。ついては国内市場向け供給体
制の整備と配合飼料生産施設（関係会社）の建設が想定されている。 

・同社施設は TOR の対象となっていない。現段階ではそのメリットを感じていない。 
・長期戦略や業務多角化などは親会社であるルスアグロの決定事項であり、プリムア
グロではそれらに関しての決定を行わない。 

 

＜今後の課題＞ 

・地域に適したトウモロコシの品質の開発。 
・物流環境が悪いため、日本向け大豆の水分含有量が問題になった経験がある。海運
インフラの改善が必要である。 

日本への 

ニ ー ズ 

・今後も日本への輸出を安定的に行いたい（ただし現在は日本商社一社単独契約）。 
・上記を踏まえた品種や栽培管理に関する情報共有が望ましい。 
・日本向け輸出における最大の課題が港湾の穀物積み込み環境の改善である。 

  



8 

（イ）（有）ルスアグロ（Rusagro-Primorye） 

日  時 10 月 26 日（水） 

場  所 相手先事務所 

概  要 

＜沿革＞ 

・ロシア大手の農業生産法人。畜産部門では、沿海地方に総合的な養豚施設を整備す
ることにしている。 

・現在進めている建設の第 1 段階では、生産量は年間で 10 万ｔ（生体重量）を計画
している。 

・その他、飼料工場、貯蔵施設、屠畜場の建設を予定している。 
 

＜現状＞ 

・畜産部門は建設の第 1 段階が進捗中である。養豚場は 2018 年に完成予定である。
国内需要がほとんどであるが、製品（冷凍・冷蔵品）の一部を日中韓に輸出したい。
内臓は国内需要が大きい。 

・中国は環境上の問題があるが、ロシアにはないので日本にも輸出したい。 
・養豚場は 2018 年に完成予定で、貯蔵施設、加工場（冷凍・冷蔵）、屠畜場、飼料工
場の建設も予定している。いずれも設計段階あるいは基礎部分の実験段階にある。 

・全ての施設はミハイロフカ地区に建設し、事務所もそこに移設する予定である。 
・設備はオランダ、デンマーク、スペインから輸入し、穀物貯蔵施設はロシア製。 
 

＜今後の展開＞ 

・2018 年頃から豚肉増産の態勢が整う。それに伴って、現在の輸出先に加えて日本へ
の輸出を考慮している。 

・冷凍肉を日本に輸出したいので、基準を知りたい。ロシアの国家規格 GOST は厳し
いが、アドバイスを受けて日本に合わせるようにしたい。10 万ｔのうち脂身の少な
い部位をチルドで日本向けに輸出したい。 

 

＜今後の課題＞ 

・日本の市場ニーズ、基準・規則を踏まえた商品開発、インフラ整備が必要である。 

日本への 

ニ ー ズ 

・日本向け輸出に関してニーズや規制などの情報を知りたい。 
・配合飼料技術や駆動設備など日本の機械や技術の情報が少ないので、日本からの提
案を期待している。 

・日本との間で、互恵で双方受入可能なビジネスをやりたい。日本製設備には満足し
ている。 

 

 

  



9 

（ウ）アビアポリス・ヤンコフスキー（倉庫業者） 

日  時 10 月 26 日（水） 

場  所 同社倉庫 

概  要 

＜沿革＞ 

・1998 年にウラジオストクにコンピューター販売店を開店してから現在ロシア 400
都市に 1,300 店舗展開し、それを利用して物流業を営む DNS グループが運営する
ロシア極東最初の近代的貸倉庫。ウラジオストク空港から 5 ㎞に立地し、市内中心
部までも 40 ㎞程度、M40 ハイウェイのジャンクションに面している。総開発面積
688,053 ㎡のうち、倉庫（ロジスティック）用地 384,709 ㎡の他、生産用地（194,916
㎡）やビジネスサービス用地（428 ㎡）が設けられている。現在は開発のゼロステ
ージにあり、物流倉庫の設置・提供、倉庫建設業務などを実施している。同社のレ
ンタル倉庫以外に、敷地内に各社オーダーによる個別の倉庫を建設することも可能
である。また、運営会社である DNS はウラジオストク自由港内にも倉庫を有して
いる。 

 
＜現状＞ 

・現在、稼働及び建設中の倉庫は以下のとおりである。 
－B+クラス（高さ 8ｍ）：26,888 ㎡（2015 年完成済）/25,669 ㎡（2017 年完成予定） 
－A クラス（高さ 14ｍ）：28, 500 ㎡（2016 年稼働開始） 
・各セクションの情報は、Web 内詳細データ（http://yankovskypark.ru/en/about-project/ 

main/）のとおり。 
・初期施設整備費用のうち、構造部分は倉庫側の負担、個別のパーテーションや特殊
な設備はテナント側負担。 

・電力、水、下水、ゴミ処理、警備、光回線 Wi-Fi がテナント代金に含まれる。 
・料金は総スペース数や契約期間などによって対応する。 
・主なテナントの取扱商品は、精密機械、建材、日用雑貨、食品（常温）などであり、
トルコやインドなどの海外メーカー、国際的物流企業、ロシアの卸売り、製造業者、
スーパーなど小売業者が利用している。冷蔵・冷凍倉庫は有していない。敷地に冷
蔵コンテナを持ち込んで冷蔵倉庫として活用することは可能である。 

・敷地全体が保税対応はしていないが、各テナントが保税倉庫指定手続きを行うこと
は可能である。 

・トラックなど輸送サービスは行っていないが、物流会社がテナントとして進出予定
がある。 

 
＜今後の展開＞ 

・敷地内に製造業の誘致を行う。 
 
＜今後の課題＞ 

・倉庫・テナントの確保。ロシアの経済状況を踏まえて、海外の顧客を発掘していき
たい。 

日本への 

ニ ー ズ 

・貸倉庫の利用、敷地内に独自倉庫の設置 
・敷地内に製造業の進出 
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（エ）ウスリースク養鶏場 

日  時 10 月 26 日（水） 

場  所 同社事務所および鶏舎 

概  要 

＜沿革＞ 

・1973 年沿海地方南部に創業。ロシア極東最大の養鶏場となり、面積 350.9 ㏊。 
・2003 年から現在の経営者が近代化を始めている。 
 
＜現状＞ 

・ロシア極東の鶏卵業者であり、自社で物流トラックや研究所、飼料生産工場（1 日
120 トン生産可能）、廃鶏処分場を有している。 

・沿海地方の 40～45％のシェアを持っており、現在は雌鶏 58 万羽、若雌 35 万羽を
飼育し、年間 2 億個の卵を生産している。 

・選別・パッキングは手作業であり、洗卵は禁止されている。規格より大きな卵はス
ペシャルエッグとして高値で取引される。 

・養鶏場の施設は主にドイツ製、冷蔵施設は中国製である。飼料工場にも中国製機械
が導入されている。 

 
＜今後の展開＞ 

・施設の近代化を進め、年間 5 億個の生産量、150 万羽の飼育を行う計画である。 
・現在の近代化計画は 2012 年から開始し、3 分の 2 以上の工程は終わっている。 
・新施設の計画はロシア政府の承認を得たもので、詳細設計も終わっている。 
 
＜今後の課題＞ 

・生産技術の近代化、新たな施設導入のための投資。 

日本への 

ニ ー ズ 

・本事業への投資や新たな技術（機械）の紹介 
・日本や第三国向け鶏卵輸出可能性の検討 
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（オ）ウラジオストク海洋商業港 

日  時 10 月 27 日（木） 

場  所 同社事務所 

概  要 

＜沿革＞ 

・1897 年創設、FESCO の傘下にある。商業港であり、多目的港の中では極東最大で
ある。 

・10 埠頭の総延長は 2,020ｍ。深さは 9.75m～11.5ｍ。広さ 37 万㎡のうち 12 万㎡は
屋外倉庫。屋内倉庫は 46,340 ㎡。     

・施設の概要 
－全体像：埠頭数 15、総延長 3,100ｍ、自動車ゲート 2、無蓋倉庫 26 万㎡、有蓋倉庫

9.3 万㎡、シベリア幹線鉄道に接続 
－第 3～5 埠頭：自動車・重機（トヨタ、日産、マツダ、三菱、コマツなどを扱ってい
る）、延長 515ｍ、岸壁水深 12～15ｍ、面積 6 万 5,000 ㎡余、処理能力年 15 万台 

－第 6～8 埠頭：穀物や木材など多目的、延長 609ｍ、水深 11.6ｍ、無蓋倉庫 3 万 5,000
㎡余、有蓋倉庫約 2 万 7,000 ㎡、保管能力 18 万ｔ、処理能力年 100 万ｔ 

－第 9、10、12、13 埠頭：多目的（屋根付きがあるので小麦などの穀物が主体。コン
テナも扱う）、延長 686ｍ、水深 11.5ｍ、無蓋倉庫 6 万 5,000 ㎡、有蓋倉庫 3 万 8,000
㎡、保管能力 14 万ｔ、処理能力コンテナ年 10 万 TEU、同バルク年 60 万ｔ 

－第 11 埠頭（子会社が運営）：バンカー給油、延長 87ｍ、タンク容量 1.5 万㎥、処理
能力年 48 万ｔ 

－第 14～16 埠頭：コンテナ専用、面積 27.8 万㎡、延長 741ｍ、水深 12～14ｍ、処理
能力年 55 万 TEU、保管能力 15.5 万 TEU 余、Reefer 用電源固定式 844 口、同移
動式 314 口、ブロックトレイン目的地モスクワ、サンクトペテルブルグ、ノヴォシ
ビルスク、エカテリンブルグ、ベラルーシ、カザフスタン、ウズベキスタン 

－第 44 埠頭（子会社運営） 
・当港が極東全体に占めるシェア：コンテナ 28～30％、自動車・重機 55％ほどで極
東最大。日米中韓などに週 1 回就航している。 

・今年になってから幹部の人事異動があった。社長は年初に、営業部長は 4 月に
Summa グループ（親会社）から着任した。安定的な経営を目指すことが目的であ
り、良い面（インフラストラクチャー、人材、外国パートナーとの協力関係等）は
継続しつつ、経営や事業面等で新しい展開を進めつつある。 

 
＜現状＞ 

・日本への輸出取扱い貨物は大豆、穀物などの農産物、木材加工品、輸入では自動車
車両などであり、今後もこの豊富な経験を生かすことが出来る。 

・貨物の流れは安定しており、精密機械等の第三国向け中継もやっている。どのよう
な案件にも対応できる。 

・ブロックトレインサービスでは、モスクワ、サンクトペテルブルグ、ノヴォシビル
スク、エカテリンブルグ、ウズベキスタン、カザフスタンなどに輸送できる。綏芬
河とベラルーシには週に 1 回の定期便がある。Reefer も可能。日本との輸出入でも
使っている。ハルビンにも冷凍で送れるので、安心して使って欲しい。港内に冷蔵・
冷凍施設があり、パートナーが使っている。 

・穀物積換え専用施設はないので、積換えは、①貨車を吊り上げてハッチの上で開け
る（3,500ｔ／日）、②倉庫で容器に移し替えて積み込む（1 万ｔ／日）、③コンテナ
で積み込む方法を採用している。処理量等によって方法を変えたり、組み合わせた
りしている。4 万～5 万ｔの処理を依頼されることもある。輸入は扱っていない。 

・穀物貨車は充分にあるものの、ピーク時には 5％ほど不足する。冬は使っていない。
アルタイ、ノヴォシビルスク、クラスノヤルスクの穀物が主体である。 

・輸出貨物として穀物 50 万ｔを中国と日本に半々で輸送している。4 万ｔ以上の船は
着岸して積み込むが、倉庫が小さいことが課題である。以前は 3,500ｔ／日だった
が、クレーンの導入で今は 6,000ｔ／日が可能になった。鉄鋼は 4 万～5 万ｔの船
が着岸して 1 万ｔ／日の積み込みが可能。 

＜今後の展開＞ 
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・経営体制の交代に伴い、効率的で透明性のある事業運営を目指している。 

・物流コスト及び積み替え日数の改善を図り、貨物取扱量の拡大を目指している。 

 

＜今後の課題＞ 

・穀物の取り扱いインフラ整備について安定的に使ってくれるパートナーの確保が重
要である。日本は最大の穀物輸入国なのでまとまった取り扱いを期待している。 

※参考：別添資料④（プレゼン資料）（50頁参照） 
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（カ）ウラジオストク海洋漁業港 

日  時 10 月 27 日（木） 

場  所 同社会議室 

概  要 

＜沿革＞ 

・ロシア極東の最大級の貿易港の一つ。15 カ所埠頭、埠頭の総延長は 4 ㎞を超える。
総敷地面積は 323,700 ㎡である。 

・ソ連時代は極東最初の漁業港であったが、1994 年に株式会社に移行し、それ以外の
貨物も取り扱う総合港に移行した。これは鉄鋼品、コンテナ、自動車、木材、石炭、
その他の一般貨物を取り扱うことで経済を高めることとなった。最初のコンテナを
受け入れたのは 1995 年である。 

・取扱品目は現在、水産物 2 割、コンテナ 4 割、石炭等ばら積み貨物 3 割、その他金
属スクラップなどとなっている。 

・その結果、現在、ウラジオストク海洋漁業港は、ロシア極東で最大の貿易港の一つ
となっており、とくにアジア太平洋、中国への窓口として機能している。現在の主
な取り扱い品目は水産物の他、丸太、金属、肥料、パルプ、その他のドライカーゴ
を取り扱っており、屋根のある 3 つの在庫スペースが用意されている。 

 

＜現状＞ 

・保管用のスペース総面積は 58,000 ㎡であり、これらは通年で 0～20℃までの温度
管理が可能な状態である。 

・そのほか、埠頭周辺の屋外のスペースには 40 万ｔの様々なスペースを補完するこ
とが可能である。 

・金閣湾の南側には 10 カ所の不凍埠頭（深さ 9.8～12.4ｍ）があり、通年での作業が
可能となっている。 

・取り扱い能力：年間バルクカーゴ 500 万ｔ、20 フィートコンテナー20 万ｔ。 
・可能な船舶としてコンテナ船、一般貨物船、RO-RO 船及びフェリーである。 
・同港のすべての埠頭と倉庫は、鉄道との連結が可能である。敷地内鉄道の延長は約

10 ㎞となっている。これはロシア鉄道ウラジオストク支局ケープ・チュルキン駅の
管轄であり、シベリア鉄道につながっている。年間約 2 万台の鉄道貨車を取り扱っ
ている。 

・水産物は主にロシアの漁船から受け入れているもので第三国からの商品は少ない。 
・トランジットのための航路拡大につとめるが、このルート確定は海運会社が行うも
のであり、日本側で漁業港での積み替えニーズがあるのであれば、海運会社と情報
共有することとしたい。 

・水産物の取り扱いは 30 万トンであり、全量ロシア漁船からの冷凍水産物になる。
とくにサケ・マスの漁獲時期の水揚げが収容できないことが課題となっている。 

 

＜今後の展開＞ 

・同港は 2015 年 9 月に極東開発基金から 12 億ルーブルの資金供与を受け、取扱量を
現在の年間平均 300 万ｔから年間 100 万ｔ増加させ、400 万ｔまで拡大する近代化
計画を行っている。 

・古い冷蔵庫を取り壊し、新たな冷蔵庫を設置する予定で、来年 9 月か 10 月までに
新しい施設を完成させる予定である。 

・水産物用の冷凍庫の容量は 15,000ｔ。 
・冷凍庫の容量は不足しているので、現在、冷蔵コンテナを使っている。新しい冷凍
施設（4 万ｔ程度）を建設する計画もあり、日本の民間企業と協力できる分野と考
える。 

・この計画では主にコンテナと水産物を中心に、中国などアジア太平洋地域への国際
貨物の取り扱い拡大を目指している。 

・またこの計画では鉄道との連携したインフラ整備を行うこととなっている。 
・近代化計画では現在、ゼネコンからの提案を審査している段階であり、提案書に記
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される機材の中には日本の製品が機材として含まれているものもある。 
 

＜今後の課題＞ 

・すでに確保済の政府予算を活用したインフラの整備を早急に進める必要がある。 
・鉄道と連携促進による物流効率化が特に重要である。 

日本への 

ニ ー ズ 

・漁業港で進めている港湾近代化に伴い、ロシア、ヨーロッパ、中国などへの物流拠
点として利用してほしい。 

・貨物取り扱い計画があれば、冷蔵庫、倉庫などを用意することも可能である。 
・後背地に自社倉庫や加工施設の建設も可能であり、検討してほしい。 
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 ③ワークショップ実施結果 

日  時 10 月 28 日（火） 

場  所 ウラジオストク日本センター 

プログラム 

・農林水産省 挨拶 
・日本企業自己紹介 
・日本企業プレゼンテーション 

株式会社前川製作所／株式会社東洋トランス 
IHI 運搬機械株式会社／日本通運株式会社 

-------------- 席の移動等 -------------- 
・分野別ミーティング（物流関係／農業・水産関係） 

主たる内容 

＜物流関係＞ 

・A 社は 2002 年に設立、建設業として登録したが（海洋水族館の建設に関わっ
た）、数年前に新しいビジネスを追加して developer として土地開発も行ってい
る。日本の温室企業との連携を期待している。 

・B 社は 20 年以上に亘って海上や陸上（鉄道も含む）の物流・輸送に携わってい
る。輸出入輸送もできるし、貿易そのものもできる。輸送業者と意見交換した
い。 

 
＜農業・水産業＞ 

・日本企業が 5 社に対し、沿海地方政府の積極的な周知によりロシア側が 34 名以
上の参加。 

・水産分野ではロシア側から具体的な提案が行われたが、背景の説明、資金の裏付
けがないものが多かった。 

・農業分野ではウスリースク養鶏場が日本側参加企業と意見交換を行い、今後の展
開可能性について話し合った。 
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＜ワークショップ参加企業リスト＞ 

（順不同） 

№ 会社名 

1 沿海地方輸出振興センター 
2 有限会社ダリネヴォストーチヌィ・ミョート（※№3 と同名だが、別企業） 
3 有限会社ダリネヴォストーチヌィ・ミョート 
4 株式会社ソリドバンク 
5 有限会社アジア貿易社 
6 個人企業カツラ T.N 
7 非営利組織アクワクリトゥラ極東協会 
8 有限会社プリモールスキー クラブ 
9 有限会社ボストーク・エボリューション 
10 有限会社 N トゥール 
11 有限会社ホーラル 
12 有限会社ダブル イースト 
13 有限会社バストーチヌィ エクスプレス 
14 非営利組織ダリニェバストーチナヤ 
15 有限会社ルーチシエ タバールィ バストーカ 
16 有限会社 MTD パシフィック ブリッジ  
17 全ロシア社会組織インベスチツィオンナヤ・ロシア  
18 プロジェクト モジュール クラス 
19 全ロシア社会組織ジェラバヤ・ロシア 
20 有限会社マラジェツ・DV 
21 科学生産企業グループ アルニカ 
22 有限会社沿海地方エブロプラスト工場 
23 有限会社ボストーチヌィ リマン 
24 有限会社 NPK ダリルィブマシュ 
25 有限会社エンジニアリング・コンサルタント・カンパニー 
26 有限会社トロイツァ湾海港 
27 非営利パートナーシップ企業家連盟 ナジエジュダ 
28 有限会社ネスコ 
29 有限会社サト 
30 有限会社シライネル 
31 有限会社オケアン・ルィバ 
32 プリモールスキーサーハル 
33 メルシー・トレード 
34 連邦単一企業ダリネバストーチノエ 
35 ウスリースク養鶏場 
36 非営利組織沿海地方食肉加工企業協会 
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（２）ハバロフスク地方 

 ①行政機関訪問結果 

（ア）ハバロフスク地方政府 

日  時 11 月 1 日（火） 

場  所 ハバロフスク地方議会 会議室 

先方説明 

主  旨 

・別添資料の通り、ハバロフスク地方の概要と優先的プロジェクトについて、ロシア
側からプレゼンテーションが行われた（別添資料⑤（53 頁））。 

・ハバロフスク地方における日本との協力プロジェクトとして、農業分野では JGC に
よる温室、MIRAI との協力による葉物野菜植物工場が成功例として挙げられる。 

・そのほか、日本車のディーラーセンターの設置や日本企業による日本食レストラン
開設等が挙げられる。 

・現在、日本企業との連携で進展が期待されているプロジェクトとしては以下の 3 事
業が考えられる。 

 ①ハバロフスク空港新乗客ターミナルの建設 
 ②木材加工合弁企業の設立 
 ③陽子線治療センターの設立 
・そのほか今後の日本との協力が期待されるものとしては以下の 4 つの事業がある。
さらに、極東の広大な農地を活用した農業分野での新たな事業の展開が期待され
る。 

 ①有限会社「ビオテックス・アグロ」産の有機・ミネラル混合肥料の日本市場への
進出 

 ②水産加工合弁企業の設立 
 ③新しい木材加工企業の設立 
 ④物流センターの設立 
・ロシア側から日本側に対して、今回参加した企業の目的について関心が示された。
日本側企業は、単に日本からロシアへの輸出拡大を目的としただけでなく、ロシア
におけるフードバリューチェーン及びコールドチェーンの改善、ロシアでの物流事
業参画の検討、農業分野における課題確認、中小企業のマッチングの可能性の検討
という目的であることを説明した。それに対し、ハバロフスク側からハバロフスク
の農業の現状を見てもらったうえで、日本の技術や知見を紹介してほしいというコ
メントがあった。 

・シングルウィンドウサービスが徹底されていないのではと危惧されているが、企業
の特徴によって対応の仕方が異なる。例えば、JGC の場合、東京⇔モスクワで手続
きを行ったものがあったが、今後は改善されていく見通し。 

・モスクワの農業省とハバロフスク地方政府内農業関係部局との関係について、地方
には農業省の出先機関はなく、中央の予算や計画をハバロフスク地方政府の農業関
連部局が対応する形であると説明があった。 

・地方の農業インフラ整備（例えば排水路や灌漑）について、計画は各地域の要望を
踏まえて地方政府が予算付けを行う。長期計画は農業発展計画などにも定められ
る。 

・漁港としてワニノ港をもっと活用するために、隣接するソビエツカヤ・ガワニも含
めて自由港の手続きが進んでいる。港湾だけでなく水産加工地域や水産物の物流拠
点も含めて事業が想定されているので、日本企業の参画を期待する。 

・ロシア向け輸出だけでなく、投資や共同事業などを検討してほしい。 
・農業分野については日本の技術、とくにハバロフスクの気候・風土に適した日本の
技術を紹介してほしい。 

※参考：別添資料⑤（53頁参照） 
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（イ）極東発展省極東投資・輸出エージェンシー 

日  時 11 月 1 日（火） 

場  所 オリンピックホテル会議室 

先方説明 

主  旨   

＜極東発展省の概要＞ 

・極東発展省はプーチン大統領のイニシャチブによって総合的にロシア極東地域の発
展のために組織された省庁であり、国家の支援を有機的に且つ効率的に行うよう、
縦割りでないシステム構築を目指したものである。 

・イシャーエフ大臣（元ハバロフスク州知事）の頃、極東発展省の中心はハバロフス
クであったが現在はモスクワが本部で 150 名のスタッフがいる。また、極東におけ
る対外窓口はウラジオストクとなっており、60 名のスタッフがいる。ハバロフスク
には約 35 名が勤務しているのみである。 

・極東発展省の下には 4 つの機関が設置されており、一つが人材開発を担当する極東
人材開発エージェンシー、2 つ目が極東投資・輸出エージェンシー、3 つ目は極東
開発基金、4 つ目として極東発展公社となっている。 

 
＜各機関の活動実績＞ 

・極東人材開発エージェンシーは極東地域での人材確保と雇用促進を目的としてお
り、極東、とくに TOR 対象地域に進出する企業への人材の確保を行う。現在、TOR
の企業 114 社向けに 4,000 人の雇用が創出されている。 

・極東投資・輸出エージェンシーは投資を促進し、ロシア極東地域からの輸出を拡大
するため、政府支援メニューの紹介や各種投資基金活用支援などを行っている。と
くに政府優先プロジェクトと海外投資家への仲介を行っている。優先分野としては
鉱業、農業、木材加工、石油・ガス化学、運輸、観光などであり、自由港や TOR で
の事業形成を目指す。 

・極東開発基金では総額 200 億ルーブルの財源を有し、極東の発展に必要な大規模な
事業に対して支援を行っている。例えばエネルギー開発や輸送インフラサービスな
どである。12 のプロジェクト（事業総額 1,800 億ルーブル）でそのうち 10％の 180
億ルーブルが基金の負担である。現在、さらに 130 のプロジェクト（約 2 兆ルーブ
ル）が検討されている。基金支援の対象か否かは専門家グループが判断する。 

・極東発展公社は TOR や自由港などの設置及びその進出企業支援を行っている。現
在、186 件の企業支援を行っているが、そのうち 91 件が TOR 内の事業であり、残
る 95 件が自由港での実績である。これらのプロジェクト投資総額は 5,260 億ルー
ブル、雇用総数は 4 万 1 千人以上に上る。 

・さらに TOR/自由港で 248 件の申請書が出ており、その投資総額は 7,800 億ルーブ
ル、期待される雇用創出は 5 万 8 千人とされる。 

・TOR は現在、ロシア極東地域に 13 か所、自由港は 5 か所である。ハバロフスク地
方では日本企業 JGC がハバロフスク地区 TOR に進出しており、成功裏に活動を行
っている。TOR 投資プロジェクトに対しては国がインフラ整備支援を行う。対象は
送電線、上下水道、道路等であり、これまで 13 プロジェクトが対象となっており、
2015 年の支援総額は 27 億ルーブルである。2016 年の支援総額は 99 億ルーブルに
なる見通しである。 

・TOR では合計 91 企業が総額 4,000 億ルーブルを投資し、2 万 1 千人の雇用を創出
している。現在も 189 件の申請があり、そのうち 125 件は有望である。海外企業か
らの申請も 25 件あり、その投資総額は 1,770 億ルーブル、雇用は 5 千人である。
そのうち、中国企業が 12 件と最大で、投資額は 1,549 億ルーブルであり、日本企
業が 2 件で 11 億ルーブル、シンガポール企業が 2 件 26 億ルーブル、オーストラリ
ア企業が 2 件 11 億ルーブル、イタリア企業が 2 件 27 億ルーブルとなる。 

・自由港としてはウラジオストク港、ワニノ港（ソビエツカヤ・ガワニ港を含む）、コ
ルサコフ港（サハリン州）等があり、入居企業は 159 件が申請され、投資総額は
2,400 億ルーブル、雇用創出は 2 万 4 千人となる。外国からも中国から 10 社、韓国
から 1 社が申請している。 

・ハバロフスクからの穀物の輸送や水産物の取り扱いについて、ワニノ港及びソビエ
ツカヤ・ガワニ港の自由港化を推進し、物流、水産業などの拠点化を目指している。 
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＜日ロ関係＞ 

・東方経済フォーラムが実施され、中国、日本、韓国との各種協議が行われている。
第二回目となる今年度の会議では総額 1 兆 8,500 億ルーブルに上る案件の覚書が調
印された。 

・今年度は日本からも安倍首相が参加し、「日ロ経済協力 8 分野」に関連するプロジェ
クトが協力案件として調印された。農業分野では例えばサハ共和国における温室プ
ロジェクトである。 

・TOR におけるシングルウィンドウサービスについては各種手続きの状況はフォロ
ーしているわけではないが、関係省庁の調整に時間を要している。また、今年導入
予定であった自由港における査証免除は現在実現の目途が立っていない。 

・日ロ協力プロジェクトの中で、ロシアから日本への飼料作物の輸出拡大及び穀物出
荷ターミナルがあるが、両国の基準の違いや規制が課題である。両国の関係省庁の
情報交換が必要である。 
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 ②民間企業等訪問結果 

（ア）JGC Evergreen 

日  時 10 月 31 日（月） 

場  所 同社事務所及び温室 

概  要 

＜沿革＞ 

・日揮（株）が出資する日露合弁企業。2015 年にハバロフスク地方の TOR「ハバロ
フスク」内アヴァンギャルド工業団地に、2.5 ㏊の温室野菜栽培施設を建設し、トマ
トとキュウリ、パプリカを栽培している。 

・同社の定款資本金は 4 億 4,650 万ルーブル。このうち 82.2％を日揮、4.5％を｢道銀
どさんこ 3 号ファンド｣、13.3％をハバロフスクにある有限責任会社｢エネルゴ・イ
ムプリス＋｣（EI）が保有している。 

・設計以外はロシアで調達可能な資材で施設が建設され、液肥などもロシアで調達で
きるものとなっている。種、苗もロシア人の好む品種を地元で調達して栽培してい
る。 

 
＜現状＞ 

・昨年の年間総生産量は 1,000ｔであり、うちキュウリ 600ｔ、トマト 400ｔである。 
・商品は自社直売店、地元スーパーへの供給、卸売業者をとおし、沿海地方、サハリ
ン州、サハ共和国への販売などの実績がある。ハバロフスク地方以外の販売につい
ては主に現地商社が取り扱っている。 

・物流は自社配送（冷蔵トラック）もしくは卸売業者や取引先の引き取りである。 
・現在は 10 月から翌年 7 月までの稼働としており、稼働していない期間はメンテナ
ンス、殺菌などに充てられている。また、夏季は地元露地野菜が供給されているの
で、ハウスで栽培する必要がない。 

・冬季の野菜は 90％が中国産のものであり、安全・安心を求める市民は同社の商品を
好む。地元市場内の直売店で購買者が列をなしており、他の商品より 10～30％高く
ても競争力がある。 

・同社は TOR 内に設置しており、税の優遇措置を受けることができるが、農業関連
企業は元々免税であり、そのメリットは感じない。 

・手続き簡素化（シングルウィンドウサービス）は現在整備中であり、実際はモスク
ワで手続きが必要であった。その際にサポートしてくれたのはハバロフスク政府で
あった。 

 
＜今後の展開＞ 

・今後は現在の温室 2.5 ㏊から、第二ステップとして 2017 年に 5ha へ、さらに第三
ステップ（時期未定）とし 10 ㏊まで拡大する予定。栽培品目の多様化を進める。イ
チゴ、レタスなどを想定している。レタスは育苗施設の端境期に生産する。イチゴ
の品種認定には 2～3 年かかる見込みであり、第三ステップの拡張工事はそれに合
わせて実施する。 

・まずはハバロフスク地方での安定した実績を確保することを目標としている。 
 
＜今後の課題＞ 

・課題として優秀なスタッフの確保がある。今後は成果報酬主義を導入する予定。工
場のスタッフは経験者ではなく、入社後専門家からの指導を受ける。 

・優秀な人材の確保が必要であり、雇用体系の変更を準備している。 
・ロシアにおける手続き簡素化が実現することを期待している。 

日本への 

ニ ー ズ 
・TOR のサービス（例：手続き簡素化）の実現に向けた双方の政府支援 
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（イ）（株）ソーヤ 

日  時 10 月 31 日（月） 

場  所 同社穀物倉庫及びトウモロコシ圃場 

概  要 

＜沿革＞ 

・閉鎖型株式会社 1として 1997 年に設立し、ハバロフスク市に本社を置き、食用大
豆、大豆油、穀類全般、飼料の販売を行っている企業であり、搾油工場はハバロフ
スク市内に立地している。主な市場はハバロフスク地方内であり、他の自治体や海
外に出荷はしていない。 

・現在、ユダヤ自治州に 9,000 ㏊、ハバロフスク地方（ラゾ地区、キインスク村）に
7,000 ㏊の土地（会社所有と長期借入）を有している。 

・同社はハバロフスク市内から約 60 ㎞のキインスク村で、トウモロコシ、大豆の圃
場及び乾燥、保管施設を 3 年前から運営を始めている。キインスク村を選択したの
は、農産物生育に適した土地であり、過去にコルホーズがあったため、農道や排水
施設が完備されているからである。なお、キインスク村のジャガイモはハバロフス
ク地方ではブランド化されている。キインスク村だけでなく、近隣の村の用地も有
している。 

・大豆は主に大豆油の原料として利用するが、その残渣を飼料として販売している。
ハバロフスク地方では地域で飼料が不足しているため、飼料用トウモロコシの生産
を始めた。ただし、トウモロコシは地域の気候環境に適している品種の確認のため
多様な品種を実験的に栽培している。 

 
＜現状＞ 

・2016 年の播種面積はトウモロコシ 700 ㏊、大豆 2,000 ㏊。収穫高は品種により異
なるが、トウモロコシ 40～70 ﾂｪﾝﾄﾈﾙ/㏊（＊1 ﾂｪﾝﾄﾈﾙ＝100 ㎏）大豆 11～21 ﾂｪﾝﾄﾈ
ﾙ/㏊である。 

・来年はトウモロコシ、大豆それぞれ播種面積を拡大する。トウモロコシは 1,500 ㏊、
大豆は 2,500 ㏊程度の予定である。 

・現在利用している機材はロシア、米国などの農業機械であり、穀物の乾燥機もモス
クワの取扱業者がヨーロッパから輸入して設置している。設計もモスクワの企業に
依頼している。 

・技術者やスタッフはコルホーズ時代の経験者を雇用している。収穫期には近所の住
民の協力も得ており、人手不足はない。中国人などの外国人労働者を使うことはな
い。外国人労働者を雇用するのは、中国資本もしくは合弁企業に限られる。 

・今回訪問した地域には灌漑は必要がない。逆に川が近いため土壌の水分が高いこと
が課題である。施設としては排水施設の整備が必要である。 

 
＜今後の展開＞ 

・ハバロフスク地方では養豚や養鶏、畜産業が今後発展することが計画されているが、
飼料を供給できる企業がない。そのために品質が良く安全な飼料を生産することを
目標としている。 

・また、大豆油についても消費者の安全で安心な食品へのニーズが高まっており、原
料となる大豆の需要も高まっている。 

・今後は栽培面積を拡大する他、生産性の向上を目指すため、機械化や輪作体系によ
る生産環境の改善を目指していく。 

 
＜今後の課題＞ 

・地域に適したトウモロコシ品種の確定が必要である。 

                                                   
1 2014 年 9 月 1 日に民法が改正されて会社の形態に関する新たな制度が導入された。新制度では OOO（有限責任会

社）、OAO（公開型株式会社）および ZAO（閉鎖型株式会社）等は「会社型法人」に、OGUP（国家単一企業）は

「国家単一法人」に区分けされた。OAO と ZAO は株式会社（AO)とされ、「上場（public）」と「非上場（non-
public)」に分類され、前者は PAO、後者は NAO と略される。OOO は非上場として残される。 
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・将来的な生産量拡大を見据えた市場の確保が必要であるが、まずハバロフスク地方、
周辺地域の市場への供給を目指したい。 

日本への 

ニ ー ズ 

・同社環境及び市場ニーズに見合った飼料用トウモロコシの紹介。 
・日本向け大豆、トウモロコシの輸出を検討したいので、品質基準や梱包などの情報

がほしい。 
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（ウ）BM グループ Asia Les  

日  時 10 月 31 日（月） 

場  所 同社会議室 

概  要 

＜沿革＞ 

・BM グループの原板生産能力は 2,500～3,000 ㎥。現在、木材加工の生産能力拡張
を目的に新たな加工場を建設中。 

・サハリンにも資源を保有しており、州政府等の協力を得て事業を進めている。 
 
＜現状＞ 

・Asia Les 社は、BM Group の中で資金面を担当している。 
・8 月 29 日に当地で日ロ中小企業対話が行われ、日本企業等とコンタクトし、日本
製木材加工機械について意見交換した。モスクワの展示会でも日本の設備が出展
されていたので、日本企業とコンタクトした。必要な設備については、関係先に
呈示している。Asia Les 社は東方経済フォーラムでも話題になった。 

・日本とは 15 年ほどに亘って日本の商社などとカラマツの製材の取引があり、主
に原板を輸出しており、丸太の輸出はない。日本には需要に合った製材を、中国
には原木を、それぞれ輸出。日欧中の輸出比率は 25:25:50）であり、欧州は輸送
費が高い。 

・製材、集成材、ペレットの設備については、日本製にしたいので、日本企業に資
本参加して欲しい。 

・TOR の指定を受けるべく申請している。税特典もあるし、通関も楽になる。政府
からインフラストラクチャーで支援を受けることも出来る。 

 
＜今後の展開＞（サハリンでのプロジェクトについて） 

・BM Group のサハリンにおける事業（BM サハリン＝BM グループの 100％子会
社）を進めている。 

・BM サハリンはサハリンに土地（工場用地）と設備を持っている他、森林の利用
権を有している。49 年間の港（Aleksandrovsk-Sakhalinsky）のリース権を取得
すべく交渉しているし、森林保有量はサハリンで最大である。現状では、サハリ
ン州政府と PPP（Public Private Partnership）を組んでおり、州政府が資本金 3
億ルーブルの 67％を出資している。連邦政府も関心をもっており、鉄道輸送費の
補助を受けている。 

・資金については、サハリン州と極東発展公社と交渉している。90％出すように要
請している。 

・アレクサンドロフ・サハリンスキー港の水や電気の供給状況について、港は 10 年
使っていないので、改修が不可欠。コルサコフ港を使うことを考えたが、鉄道の
敷設も必要だし、費用が高くつく。港は Rosmorport（海洋運輸施設整備のため
の政府系組織）が管理しているので、サハリン州政府が同社と協定を結び、来年
初めに改修計画を作成して承認を得て改修する。浚渫も必要。改修後の使用料は
無料となる。港ではバージを使って船に積み込む予定。年間 2 ヵ月は氷で使えな
い。 

・港と工場は一体で FS を考えている。投資は 2 億ドルが必要（うち 4,000 万ドル
は港）。設計は出来ているので MoU を結ぶことが出来る。 

・サハリンでは 2015 年から伐採を始めた。丸太を中国に送っているが、関税が 25％
と高いので、完成品の方が合理的だ。輸出企業に対しては、原木の関税を減額す
る制度が検討されている。 

・サハリンの 86％が未伐採。49 年の伐採権を持っている。将来的には 100 万㎥を
伐採したい（ハバロフスクは 15 万㎥の能力）。植樹も進めている。丸太の識別ラ
インは持っており、年間 120 万㎥の識別が可能。道路は 63 ㎞を敷設済み。 

・政府からの補助について、州政府からは鉄道料金の一部と道路建設の補助金が、
連邦政府からは森林利用税の 50％と法人税・資産税の減額が期待できる。 

・日本は地理的に近いので日本市場をターゲットにして日本の林業会社や商社と合
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弁を組みたい。現在の建機類は日本製、製材設備は欧州製を使っているが、サハ
リンでは総て日本製を買いたい。技術力は高いので、日本の需要に合った原板、
マバシラ、カドバシラ、タルキ、トブチ、サンギを売りたい。 

・年間の伐採権は 74 万 7,000 ㎥で、年間計画では、製材 15 万ｔ、集成材 5 万ｔ、
ペレット 10 万ｔの生産となる。ペレットは相馬発電所に 1 万ｔ／月の需要があ
ると聞いている。製材（国際規格 1～4 番）は日韓を、それ以下は中国を市場にし
たい。 

・サハリンの木材の質はハバロフスクより劣るので、良質の材 45 万㎥を製材・集成
材・ペレットに向け、残りは中国向けとする。日本には、シェア参加、設備供給、
製品輸入をお願いしたい。サハリンの材の質は低く、加工可能な量は 45 万㎥程度
だが、日本の信頼を裏切ることはない。TOR に指定されれば通関が楽になる。 

 
＜今後の課題＞ 

・生産量に適した安定した市場の確保が重要であり、日本を想定している。 
・輸出量拡大のためには港湾整備も含む輸送インフラの整備が必要。 
・TOR 指定を踏まえた各種政府支援の確保を目指したい。 

日本への 

ニ ー ズ 

・日本で戦略的パートナーを探したい。 
・加工工場をもう一つ建設していているので、協力を得たい。 
・ペレットは韓国や欧州で人気が高い。韓国の関心は高いが、日本にも売りたい。 
・投資協力をお願いしたい。昔は日本の商社には前払いで売っていたが、今は通常

の決済。ペレットや原板について買主を探すと共に、投資して欲しい。返済は生
産物で行いたい。 
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（エ）（有）アグラリヌィェテフノロギイブードゥシェバ（Agriculture technology of future ltd） 

日  時 11 月 2 日（水） 

場  所 同社温室 

概  要 

＜沿革＞ 

・日本企業ミライ（MIRAI）の Green room 技術によるロシア最初の植物工場を建設。
栽培施設面積 1,000 ㎡、容積 6,000 ㎥。栽培用地総面積 5,000 ㎡（内苗木栽培用地
1,200 ㎡） 

・この施設は 2016 年 4 月に稼働したロシアにおける最初の最新型植物工場である。 
・投資総額は 8 億円程度。日本の株式会社ミライ（MIRAI）の技術をロシアの投資企
業「Agriculture technology of future ltd」が導入したものである。同社社長は元銀
行家であり、投資は主に個人投資家からの出資である。 

 
＜現状＞ 

・現在、一日 10,800 株の葉物野菜を出荷することが可能である。事前発注に基づき、
生産するため商品が残ることはない。主な出荷先はハバロフスク地方内の小売りチ
ェーン、レストラン、空港等である。発注から出荷までは約 30 日となっている。 

・自社のトラック及び取引先の配車によるトラックで配送している。小売店において
はネット 80ｇのプラスチックパックでの梱包となっている。レストランへの出荷は
下記写真のようなパレットサイズの梱包であり、中身の量は発注者と確定する。夏
季以外はハバロフスク地方では緑色野菜が不足するので、地元でのニーズが高い。
競争相手となるのは中国産であるが、ハバロフスク市の住民は安全・安心にこだわ
るため割高でも同社商品を購入するため、競争力はある。 

・現在、20 種類のハーブを実験栽培しており、栽培に適した照射方法を開発している。 
・技術指導は千葉大学の専門家から受けている。液肥などの資材はロシア国内で調達
できるものである。苗や種子等もロシアで流通しているものをモスクワの専門企業
で調達している。 

 
＜今後の展開＞ 

・今後、ハバロフスクの施設では生産量の拡大及び収益性の高い商品（品種）の導入
を進めていく。最終的にこの植物工場で 50 種類の葉物野菜を作る計画がある。 

・同様な施設はロシア国内のモスクワ周辺欧州部で展開計画を進めている他、サハ共
和国など市場ニーズが高いところでの展開を考えている。その際は、日本を含めロ
シア以外の機材を導入する予定である。 

 
＜今後の課題＞ 

・市場ニーズに沿った新たな作物の生産をすすめたい。 
・そのために作物に対応した機材やノウハウの導入が必要であると考える。 
・今後はロシア欧州部での植物工場を設置していきたい。 

日本への 

ニ ー ズ 

・本事業は日露投資フォーラムでのマッチングで実現したものである。今後も植物工
場ビジネスだけでなく、日本の技術を取り入れた新たな事業も検討していきたい。 

・植物工場については千葉大学の技術指導を受けているが、最新技術や品種に関する
情報の共有を期待している。 
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（オ）RFP（Russian Forest Products） 

日  時 11 月 2 日（水） 

場  所 同社会議室 

概  要 

＜沿革＞ 

・極東でも最大の伐採量を有する企業であり、450 万㏊の森林経営権、年間 400 万ｔ
の伐採権を有している。年間平均 240 万㎥を伐採している。 

・伐採権を有する森林はハバロフスク地方、沿海地方、アムール州にわたる。 
 
＜現状＞ 

・主な輸出先は中国であり、丸太で輸出している。日本にはベニヤで輸出している。 
・工場はアムールスク市（ハバロフスク地方北部）にあり、ソビエツカヤ・ガワニ港
から主に輸出しているが、ワニノ港、ウラジオストク港、ナホトカ港も利用してい
る。また河川での輸出についてはアムール州ブラゴヴェシチェンスク河川港を利用
している。 

・森林経営から加工、流通においては FSC（Forest Stewardship Council、森林管理
協議会）の認証を受けている。 

・現在年間 30 万㎥の生産規模のベニヤ工場が稼働している。日本にも輸出している。 
 
＜今後の展開＞ 

・製材工場（年間生産量 25 ㎥）が 2017 年 1 月に稼働し、日本、中国、韓国への輸出
を予定している。 

・アムールスク市においてペレット生産工場建設を計画している。年間生産量は 9 万
～10 万㎥であり、日本向けに輸出を検討しており、大手商社と長期契約商談中であ
る。将来的には全量日本向け輸出にしたい。 

・上記以外の日本の市場動向を踏まえて、数か所のペレット工場の建設を考えたい。
年間生産量は 40 万～50 万㎥を想定している。日本でバイオマス発電所建設（2 か
所）があり、そこへ供給することを考えている。これは日本商社などとの共同事業
とし、JBIC の資金活用を考えている。 

 
＜今後の課題＞ 

・今後生産される製材、ペレットなどの長期契約先の確保。 
・極東において木材専用ターミナルがない。 

日本への 

ニ ー ズ 

・ペレットの長期輸出契約の締結先の確保。 
・ペレット生産工場計画での投資（合弁事業など）や資金調達（JBIC など）。 
・戦略的協定の具体的推進。（例：建材の供給基地建設、住宅デベロッパー事業、スラ
ビヤンカ湾における木材専用ターミナルの設置） 
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 ③ワークショップ実施結果 

日  時 11 月 1 日（火） 

場  所 オリンピックホテル会議室 

プログラム 

・農林水産省挨拶 
・日本企業自己紹介 
・日本企業プレゼンテーション（株式会社前川製作所／株式会社東洋トランス） 
-------------- 席の移動等 -------------- 
・分野別ミーティング（農業関係／林業・水産・流通関係） 

主たる内容 

＜ハバロフスク地方ワークショップ＞ 

・日本側から自己紹介及びプレゼンテーションを行ったあと、ロシア企業から自己
紹介や提案が行われた。 

 
＜ロシア側からの提案内容＞ 

・水産：アムール川沿岸における貝類の加工工場の整備、ワニノ自由港におけるホタ
テ養殖事業の提案。 

・水産：ニシン、サケ、マス分野での日露協力を提案。 
・水産：アムール川沿岸における水産加工工場でのサケ・マス冷凍（内臓を除く）事
業を提案。 

・物流：通関分野での日本企業へのサポートを提案。 
・食品：冷凍、冷蔵商品の開発支援を行っており、日本の冷蔵機器に関心を有してい

る。 
・機械：機械修理やメンテナンスサポートを行いたい。 
・飼料：家畜飼料の供給やサプリメントの日本向け供給の提案。 
・投資：中小規模の企業の日本企業との連携窓口をつくりたい。 
・ハバロフスク地方政府：木材加工、大豆加工、温室、チョウザメ養殖、林産品のプ

ロジェクトが有望であり、日本側の投資を期待している。 
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＜ワークショップ参加企業リスト＞ 

（順不同） 

№ 会社・組織名 

1 ハバロフスク地方国際・地域間協力省 対外経済・地域間関係局 
2 ハバロフスク地方国際・地域間協力省 国際協力局 
3 極東商工会議所 
4 ハバロフスク地方輸出支援振興センター 
5 有限会社メルクーリー 
6 日露地域間実務委員会 
7 投資家・管理者支援エージェンシー 
8 有限会社 UK RFP グループ 
9 有限会社バルチモル・アムール 
10 有限会社メリレン 
11 有限会社スカロプス 
12 有限会社バストーチヌィ ルィバコンビナート 
13 有限会社モルスコエ 
14 ハバロフスク地方輸出支援振興センター漁業企業組合 
15 農業生産組合バスホット 
16 漁業者組合イーニャ 
17 有限会社魚加工コンプレックス 
18 有限会社テルミナル 
19 有限会社オボルダバニエ・ドリャ・レスキー 
20 科学的生産会社ウスペーシヌィ・コルム 
21 有限会社 モストビック 
22 ハバロフスク日本センター 
23 有限会社ロジステックグループ BIKSI 
24 アムールゼルノ 
25 極東食品・魚加工企業センター 
26 イェシン V.V 農場 
27 ハバロフスク地方政府 経済振興局 経済振興・投資誘導部 

 
  



29 

（３）サハリン州 

 ①行政機関訪問結果 

（ア）サハリン州政府 

日  時 11 月 3 日（木） 

場  所 サハリン州政府会議室 

先方説明① 

農業分野 

＜基本政策＞ 

・2014 年～2020 年までのサハリン州の農業発展プログラムを策定している。 
・最重点分野はサハリン州内の農場増加により、農畜産物の自給率向上である。（2015
年時点のサハリンの自給率：鶏卵：100％、馬鈴薯：96％、肉類：8％、牛乳：38%、
畑作：62％、温室：49％） 

 
＜現状・課題＞ 

・自給率向上には日本からの技術や設備の導入も必要であるが、企業の購買力は低い
ため、価格の高い日本製品を購入することが難しい。 

・現在、自給率向上に向けてサハリン州政府管轄のもと、以下の投資事業を進めてい
る。 

1）野菜栽培 
・TOR「ユージナヤ」の入居企業である「ソフホーズ・チェプリーチヌィ」が 8 ㏊の
温室野菜栽培施設を建設。今年の 12 月には新たに 2 ㏊拡張し、合計 10 ㏊になる予
定である。本事業枠内で 2017 年にはさらに 2 ㏊拡張し、その後も追加事業として
4 ㏊拡張する計画がある。 

・この事業を着実に進めることで、2020 年までに温室野菜栽培による自給率を 100％
にすることを目指している。 

2）畜産：以下の投資事業により、現在の肉類の自給率 8％から 2020 年までに 54％に
することを目指している。 

ⅰ．豚肉 
・TOR「ユージナヤ」の入居企業である「メルシーアグロサハリン」が豚飼養頭数 6
万頭のもと、2017 年から操業開始予定である。 

・その他、2015 年から活動している豚飼養頭数 6 万 2,000 頭を有する既存企業が、
既に 1 万 2,000 頭を豚肉製造し州内に供給している。 

・上記、2 社の事業が成功することにより豚肉の自給率を 2020 年までに 67％にする
ことを目指している。 

ⅱ．鶏肉 
・既存企業のもとでブロイラーの大型養鶏施設を建設中。これにより、2020 年までに
鶏肉の自給率を現在の 2％から 44％にすることを目指している。 

ⅲ．牛肉 
・サハリン州政府の予算で畜産ファームを作り、4,000 頭の肉牛を飼育する予定であ
る。既に 1,400 頭の肉牛がサハリンに導入されており、2018 年から牛肉製造を開始
する予定である。これにより牛肉の自給率を 2020 年までに 30％にすることを目指
している。 

3）酪農：以下の投資事業により、現在の牛乳の自給率 38％から 2020 年までに 100％
にすることを目指している。 

ⅰ．「グリーンアグロサハリン」 
・TOR「ユージナヤ」の入居企業であり、3,800 頭の乳用牛を導入。この事業の第一
段階では 2016 年中に 1,900 頭から搾乳を開始し、牛乳製造をする予定である。第
二段階では、2018 年までに残りの 1,900 頭から搾乳した生乳を、乳製品に加工し販
売する予定である。 
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ⅱ．「ザレーチノエ」 
・670 頭の乳牛を導入し、2019 年から乳製品を製造する予定である。 
ⅲ．ソフホーズ「コルサコフスキー」 
・1,000 頭の乳用牛を導入し、牛乳を製造する予定である。 

4）穀物生産 
・畜産・酪農を推進するには家畜飼料も必要となるが、現在州内では飼料用穀物がほ
とんど生産されていない。 

・家畜飼料加工を目的に、大陸から仕入れた穀物の保存倉庫・飼料加工場を建設する
計画があり、実現すればサハリン州で 10 万ｔの家畜飼料が自製可能となる。 

・サハリン州での穀物栽培試験に向けて、2013 年から日本と協力に向けた協議を進め
ている。 

・サハリンでは気候条件の関係で、飼料用穀物を栽培できる場所が限られているが、
気候条件に適用し、長年栽培できる穀物として想定しているのはトウモロコシであ
る。 

先方説明② 

食品流通 

＜基本政策＞ 

・現在の加工食品の自給率は 30％である。残りの 70％は国内他地域や海外から賄っ
ており、主な品目は食用油や乳製品などである。 

・ロシアでは経済制裁の影響で輸入代替が進められている。それにより、州内の食品
加工会社の加工量も増加しており、設備の更新も行っている。州政府も企業に対し
設備更新の支援をしており、購入費の 50%を補助している。 

・サハリン州知事の指示で、安価で質の良い食品を供給することを目指しており、国
内外へのビジネスミッション派遣等を通じて積極的に協力関係を構築している。例
えば、これにより食品メーカーと直接契約を結んで、サハリンに多品目の食品を仕
入れているなどの成果が出ている。 

 
＜現状・課題＞ 

1）製造 
・現在、サハリン州内で加工製造しているのは、パン、お菓子、ソーセージ、そして
量は少ないがバターとチーズを製造している。飲料は、ビールとミネラルウォータ
ーを製造している。 

・サハリン州内で製造される食品は、全て州内の市場で消費される。コロスというビ
ールメーカーでは 5 年前より日本に輸出しているが、通年輸出ではなく、量も少な
い。 

2）流通・物流 
・サハリン州の最も重要な国内仕入れ先は、沿海地方、ハバロフスク地方、アルタイ
地方、ヴォルゴグラード州、ヴォロネジ州である。 

・大陸から食品や穀物等を仕入れる際の輸送ルートは 2 つある。一つはトラック・鉄
道⇒ワニノ港⇒ホルムスク港⇒トラック・鉄道で、もう一つはトラック・鉄道⇒ウ
ラジオストク港⇒コルサコフ港⇒トラック・鉄道である。また、消費期限が短い食
材についてはモスクワから飛行機で調達しているが、輸送コストが高いため、物量
は限られる。 

3）貿易 
・食品の対外貿易では、主にベラルーシやウズベキスタン、その他中国、韓国、日本
から輸入している。 

・しかし、日本からの食品輸入は、近年はルーブル安の影響で、輸入量が大幅に減少
しており、日本のお茶やリンゴ等を食べることができなくなった。 

4）物流センター建設計画（露側同席企業のコメント） 
・ユジノサハリンスク市内南部に、サハリン州政府からの土地提供を受け、2018 年ま
でに 4 万ｔ規模の食品物流センターの建設を計画している。 

・コルサコフ自由港の入居企業として、ロシア連邦政府から支援を受け、コルサコフ
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港周辺に大規模物流センターの建設を計画している。保存倉庫のほか、卸売りが行
われる施設を整備し、2020 年からの操業開始を目指している。 

・計画する物流センターでは、コルサコフの小規模漁業者によるクラスターを形成し
た上で、各漁業者が漁獲した魚を集約し、国内外へ供給するオペレーションを行う
ことを目的としている。特に州内をはじめロシア極東内の消費者に対しては、ロシ
ア市場で供給される魚は一般的に冷凍魚であることから、鮮魚での供給を目指して
いる。 

・現在は、漁業者との協力関係の体制構築とオークションプラットフォームの実証実
験を行っている段階である。 

・オークションプラットフォームの実証実験は、ズベルバンクの支援を受けている。
このシステムでは、アジア太平洋地域の業者と、インターネットを通じた魚の取引
を行うことが可能である。現段階では、外国企業が直接オークションに参加するこ
とができないが、ロシア国内に法人格を有しているか、ロシアで活動しているブロ
ーカーを通じてオークションに参加することが可能である。将来的にはこのシステ
ムをもとに、コルサコフ港内に日本と同様の水産物の卸売場を作りたいと考えてい
る。 

先方説明③ 

水 産 業 

＜基本政策＞ 

・サハリン州の水産分野は石油ガス分野の次に重要な経済発展分野である。 
・漁業分野の発展に関するサハリン州政府の戦略は 2 つある。一つは養殖により水産
資源の基盤強化することと、先端技術を導入することである。サハリン州の漁業分
野で活動している企業は、活発に日本企業との協力関係を構築している。日本と韓
国の機械や技術が活用されている。 

 
＜現状・課題＞ 

・現在サハリン州では大型漁船が 600 隻以上あり、年間 70 万ｔ以上の水産物が漁獲
されている。うち 50 万ｔ以上が加工されている。 

・サハリン州はロシア極東の中でも、サケ・マスの栽培漁業が盛んにおこなわれてい
る。年間で 8 億尾以上の稚魚を養殖し放流している。 

・近年サハリン南部で放流されたマスは、同じ場所で産卵するのではなく、サハリン
よりも北の方で産卵している。これについては、科学者も説明できない状況であり、
北海道で放流されたマスも北海道に戻ってこないと聞いていることから、この現象
の解消に向けて共に研究していくことも必要である。 

・養殖に関しては、サハリン州ではサケ・マス以外の水産物の養殖ができる法律のベ
ースがないのが課題である。そのため、現在、養殖対象魚種の拡大に向けた法整備
をしている。 

・漁獲に関する技術は現在でも色々と使っているので新たなニーズはあまりないが、
近年、サハリンの海域で 30 年ぶりにイワシとサバが獲れるようになった。州内の
漁獲企業はこれらの漁獲量を高めるためにお金をかけて漁獲技術を導入しており、
日本に対しては特に魚群探知機に関心がある。 

・そのほか、高付加価値な商品を製造するための加工技術が必要である。設備やノウ
ハウ面で日本側に協力してほしい。加工対象となるのは、イワシとサバで、スケソ
ウダラの加工場建設の計画は今のところない。 

先方説明④ 

林  業 

＜基本政策＞ 

・サハリン州の発展プログラムに基づき、企業への設備更新のための補助を行ってい
るほか、今後は州内において梱包材、段ボール、製紙などの高次加工することを目
指している。 

 
＜現状・課題＞ 

・サハリン州の面積は約 800 万㏊で、そのうち約 80％の 690 万㏊が森林である。主
な樹木はエゾマツ、トドマツで 300 万㏊以上を占めている。 

・サハリン州では約 90 社の林業企業が登記されている。年間の伐採制限量が 230 万
㎥のうち、実際の伐採量は 200 万㎥である。製材や集成材等の年間加工量は約 30
万㎥であり、全てサハリン州内で消費されている。 
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・現在、サハリン州では、ロシア連邦政府の優先投資リストにも登録されている林業
発展に向けた投資プロジェクト計画がある。 

・事業主体は BM サハリンで、投資金額は 71 億ルーブルとしている。現在は計画策
定中であり、BM サハリンが投資家やパートナーを探している。 

・同プロジェクトでは、サハリン州の 5 つの地区で伐採を行う予定で、実現すればサ
ハリン州全体の年間伐採量が 74 万 7,000 ㎥となる。 

・アレクサンドルフスク・サハリンスキーに加工場を建設し、製材 15 万㎥、住宅用木
材 5 万㎥、木質ペレット 10 万㎥、チップ 10 万㎥を作る予定である。 

・国内外輸送のためにアレクサンドルフスク・サハリンスキー付近の港の改修工事も
予定している。 
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 ②民間企業等訪問結果 

（ア）RUT2009 

日  時 11 月 4 日（金） 

場  所 ガガーリンホテル会議室 

概  要 

＜沿革＞ 

・RUT2009 は 20 年間、サハリン州政府漁業庁管轄の科学研究機関（現在は閉鎖）の
研究者としてサハリン州及びクリル列島の海洋生物学の研究を行ってきた者が設
立。 

・栽培漁業による養殖ビジネスの発展を目的に、2018 年からの操業開始を目指したマ
リンバイオテクノパーク開発を計画している。 

・計画の具体的な内容は、国からの支援（補助金・減税・インフラ整備）のもと、主
にナマコとホタテの種苗生産施設、加工場の建設及び養殖・加工技術、海洋環境等
の総合研究センター、人材育成など水産分野の複合的なクラスター形成である。 

 
＜現状＞ 

・2012 年にマリンバイオテクノパーク開発計画を策定。これは、サハリン州の優先的
な投資計画リストに登録されている。 

・サハリン州での主な栽培漁業の魚種はサケ・マスだが、サハリンの海洋環境ではナ
マコ、ホタテ、ウニ、北海シマエビ、牡蠣、毛蟹の養殖に適していると考えている。 

・そのうち、ナマコとホタテを養殖するため、既に種苗生産施設の建設予定地となる
土地を取得している。種苗の放流漁場では年間でナマコ 960ｔ、ホタテ 800ｔを生
産する計画を持っている。 

・種苗生産施設や加工場建設等の初期投資金額を 15 億 7,550 万ルーブルと設定して
おり、回収期間は 6 年 10 か月を見込んでいる。 

・この計画の実現を見越して、既に全国に拠点を持つロシア科学アカデミーから協力
関係に関する合意を得ているほか、中国と韓国の企業から将来的にこのテクノパー
クで生産される商品の取引に関する基本合意を得ており、販路も確保している。 

・国からの支援状況は現在のところ税制面の優遇のみである。ロシアの法律では養殖
は「水産業・農業」のカテゴリに入ることから、ホタテやナマコを商品として漁獲
した段階で農業税を課せられるが、これも優遇対象となる。 

・インフラ整備に対するサポートはまだ行われていないが、具体的な着工時期等が決
まれば国からの支援も開始する。 

 
＜今後の展開＞ 

・計画の第一段階としては、種苗生産施設と種苗放流、加工場の建設の実現である。
第二段階では、バイオテクノパークの経営の安定化に向けた漁獲量の向上と、水産
分野における複合的なクラスターの形成である。 

・また、将来的にはマリンバイオテクノパークでできた商品の輸出拡大をするために、
漁業者が個別に輸出手続きをするには手間とコストがかかるため、それをサポート
するためのワンストップセンターを作りたいと考えている。 

 
＜今後の課題＞ 

・課題はホタテとナマコの養殖に関する法律が整備されていないこと。ロシアでは
2014 年に初めて養殖に関する基本法が制定され、現在も魚種・漁獲単位の法令を整
備している段階である。そのため、ナマコとホタテの養殖は試験的にしかできない
状況であり、試験目的での生産量は年間最大 1ｔまでと法律で決められている。 

・サハリン州の省令では、養殖以外の漁業に与えられている漁獲区域では、漁獲枠の
関係で養殖ができないこととなっている。この省令が改正されない限り、養殖適地
と見定めている海域では養殖ができない。 

・また、サハリン州の省令では養殖をするには閉鎖度の高い湾域が条件だったが、サ
ハリン州政府でも養殖産業の発展に向けて、省令の改正とともにオープン型の湾域
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でも養殖できるように防風設備導入などのインフラ整備による対策を講じている。 

日本への 

ニ ー ズ 

・マリンバイオテクノパーク開発に向けた投資パートナーの確保。 
・養殖・加工技術のノウハウおよび種苗施設・加工場の設備導入。 

※参考：別添資料⑥（55頁） 
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（イ）（有）ヤンタルノエ 

日  時 11 月 4 日（金） 

場  所 （有）ヤンタルノエ 

概  要 

＜沿革＞ 

・2002 年に設立した漁獲・加工業者として、ドリンスク海域での漁獲と加工（缶詰、
燻製、冷凍）を行っている。2015 年の売上高は 3 億ルーブルで、従業員は 110 名。
加工場内の一部に日本製機械（イクラのセパレーター、カッター）を導入しており、
そのほか中国製の冷凍・冷蔵庫（収容能力 300ｔ）、欧州製の加工機械を使用してい
る。 

 
＜現状＞ 

・主にサケ、マス、氷下魚、サンマ、カレイ、タラ、シシャモ、昆布等の冷凍魚や缶
詰、燻製等の水産加工品を製造、販売している。 

・燻製の製造では、乾燥室の室温を 13℃、18℃、30℃と異なる温度帯で乾燥させるこ
とにより、市場ニーズに合わせた多種多様な燻製製品の製造をしている。 

・燻製や缶詰等の水産加工品の製造能力は日量 300ｔであり、製造即完売である。ロ
シア国内では缶詰は 1 ケース 48 缶入りが一般的であるが、当社は 1 ケース 24 缶入
りで卸・小売業者に卸しており、消費者の利便を図る等柔軟な経営を行っている。 

・製造された水産加工品はサハリン州内のほか、ロシア全国で販売している。一番売
上がある商品はサケ・マスの缶詰であり、年間 1,000ｔのサケ・マスを加工してい
る。 

・日本の商社と長年取引をしている。イクラ、サケ、マス、氷下魚を冷凍で送ってい
る。日本からはサンマの原料調達をしている。 

・中国や韓国とは直接的な取引はないが、ロシア国内で活動するアメリカ人のブロー
カーを通じて、中国に冷凍のマスを輸送している。 

 
＜今後の展開＞ 

・加工設備を更新しながら進めてきている。機械はインターネットの普及により世界
中のメーカーから簡単に購入できる。日本の機械は価格が高いため、現在では購入
が困難。 

 
＜今後の課題＞ 

・課題は、サハリン州内に質の良い缶工場が無いことである。現在、ロシア連邦西部
の缶工場から缶を買っており、時間とコストがかかるため効率が悪い。1 ドル 30 ル
ーブルだった時代は中国で缶を購入していた。今は約 65 ルーブルなのでコストが
かかりすぎて購入できない。サハリンにも缶工場はあるが、供給量が不足している。
また、蓋が付いていない等、欠陥品が多い。 

日本への 

ニ ー ズ 

・日本への販路拡大はもとより、東南アジア市場でのマーケティングで、日本と共同
で市場開拓をしていきたい。冷凍のまま輸送することもできるが、付加価値をつけ
るためにはフィレや真空パックなどに商品化して輸送していきたい。 

・また、昆布の資源量が豊富で、当社でも年間 5,000ｔの漁獲枠を有している。しか
し、ロシアでは細かく刻んで冷凍か缶詰にするしか需要が無い。そのため、日本の
技術やノウハウを導入して商品開発して、中国や東南アジア諸国などの新規市場を
開拓したいと考えている。 
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（ウ）（有）サハリンスキーアグロパルク   

日  時 11 月 5 日（土） 

場  所 （有）サハリンスキーアグロパルク社農場 

概  要 

＜沿革＞ 

・地元スーパーマーケットの子会社である（有）サハリンスキーアグロパルクは、2013
年より畜産業を経営。 

・当社の運営資金は銀行からの借入れ（金利 13.5％～14％※公定歩合は 11％）と SMS
社からの支援で賄っている。 

・経営者は地域農業組合の議長であり、組合員とともに、近隣農家の農畜産物の販売
拠点、家畜動物園（ふれあい広場）、ファームレストラン、日本製小型農機展示場等
を併設したアグロパーク設立を計画している。 

 

＜現状＞ 

・サハリンの食肉の自給率向上に向けて、家畜の繁殖を目的に食肉用の羊（500 頭）、
牛（211 頭）、豚（30 頭）を飼育している。 

・肉牛については、イギリス原産の種をもとに繁殖し、牧草のみにより肥育で頭数を
増やしながら、18 ヵ月から 20 ヵ月を目途に出荷する予定。 

・家畜飼料として牧草生産を行っており、周辺の畜産・酪農家に供給している。 
・豚舎、牛舎は既に整備済みで、羊舎は現在建設中である。 
 

＜今後の展開＞ 

・将来的にはと畜場の建設も予定しており、地域の畜産家が飼育した家畜の食肉加工
拠点を目指している。 

・北海道を訪問した際に、ファームレストランや観光ファームを視察したことを参考
として、サハリンでの農畜産物の販売、観光、新規就農者支援の拠点とした機能を
持ったアグロパーク構想を計画しており、2 年以内に操業開始することを目指して
いる。 
－建設計画：農畜産物の販売拠点、日本製小型農機展示場（0.5 ㏊）、動物ふれあい
広場（動物 500 頭の檻）、ファームレストラン（150 席）、駐車場（500 台） 

－投資金額：100 万ドル 
 

＜今後の課題＞ 

・近隣農家の販売拠点整備が喫緊の課題であるが、資金調達に苦労している。 
・サハリン州産の食肉の品質向上を目指す一方で、家畜飼料が供給不足であることか
ら、特に小中規模の畜産農家では飼料を購入することが出来ず対応が難しい。 

日本への 

ニ ー ズ 

・アグロパーク実現に向けた日本からの投資（資金・設備）。具体的には、共同出資者
として食肉の生産販売事業やレクリエーション施設建設・運営事業、展示場への日
本製小型農機の出品に期待している。 
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 ③ワークショップ実施結果 

日  時 11 月 3 日（木） 

場  所 サハリン日本センター 

プログラム 

・農林水産省挨拶 
・日本企業自己紹介 
・日本企業プレゼンテーション（株式会社前川製作所） 
・ロシア側参加者自己紹介 
-------------- 席の移動 -------------- 
・分野別ミーティング（農業・林業関係／水産・流通関係） 

主たる内容 

＜農業・林業関係＞ 

・ロシア側からは木材伐採・加工業者、ビール・飲料水製造業者、温室野菜栽培業者
が参加。 

・木材伐採・加工業者はサハリンに製材工場を保有しており、原則として州内向けに
のみ製材品を供給している。将来的な日本への輸出にも関心は高いが、日本向けに
は 100％KD 材（乾燥材）が求められる。当社は KD 釜を保有していないため、す
ぐに対日供給することは難しい。そのため、日本企業に設備投資を検討してほし
い。 

 
＜水産・流通関係＞ 

・ロシア側からは、シジミを採取する漁業者、寒天製造業者、設備機械のリース業者
が参加。日本へのシジミ輸出に向けたパートナー探しに関心が高かった。 

・寒天製造業者からは、現在の加工設備が老朽化しているため、日本の最新の加工設
備や技術に対する要望があった。 

・水産業・農業・林業・建設業の設備機械を主力製品とするリース業者からは、日本
の機械をロシアの代理店経由で中古品を購入しているが、日本企業との直接取引
で新品を購入したいとの要望があった。 

 
 
＜ワークショップ参加企業リスト＞ 

（順不同） 

№ 会社名 

1 有限会社ミクロリズージング 
2 有限会社サハリンスキーアグロパーク 
3 サハリン州商業・食料省 
4 株式会社コルサコフビール・飲料水製造工場 
5 株式会社コロス 
9 有限会社レスルス 
10 有限会社アインスコエ 
11 株式会社ソフホーズ・チェプリーチヌィ 
12 コルサコフスキー・アガローブィ・ザボード 
13 有限会社 ピエロバヤ・ローズニチナヤ・カンパーニヤ 
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別添資料①：極東発展省極東投資・輸出エージェンシー 
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別添資料②：極東発展公社 
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別添資料③：沿海地方政府 
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別添資料④：ウラジオストク海洋商業港 
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別添資料⑤：ハバロフスク地方政府 
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別添資料⑥：RUT2009 
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