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1. はじめに 
1.1. 背景 
ロシア連邦との経済協力については、平成 28 年５月の日露首脳会談において、安倍総理か

らプーチン大統領に対し、「極東の産業振興・輸出基地化」を含む８項目のロシアの生活環

境大国化・産業・経済の革新のための協力プランを提示し、プーチン大統領から高い評価と

賛意が表明された。また、同年 12 月の日露首脳会談において、両首脳は 8 項目の協力プ

ランの具体化の進展を確認するとともに、今後更に具体化を推進することで一致し、その後

の日露首脳会談においても８項目の協力プランの進捗を確認している。 

農林水産省では、当該協力プランの「極東の産業振興・輸出基地化」に含まれる極東の農林

水産業・食品産業開発を円滑かつ効率的に促進するため、ロシア極東等の農林水産・食品関

連ビジネスに関心を有する企業等の支援を目的とした、ロシア極東等農林水産業プラット

フォームを平成 29 年２月に設置。現在以上の企業・団体がメンバーとなる中、企業の関心

事項を踏まえたロシア極東等における農林水産・食品関連の調査や情報提供、ロシア政府側

との情報交換やビジネス機会作り、ビジネス上の課題解決に向けたフォローアップ等を実

施している。 

 
1.2. 目的 
本委託事業では、当該プラットフォームの活動の一環として、ロシア極東等への官民ミッシ

ョンの派遣を実施し、参加民間企業とロシア側政府・企業との意見交換、現地視察等を通じ

て、我が国の農林水産・食品関連企業等のロシア極東等への事業展開を支援し、日露の協力

に基づくロシア極東等での農林水産業・食品産業開発の促進を図るものである。 
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2. 官民ミッション派遣分野・地域の選定 
2.1. 農業・食品加工関連事業ミッションの対象地域の選定 
本事業における第 1 回ロシア極東官民ミッションの訪問先として、沿海地方およびアムー

ル州を選定した。沿海地方・アムール州は、いずれもロシア極東における主要な農業生産地

であり、近年は穀物・大豆等を中心に増産が行われ、日本への輸出量も増加している。 

特に沿海地方を中心として、ロシア連邦政府の農業振興プログラム（「2013～2020 年の農

業開発と農産物、資源、食糧における市場規制に向けた国家プログラム」）の一環として、

ウスリースク等に農産物の輸送・加工能力の強化を目的とした物流計画が進行中であり、

2018 年 5 月には当時のロシア農業省次官により、ロシア極東等プラットフォーム会合にお

いてロシア農業省の物流拠点計画についてプレゼンテーションによる紹介も行われた。本

官民ミッションでも、沿海地方における農場・穀物エレベーター等の他、上記の物流拠点計

画の各地への訪問を実施した。 

アムール州ついては、穀物・大豆等の増産及び輸出拡大と同時に、大豆を中心とした加工の

高度化も推進されている。従来の搾油加工から、大豆粉の製造や、大豆アイソレート、イソ

フラボン抽出などの高度な加工に向けた投資誘致・事業拡大が実施されており、ロシアとの

穀物貿易の拡大に加え、ロシアにおける中間加工品・最終製品の加工・製造も視野に入れた

関心を有する事業者に裨益することを目的とした。訪問先としては、アムール州の農場に加

え、大豆加工工場及び大豆加工事業者を選定した。 

また、上記の選定過程において、ロシア極東における農業関連の統計データの整理も実施し

た。下図はロシア極東全体における農産物の作物別生産量推移である。 

図 1 ロシア極東における主要農産物の生産量推移 

 

出所）Russtat より NRI 作成 
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農産物の生産量は近年概ね増加傾向にあり、特に大豆の生産量は大幅に増加している。また、

現在ロシア側として、従来の飼料用途から高付加価値加工への転換を推進しており、今後の

日露の経済協力の可能性の高い分野と考えられる。 

次に、ロシア極東における州別の農産物生産量を下図に示す。 

図 2 ロシア極東における各州の主要農産物の生産量内訳（2017 年） 

 

出所）Russtat より NRI 作成 
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図 3 ロシア極東における野菜の生産量と消費量の比較 

 
出所）Russtat より NRI 作成 
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た。下図はロシア極東における州別の漁獲量推移である。 
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図 4 ロシア極東における州別の漁獲量推移 

 

出所）Russtat より NRI 作成 

ロシア極東はロシアにおける水産物生産の 7 割近くを占める主要な地域である。カムチャ

ツカ地方、沿海地方及びサハリン州の漁獲に占める割合が大きい。 

本官民ミッションでは、先述の通り前年度事業との重複を避ける理由もあり、沿海地方の他

にサハリン州を訪問することとした。なお、サハリンには SakhNIRO という州立の水産研

究所が存在し、同研究所の公開データによると、サハリンでは多様な魚種が漁獲可能である。

サハリンにおける主要魚種別の漁獲データを、下表に示した。 

表 1 サハリンにおける主要魚種別の漁獲データ（2017 年） 
Type Amount (thou. tons) 
Sea fish species 405.2 
  Pollock 287 
  Japanese mackerel, Far Eastern sardine, Pacific saury 75.2 
  Cod, flatfish, Atka mackerels 0 
  Gobies 5.8 
  Sebastes, rays, black halibut 0 
  Other 37.2 
Marine invertebrates  83.8 
Coastal fish species 20.5 
Coastal invertebrates 15.4 

出所）SakhNIRO 

以上から、水産加工関連事業ミッションは沿海地方とサハリン州を訪問することとした。 
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3. 第一回官民ミッション（農業・食品加工関連事業） 
3.1. 第一回国内セミナー 

3.1.1. 実施概要 
表 2 の概要で農業に関するセミナーを実施した。 

表 2 農林水産省セミナー「ロシア極東における農業・食品加工の機会と課題」開催概要 
項目 概要 

開催日時 平成 30 年 6 月 25 日（月）13：00～15：00 
開催場所 新東京ビル 7 階セミナールーム 
参加人数 23 人 
議事次第  開会挨拶 

 NRI 発表「ロシア極東における農業・食品加工の概況と日本企業の参

入可能性」  
 「ロシア極東における農業・食品加工の事業と直面する課題」  
 「ロシア極東における農業･食品分野の概況と日本企業への期待」  
 質疑応答 
 企業アンケート 

 
 
3.1.2. 講演内容 

 

演題 ロシア極東における農業・食品加工の事業と直面する課題 

講演要旨 

導入： 
 ハバロフスクにおける野菜栽培事業に 2015 年の立上げから携わっている。弊社

の本業は石油・天然ガスプラントの建設。ハバロフスクで野菜生産を行う理由

は、そこに明確なニーズが存在し、当社がそのニーズに応えるソリューションを

提供可能で、当社の長期事業戦略に合致し、かつ事業性があると判断したため。 
 ハバロフスクのニーズについて、同市は冬場の野菜供給を中国からの輸入頼っ

ていた。ハバロフスク市は、ハバロフスク州の州都。市内に温室はなく、野菜の

供給を中国に依存している。冬場の中国からの野菜は中国南方からトラック輸

送で 1 週間掛けて運ばれる。品質は悪く、残留農薬の問題もたまに起こる。 
事業概要： 
 生産量は年間約 1,100 トン、ハバロフスク市民の 8 万人に相当し、シェア約

13％。販売先は、市内スーパー、直売所、外食。ハバロフスク市の大手小売のサ

ンベリーというスーパーに全体の 40%を販売、自社直売所に 40%、その他が 20%
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という構成。 
事業開始の経緯： 
 検討開始が 2013 年 4 月。そこから 1 年半で投資決定した。対行政の手続につい

ては、色々な苦労があったが、最終的にはハバロフスク市の協力が大きかった。 
 温室事業は、想像よりも遥かに反響が大きかった。温室は市内まで車で 30 分程

度に所在。朝採れたトマト・キュウリが店頭に並び、初日から大行列。今も行列

が続いている。販売開始の同年 9 月には増資を決定し、2.5ha の第二温室を建設

した。昨年 4 月に着工し、昨年の 12 月に販売を開始した。 
温室の概況： 
 第 1・第 2 温室及び第 3 温室の計画地がある。 
 設備は、オランダのガラス温室。循環型の溶液栽培施設、天然ガスボイラー。栽

培エリアは現在 4.4ha。 
商品紹介： 
 キュウリは 3 種類の品種を生産。年間の平均販売単価は 250 ルーブル/kg。トマ

トは 6 種類生産。大玉、中球、フルーツトマト、ミニトマトなど。 
将来シナリオ： 
 １．JGC エバーグリーン監修の下、地元の野菜販売を計画。今年の夏には日本

から輸入して地元の直売所で販売予定。 
 ２．日本のイチゴ品種のロシアで品種登録し、ロシアで生産・販売。日本のイチ

ゴは人気があるが、どの程度の単価で売れるかはまだ不明だが、主力としてやっ

ていきたい。 
 ３．第三温室の建設。ロシアの平均的な温室は 10ha 程度。現在は 5ha のため、

拡大し 10ha に拡大したい。 

 

演題 ロシア極東における農業･食品分野の概況と日本企業への期待 

講演要旨 

ロシア極東における投資環境： 
 プーチン大統領は極東の発展を 2018 年の優先的課題としている。大統領の指示

に従い、極東における行政の一体的システムを確立した。大統領全権代表が統括

している他、極東発展省が、極東の行政機能を管轄している。 
 極東投資誘致・輸出促進エージェンシーは、極東における輸出志向企業及び投資

のサポートの機関。ロシア極東の魅力は次の 4 点。 
 優遇税制がある。TOR 及びウラジオストク自由港では、行政手続が簡素化

されている。 
 OPEX（業務コスト）は低いため、ビジネス発展の機会が多い。極東の電気

代は日本の 10 分の一であり、エネルギー消費型の企業にとっては有利。 
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 インフラ・人的資源・低利融資が適用される。 
ロシア極東における農業の魅力： 
 農業は極東で活発に発展している経済セクター。直近数年間の農業の成長率は

10%以上であり、農業の経済規模は 30 億ドル以上。 
 ロシア極東の農地の面積は 800 万 ha。その内 300 万 ha が耕作地。現在の作付

けは 200 万 ha。極東は、日本･中国･韓国・ASEAN 等の、アジア太平洋地域の

主要な食料消費国に近接している。 
 具体的な投資機会については、より詳細に、3 つの TOR（ミハイロフスキー、

ユジナヤ、ベロゴルスク）を紹介する。これらの地域は既に稼動しており、事業

も始まっている。10 億ドル以上が投資済みであり、新規の投資家も待っている。

投資プロジェクトは、作物栽培、畜産、インフラ及び食品の 4 つのカテゴリー

に分けられる。 
 以下、具体的なプロジェクトを紹介する： 

 ハバロフスクにおける JGC 社の温室栽培プロジェクト。投資総額は約 2000
万ドルで、現在第三期温室の建設に着手している。 

 MKR・双日によるコメ・大豆栽培。先進的な日本の技術が導入され、収穫

量が 2 倍に増える想定。投資総額は約 1 億ドル。 
 畜産施設の建設プロジェクト。極東では肉製品の増産・アジア太平洋地域へ

の販売に向けた飼料供給のための資源が揃っている。 
 また、食品生産では、Agroholding 社が沿海地方で乳製品を生産。予定され

ているのは、3 つの畜産施設及び牛乳生産工場。乳牛は 1 万 5000 頭。牛乳

工場の生産能力は、1 日当たり 300 トン。5 万 ha の農地を賃借し、飼料栽

培も検討している。 
Amuragrocentre の紹介： 
 大豆の高度加工工場の建設プロジェクト。アムール州の主要産業は農業。有限会

社 Amuragrocenter は、アムール州・ロシア極東における農産品加工事業者の

中では主要なポジションを占めている。同社は、大豆加工事業において成功して

いる。 
 同社の製品の販売先は、アムール州の大手企業の他、ヤクート、カムチャツカ、

サハリン、ハバロフスク、沿海地方、トムスク州、ノボシビルスク、クラスノヤ

ルスク、イルクーツクの各企業。 
 同社は大豆加工の拡大に深い関心を持っている。大豆アイソレートの生産が可

能。輸入代替型の製品であり、この市場ニーズを満たすことが出来る。 
 アムール州のベロゴルスク TOR がプロジェクトサイト。 
 主要製品は大豆のアイソレート・タンパクの見通し。今後、本投資プロジェクト

が実施されると、大豆粕は大豆の分離タンパク生産の原料となる。この生産によ
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り、ロシアにおけるアイソレート・タンパクの消費量の 70%がカバーされるこ

ととなる。 
 アイソレート生産の過程で、食物繊維、大豆系オリゴ糖、飼料用タンパクのよう

な副産物が得られる。 
 本プロジェクトは、次の点において大詰めを迎えている。先ずは生産技術ソリュ

ーション、予測される販売市場、マーケティング戦略・分析、投資ファイナンス。 
 本プロジェクトは、財務的に安定しており、商業の点で興味を持っていただける

と思う。 
Sodruzhestvo 社の紹介： 
 「共同体」という意味の企業。ロシアの農・工業事業者としては最大手。国際的

に活動しており、本社はルクセンブルクに所在。ロシア以外にも、地中海沿岸諸

国、近東、中南米でも事業を展開している。 
 同社は、農産品のエクスポーターとしてはロシア最大手であり、欧州では大豆加

工業者としても最大手。現在 4 種類の活動を展開している。 
 油糧作物の加工：ロシアでも油糧作物加工では最大手の施設を保有してお

り、1 日当たり 8,500 トンの大豆を加工している。 
 農産品の貿易・輸送：50 種類以上の農産品（油糧作物、穀物等）を取り扱

う。 
 物流事業：ロシアで最大手の特殊鉄道車両のオーナー。5000 社車両以上を

保有。 
 特殊インフラ設備：水深の深い港、倉庫施設を保有。 

 農業用地設定予定地については、ポズデーフカという村に、農業・流通の総合施

設がある。それをベースとして、アムール州において中国と共同で大豆・トウモ

ロコシの生産・輸出（中国・東南アジア）事業を予定している。第一段階では、

25,000ha の土地が、第二段階では 10 万 ha の土地がコンソリデートされる見通

し。 
 ロシア極東に対する投資家の関心は、年々高まっている。但し、極東の土地も限

られており、日本の投資家には投資可能性のご検討をいただきたい。ロシア連邦

政府としても、極東投資誘致・輸出促進エージェンシーとしても、日本の投資家

への支援の用意がある。 
 また、個別の投資プロジェクトへの詳細なコンサルテーションも行うため、関心

のある企業にはお問合せいただきたい。 

 
 

3.1.3. アンケート結果 
第一回セミナーについて、Deloitte 社と共催したため、個別のアンケート回収を実施してい
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ない。 
 
3.2. 第一回官民ミッション派遣 

3.2.1. 目的 
今回のミッションでは、３月に東京で開催された「ロシア極東への投資誘致の促進に向けた

説明会」において、極東投資誘致・輸出促進エージェンシーから説明のあったプロジェクト、

ロシア農業省が進める農水産物の物流ハブ計画に関連するプロジェクト等、日本企業にと

ってビジネスチャンスが期待されるプロジェクトサイト等を訪問し、関係者と面談・意見交

換を行うこと、沿海地方政府、アムール州政府等への訪問・意見交換会も実施することを目

的とした。 

また、極東の農業・食品加工分野の事業に関心を持っている企業にとって、極東での農業・

食品産業の現状や現地企業のニーズの把握、現地民間企業やロシア極東地方政府とのネッ

トワーク構築等を行う機会の創出を目的とした。 

 
3.2.2. 実施概要 

農業・農産加工品官民ミッションの参加人数は、沿海地方で 22 名、アムール州で 11 名で

あった。 

表 3 第一回農業・農産加工品官民ミッションの参加人数 
人 沿海地方 アムール州 

全体 22 11 

民間企業 10 3 

 

農業・農産加工品官民ミッションの実施概要は表 4 のとおりである。 

表 4 農業・農産加工品官民ミッションの実施概要 

場所 日付 時間 訪問先 概要 

ウラジオ

ストク 
7/18(水) 10:00-

12:00 
沿海地方政府官

民円卓会議 
当日のアジェンダ： 
両国からの挨拶 
ロシア側によるプレゼンテーション「物流

センター”Primorye”の紹介」 
日本側によるプレゼンテーション 
関東学院大学 
新潟大学 
ウラジオストク日本センター 



11 

13:30-
15:30 

極東開発公社 当日のアジェンダ： 
極東発展公社からの挨拶 
LLC, “Navigaor”「ハバロフスクにおける

穀物ターミナル」 
“STS”, LLC「ウスリースク物流計画

地”Dry Port”」 
“EUROPLAST”「農業・食品加工における

日本企業との協業」 
16:00-
18:00 

"FABRIKA 
MOROZHENO
GO", LLC"社 

1989 年設立の、ロシア極東で最大のアイ

スクリームメーカー。 

ウスリー

スク 
7/19(木) 10:30-

11:15 
物 流 セ ン タ

ー ”Primorye”
建設予定サイト 

ナデジディンスカヤにおいて建設中の物

流拠点。卸売市場及び農場、流通センター、

加工及び品質管理施設等が整備される予

定。 
13:30-
15:30 

"Ussuriyskie 
melnitsyi" 

ロシア極東における穀物の貯蔵・加工の最

大の生産複合体の一つ。穀物エレベーター

サービス、倉庫及び敷地の賃貸、鉄道輸送

サービス等を提供。 
16:00-
18:30 

"PrimAgro", 
LLC 

沿海地方において全耕地面積 79,000 ヘク

タール、土地面積 85,000 ヘクタールを経

営。同社は大豆・トウモロコシの 2 種類の

作物を生産。 
親会社の”RUSAGRO”, LLC は、ロシア最

大の垂直型アグロホールディング。 
7/20(金) 09:15-

09:30 
ウスリースク物

流拠点計画地 
2020 年までに完成予定の、ロシア農業省

による物流ハブ（ドライポート）計画地。 
4 万トンの物品の保存能力を備えた流通・

倉庫施設、TEU5,000 ユニットを有するコ

ンテナターミナル、輸出向け加工施設、貿

易事務所及び展示パビリオンを含む物流・

倉庫を整備予定。 
10:10-
11:30 

"Zolotaya 
Dolina", LLC 

2010 年設立。畜産（牛）、穀物等の作物の

生産。 
15:00-
17:00 

"Chernigovsky 
Agroholding" 

穀物、マメ科作物および油糧種子を生産。

ミハイロフスキーTOR 内において、穀物
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（ミハイロフス

キーTOR 内） 
の選別・乾燥を行う複合型保管施設（２万

トン）のプロジェクトを実施。 
ブラゴヴ

ェシチェ

ンスク 

7/23(月) 09:00-
10:30 

Federal State 
Budget 
Scientific 
Institution 
"All-Russian 
Scientific 
Research 
Institute of 
Soybean” 

全ロシア大豆研究所。大豆の生産・種子選

抜・加工等に関する研究を行う。 

11:00-
12:30 

“Soya ANK”, 
LLC 

ANK-KHOLDING 社の子会社。アムール

地域の 4 地区に 4 万ヘクタール以上の土

地を所有。同社の主要産物は大豆。 
14:30-
16:30 

アムール州官民

円卓会議 
当日のアジェンダ： 
両国からの挨拶 
ロシア側によるプレゼンテーション①「物

流拠点"Sodruzhestvo”の紹介」 
ロシア側によるプレゼンテーション②（調

整中） 
日本側によるプレゼンテーション 
関東学院大学 

7/24(火) 09:00-
10:00 

"Amuragrotse
nter" 代表者と

の面談 

ロシア極東で穀物や大豆を加工する最大

の企業の 1 つ。生産施設内には、エレベー

ター、配合飼料工場、油生産工場、研究室、

倉庫等を有する。 
大豆油、精製大豆油、大豆油ミール、飼料

用大豆、配合飼料、タンパク質、ビタミン

ミネラル濃縮物及びプレミックスを生産。 

12:30-
14:30 

"MEZ 
"AMURSKI" 
("Amuragrotse
nter") 
（ベロゴルスク

TOR 内） 
17:00-
18:30 

AGROFIRMA 
"PARTIZAN“ 

ブラゴヴェシチェンスク市南東部のタム

ボフカ地区に所在する農場。 
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沿海地方政府とのラウンドテーブルのアジェンダは表 5 のとおりである。 

表 5 沿海地方政府とのラウンドテーブルのアジェンダ 
Place: Primorsky Krai Administration building, Russia, Vladivostok, Svetlanskaya 22 
Data: 18/07/2018 (Wednesday) 
Time: 10:00 – 12:00 

10:00 – 10:05 Greetings from Russian side 

10:05 – 10:15 Greetings from Japanese side 
 

10:15 – 10:30 Presentation by Department of agriculture, Administration of 
Primorsky Krai, “Overall situation of agriculture and food value 
chain in Primorsky Krai and the Russian Far East” 

10:30– 10:35 Question session regarding presentation made by Department of 
agriculture, Administration of Primorsky Krai 

10:35 – 10:50 Presentation of Distribution center “Primorye” 

10:50 – 10:55 Question session regarding Distribution enter “Primorye” 

10:55 – 11:10 Presentation by Kanto Gakuin University “New technology of 
soybean processing and fine-bubble” 

11:10 – 11:25 Presentation of Niigata University 

11:25 － 11:40 Presentation of Japan Center in Vladivostok 

11:40 － 12:00 Discussion session / Question session regarding presentations from 
the Japanese side 
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アムール州政府とのラウンドテーブルのアジェンダは表 5 のとおりである。 

表 6 アムール州政府とのラウンドテーブルのアジェンダ 
Location:  Administration of the Amur Region, Blagoveshchensk, St. Lenina 135 

Date: 23rd of July, 2018 (Mon) 

Time: 14:30 - 16:30 

14:30 – 14:40 Greetings from Russian side 

14:40 – 14:50 Greetings from Japanese side. Presentation of MAFF results regarding 

previous missions 

14:50 – 15:05 Presentation of Ministry of agriculture of Amur oblast 

15:05– 15:20 Presentation of Investment potential of Amur region 

15:20-15:30 Questions regarding presentations made by Amur oblast Administration 

15:30 – 15:45 Presentation of Kanto Gakuin University (новые технологии обработки сои 

и технология «fine bubble») 

15:45 – 15:50 Questions regarding presentation made by Kanto Gakuin university 

15:50 – 16:00 Presentation of JSC «BKF Zeya» (confectionery) 

16:00 – 16:10 Presentation of LLC «Oktyabrskiy Elevator» 

16:10 – 16:20 Presentation of LLC «Dikoros DV» 

16:20 – 16:30 Question session regarding Russian presentations 

 
 
3.2.3. ミッション概要 
ミッションでは以下の各サイト・企業を訪問した。 

 沿海地方：ロシア連邦農業省によるウスリースクにおける物流ハブ”Dry Port”建設計

画 
 沿海地方：卸売物流センター«Primorye» 
 沿海地方：ウスリースクの農業生産法人“PrimAgro” LLC 
 沿海地方：ミハイロフスキーの農業生産法人“Chernigovsky Agroholding”, LLC 
 アムール州：ブラゴヴェシチェンスクの"Soya ANK", LLC 
 アムール州：ブラゴヴェシチェンスクの“Amuragrocenter”, LLC および MEZ 

Amurski 
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それぞれの概要は以降の表 7～表 12 に整理している。 

表 7 沿海地方：ロシア連邦農業省によるウスリースクにおける物流ハブ”Dry Port”建

設計画 
名称 Ussuriisk transportation and logistical hub “Dry Port” 

所在地 ウスリースク近郊、シベリア鉄道駅 Ussuriisk 2 附近 

資本金／投資家 投資予定主体：TIGER、STS、VEB、Dealim (Korea) 

従業員数 N/A 

直近期売上 N/A（建設中） 

企業概要 ロシア農業省の物流ハブ計画の一環で計画されている物流拠点（ドラ

イポート） 
シベリア鉄道「ウスリースク 2」駅附近に位置し、ウラジオストクま

で約 85km、ザルビノ・ナホトカ両港への接続も容易な立地となる見

通し。106 ha の用地を確保。2020 年までに完成予定。 
主要製品・サービ

ス及び取扱量 
以下の施設等を備えたドライポート： 
 常時 4 万トンの物品の保存能力を備えた流通・倉庫施設 
 TEU（20 フィートコンテナ換算）5,000 ユニットのキャパシ

ティを有するコンテナターミナル 
 輸出向け加工施設 
 貿易事務所及び展示パビリオン 

議事概要 ロシア連邦農業省が鶏肉、豚肉をこのような物流センターを通じて輸

出する計画を持っている。輸出先は、主に東南アジアを想定。 
輸出用の肉はロシア西部から来る。また、野菜、果物については、独

立国家共同体から輸送 
ロシアからの輸出品としては、農産物が主体となる。各種製品を集中

させて輸出したい。レフコンテナでの海産物の取り扱い以外にも、ド

ライポートとして、他の製品でも使えるコンテナを受入れたい。トラ

ック輸送でも、港湾価格と比較して競争力がある 
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図 5 ウスリースクにおける物流ハブ”Dry Port”の立地 

 
 
  

アムール州・
ハバロフスク地方

★

卸売物流センター
「プリモーリエ」

物流ハブ
”Dry Port”

ハンカ湖

●

ミハイロフスキー
TOR

ウスリースク

ザルビノ港 ナホトカ港

完成イメージ
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表 8 沿海地方：卸売物流センター«Primorye» 
名称 LLC "Wholesale distribution center" Primorye " 

所在地 Primorsky Krai, Nadezhdinsky district, Noviy village 

資本金／投資家 投資総額：43 億 RUB 

従業員数 420 名（新規雇用創出見込み） 

直近期売上 N/A（建設中） 

企業概要 ウスリースク方面とウラジオストク港を結ぶ要衝に建設予定の物流

拠点。地域及びグローバルオペレーターを誘致するための州による支

援や、TOR 制度のインセンティブの対象。 
当該物流センターは、以下の 4 タイプのサービス  を提供予定： 
 卸売市場及び農場 
 流通センター 
 リサイクルと品質管理 
 追加サービス（HoReCa、コンサルティングサービスなど） 

3 階（第 1 段階（計画） - 2017 年末に着工） 
主要製品・サー

ビス及び取扱量 
貯蔵量：52,000 t 
加工量：15,000 t/ 四半期（3 か月） 
取扱量：500,000 t / 年 （内 40%が地域間） 

議事概要 2010 年に 2,000 平米の試験倉庫を作り、牛乳 5 社、野菜 2 社を対象

に試験運用を実施。8 ヶ月間の実験を行った結果、一度の出荷量は 3
ヶ月で 10%減少し、生産者の総合売上は 15%増加。 
現地の農家の要望を受け、この物流センターで、1 日 1 平米単位で販

売場所を貸出す（800 ルーブル/日・平米を予定）。集客・誘導は物流セ

ンター側で支援。 
建設、運営等に、日本企業の参画可能性はある。冷蔵・冷凍設備はす

でに相談を受けた。 
加工は、野菜のカット、選別、洗浄、包装のラインを設置予定。洗浄

ラインは、ベラルーシ製の設備を導入予定。新技術については、具体

提案があれば検討したい。 
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図 6 卸売物流センターの全体像 
  

野菜貯蔵ゾーン
冷凍食品貯蔵ゾーン

食料品貯蔵ゾーン
野菜包装ゾーン
製品配送ゾーン

食品配送ゾーン
食品受容ゾーン

注文受け取りゾーン
ショッピングモール

卸売物流センターの4つの機関

卸売市場と農場 流通センター リサイクルと
品質管理

追加サービス（HoReCa、コン
サルティングサービスなど）
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表 9 沿海地方：“PrimAgro” LLC 
名称 “PrimAgro” LLC 

所在地 Vladivostok, Uspenskogo St.,58 
資本金／投資家 “RUSAGRO", LLC 
従業員数 N/A 
直近期売上 売上：632,245,000 RUB（2016 年） 

純利益：61,615,000 RUB（同上） 
企業概要 親会社の”RUSAGRO”, LLC は、ロシア最大の垂直型アグロホール

ディング。砂糖、豚育種、植物栽培、油脂事業の生産において主導

的地位を占める。 
PRIMAGRO 社は、沿海地方において全耕地 79,000 ヘクタール（土

地 85,000 ヘクタール）を保有。 
主要製品・サービ

ス及び取扱量 
大豆・トウモロコシの 2 種類の作物を生産。 

議事概要 土壌に鉄分が多いため、春にリン、カリウムを入れたい。酸性度は

4.5～6.0 
単収は、今年の計画では 6 トン/ha。農地によっては 9 トン/ha にな

る場合もある。この 3 年間でトウモロコシの栽培面積は 1,000ha か

ら 21,000ha に拡大した。 
地力のデータの取得は、クローピオというシステム又は農地の収穫

量の電子データに基づきデータを収集。IT 部門もある。 
昨年 30 億ルーブルの設備投資を行った。人材は不足している。機

械化・無人化も検討している。高水準の人材確保は課題の一つ。 
 



20 

 
図 7 ウスリースクの農業生産法人“PrimAgro” LLC の立地 

  

▼

“PrimAgro”, LLC
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表 10 沿海地方：“Chernigovsky Agroholding”, LLC 
名称 “Chernigovsky Agroholding”, LLC 

所在地 Chernigovka village, Elevatornaya St., 10 
資本金／投資家 “AGROTEK”, LLC 
従業員数 N/A 
直近期売上 売上：105,735,000 RUB（2016 年 12 月 31 日）: 

純利益：12,209,000 RUB（同上） 
企業概要 穀類（米を除く）、マメ科作物および油糧種子の生産。 

ミハイロフスキーTOR 内において、2 万トンの貯蔵能力を持ち、穀物

の受け入れ、選別及び乾燥のための複合施設のプロジェクトを実施。 
主要製品・サー

ビス及び取扱量 
20,000 トンの穀物ターミナル 

議事概要 2013 年から農業生産を開始。養豚場と食肉加工を保有。同社は垂直統

合ホールディングであり、飼料生産から食肉加工まで行う。 
将来の大豆の需要増を見込んでおり、生産拡大予定。大豆の増産にはコ

ンバインの増設が必要。コンバインは高く、試用期間は短期間のため、

大きな投資が必要になる。 
大豆は、現在は自社養豚場への供給及び中国へ輸出。 
韓国、日本市場への販売は可能性がある。その場合、顧客の品質要求を

満たす必要がある。日本の場合は純度の条件も加わる。パートナーの協

力があればやりたい。要求を満たすための投資余力はある。 
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図 8 ミハイロフスキーの農業生産法人“Chernigovsky Agroholding”, LLC 
表 11 アムール州：ブラゴヴェシチェンスクの"Soya ANK", LLC 

名称 “Soya ANK”, LLC 

所在地 ブラゴヴェシチェンスク市内 

資本金／投資家 "ANK-KHOLDING“, LLC 

従業員数 農業部門で 380 名 

直近期売上 売上：717,764,000 RUB（2016 年 12 月 31 日）: 
純利益：22,633,000 RUB（同上） 

▼

“Chernigovsky
Agroholding”, LLC
（ミハイロフスキーTOR内）

極東投資誘致・輸出促進
ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ ﾘｸｴｽﾄ
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企業概要 ANK-KHOLDING 社の子会社。ANK-KHOLDING 社は、アムール

州に拠点を置く”SOYA ANK”, LLC を含む企業及びグループで構

成。 
同社は、アムール地域の 4 地区に 4 万ヘクタール以上の土地を所

有。同社の主要産物は大豆。 
主要製品・サービ

ス及び取扱量 
農業生産： 
 小麦：1 万 5 千トン 
 燕麦：1 万トン 
 大豆：3 万 5 千トン 

3 年前に大豆油の搾油工場を稼動開始。油、粕を生産できる設備を

備えている。油の生産量は、200 トン/日、大豆の加工総量は 7 万ト

ン/年。 
2003 年からは不動産販売も開始。取扱うアパートの数量は 5,500
室。1 万人が居住。 
レンガ製造工場も保有。プラスチック製の窓工場も。鉄筋コンクリ

ート製品も製造。建材はすべて自社の建築現場に利用。 
議事概要 生の大豆レシチンの可能設備は 10 月に稼動開始予定。ビタミン B、

大豆油を生産している。供給は可能。 
大豆粕のプロテイン含有率は 44%。大豆アイソレートではなく、飼

料用を製造。 
なお、アムール州では大豆粉を生産した企業があるが、人気がなく

閉鎖したという経緯がある。 
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図 9 ブラゴヴェシチェンスクの"Soya ANK", LLC 

  

▼

“ANK Soya”, LLC
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表 12 アムール州：ブラゴヴェシチェンスクの“Amuragrocenter”, LLC および 

MEZ Amurski 
名称 "AMURAGROCENTR", LLC 

所在地 Visiting site: Amur oblast, Belogorsk, Proizvodstvennaya St.18 
資本金／投資家 N/A 
従業員数 N/A 
直近期売上 売上：7,523,538,000 RUB（2016 年） 

純利益：411,980,000 RUB（同上） 
企業概要 ロシア極東で穀物や大豆を加工する最大企業の 1 つ。 

"MEZ "AMURSKI", LLC は同社の子会社。エレベーター、複合飼料工

場、油生産工場、研究室、倉庫等を保有。 
主要製品・サー

ビス及び取扱量 
大豆油、精製大豆油、大豆油ミール、飼料用大豆、配合飼料、タンパク

質、ビタミンミネラル濃縮物及びプレミックス。工場の処理能力は大豆

400 トン/日。現在、下記３系統の工場増設を予定。 
・第 1 系統： 
 年間 24 万トンの大豆を加工し、5 種類の製品（食用大豆粕、飼

料用大豆粕、大豆の精製油、レシチン及び脂肪酸蒸留物）を生

産。生産高は年間 3 万トンを予定。製品は non-GMO。 
・第 2 系統： 
 大豆アイソレート 年間 1 万トン生産予定。たんぱく質の含有量

は 90%以上。 
・第 3 系統： 
 大豆アイソレート年間 2 万トンを生産予定。 
 上記の生産が開始すれば、ロシアにおけるアイソレート・タン

パクの消費量の 70%をカバー。 
 大豆アイソレート生産の過程で、副産物（食物繊維、大豆系オリ

ゴ糖、飼料用タンパク）が生産。 
 プロジェクト形成に向けて、生産技術ソリューション、予測販

売市場、マーケティング戦略・分析、投資ファイナンスを実施。 
・ 投資総額：USD 70 mln, 必要投資額:：USD 20-30 mln 

議事概要 飼料用の大豆加工及び油、レシチンなどを製造。大豆粕 650 トン、油

130 トン、レシチン 5 トン。 
精製工程では、レシチン、油、ビタミン e、脂肪酸を精製。 
大豆アイソレートは 2019 年 9 月に生産開始予定。 
協力に関する日本側からの具体的な提案は検討する。日本への輸出は希

望する。 
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図 10 アムール州：ブラゴヴェシチェンスクの“Amuragrocenter”, LLC および 

MEZ Amurski 
  

▼

▼

MEZ "AMURSKI" 
大豆加工工場
（ベロゴルスクTOR内）

極東投資誘致・輸出促進
ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ ﾘｸｴｽﾄ

“Amuragrocenter”
本社オフィス
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3.2.4. ビジネスの可能性 
参加企業の中には、既に、Primagro 社より日本向けの穀物買い付けを開始しており、今後

も拡大する予定の会社があった。この企業によると、沿海地方は穀物栽培の適地で、コスト

が安く、機械化、科学的生産も行われており、今後、物流拠点プリモリエが計画通りに建設、

運営されれば、沿海地方の農業がさらに発展する可能性があると指摘していた。 

また、別の参加企業は、Primorje 流通センターに関心を示しており、今後、取引の開始を

検討するとのことであった。 

更に、土壌改良肥料の販売と付帯サービス（土壌診断、施肥計画等のコンサル）や大豆や小

麦の高付加価値製粉加工についてもビジネスの可能性を指摘する参加者がいた。特に、

PrimAgro 社や Ussuri Mill 社（沿海地方）、Amuragrocenter 社や Partizan 社、Zeya 社

（アムール州）などの企業は、日本企業から見ても関心高いとの意見があった。 

最後に、大学から参加していた研究者も、日露が大豆栽培で共同研究することで，さらに高

品質なロシア大豆を開発し、日本に展開できるのではないかと指摘をしていた。 

 
3.2.5. アンケート結果概要 
以下に、ミッション後のアンケートの集計内容を示す。なお、自由回答は基本的に回答者の

コメントをそのまま載せているため、一部、誤脱等があるが、コメントの雰囲気を残すため

にも敢えて直していない。 

3.2.5.1. 本ミッションに対する全体的な評価とその理由 
沿海地方について、「とても良い」、「良い」を合わせて１００％となっており、参加者の満

足度は高かった。 
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図 11 農業・食品加工関連官民ミッションの「沿海地方についての全体的な満足度」に関

するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 当社として興味のある沿海地方穀物生産者の各社取組状況に就いて知ることが出来

た。  
 沿海地方の農場、物流拠点予定地訪問により、現状がよく理解できた  
 私自身が深く係るテーマであったこともありますが，何より充実したステークホルダ

ーを訪問・面談できたことは今後の大豆プロジェクトの発展に大いに役立ちました。 
 ウスリースクの農場を重点的に視察ができ視察先の対応も丁寧で大変参考になった。 
 農家企業と流通の両方をアレンジされたので繋がりも含めて良く理解できた。  
 当地を代表する農業企業を視察することができ、有意義であった 
  

とても良い, 5, 
71%

良い, 2, 29%

普通, 0, 0%

悪い, 0, 0%
とても悪い, 0, 

0%
不参加, 0, 0%
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アムール州について、参加者だけ見ると「とても良い」、「良い」を合わせて１００％となっ

ており、参加者の満足度は高かった。 

 
図 12 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「アムール州についての全体的な満足度」

に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 スケジュールが合わず参加出来ず。     
 大手二社の農場経営者と会談ができてアムール州農業の実態像がよくわかった。 
 
3.2.5.2. 本ミッションのプログラムに関する評価とその理由 
沿海地方政府との円卓会議について、「とても良い」、「良い」を合わせて４３％となってお

り、参加者の満足度は高くなかった。理由としてロシア側の通訳が悪かったこと、会議のプ

レゼン時間が伸びたことが挙げられる。 

とても良い, 1, 
14%

良い, 0, 0%

普通, 0, 0%

悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%

不参加, 6, 86%
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図 13 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「沿海地方の個別企業への訪問」に関す

るアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 沿海地方の穀物生産に対する取り組み状況を知ることが出来た。  
 発表のみで、質疑応答の時間がなくなった。  
 ブロンツ局長の発表内容は大変参考になりますが，大幅に超過した点が難点です。  
 質疑時間が短く、もう少し会議の時間がほしかった。  
 通訳が悪かった。 
  

とても良い, 2, 
29%

良い, 1, 14%

普通, 2, 29%

悪い, 1, 14%

とても悪い, 0, 
0% 不参加, 1, 14%
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沿海地方の個別企業への訪問について、「とても良い」、「良い」を合わせて８４％となって

おり、参加者の満足度は高かった。 

 
図 14 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「沿海地方の個別企業への訪問」に関す

るアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 面談で話を聞くだけでなく、生産地の視察が出来たのは大変に参考になった。 
 農場、物流拠点予定地訪問、意見聴取 個別企業が，日本への輸出を実現するために

越えなければならない品質基準について積極的な姿勢があったこと 
 質疑時間が短く、もう少し会議の時間がほしかった。 
 全体的に非常に良く理解できた。アイス工場は美人で愛想が良かったが３個も食わさ

れたのには参りました。 
 当地を代表する農業企業を視察することができ、有意義であった  

とても良い, 4, 
57%

良い, 2, 29%

普通, 0, 0%

悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%

回答なし, 1, 
14%
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アムール州との官民円卓会議について、「とても良い」、「良い」を合わせて１００％となっ

ており、参加者の満足度は高かった。 

 

図 15 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「アムール州の官民円卓会議」に関する

アンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 州政府、民間企業も参加いただき親身な対応に懇親もさらに深まった。 
  

とても良い, 1, 
100%

良い, 0, 0%

普通, 0, 0%
悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 0%



33 

アムール州の個別企業への訪問について、「とても良い」、「良い」を合わせて１００％とな

っており、参加者の満足度は高かった。 

 

図 16 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「アムール州の個別企業への訪問」に関

するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 歴史ある農業生産者を訪問し、トップとの会議も実務的で非常に参考になった。  

とても良い, 1, 
100%

良い, 0, 0%
普通, 0, 0%
悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%
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3.2.5.3. 本ミッションの企画及び準備に関する評価とその理由 
本ミッションの実施時期について、「とても良い」、「良い」を合わせて１００％となってお

り、参加者の満足度は高かった。 

 

図 17 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「実施時期」に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 沿海地方のスケジュールにほぼ全て参加でき良かった。  
 春夏の時期だと 5-6 月が最適で、4 月、7 月でも良い時期 大豆を対象としてるため，

とても良い時期に参加することができました。 
 気候的に良く、圃場状態も播種後 2 か月で生育状態がよくわかった。 
 当社が攻めようとしている分野であり、時宜に適っていてとても良かった。 
 屋外日程が多いため、温暖な時期の開催は適当であった   
  

とても良い, 4, 
57%

良い, 3, 43%

普通, 0, 0%
悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%
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本ミッションの募集方法について、「とても良い」、「良い」を合わせて５７％となっており、

参加者の満足度は普通であった。 

 

図 18 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「募集方法」に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 何故か本社の方では今回のミッションに就き連絡を受領できなかったが、当地にて野

村総合研究所・日本総領事館より連絡を頂けたのは有り難かった。 
 日本からの募集が先行したことが理由とは思うが、現地参加の募集が来たのは遅かっ

た。 
 GFVC の参加者に周知していたと用ですが，妥当な方法と考えます。 
 もう少し、早い時期であれば、取引関係先にも案内ができた。 
 タイミングが良かった。もう少し早く連絡を受ければ尚良かった。 
 前広に募集いただき良かった。 
 
  

とても良い, 0, 
0%

良い, 4, 57%

普通, 3, 43%

悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%
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本ミッションの事前案内・説明について、「とても良い」、「良い」を合わせて７２％となっ

ており、参加者の満足度は高かった。 

 

図 19 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「事前案内・説明」に関するアンケート

結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 もしかすると日本では事前案内や訪問希望先のアンケートなどがあったかもしれない

が、当地では特に事前案内・説明が無く残念。 
 現地参加であったからとは思うが、事前案内が遅かった。 
 詳細な関係者資料を頂き，事前に内容を掴むことができ，大変有用でした。事務局の

皆さんのご努力の賜物です。 
 個別訪問先の企業概要資料が事前配布されて、視察時に効率的な質問ができた。 
 各企業や地図を結構良く調べてありました。 
 事前提供の資料が非常に充実していた。 
  
  

とても良い, 3, 
43%

良い, 2, 29%

普通, 1, 14%

悪い, 1, 14%

とても悪い, 0, 
0%
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3.2.5.4. 本ミッションの事務局のアレンジにおける評価とその理由 
本ミッションの訪問先の選定について、「とても良い」、「良い」を合わせて９０％となって

おり、参加者の満足度は高かった。 

 

図 20 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「訪問先の選定」に関するアンケート結

果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 当地に Primagro 以外にも大きな穀物生産企業があり（Merci グループ）、同社面談も

あると更に良かったと思う。 農場、物流拠点予定地が訪問できた点 
 沿海地方のみの参加ですが，現地を訪問しないと入手できない情報など，訪問先の選

定は適切だったと考えます。 
 地域を代表する大手企業で訪問先での対応もトップ或いは実務責任者で非常に良かっ

た。 
 バランスが取れていて非常に良かった。アイスクリームでは無くビール工場の方が盛

り上がったでしょう。 
 当地における今後のプロジェクト関係企業が選定されており、有意義であった。 
 
  

とても良い, 4, 
57%

良い, 3, 43%

普通, 0, 0%
悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%
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本ミッションの通訳レベルについて、「とても良い」、「良い」を合わせて８６％となってお

り、参加者の満足度は高かった。 

 

図 21 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「通訳レベル」に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 日本側手配の通訳は非常に良かった。円卓会議の先方通訳のレベルが若干低く残念で

あった。  
 良かった  
 通訳を挟むと話が半分になることは致し方ないことですね。タラソワさんは実に要領

良くまとめられたと思います。   
 専門用語に対してもきっちりと通訳できて、明るく性格もよかったので通訳として非

常に良かった。  
 金髪オバサンはかなり上手いが、良く数字を間違っていた。  
 難解な専門用語も使いこなしており、高度な通訳であった。  

とても良い, 4, 
57%

良い, 2, 29%

普通, 1, 14%

悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%
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その他行程管理について、「とても良い」、「良い」を合わせて１００％となっており、参加

者の満足度は高かった。 

 

図 22 農業・食品加工関連分野官民ミッションの「その他行程管理」に関するアンケート

結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 かなり効率よく周ることが出来たと思う。（要望後述） 
 目一杯の訪問先を無理なく管理していた。 
 参加者数にもよりますが，バス 1 台でまとまって移動すると，移動時間の会話がとて

も貴重だったりします。訪問先数，参加者数など適切だったと考えます。  
 フライトスケジュールも丁度よく、バス移動も順調で非常に良かった。 
 商社がやるような仕事をお疲れさまでした。 
 時間管理がしっかりしており、良かった。非常に  

とても良い, 2, 
29%

良い, 5, 71%

普通, 0, 0%
悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%



40 

3.2.5.5. 今後の展望について 
本ミッションの結果を踏まえて、参加者における今後のロシア極東地域へのビジネス展開

の可能性や、本ミッションで特に印象に残った訪問先について、以下のような自由回答を得

た。 

 Primagro 社より既に日本向けの穀物買い付け商内を開始しており、今後も拡大して

行く予定。 沿海地方の農業の実態がよく理解でき、今後沿海地方農業をどうすべき

かの参考になった。沿海地方が穀物栽培の適地で、コストが安いこと、および機械

化、科学的生産も行われていることが印象的であった。PrimAgro など農場見学が大

いに参考になった。また今、物流拠点プリモリエが計画通りに建設、運営されれば、

沿海地方の農業中心に大きな役割になると感じた。  
 本ミッションに参加したことで，これまで主導してきたロシア極東の食用大豆プロジ

ェクトを国際的な産学官連携事業に発展させる着想が得られました。Primagro(≒
RUSAGRO)はすでに日本の総合商社と協働を試行していますが，新潟大学が当該プ

ロジェクトで培った知見を同社と共同研究することで，さらに高品質なロシア大豆の

日本展開に貢献したいと考えています。  
 当社は既にここ３年の間に１０回を上回る視察を行っていますが、一つ一つの問題点

を潰していくのに時間が掛かり、今日に至っておりますが、動きの悪い日本企業より

は、外国企業との連携で道を開こうとしています。  
 ①ビジネス展開の可能性 

・土壌改良肥料の販売と付帯サービス（土壌診断、施肥計画等のコンサル） 
・大豆や小麦の高付加価値製粉加工 
②印象に残った訪問先 
・PrimAgro 社、Ussuri Mill 社（沿海地方） 
・Amuragrocenter 社、Partizan 社、Zeya 社（アムール州） 

 正に既存の林業・石炭以外の案件開発の為に KHV に派遣されたので、必ず極東ロシ

アでビジネスを発展させるのは MUST 条件なのでやります。これまで力を入れてな

かっただけで水産業でも農業でも必ずできます。既に他商社も手を付けているので、

これから KHV 地方を中心に日本向け輸出を中心に契約を重ねて行きます。Primorje
流通センターが最も印象深く、こことは物流以外にも提携出来そうなので早速その手

配に入ります（ここでは書けませんが）。同流通センターで魚を扱うのであれば、当

社が VVO 市内で手掛けようとしている魚市場とぶつかる可能性も有る為、同センタ

ーには留意します。  
 北海道は酪農が盛んであるがゆえに、飼料の需要が高いため、今後、この分野での協

力の可能性を模索していきたいと考えている。 
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今後、参加者がロシア極東地域にビジネス展開する上での課題について以下のような自由

回答を得た。 

 一般論で言えば、ロシアの農林水産業を含めたビジネスの実態（色々な協力の可能性

のあること）に対する日本側の理解が進んでいないこと。  
 沿海地方と日本の間いでの情報、実情を相手側企業、団体に伝え、交流を促進するこ

とを行っており、出来る限りの情報を収集することが常に課題。   
 国立大学の教員という立場から見ると，自らが主導するプロジェクトに関心を持つ，

あるいは更なる発展が期待できる企業と出会うことは簡単ではありません。産学官連

携を促すイベントはどの大学でも行っていますが，「ロシア」をリスクと見なして及

び腰になる企業が大半でした。興味関心を同じくする産学官金の関係者がこのように

時間を共有する官民派遣ミッションは私にとってその課題を克服し，人的ネットワー

クを構築する大変貴重な機会でした。 資金不足、具体的なロシアチーム不足 
 ①ビジネス展開の可能性 

・土壌改良肥料の販売と付帯サービス（土壌診断、施肥計画等のコンサル） 
・大豆や小麦の高付加価値製粉加工 
②印象に残った訪問先 
・PrimAgro 社、Ussuri Mill 社（沿海地方） 
・Amuragrocenter 社、Partizan 社、Zeya 社（アムール州） 

 出資金を案件毎にいくらまで出せるか、に尽きるでしょう。一件毎に大変な作業とな

る事必至。 
 当地企業とのコネクションづくりが重要と考えている。今回のミッション参加は、係

る文脈からも大変有意義であった。 
 
今後、参加者がロシア極東地域にビジネス展開するために、必要な情報や要望について以下

のような自由回答を得た。 

 もし可能であれば、事前にミッション訪問先の希望を出せるような仕組みがあると有

り難い。  
 自分の得る情報だけでは不十分であり、色々な分野に企業、団体、個人との交流が必

要。色々な交流に参加できればと考えている。   
 幸いにして競争的資金を得て活動できていますが，（国立）大学にとっては運営交付

金の削減を埋め合わせる競争的資金の獲得が喫緊の課題です。特に私がロシア極東で

主導する大豆プロジェクトは新潟大学の強みと特色を生かした取り組みです。俯瞰す

ればローカルな取り組みにも見えますが，新潟という日本海側最大の都市に所在する

最大規模の国立大学として，取り組むべき課題であると私は考えています。対岸の成
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長を取り込んで新潟が成長するために，ロシア極東に関心を持つパートナーを常に探

しています。そのようなマッチングの場があれば良いと考えます。  
 ロシアと日本に間にはまだまだ信頼感がなく、おっかなびっくり動いているように思

われますし、私の専門の農業分野においては、日本が小規模農業であるのに対し、ロ

シアは粗放農業にならざるを得ないので、具体的に日本でのノウハウが生きないとい

う点が問題かと思います。 
 特に今思い浮かびません。 
 
3.2.5.6. 今後ミッションを実施する際の参考として改善点やご要望 
今後ミッションを実施する際の参考として改善点やご要望について以下のような自由回答

を得た。 

 郊外での昼食などに就いては 7 月 20 日昼のように、事前にセットで決めて頂き、必要

な料金を徴収する形が効率的で良いと思う。 

 今回はミッションに参加できたが、現地参加に関しても、早めにご連絡いただければ、

ありがたい。 

 ロシア極東で大豆プロジェクトを主導していますが，ステークホルダーはほぼ名刺を

持っていません。ビジネスマンの皆さんは新たなビジネスの芽を探していますので，ロ

シア側の訪問先担当者も情報連絡用の名刺などを常置するように促していただければ

幸いです。 将来を見、長期展望に立って進めていかなければ、税金の無駄になるだけ

だと思います。 

 募集方法について、農水省 HP やプラットフォーム会合での募集のみならず、広範囲に

募集できる方法を工夫したほうがよいのでは。 

 募集時期について、もう少し早めであれば、取引関係先にも声をかけて、ミッション参

加メンバーの多様化が図れ、より有意義なミッションに発展すると思います。 

 例えば、中小食品メーカーや農業ツーリズム関係者にも参加いただき、農業ビジネスの

協業化や相乗化が生まれると思います。 

 特に今思い浮かびません。  
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4. 第二回官民ミッション（水産加工関連事業） 
4.1. 第二回国内セミナー 

4.1.1. 実施概要 
表 13 の概要で水産業に関するセミナーを行った。 

表 13 農林水産省セミナー「ロシア極東における水産関連ビジネスの機会と課題」に係る

セミナー開催概要 
項目 概要 

開催日時 9 月 19 日(水) 10：00～12：00 
開催場所 野村総合研究所会議室 （29F 大会議室 13） 
参加人数 38 人 
議事次第  冒頭挨拶等 （5 分） 

 NRI 発表（「極東ロシアにおける TOR・水産分野の概況と日本企業

の参入仮説」） （20 分） 
 講師による講演（2 名） （60 分） 

 株式会社 前川製作所（「ロシア極東における水産業のビジネス

機会と直面する課題」） （30 分） 
 ロシア極東投資誘致輸出促進エージェンシー（「ロシア極東にお

ける水産分野の概況と日本企業への期待」） （30 分） 
 質疑応答 （20 分） 
 第 2 回官民ミッションのご案内 （5 分） 
 企業アンケート （10 分） 

 
 
4.1.2. 講演内容 

 

演題 ロシア極東における水産業のビジネス機会と直面する課題 

講演要旨 

導入・事業概要： 
 前川製作所は、本年農林水産省・海外投資協力グループより「平成 30 年度海外

農業・貿易投資環境調査分析委託事業」を受託した同事業のテーマ・活動及び現

状直面している課題について説明したい。 
 当社の概要を説明する。事業内容は産業冷凍・冷蔵設備の製造及びエンジニアリ

ング。1924 年設立の企業であり、現在 44 カ国に 103 の拠点を展開している。

ロシアでは、2003 年にモスクワ拠点を設立し、次いで 2017 年にウラジオスト

クに事務所を立ち上げた。 
 産業用冷凍・冷蔵設備について代表的なアプリケーションについて説明する。ロ
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シア極東においては、漁業及び水産加工が主要産業であるため、漁獲した魚・水

産品を凍結するフリーザー及びそれを保管する産業用冷蔵庫の需要・ポテンシ

ャルが非常に高いと感じている。但し、同時に「水産資源は豊富にあるが、加工

技術やコールドチェーンに難があり、中国・韓国のような第三国を経由した高額

又は鮮度の良くない商品ばかりがロシア自国民の手に入る」、「特にモスクワで

は、極東産の水産物が余り見られない」、といった声も耳にしていた。 
ロシア極東の概要及び 2 つの優先テーマ： 
 現在極東地域における優先度の高いテーマとして、①カムチャツカにおける連

続式フリーザーの拡販、②ハバロフスク、ウラジオストクにおける産業用冷蔵庫

の潜在顧客発掘、を選定した。 
 特にカムチャツカでは、カムチャツカ 1 地域だけで日本の 3 大漁港の水揚げを

超える漁家雨量があると推定されており、従来型の産業用冷蔵庫の販売のみな

らず、先進的な連続式フリーザーの需要があると考え、その拡販の可能性を検証

した。 
 豊富な水産資源を有する極東、特にカムチャツカでは、この連続式フリーザー

商機が大いにあると考えている。しかし、現状では今年度の夏季にカムチャツ

カのカラギン地区に導入が実現したものの、まだ市場全体をカバーできている

とは言い難い状況である。 
調査事業の報告： 
①カムチャツカにおける連続式フリーザーの拡販 
 まず、カムチャツカ全域では大小約 60 の水産加工事業者が存在している。この

地域で漁獲される魚種は、紅鮭、白鮭、銀鮭、カラフトマスなどの鮭鱒類や、タ

ラ、スケソウダラ、カレイ、オヒョウ等の白身・底魚類、及びチカ、シシャモな

どの小魚類に分類される。この中では特に鮭鱒類の加工場、特に紅鮭の加工場が

重要なターゲットである。理由は、kg 当りの単価が高いため。 
 連続式フリーザーの場合は、「生産性の向上」、「鮮度向上によるバイヤーの買取

価格の強化」、「省人化」の 3 点が訴求点であると考えている。 
②ハバロフスク、ウラジオストクにおける産業用冷蔵庫の潜在顧客発掘 
 ウラジオストク、ハバロフスクにおける産業用冷蔵庫の実態について、欧州型の

小型冷蔵庫が市場を席捲しているという印象を受けた。イニシャルコストが安

く、工事業者が設計し易い様々さサポートが手厚いことがその強みである。 
 当社は漁船における導入実績も多く、ロシアの水産関係者からは MYCOM ブラ

ンドを認知していただいている。但し、現状では冷蔵庫市場におけるファースト

チョイスまでは至っていない。 
 これを覆すためには、他の地域と同様、省エネ性や安全性を売りにしたハイエン

ド冷凍煮を拡販していく方法が考えられるものの、例えばウラジオストク、ハバ
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ロフスクでは電力価格が日本の半額程度で供給されているため、日本ほど省エ

ネ効果は生まれ難いという現状がある。 
 そのため、省エネという訴求点のみでの拡販ではなく、例えば低利率のファイ

ナンススキームを活用品しながらイニシャルコストの負荷を低減するなど、社

外のリソースとの提携したソリューションの提供が効果的であると考えてい

る。 

 
 

演題 ロシア極東における農業･食品分野の概況と日本企業への期待 

講演要旨 

Dobro Float の紹介： 
 JSC «Rybolovetskiy Kolkhoz «Noviy Mir»、JSC «Yuzhmorrybflot»及び LLC 

«Livadiyskiy remontno-stroitelniy zavod»のグループ会社を保有。 
 ロシアの缶詰は、日本のものとは空け口の構造が異なる。Dobro Float 社は、

日本の缶製造の技術に関心がある。 
 今後の事業計画は次の通り。 

 イワシやイワシの漁獲量（予想 35 トン） 
 缶詰魚市場のシェアの増加（最初の場所では、さんま魚、Dobroflot のシ

ェアは約 60％） 
 漁船の購入（地引網漁が可能な 2 隻） 
 投資割当を取得することを目的とした新しい漁船の建造 
 投資割当を得ることを目的としたスケトウダラ・ニシン加工への投資 
 市場に浸透するための製缶設備の拡張（現在、Dobroflot Group は自社製

品向けの缶のみを生産）及び開けやすい缶蓋の生産開始 
 2 ヶ所の水産物積替え・保管施設への投資（15 トンの容量を持つ 2 つの冷

蔵庫及び第二コンテナ用の保管および積み替えインフラ） 
 ３箇所の養殖場の開発 
 Dobroflot のブランドプロモーション 

 
ルースキー島における水産コンプレクスの紹介： 
 Elburs 社が主体となり、ルースキー島に、以下の施設を建設予定。 

 3,000 平方メートル定期的に製品を展示する見本市会場 
 5,000 平方メートルの事務所施設 
 業務用 10,000 トン容量の冷蔵庫 
 100 室のホテル施設 
 70 台分の駐車場 
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水産養殖プロジェクトの紹介： 
 当該投資プロジェクトは、既存の海洋生物生産サイトの近代化と拡張。海水養

殖生産の全サイクルのための陸上複合施設の創設、オープンウォーター基地で

の更なる養殖の拡大、水産養殖の生産、最終製品の収穫と加工を実施。 
 プロジェクトのより速い拡大のために資金が必要 
 養殖の海域面積を 1,000 ヘクタールまで拡大する計画 
 
その他： 
 極東投資誘致・輸出促進エージェンシーは、ウラジオストクに事務所を有する。

ウラジオストク事務所又は Elena 氏自身に、個別の相談はいつでもして欲しい。 

 
4.1.3. アンケート結果 
第二回セミナーの実施後、参加者に満足度に関するアンケート調査を実施した。本セミナー

への満足度及びコメント（問 1、問 2）について、全体の 6 割以上が「満足」、「まあ満足」

と回答している。なお、本セミナーが基礎情報の収集に役立ったという声が多い一方で、今

後より個別の事業スキーム等に関連するスペシフィックな情報提供を期待する要望も挙が

った。 

 

図 23 セミナーの満足度に関する回答 

21.7%

43.5%

26.1%

8.7%

0.0%

１．満足 ２．まあ満足 ３．普通

４．やや不満 ５．不満

満足度 （SA, n=23）
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表 14 第二回セミナーアンケートにおける満足度に関する自由回答 

満足度 今回のセミナーの内容・運営等について、役に立った点、改善すべき点があれば

ご記入ください。 

１．満足 － 

２．まあ満足 植村さんのお話が興味深く勉強になりました 

質疑応答の内容の中で参考になる点があった。 

３．普通 Koreeda さんの説明が官民ミッションとどういう関係があるのかが少し分かりづらかっ

たです。 

水産加工業への投資意欲が旺盛であることが理解できた。一方、買付輸入の実態

に対する把握が不十分であると感じた。 

内容が広範囲にわたっているので絞った方がよいと思います。 

現地極東地域での情報収集には役立った 

現況把握 

４．やや不満 昨年、一昨年からプラットフォーム会合に参加してきました。民間企業の投資誘致・

促進によるロシア極東地域の発展に資することを念頭に置いた事業活動の可能性

を模索してきたと理解しています。ロシア側の本事業に対するニーズ、日・ロ双方の

公的資金を活用した事業の提案の可能性についても是非触れて欲しいと思いま

す。 

私としましては、ロシア国内で市場消費（日本の技術によるロシア海産物）に付いて

知りたいです。 

５．不満 － 

 

次に、ロシア極東等での事業の展開における問題点や課題、及び改善点（問 4）について、

法規制・投資環境及び販売・輸出面への課題認識が強い。前渡金等の決済に関する問題や、

貿易における法制度等の寛大認識が具体的に挙げられた。また、現地加工の検討に際するパ

ートナー、規制等の不透明さも課題認識として提起された。 
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図 24 ロシア極東等での事業の展開における問題点や課題、及び改善点 
 
表 15 ロシア極東等での事業の展開における問題点や課題、及び改善点に関する自由回答 
項目 内容 

生産面 養殖におけるファインバブル技術の応用 

本セミナーでも取り上げられていたが、加工の技術が、日本人が満足する基準に満

たしていない 

法規制・

投資環境 

数量規制 

ADVANCE の問題でロシア生産者と直接取引できないケースがあり、友好商社経

由で買付けることが多々ある。 

前渡金 

加工工場を設置する際の手続の整備、ロシア極東における事業受入先・ビジネスパ

ートナーとのマッチングの機会の創出 

税金、経済制裁 

販売・ 

輸出面 

漁獲枠が安定するのか？ 

ロシア側投資家は？決済の確実性、前渡金 

  

 

0.0%

20.8%

20.8%

37.5%

29.2%

20.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．生産面

２．調達面

３．技術面

４．法規制・投資環境

５．販売・輸出面

６．その他

問題点や課題、及び改善点 （MA, n=24）

• わかりづらい

• 決済

• 協業先とのエンゲージに関する制度整備など

• 現時点、ロシアにおいて事業展開レベルに至っていない

• 輸入の際の決済条件等
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今後のロシア極東等における事業展開の方向性（問 5）について、生産面及び調達面での事

業展開方針に関する回答が多い。特に現地生産・委託加工等の検討や、水産物の調達の拡大

への方向性が多く示された。 

 

図 25 今後のロシア極東等における事業展開の方向性 
 

表 16 今後のロシア極東等における事業展開の方向性に関する自由回答 
項目 内容 

生産面 最終製品、付加価値製品の現地生産を検討したい。委託加工など。 

クラゲ栽培、陸上養殖など 

魚種の多様化 

イクラ生産 

調達面 冷凍魚肉すりみ（助惣タラ） 

原料と製品の調達 

国内加工原料不足の対応 

海藻（主として昆布）の原藻確保、一次/二次加工、保管及び日本への輸出 

法規制・

投資環境 

法規制が頻繁に変わるようですが、その点の情報が欲しいと思います。 

その他 水産分野のコンサルティング企業としてロシア側の技術（人材や設備など）を踏ま

えた上で（そのためにはロシア側の水産コンサルティング企業等との情報交換を行

いながら）、何が極東地域の水産魚発展にとり有為で、日本にとってもメリットに

33.3%

25.0%

16.7%

8.3%

16.7%

8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１．生産面

２．調達面

３．技術面

４．法規制・投資環境

５．販売・輸出面

６．その他

事業展開の方向性 （MA, n=16）
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なるか、主に技術面・市場面での必要な助言や方向性策定に関わりたいと思います。 

当社の技術（大豆ペースト）を使用した魚肉加工品の製造に活用できないか技術的

に検討しています。 

肥料の生産・販売 

事業展開の可能性における情報収集レベルのため具体化はまだ。 

ファインバブル事業を水産業に導入できるか 

 

公共セクターによる支援への要望（問 6）及びその他要望・特記事項（問 7）について、ロ

シア側の訪日研修など、ロシア側への日本の需要に関する理解を深める取組の重要性を指

摘する声が上げられた。 

具体的には、以下のようなコメントが公共セクターによる支援への要望（問 6）として回答

されている。 

 民間企業が投資を決定する上での様々の不安要素を払拭するため、日・ロ双方のシ

ーズやニーズをより理解するために、公的支援ツールを使った人的交流が不可欠

と考えます。日本政府、ロシア政府が予算を拠出し、例えば日本市場で需要のある

水産加工品の品質、携帯、調味などについての研修を本邦で実施するなど効果的で

あると思います。 
 本日の趣旨（水産業）とは異なるがアムール州等の大豆の生産地と沿海地方をつな

いで製品の製造を出来ないか？アジアの他地域と比較検討中。 
 日本の商慣行についてアメリカは大いに介入している。商慣行が政府間交渉にの

せられないなどということはない！！ 
 水産資源/加工に関する現地研修期間との共同研究支援 
 ディザスターリスク情報 

また、その他要望・特記事項（問 7）について、以下のような回答がされている。 

 今後もセミナーには参加したいと考えております。 
 千葉農林水産における養殖事業の展開可能性を引続き調査検討したい。 
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4.2. 第二回官民ミッションの派遣 
4.2.1. 目的 
今回のミッションでは、３月に東京で開催された「ロシア極東への投資誘致の促進に向けた

説明会」において、極東投資誘致・輸出促進エージェンシーから説明のあったプロジェクト、

ロシア農業省が進める農水産物の物流ハブ計画に関連するプロジェクト等、日本企業にと

ってビジネスチャンスが期待されるプロジェクトサイト等を訪問し、関係者と面談・意見交

換を行うことを目的とした。 
また、当該分野に関心のある日本企業に対して、サハリン州政府等への訪問・意見交換、ロ

シア極東での水産業や水産加工業の現状や現地企業のニーズの把握、現地企業やロシア極

東地方政府とのネットワーク構築等を行う機会の創出を行うことを目的とした。 
 
4.2.2. 実施概要 
水産関連分野官民ミッションの参加人数は沿海地方で 21名、サハリン州で 17名であった。 
 

表 17 第二回水産関連分野官民ミッションの参加人数 
人 沿海地方 サハリン州 

全体 21 17 

民間企業 13 8 

 
水産関連分野官民ミッションの実施概要は、表 18 のとおりである。 

表 18 水産関連分野官民ミッションの実施概要 
日時 場所 集合時間 予定 宿泊 

10 月

28 日

（日） 

日本⇒ウ

ラジオス

トク 

 

移動（日本⇒ウラジオストク） ※各自で移動 

【モデルフライト】 

シベリア航空  S7 0566 14:55 成田発－19:00 ウラジ

オストク着 

ウ ラ

ジ オ

ストク 

10 月

29 日

（月） 

ウラジオ

ストク 

■08：25 に

指定のホテ

ル「Primorye 

Hotel 」に集

合 

08：30～10：30 バス移動（ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ⇒ﾎﾞﾘｼｮｲ･ｶｰﾒﾝ） 

10：30～11：30 ①"Dobroflot"グループ 缶製造工場・

物流コンプレクス訪問 

11:30～11：45 バス移動 

11：45～13：15 ②"Dobroflot"グループ代表者との面談 

"Dobroflot"グループ スケトウダラ加工・物流施設訪問 

13：15～13：30 バス移動 

13：30～14：40 昼食 

14：40～15:40 バス移動（ﾎﾞﾘｼｮｲ･ｶｰﾒﾝ⇒ﾕｼﾞﾉ･ﾓﾙｽｺ

同上 
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日時 場所 集合時間 予定 宿泊 

ｲ） 

15：40～17：10 ③"Dobroflot"グループ 缶詰工場訪問 

17：10～19：10 バス移動（Primorye Hotel へ） 

※有志による夕食会を実施予定です。詳細は追ってご

連絡いたします 

10 月

30 日

（火） 

ウラジオ

ストク 

■08：55 に

指定のホテ

ル「Primorye 

Hotel 」に集

合 

09：00～09：15 バス移動 

09：15～09：45 ④ウラジオストク総領事表敬訪問 

09：45～11：00 バス移動 

11：00～12：30 ⑤"DV Port", LLC 訪問 

12：30～12：45 バス移動 

12：45～14：15 ⑥"DRP", LLC (Diomodovsky fishery 

port) 訪問 

14 :15～14 :30 バス移動 

14：30～15：30 昼食（ウラジオストク市内レストラン） 

15：30～15：45 バス移動 

15：45～17：30  ⑦"Elbrus", LLC 訪問 

17：30～18：00 バス移動（Primorye Hotel へ） 

※夕食は各自でお願いします。 

同上 

10 月

31 日

（水） 

ウラジオ

ス ト ク ⇒

ユジノサ

ハリンス

ク 

■ﾁｪｯｸｱｳ

ﾄ・荷物準備 

■04：40 に

指定のホテ

ル「Primorye 

Hotel 」に集

合 

04：45～05：45 バス移動（ホテル⇒ウラジオストク空港） 

05：45～07：05 空港手続・待機 

フライト：S7 3209 07：05 ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ発－09：55 ﾕｼﾞﾉｻﾊ

ﾘﾝｽｸ着 

09：55～11：00 バス移動（Sakhalin Sapporo Hotel へ） 

11：00～13：00 ホテル待機・昼食（各自） 

13：00～14：00 バス移動（ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ⇒コルサコフ

港） 

14：00～15：30 ⑧"Yuzhny Terminal" LLC との面談、

物流・水産コンプレクス見学（TBC） 

15：30～16：30 バス移動 

16：30～17：30 ⑨“Tunaicha”, LLC との面談、工場訪

問 

17：30～19：00 バス移動（Sakhalin Sapporo Hotel へ） 

※夕食は各自でお願いします。 

ユ ジ

ノ サ

ハリン

スク 
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日時 場所 集合時間 予定 宿泊 

11 月

1 日

（木） 

ユジノサ

ハリンス

ク 

■指定のホ

テ ル

「 Sakhalin 

Sapporo 

Hotel 」 に

09：40 集合 

09：40～10：00 バス移動 

10：00～12：00 ⑩サハリン州官民円卓会議 

12:00～12:15 バス移動 

12：15～13：45 昼食 

13：45～14：00 バス移動 

14：00～15：30 ⑪SakhNIRO との面談 

16：00～17：00 ⑫Yantarnoe 社訪問（TBC） 

17：15～17：30 バス移動 

17：30～18：30 ユジノサハリンスク領事館（総領事より

サハリンの概況等についてのブリーフィング予定） 

18：30～19：00 バス移動 

19：00～21:00 ユジノサハリンスク総領事公邸夕食会 

21：00～21：30 バス移動（Sakhalin Sapporo Hotel へ） 

同上 

11 月

2 日

（金） 

ユジノサ

ハリンス

ク⇒日本 

■ﾁｪｯｸｱｳ

ﾄ・荷物準備 

■指定のホ

テ ル

「 Sakhalin 

Sapporo 

Hotel 」 に

09：00 集合 

09：00～09：15 バス移動 

09：15～11：00  ⑬市内マーケット等視察  Fishery 

market “Uspekh”、Trade center “Product market” 

11：00～11：40 バス移動（ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ市内⇒空港） 

（※以下のモデルフライト搭乗者のみ） 

11：40～13:40 空港手続・待機 

【モデルフライト】 

R3 549 13：40 ﾕｼﾞﾉｻﾊﾘﾝｽｸ発－13：50 成田着 

－ 

 
 
サハリン州政府とのラウンドテーブルのアジェンダは表 5 のとおりである。 

表 19 サハリン州政府とのラウンドテーブルのアジェンダ 
November 1st 2018     Regional Government, of.430 small hall 

10:00                    
09:50 – 10:00 Meeting of participants 

10:00 – 10:05 Greeting from the Head of Fishery agency of Sakhalin region Mr. 

Gornichnykh A.V. 

 

10:05 – 10:10 Greetings from Japanese side 

 



54 

10:10 – 10:30 Presentation of the Fishery agency of Sakhalin region 

10:30 – 10:40 Information regarding NPO “Association of fisheries entities of Sakhalin 

region” – vice-chairman Kolotushkin P.S.  

10:40 – 11:20  Presentation of Japanese companies 

11:20 – 11:50 Question session 

11:50 – 12:00 Closing 

 
4.2.3. ミッション概要 
ミッションでは以下の各サイト・企業を訪問した。 

 沿海地方： "Dobroflot"グループ 缶製造工場・物流コンプレクス 
 沿海地方： "Dobroflot"グループ スケトウダラ加工工場・物流施設 
 沿海地方： "Dobroflot"グループ 缶詰工場 
 沿海地方： "DV Port", LLC 
 沿海地方： “DRP” LLC (“Diomidovskiy Fishery Port” LLC) 
 沿海地方： “Elbrus”, LLC 
 サハリン州： "Yuzhny Terminal" LLC 
 サハリン州： “Tunaicha”, LLC （鮭の稚魚の孵化場を訪問） 
 サハリン州： “Yantarnoe” LLC 
 
それぞれの概要は以降の表 20～表 28 に整理している。 

表 20 "Dobroflot"グループ 缶製造工場・物流コンプレクス 
会社名  “Krasniy Vympel”, LLC 

所在地 ボリショイ・カーメン TOR 
プロジェクト

概要 
 缶製造工場（稼動済み）： 
 概要： “Dobroflot”グループの洋上水産加工工場  “Vsevolod 

Sibircev”及び缶詰工場 “Yuzhmorrybflot”向けの缶を生産 
 稼動開始：2014 年 7 月 
 総面積：8,500 ㎡ 
 従業員数：160 名以上 
 生産量：500,000 缶/日 
 物流コンプレクス（建設予定）： 
 冷凍水産物の貯蔵、道路・鉄道用水産物の積卸し施設 
 缶製造用の塗装・プリント作業所の建設 
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会社名  “Krasniy Vympel”, LLC 
基本情報（建

設予定物流コ

ンプレクス） 

 取扱量：150,000 トン/日 
 冷蔵保存能力：15,000 トン 
 コンテナ容量：2,600 ユニット/月 
 創出雇用：200 名 
 投資回収：3 年間 
 投資総額：510,617,000 RUB 

建設予定設備  物流コンプレクスの主な機能： 
 冷蔵倉庫保管（Noviy mir JSC〈前頁〉のプロジェクトも本プロジ

ェクトに関連） 
 冷蔵コンテナでの出荷、トラック・鉄道への積み込み・配送 
 物流センターは、荷物の積卸し、品質証明書、衛生証明書、各貨物

準拠証明書のサービスを提供 
 鉄道貨物の容量は 1 時間当り 20 コンテナ 

建設スケジュ

ール 
 Phase 1.（2019 年 第 2 四半期～2020 年 第 4 四半期）： 
 4本の鉄道線及び第 1サイト（荷積み・荷卸しの設備を備えた1,700

の冷蔵コンテナ）の建設 
 Phase 2.（2021 年 第 2 四半期～2022 年第 4 四半期）： 
 第 2 サイト（荷積み・荷卸しの設備を備えた冷蔵コンテナ及び倉

庫施設）の建設 
 Phase 3.（2023 年 第 1 四半期～2024 年第 2 四半期）： 

缶製造工程での塗装・プリント作業所の建設 
議事概要 同社工場は、2014 年に現在の工場に入居。入居から 1 ヶ月後に最初の製

品を出荷。設備は現時点で未完成の部分もある。 
新製品としては、洋上水産加工工場に運ぶ際に、多重に重ねることの出来

る缶を製造中。 
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図 26 "Dobroflot"グループ 缶製造工場・物流コンプレクス 

  

▼

“Krasniy Vympel”, LLC
及び“RK “Noviy mir””
（ “Dobroflot”グループ）
－缶製造工場及び物流コンプ
レクス (ボリショイ・カーメンTOR)

ロシア極東投資誘致・輸出促進エー
ジェンシー推薦
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表 21 沿海地方： "Dobroflot"グループ スケトウダラ加工工場・物流施設 
会社名  “Rybolovetskiy colhoz “Noviy mir”（“RK “Noviy mir””） 

所在地 ボリショイ・カーメン TOR 

プロジェクト概

要 
スケトウダラ等の加工・物流施設（建設中） 

基本情報 総生産能力：100 トン/日以上 
雇用創出：1,100 名 
投資回収：2.8 年 
投資総額：2,098,691,000 RUB 

生産予定製品  スケトウダラ・フィレ（一次凍結）：16.2 トン/日 
 スケトウダラ・フィレ（二次凍結）：78.9 トン/日 
 スケトウダラすり身：14.56 トン/日 
 ニシン・フィレ：21.26 トン/日 
 フィッシュミール（原料：ニシン及びスケトウダラ）：20.40

トン/日 
 魚油：6.93 トン/日 

建設スケジュー

ル 
 Phase 1.（2017 年～）： 
 投資前段階（概念設計、詳細設計、バンク・ギャランティ取

得、ゼネコン契約、水産物の漁獲・輸送・冷蔵事業者との契

約締結） 
 Phase 2.（2018 年 2 月－2019 年 9 月）： 
 投資段階（建設、設備調達、 試運転準備、オペレーション活

動、原材料調達、従業員募集） 
 Phase 3.（2019 年 10 月～）： 
 試運転・稼動開始 

議事概要 Dobroflot 社製のサンマ缶詰のロシア国内のシェアは約 7 割。 
缶製造工場に隣接する倉庫ではブリキ、洋上加工工場で作られた缶

詰を保管。 
敷地内に鉄道の引込み線が敷設されている（シベリア鉄道と接続）。

今後、コンテナの荷卸し設備を入れる予定。現在は鉄道の貨車だが、

今後コンテナ輸送に切り替えたい。 
シベリア鉄道での輸送は、は全量がロシア国内向け販売。 
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図 27 沿海地方： "Dobroflot"グループ スケトウダラ加工工場・物流施設 

 
 
  

▼

ロシア極東投資誘致・輸出促進エー
ジェンシー推薦

“RK “Noviy mir””
（“Dobroflot” グループ）
－スケトウダラ加工工場・物流施設
（ボリショイ・カーメンTOR）
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表 22 沿海地方： "Dobroflot"グループ 缶詰工場 
会社名 Yuzhno-Morskoy, Nakhodka 缶詰工場（“Yuzhmorrybflot”, JSC） 

所在地 Primorsky krai, Nakhodka, Yuzhno-Morskoy settlement, 
Zavodskaya St. 16 

直近期売上 
（2017.12.31） 

売上：9,265,139,000 RUB 
営業利益： 300,969,000 RUB 
ネット資産： 1,538,124,000 RUB 

プロジェクト概要 沿海地方ユジノ・モルスコイに所在する、ロシアで最大の水産缶詰

工場の一つ。 
生産製品・貯蔵施

設 
 缶詰部門 
 原料の解凍： 最大 180 トン/日 
 缶詰製品（サンマ、ニシン、サケマス）： 最大 600,000 缶

/日 
 缶詰製品（ハマナ）： 最大 50,000 缶/日 
 燻製部門 
 原料の解凍：最大 20 トン/日 
 缶詰製品（燻製サンマ）：最大 42,000 缶/日 
 レバー缶製造部門 
 缶詰製品 （スケトウダラのレバー・魚卵）：最大 30,000 缶

/日 
 イクラ部門 
 イクラ：最大 25,000 缶/日 
 フィッシュミール部門 
 魚加工設備 2 ライン：最大 100 トンの魚くず肉加工  
 フィッシュミール：最大 15 トン/日 
 魚脂肪：最大 8 トン/日 
 陸上魚加工部門 
 生魚加工：100 トン/日 （約 30 種類の製品） 
 貯蔵施設 
 冷蔵貯蔵能力： 12,000 トン/日 
 最終製品倉庫： 7,500 トン/日 
 原材料及び製品の保管倉庫リースも検討 

建設スケジュール 建設・稼動済み 

議事概要 缶詰製造に際しては、180～200 トンの原料を 1 日で加工する。 
別の場所では養殖も行う。今年はホタテの稚貝を 200 トン入れた。 
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冷凍品の生産量は 100 トン/日。フリーザーは 10 台。Noimir では

120 トン/日の生産量。日本製の急速冷凍の設備の導入に期待してい

る。急速冷凍機の導入計画はあり、日本製か欧州製かを検討中。 
現在の冷蔵倉庫の保存温度は-20℃。 
新しい缶詰工場は建設中。新しい設備を入れたい。 
すり身は、フィレ市場とすり身市場の相場を見て決める。どちらも

対応は可能。 
 

 
図 28 沿海地方： "Dobroflot"グループ 缶詰工場 

 
  

▼

“Yuzhmorrybflot”, JSC
（ “Dobroflot”グループ）
－缶詰工場

ロシア極東投資誘致・輸出促
進エージェンシー推薦
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表 23 沿海地方： "DV Port", LLC 
会社名 “DV Port” LLC 

所在地 Primorsky krai, Vladivostok, Bosfora St. 3 

資本金／投資家 Mr. Seynalov Vagif Dzhalilaga Ogli (100% 自己資本) 

従業員数 320 名 

直 近 期 売 上

（2017.12.31） 
売上: 898 376 000 RUB 
営業利益: 54 615 000 RUB 
ネット資産: 65 741 000 RUB 

企業概要 ウラジオストク漁港の港湾サービス業者 

主要施設・サービ

ス 
 主要施設 
 4 つのバース（94.5m、212.3m、78.8m、55.4m） 
 9 基のポータルクレーン 
 貨物専用設備 
 長さ 3,177 m の鉄道 
 シャトル式機関車 
 冷蔵設備（現在、冷凍製品の一度の保管容量は 1 万 8,500 トン） 
 主要サービス 
 以下のタイプの貨物を処理（ロシア、外国船、国際航海ロシアか

らの積卸し） 
 冷凍水産製品 
 水産加工品 
 カボタージュ貨物（自国内の沿岸航行貨物） 
 自動車輸送及び特殊設備。 
 一般貨物 
 過去に、APEC サミット向け貨物の実施実績あり 

議事概要 水産製品については、年間取扱量は 25 万トン（船から陸揚げする量）。 
サケマス、白身。取扱いは冷凍水産製品のみ。沿岸漁獲の魚は、12 海里

の領海内の沿岸漁獲は 100%同港で水揚げ。 
Dobroflot は自社の冷蔵施設がある為、自社で陸揚げして製品を作ること

が出来る。但し、自社で冷蔵を持たない全ての水産会社は、同港に漁獲

物を入れる。 
保存期間による。1 ヶ月目は 23 RUB/トン、2 ヶ月目は 28 RUB/トン、3
ヶ月目は 34 RUB/トン。 
DV Port はウラジオストク全体では 17%-23%を占めていると思われる。 
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図 29 沿海地方： "DV Port", LLC 

 
 
 
 
  

▼ “DV Port”, LLC

物流ハブ計画関連施設
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表 24 沿海地方： “DRP” LLC (“Diomidovskiy Fishery Port” LLC) 
会社名 “DRP” LLC (“Diomidovskiy Fishery Port” LLC) 

所在地 Stepnoe village 附近 
資本金／投資家 Primorsky krai, Vladivostok, Kalinina St.231V 
従業員数 11 名 
直近期売上 
（2017.12.31） 

売上：19,927,000 RUB 
営業利益：-5,319,000 RUB 
ネット資産：-707,000 RUB 

企業概要 ウラジオストク漁港の港湾サービス業者。ロシア連邦水産庁が実施す

る PPP。 
主要製品・サービ

ス及び取扱量 
連邦州統一企業「Natsrybresurs」 [National Fishery Resources]
（Natsrybresurs は、ロシア連邦水産庁の管理下にある公営企業）から

Diomid Bay の№1 と№2 の敷地で賃借。 
建設予定： 
最大 12,000 トンの容量と最低温度-35℃の冷凍倉庫を建設中。 

議事概要 現在は漁船からの魚の荷卸しはしていないが、将来的にはできるよう

になる。予定は来年 7 月（サケマスシーズンに合わせて）。 
顧客は決まっていない。全ての水産企業を想定。 
水産物は、輸出向けも想定している。連邦の管理局（農水担当）から、

輸出ライセンスを取得予定。輸出先は中国、韓国を想定。 
日本への輸出において問題になるような話は、特に把握していない。日

本側からのニーズがあるかどうかが問題。サケマス、イカの需要はどう

か、荷主業者が取引先を探せるかどうかが問題。 
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図 30 沿海地方： “DRP” LLC (“Diomidovskiy Fishery Port” LLC) 
  

▼

“DRP”, LLC 
(Diomidovskiy
fishery port)

物流ハブ計画関連施設
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表 25 沿海地方： “Elbrus”, LLC 
会社名 ルースキー島－冷蔵倉庫・物流コンプレクス （“Kompleksnye 

resheniya”, LLC） 

所在地 Primorsky krai, Vladivostok, Russky island, Pospelovo 
settlement 

プロジェクト概要 冷蔵・貯蔵・物流施設及び貿易・展示複合施設の建設 

基本情報  サイト総面積：30,009 ㎡ 
 複合施設総面積：18,290 ㎡ 

建設予定設備  冷蔵・冷凍倉庫施設  
 例倉庫（容量 10,000 トン）、管理施設、実験室、衛生設備、

技術施設 
 設備メンテナンス 
 フォークリフトのメンテナンス施設（修理工場、バッテリー

ルーム、ガレージ）、キッチン、ショッピング・レセプショ

ンホール、ロビー、管理施設、衛生・技術施設 
 ビジネスセンター 
 オフィス、会議ホール、管理施設、衛生設備、技術施設 
 多目的ゾーン 
 レストラン、フードコート、展望台、レクリエーションゾー

ン、展示コンプレックス、管理施設、衛生設備、技術施設 
 施設イメージ 

建設スケジュール  現在計画段階 （バースの賃貸期間は 49 年間） 
 2018 年末：建設許可取得 
 2019 年：建設開始 

議事概要 同社のルースキー島におけるコンセプトとして加工がないため、加

工施設の建設を予定。なお、カムチャツカでは加工は行われている。 
但し、現時点ではルースキー島での加工はドレス、急速冷凍、フィ

レを想定し、それより高度な加工は考えていない。販路があれば検

討する。 
ルースキー島では物流、取引所の設立は可能。取引所は入札の形式

で検討。一階が冷蔵庫、二階がラボ・販売所、という構成を想定。 
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図 31 沿海地方： “Elbrus”, LLC 

 
  

▼ “Kompleksnye
resheniya”, LLC
（“Elbrus”グループ）
－冷蔵倉庫・物流コンプレ
クス

ロシア極東投資誘致・輸出促進
エージェンシー推薦
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表 26 サハリン州： "Yuzhny Terminal" LLC 
会社名 "Yuzhny Terminal" LLC 

所在地 Primorsky krai, Vladivostok, Russky island, Pospelovo 
settlement 

資本金／投資家 投資額：998 百万ルーブル 
プロジェクト概要 既存の港湾インフラ上に近代的水産コンプレクスを建設し、効率的

な輸送・物流サービスを提供予定。プロジェクトの一環として、漁

業取引所の形で水産製品のオークションを実施するデモンストレー

ションエリアを設置予定。 
基本情報 創出雇用：197 名 

提供予定サービス：貨物積卸し、船舶の係留、コンテナの保管、水

産加工、冷蔵倉庫の貸与等 
2017 年 1 月 25 日より、ウラジオストク自由港入居者 

建設予定設備  水産製品保管用の冷蔵庫、商品のオークション施設、水産加

工工場、コンテナ・サイトを含む複合施設 
 総面積：23,000 ㎡ 

建設スケジュール 2017 着工開始、2019 年竣工 
議事概要 サハリン州の発展の方向として、同社の枠組みで、冷凍以外にも生・

チルドも取扱う水産加工コンプレクスを作る方針。ここはセンター

となり、取引所の施設となる予定。 
現時点では建設は始まっていない。サハリン州政府の主導の為、投

資家を探索している。また、船舶修理・港湾等に関する投資が必要。 
同港内の発展分野は、水産養殖、陸上加工、物流。同社の敷地面積

は約 2ha。全て港湾敷地内での発展を想定。サハリン州内の各種水

産関連事業者と提携する。 
沿岸操業を対象とすることを想定。年間 12 万トンの取扱いを想定。 
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図 32 サハリン州： "Yuzhny Terminal" LLC 
 
  

▼

Korsakov sea port 
(“Yuzhny Terminal” 
LLC)
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表 27 サハリン州： “Tunaicha”, LLC （鮭の稚魚の孵化場を訪問） 
会社名 “Tunaicha”, LLC 

所在地 Sakhalin oblast, Korsakovskiy district, Okhotskoe settlement 

従業員数 100 名（漁業繁忙期は臨時雇用含め約 400 名） 

直 近 期 売 上

（2017.12.31） 
売上：114 591 000 RUB 
営業利益：-1 455 815 000 RUB 
ネット資産：-1 415 353 000 RUB 

企業概要 1990 年設立の漁業・水産加工企業。 
ロシア及び CIS 諸国を販売先とする他、アジア太平洋諸国（日本、韓

国、中国）に製品を輸出。1995 年には、220 缶/分の製造能力を持つ

米国の缶詰工場（Tunaicha-Uords Kouv LLC）と合弁会社を設立。 
水産資源再生に関する活動としては、2 つのサケ稚魚孵化施設を保有

し、オホーツク海で年間 5,500 万匹の稚魚を放流。 

主要製品・施設  主要製品 
 紅鮭（ドレス・冷凍） 
 白鮭（ドレス・冷凍） 
 イクラ 
 生産設備 
 イクラ加工工場（生産能力：15 トン/日。タイヨー製作所の設

備を使用） 
 水産加工工場（生産能力：最大 500 トン/日。タイヨー製作所、

ニッコーの設備と及び米国製設備を使用） 
 容量 1,000 トン及び 4,500 トンの 2 台の冷蔵庫。 

議事概要 同社の「オホーツキー」という養殖施設を視察。 
サケの再生を行っている。2,750 万個の鮭の卵を孵化させ、2,450-70
万の稚魚を放流。 
絶滅危惧種イトウ及びサハリン固有種の緑色のチョウザメも保護。 
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図 33 サハリン州： “Tunaicha”, LLC （鮭の稚魚の孵化場を訪問） 
 
  

▼

“Tunaicha”” LLC
10/31(水)PM
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表 28 サハリン州： “Yantarnoe” LLC 
会社名 “Yantarnoe” LLC 

所在地 Yuzhno-Sakhalinsk,  Mira Avenue (Prospekt Mira) St 2V 

直近期売上 
（2017.12.31） 

売上：45 331 000 RUB 
営業利益： 96 000 RUB 
ネット資産： 205 190 000 RUB 

企業概要 1996 年設立。水産物の漁獲、加工、販売。サハリン東海岸の Dolinsky
地区でサーモンを漁獲。 
2009 年に、複合生産施設を開設し、燻製、塩漬け、干し魚、保存料、

缶詰、海藻サラダ等の各種海産物の珍味の生産、長期保管・輸送・パ

ッケージ等を行う。 
主要製品  製品の種類： 

 紅鮭、白鮭、スケトウダラなどの魚卵。 
 燻製魚、海藻サラダ、魚肉、魚ペルメニ、魚ステーキ、冷凍

水産物 
製品例 

 

議事概要 1 年間で 250 トンの製品を生産。サハリン州内の 450 の小売店補に

出す。製品は 250 品目。需要に応じて製造する。 
急速冷凍機は中国製。イクラ工場の設備は日本製を導入 
以前日本に冷凍イクラを輸出していた。今年は昆布を輸出。 
現在サンマの燻製に関する引合を日本企業から受けている。日本企

業の品質要求は高いと認識している。 
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図 34 サハリン州： “Yantarnoe” LLC 

 
4.2.4. ビジネスの可能性 
本ミッションの結果、松田産業が生スケトウダラのロシア極東地域からの輸入に興味を示

し、ドブロフロートとの取引について動き始めようとしている。ただし、フォローアップし

たところ、2019 年 2 月時点でドブロフロート側からの反応が良くないとのことであった。

ロシア側からの回答とりつけの支援が必要な状況である。 

また、双日がサハリンから日本向けに白子のテスト輸入を行おうとしている。2018 年度は

10kg 程度のテスト輸入であるが、今後の事業拡大を期待される。 

一方で、Sakhaniro とのミーティングで、日本側が関心のある昆布やイカなどの魚種の資源

量調査が十分に行われていないことが分かった。これらについて引き続きサハリン州側に

資源量調査の実施を働き掛けていく必要がある。 

このほか、2018 年 11 月に農林水産省の事業により実施したサハリン州への官民ミッショ

ンに参加した日本企業から出された要望等を以下のとおり。 



73 

 
[スケソウダラ] 
 生のスケソウダラは、日本企業として非常に関心が高い。特に、沿岸で漁獲されるスケ

トウダラについては、サハリンですり身にしたうえで日本に輸出を希望する日本企業

が存在している。また、タラコの原料としてスケトウダラの卵に対する需要も高い。生

のスケトウダラを水揚げ可能な漁業者・クオーターを保有している事業者を紹介して

ほしい。 
 
[イカ] 
 日本政府は、2018 年からスルメイカの輸入枠を拡大した。日本企業もサハリン州で漁

獲されるイカを調達しようとしたが、漁法・鮮度管理上の問題から、数トン程度の調達

しかできなかった。日本側としてはより多くの輸入を希望しているところもあり、漁法

や鮮度管理、水揚げ後のコールドチェーンの構築等について、具体的な意見交換等につ

いて機会を設定してもらえないか。 
 サハニロにイカの漁業資源について聞いたところ、未調査とのことであった。間宮海峡

のイカは産卵後であり、サハニロからは 100％漁獲可能と聞いているが、事業計画等を

考える際に、資源量、漁獲可能量を認識することは重要である。このため、早急に、サ

ハリン周辺のスルメイカの資源量調査を行ってもらいたい。 
 
[その他魚種] 
 少なくとも宗八/ナメタ/カレイ、キンメダイ、小女子、タコ、しじみ、あさり、昆布、

ウニ、カキ等の魚種についても生鮮物として関心が高い。キンメダイについては、日本

では高級魚として知られているが、サハリンの統計ではタイ類と一括されているため

個別の資源量が不明である。これらの魚種・貝類についても、資源量調査、漁獲可能量

の設定、漁獲後生鮮で日本側と取引できる事業者の紹介を希望する。 
 
[物流関連] 
 鮮度の高い水産物を日本に輸送するためには、サハリン州内のコールドチェーンの確

立と、航空便もしくは定期船による北海道等への物流確保が重要になる。冷凍貨物に限

らず、生鮮・チルドの流通が可能になるような制度・仕組み、及びそれらの活動に意欲

的な企業に関する情報を共有いただきたい。また、コルサコフ―稚内/小樽間の通年で

の定期貨物船の運航やユジノサハリンスク―新千歳/成田の航空便の定期運航による貨

物ルート確保について、検討できないか。 
 水産品を鮮度良く輸送するためには日露政府間での Certificate Form 作成に時間がか

かる。過去の実績等で信頼ができる企業は、事前に一定の手順を満たせば自動的に

Certificate を発行するとか、事後規制で厳罰化する代わりに事前規制を緩めるなどの
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対応が検討できないか。 
 
[養殖に関する規制] 
 露極東における水産養殖についての法制度や、魚種別の各取組企業について関心があ

るので情報共有を頂きたい。 
 
[水産加工工場］ 
 サハリンにて輸出実績のある水産品加工工場があれば情報が欲しい。その輸出国、また

その工場での製品はロシアでの品質基準と同等の管理および、同様な監督局管轄の製

品であるか？ 
 
 
4.2.5. アンケート結果 
以下に、ミッション後のアンケートの集計内容を示す。なお、自由回答は基本的に回答者の

コメントをそのまま載せているため、一部、誤脱等があるが、コメントの雰囲気を残すため

にも敢えて直していない。 

4.2.5.1. 本ミッションに対する全体的な評価とその理由 
沿海地方について、「とても良い」、「良い」を合わせて８２％となっており、参加者の満足

度は高かった。 

 
図 35 水産関連分野官民ミッションの「沿海地方についての全体的な満足度」に関するア

ンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

とても良い, 6, 
55%

良い, 3, 27%

普通, 1, 9%

悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0% 不参加, 1, 9%
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 全てではないが、何となくロシアの水産業の実態が把握出来た。  
 沿海地方水産会社、倉庫訪問し、沿海地方水産業の実情が理解できた  
 極東における、これからの動向を多く知れたことが良かった。  
 Dobroflot 社の事業及びその計画について、網羅的に、効率的に理解することがで

き、大変勉強になった。又、訪問した港に関しても、今後設備を新設、拡張予定の所

で非常に参考になった。  
 Dabroflot 社の現状・計画がよく分かると共に、あまり訪問する機会のない漁業港の

訪問が出来た。  
 ①実務レベルの商談が出来た。 

②ロシアビジネスでの可能性を感じた。 
 Dobroflot が良く分かり、又 Elbrus とも商売の切っ掛けが出来た。  
 加工、物流と各ジャンル視察でき、勉強になりました。  
 当事者より事業展開などの話が聞けたのは貴重   
 概ね当初予定通りの日程で進行されていた。 
 
サハリン州について、参加者だけ見ると「とても良い」、「良い」を合わせて１００％となっ

ており、参加者の満足度は高かった。 

 
図 36 水産関連分野官民ミッションの「サハリン州についての全体的な満足度」に関する

アンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 州政府の考えや、専門機関の知見を共有頂けた事が有意義だった。  
 円卓会議が非常に興味深く、サハリンの事情が良く理解できた。   

とても良い, 1, 
9%

良い, 3, 27%

普通, 0, 0%
悪い, 0, 0%

とても悪い, 0, 
0%

不参加, 7, 64%
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 通常行けない施設等へ訪問（養殖場、研究所、州政府、製造工場） 
 
4.2.5.2. 本ミッションのプログラムに関する評価とその理由 
沿海地方で訪問した個別企業について、「とても良い」、「良い」を合わせて８０％となって

おり、参加者の満足度は高かった。 

 
図 37 水産関連分野官民ミッションの「沿海地方の個別企業への訪問」に関するアンケー

ト結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 港湾関連は、同じような内容だったので 2 社程度で良かったです。  
 Dobroflot、DV Port がとても参考になった  
 2019 年以降の新たな取り組みに関して多くの情報が得られた事が良かった。  
 当地方で水産業関連ビジネスを行う上で、代表的企業である Dobroflot 社を理解する

ことができ、非常に勉強になった。  
 Dabroflot 社の現状・計画がよく分かると共に、あまり訪問する機会のない漁業港の

訪問が出来た。  
 ①すりみビジネスの可能性を感じた。 

②信用出来る企業であった。 
 Elbrus と新規事業開拓を行う切っ掛けが出来たので非常に満足している。これから具

体化させたい。  
 工場は実際に製造しているところを視察したかったです。  
 ロシアでの方針は決まっているが、まだ時間がかかることが、よく解りました。  
 大手水産企業だけでなく、物流企業を訪問することができ有意義であった。 

とても良い, 5, 
50%

良い, 3, 30%

普通, 2, 20%

悪い, 0, 0% とても悪い, 0, 
0%
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サハリン州との官民円卓会議について、「とても良い」、「良い」を合わせて７５％となって

おり、参加者の満足度は高かった。 

 
図 38 水産関連分野官民ミッションの「サハリン州の官民円卓会議」に関するアンケート

結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 港詳細に説明されたので事情が良く分かった。既に喜代村と事業を始めているのでと

ても役に立った。   
 本音の部分で語り合える場所があればもっと良かったのではないでしょうか。  
 事前に課題の共有化がされていればさらに良かったと思う。 
 
サハリン州の個別企業への訪問について、「とても良い」、「良い」を合わせて１００％とな

っており、参加者の満足度は高かった。 

とても良い, 1, 
25%

良い, 2, 50%

普通, 1, 25%

悪い, 0, 0% とても悪い, 0, 
0%
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図 39 水産関連分野官民ミッションの「サハリン州の個別企業への訪問」に関するアンケ

ート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 Sakhniro とは今後情報交換をして行きたい。   
 興味深い企業が多かったです。  
 貴重な情報を得ることができた。 

  

とても良い, 2, 
50%

良い, 2, 50%

普通, 0, 0%
悪い, 0, 0% とても悪い, 0, 

0%
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4.2.5.3. 本ミッションの企画及び準備に関する評価とその理由 
本ミッションの実施時期について、「とても良い」、「良い」を合わせて７３％となっており、

参加者の満足度は高かった。 

 
図 40 水産関連分野官民ミッションの「実施時期」に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 水産ｼｰｽﾞﾝ性を考えるともっと早くても良かったです。まあ、実面の話ではないの

で、そういう面では問題はないですが。  
 現地参加であるが、丁度来訪者が少なくなる時期で都合が良かった  
 特にありません。  
 参加しやすい時期であったが、可能であればより暖かい時期であると有りがたい。  
 東方経済フォーラムから適度に時期がずれており参加しやすかった。  
 繁忙期前でタイミングが良かった。  
 丁度サハリンで喜代村と事業開始準備中で、色々な情報が得られた。   
 漁獲が一息ついた時期であり良かったのでは。  
 水産関係のミッションであれば、漁獲状況が見えてくる今回のタイミングがよいと思

う。  
 屋外行事がおおかったことを踏まえると、より温暖な時期が良かった。   
  

とても良い, 4, 
37%

良い, 4, 36%

普通, 2, 18%

悪い, 1, 9%
とても悪い, 0, 

0%



80 

本ミッションの募集方法について、「とても良い」、「良い」を合わせて４５％となっており、

参加者の満足度は普通であった。 

 
図 41 水産関連分野官民ミッションの「募集方法」に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 理由無し。  
 今回は日程があったが、もう少し早めの募集であった方が確実であった  
 特にありません。  
 直接地域事務所にご連絡頂けた点、大変助かった。  
 本店に連絡された場合、現地にタイムリーに連絡が伝わらないことがあり、訪問場所

の事務所（弊支店）に声かけ頂き大変助かった。  
 明確で分りやすかった。    
 ロシア事情がわかりづらいため、行く判断が各企業出来なかったのでは無いでしょう

か。   
 前広に情報提供いただいたので、日程調整をできてよかった。 
 
  

とても良い, 4, 
36%

良い, 1, 9%

普通, 6, 55%

悪い, 0, 0% とても悪い, 0, 
0%
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本ミッションの事前案内・説明について、「とても良い」、「良い」を合わせて８０％となっ

ており、参加者の満足度は高かった。 

 
図 42 水産関連分野官民ミッションの「事前案内・説明」に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 事前案内・説明は確認不足で評価対象外とさせて頂きます。  
 説明書がよくまとまっていた 事前に資料や訪問先に関する問い合わせに対して丁寧

に対応頂けた。  
 各社の説明、日本企業に対する期待等詳細な情報があり、ありがたかった。  
 可能であれば、訪問先企業の目途がおおよそ付いたところでも中間の事前案内がある

とありがたい。  
 ほぼ問題無いも、もう少し事前資料が欲しかった。  
 お疲れ様です。   
 事前に開いた東京でのプラットフォームから、官民ミッションへの魅力は感じられま

せんでした。   
 詳細な事前資料をいただいたため、理解が深まった。 
  
  

とても良い, 2, 
20%

良い, 6, 60%

普通, 1, 10%

悪い, 1, 10%
とても悪い, 0, 

0%
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4.2.5.4. 本ミッションの事務局のアレンジにおける評価とその理由 
本ミッションの訪問先の選定について、「とても良い」、「良い」を合わせて９１％となって

おり、参加者の満足度は高かった。 

 
図 43 水産関連分野官民ミッションの「訪問先の選定」に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 良かったと思います。  
 加工工場も訪問したかった  
 極東の水産業界の今後のトレンドが分かり勉強になりました。  
 水産加工業者、港オペレーター、倉庫業者と多様な業種を訪問することができ勉強に

なった。  
 新しいプロジェクトの計画を有する企業が多く興味深かった。  
 物流関係はあまり興味が無かった。  
 サハリンが特に良かった。円卓会議と Sakhniro。  
 設立予定地視察よりも、実際に現在稼働している施設、工場をより視察したかったで

す。  
 普段行けない場所に訪問出来た。   
 大手水産企業だけでなく、物流企業を訪問することができ有意義であった。  
 
 
  

とても良い, 3, 
27%

良い, 7, 64%

普通, 1, 9%

悪い, 0, 0% とても悪い, 0, 
0%
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本ミッションの通訳レベルについて、「とても良い」、「良い」を合わせて９１％となってお

り、参加者の満足度は高かった。 

 
図 44 水産関連分野官民ミッションの「通訳レベル」に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 全く問題無し。  
 ビジネスを理解し、声も大きく分かり易かった 大まかな内容が理解できるレベル

で、不満はありません。  
 声も大きく、又非常に丁寧に通訳をしてくださっていて大変分かりやすかった。  
 訳も適確で声も大きく分かりやすかった。  
 全く問題無し。テンポも素晴らしい。 春よりも全然良かった。 説明、質問などポ

ポフさんとても素晴らしかったです。  
 ハッキリと大きな声で話して頂けたので助かりました。   
 専門用語を使いこなしており、高度であった。  
  

とても良い, 7, 
64%

良い, 3, 27%

普通, 1, 9%

悪い, 0, 0% とても悪い, 0, 
0%
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その他行程管理について、「とても良い」、「良い」を合わせて９１％となっており、参加者

の満足度は高かった。 

 
図 45 水産関連分野官民ミッションの「その他行程管理」に関するアンケート結果 
 
なお、本項目について以下のような自由回答を得ている。 

 非常に良かったです。  
 予定通りの工程を維持できた  
 特にありません。  
 スムーズに行動することができた。  
 食事や休憩もタイミング良く手配されており行動しやすかった。  
 宿泊先の事前情報は欲しかったです。  
 限界でしょう？   
 ロシア極東という中での対応は難しかったと思います。  
 臨機応変に対応していただけた  
 時間通りに進行しており、良かった。 
  

とても良い, 2, 
18%

良い, 8, 73%

普通, 1, 9%

悪い, 0, 0% とても悪い, 0, 
0%



85 

4.2.5.5. 今後の展望について 
本ミッションの結果を踏まえて、参加者における今後のロシア極東地域へのビジネス展開

の可能性や、本ミッションで特に印象に残った訪問先について、以下のような自由回答を得

た。 

 水産資源の視点で見たときに、ロシアには大きな可能性を秘めている事。商品特性に

もよるが、米国に主導権を握られる市場環境に、ロシアの資源を絡ませていく事で牽

制機能が働き適正な市場形成が出来る。ドブロフロート社に印象が残っています。ま

だ、日本企業の色に染まっていない事、世界市場を本当に理解出来ているのか不明な

事。  
 DV Port の説明は、事業をよく理解し、詳細な説明であり、水産業の物流がよく理

解できた。今後日本からの来訪者で、ロシア水産業に関して紹介できると考える。  
 弊社としては、引き続き極東において水産物の取り扱いを強化・拡大してく所存であ

り、主要魚種である鮭鱒のみならず、他アイテムに関しても将来的には取り扱いを検

討していきたいと考えます。本ミッションで印象に残った訪問先は Dobroflot グルー

プ。同社の新たな取り組み(新工場建設)に関しては、同工場の加工製品の輸出先(欧
米・アジア)含めて興味深く、貴重な機会となりました。 

 Dabroflot 社とは既に商内を出来ないか個別に連絡を取っていたこともあり、今回は

関連施設の視察を詳細に出来て非常に参考になった。新たな商内展開につながること

を期待。  
 まずはドブロフロート社との交渉を開始します。すりみの知識が乏しいので日本にお

招きしてすりみとは何であるかから始めて、すりみに関心を持って頂けるように働き

かけていきます。  
 今年から魚の買い付けを１５年振りに再開。鮭のみならず今後白子屋ウニ、ホタテ等

の買い付けも視野に入れて展開して行く。単なる買付だけではなく、事業参画の形で

更に深く入る事を検討して行く。VVO での喜代村参画の魚市場にもどのように参画し

て行くか検討を行う。  
 水産物（鮭鱒、魚卵、蟹、蛸、雲丹）をメインに原料貿易事業、パートナーとなる加

工場の発見し加工品の開発。  
 可能性（貿易量、品種の拡大）は感じますが、早急に出来ないことを改めて理解。し

かしながら、通常業務では訪問しへない訪問できたことは今後に繋がります。海洋漁

業研究所での漁獲枠の設定方法、考え方が印象的でした。 
 SakhNIRO での話（資源量や管理）は今後の水産面での経済交流を進める上で非常に

参考となるものだった。 
 北海道は従来から漁獲されていたスルメイカやサケ・マス類などの漁獲減に苦慮して

おり、ロシアからの原魚の仕入れは、今後一層重要になってくると予見している。そ

のため、魚種が北海道と共通するロシアとの取引増大は必ずや必要になってくるもの
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と考えており、係る観点から、ダブロフロート社やエルブルス社などの水産企業と知

己を得ることとなった今回の訪問は、貴重な機会となった。 
 
今後、参加者がロシア極東地域にビジネス展開する上での課題について以下のような自由

回答を得た。 

 ﾋﾞｼﾞﾈｽ慣習の把握。企業としての信頼関係。ロシア側が既存ﾋﾞｼﾞﾈｽから脱却して、世

界市場にあわせた展開を図れるか？  
 日本・ロシア間の貿易促進  
 決済面：企業規模や商習慣から、前払いが原則である企業が多い点。   
 幾つかの水産商内においては、日露政府間での Certificate Form 作成に時間がかかる

ことや、水産品の日本への輸入枠（制限）などが課題。  
 品質管理や商品レベルの向上など品位の改善に対する意識がちゃん芽生えるか。決ま

り事（約束、契約）を順守するのか。 
 VVO で川重とのガスタービンサービスセンターを細々ながら操業開始。KHV 飛行場

も参画するので、いよいよ魚関連にも事業として入って行く覚悟を決めないといけな

いが、昔の手痛い失敗（大赤字）がトラウマとなっており、確かな利益を生む案件を

模索中。これが簡単では無いが、やらざるを得ないと考える。  
 原料買付先、加工場の発見、選定  
 製造業を荷物の集積地であるウラジオストクにて、長期在庫の考えが無いということ

は、原料確保・製造のスキームを作らなければならない。原料を買うにあたっても、

現地への訪問が欠かせない。 
 

今後、参加者がロシア極東地域にビジネス展開するために、必要な情報や要望について以下

のような自由回答を得た。 

 ロシア企業側も然り、既存からの延長線上の投資等のリアクションが必要になってく

る。信頼関係を結べるように、第 3 者からの後押しがあるとやり易くなると思われ

る。  
 ロシアの多くの他産業の実態を研究したい  
 漁業制度やそれらに関する法律や制度変更に関する情報。冷凍貨物に限らず、生鮮・

チルドの流通が可能になるような制度・仕組み、及びそれらの活動に意欲的な企業に

関する情報。 
 また大きな意味でいえば極東でのロジスティクスが物流商内を構築、拡大していく上

で大きな課題になってくると予想される。  
 法制度やルールの変更。政治的な環境変化により関係者への影響度合い。 
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 地方政府との面談設定は大変有り難い。KHV には長いのでどうにでもなるが、それ

以外の地方政府とは今後もこの機会を利用させて頂きたい。 
 ・ロシアの水産物の各魚種別の輸出、輸入実績（過去 3 年） 

・ ロシアで漁獲される各魚種の漁獲実績（過去 3 年） 
・ ロシアで漁獲される各魚種の漁獲時期一覧（過去 3 年） 

※ もし差支えなければ、情報、資料いただきたいです。 
 我々は水産品の貿易を行ってはいるが、水産関連については、非常に不透明な部分が

あるかと思います。農林水産省が確認をしている水産関連ロシア法整備等の情報があ

れば、プラットフォームとして確認出来る場所が欲しいです。更に欲を言えば、ロシ

ア水産というカテゴリーで日本側の水産品受け入れ体制、ロシアの法定要素等をワン

ストップで確認できる場所があると間口が広がるのでは。 
 水産業は北海道の基幹産業の一つであり、サハリン・ロシアとの交流に対するニーズ

は高いと考えるが、一方で通常の貿易で課題となる物流・商流のほかに、法制度や漁

業交渉、割り当て、州側の体制など考慮すべき事項も多い。このことから、法制度な

どの正確な情報の入手はもちろん、サハリン州・協会・企業の連携体制や対外施策を

十分に把握する必要性があることを痛感した。 
 
4.2.5.6. 今後ミッションを実施する際の参考として、改善点やご要望などについて 
以下のような自由回答を得た。好意的なコメントが多いが、分野の絞り込みや今後得たい情

報についてコメントがあった。 

 露極東における水産養殖に就いての法制や各取組企業に就いての情報に興味あり。  

 改善する点は無し。非常に良いと思います。  

 日本人同士での人脈が出来て非常に有益と考える為、これからも続く事を祈っていま

す。  

 肉などと違い、水産は間口が広すぎます。食品として加工・貿易・開発・機械等とテー

マを分けても良いのでは無いでしょうか。 

 個人的な要望になってしまうが、日本向けとしてロシアでの食品加工貿易が本当に出

来るかを見極めたいと考えております。 

 

 



 

5. プラットフォーム会合への報告 
2018 年 12 月 6 日にプラットフォーム会合に参加し、以降の内容の報告を行った。 

ミッション参加者は、現地現物によってロシア側の実態（課題）を理解したうえで、極東における日露ビジネスの可能性について基本的に前

向きなコメントが聞かれた。 

表 29 農業・食品加工/水産加工ミッション派遣の要約 
分野 実施時期 対象地域 主たる訪問先 主要な成果 参加者の代表的なコメント 

農
業
・
食
品
加
工 

2018 年 

７月 18 日～24

日 

沿海地方（ウラジオストク、ミ

ハイロフスキーTOR、ウスリ

ースク） 

アムール州（ブラゴヴェシチ

ェンスク） 

沿海地方 

 卸売物流センター”Primorye” 

 ウスリースク物流拠点計画地 

 穀物倉庫 ・エレベーター ”

Ussuriyskie 

  Melnitsyi” 

 農 業 企 業 “ Chernigovsky 

Agroholding”, LLC 

アムール州 

 “Amuragrocenter” 大豆加工

工場 

 “Sodruzhestvo”物流加工セン

ター 

他 

 圃場を訪問し大豆栽培

の実情について把握で

きた。 

 一部の企業が訪問企

業と個別ビジネスに関

する意見交換を始め

た。 

 沿海地方が穀物栽培の

適地で、コストが安いこ

と、および機械化、IT 技

術も活用した生産も行わ

れていることが印象的で

あった。 

 個別企業が，日本への輸

出を実現するために越え

なければならない品質に

ついて積極的に対応す

る姿勢が見られた。 

水

産

加
工 

2018 年 沿海地方（ウラジオストク/ 沿海地方  ミッション参加企業の中  水産資源の視点で見たと
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分野 実施時期 対象地域 主たる訪問先 主要な成果 参加者の代表的なコメント 

10 月 29 日～

11 月２日 

ボリショイカーメン他） 

サハリン州（ユジノサハリン

スク/コルサコフ他） 

 “Dobroflot”グループ 

 “Elbrus”グループ 

サハリン州 

 コルサコフ港及び関連施設視

察 

他 

で、ロシアとの取引を新

たに検討する企業が現

れた。 

きに、ロシアには大きな

可能性を秘めている。 

 主要魚種である鮭鱒のみ

ならず、他アイテムに関し

ても将来的には取り扱い

を検討していきたい。 

 
日露極東農林水産ビジネスについても、ミッション参加企業からは、「基本的にビジネスの可能性は十分にある」との意見が出ていた。一方、

解決すべき課題も多く、課題が解決できるかどうかが、今後の実現可能性を決めると考えられる。表 30 は、今後の日ロ農林水産ビジネスの

可能性と課題、解決の方向性と今後期待される動きについて整理したものである。 

表 30 日露農林水産ビジネス拡大の課題と解決の方向性 
分野 可能性 課題 解決の方向性 今後に期待される動き 

農
業
・
食
品
加
工 

 豊富な生産能力、低い生

産コスト、高付加価値化

への取り組み、顧客ニー

ズへの対応など、ビジネ

ス拡大のポテンシャルは

ある。 
 地球温暖化により現在の

主力生産地で減産リスク

 ロシア側が日本側のニ

ーズ・品質基準を十分

に把握していない。 
 日本側がロシア極東の

農業の現状を十分に把

握していない。 
 物流インフラが整備中

であり、輸送費が依然

 ロシア産大豆等の可能

性、品質状況を日本で

プロモーションする。 
 ロシアの生産者にも日

本の品質要求や購入条

件を理解してもらう。 
 日本の物流ソリューシ

ョン等を活用し、効率

 ロシア側の農業事業者

を招へいし、日本の大

豆等利用の現場を見て

もらう。 
 物流施設の建設進捗、

輸送費等の情報につい

て引き続きロシア側か

ら情報収集を行う。 
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分野 可能性 課題 解決の方向性 今後に期待される動き 

があり、ロシア極東は代

替地になる可能性があ

る。 

として高い。 的な物流を実現してい

く。 
 上記を踏まえ、日露で

協力の推進のための議

論・対応を行う。 
水
産
加
工 

 日本近海での漁業資源の

減少に伴い、日露の水産

ビジネスの可能性は疑い

ない。 
 鮭鱒、スケトウダラ、カニ

などの代表的な魚種だけ

でなく、キンメダイ、シジ

ミ、アサリ、昆布等多様な

魚種の取引に可能性あ

り。 

 ロシア側の鮮度管理が

冷凍のみ。 
 ロシア側が代表的な魚

種以外の潜在可能性に

ついて認識がないた

め、資源量、漁獲可能量

等の情報が不足してい

る。 
 日本側の高い要求水準

に合わせることによる

ビジネスメリットが明

確ではない。 

 日本側の要求水準を正

しく理解してもらうた

めに、現場を見てもら

う必要がある。 
 生鮮による加工・生鮮

での販売を可能にする

加工プロセス、コール

ドチェーンの構築す

る。 
 ロシア側に資源量調

査、漁獲可能量の設定、

クオーターの割り当て

等を推進してもらう。 

 ロシア側の水産事業者

を招聘し、日本の現場

を見てもらう。 
 夏季のコルサコフ―稚

内の旅客フェリー等を

利用した迅速な物流の

ための課題出し（実証

実験）。 
 上記を踏まえ、日露で

協力の推進のための議

論・対応を行う。 

 



91 

5.1. 農業 
プラットフォーム会合では、特に、今後の事業拡大の可能性に絞ってロシア極東の農業の現

状と可能性について報告した。 

図 46～図 48 は、ロシア極東の農産物の需給ギャップ、相対的な生産費の低下（価格競争

力向上）で、農産物生産が増加傾向であることを示している。特に、大豆、トウモロコシの

生産量で顕著な伸びが見られる。また、野菜も需給ギャップを埋めるための潜在的な生産増

の可能性（ハウス栽培）があるとみられることを示している。 

 

図 46 ロシア極東における主要農産物の生産量推移 

 
図 47 ロシア極東と中国における農産生産に要する主要コストの比較（2015 年） 
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するものが多いが、今後加
工ニーズも増加する見通し

燃料 -26%

0.85$/ℓ

0.63$/ℓ 労働賃金

460$/人月

410$/人月 -11%

肥料
（カリウ
ム）
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100% 飼料
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中国 ロシア極東

中国における農産品の平均輸入関税
（ロシア→中国）は約15%

※ロシア極東での価格を100%とした場合、中国での
価格が125％であることを意味する

--25%
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図 48 ロシア極東における野菜の生産量と消費量の比較 
 
また、沿海地方やアムール州などのロシア極東では、生産ポテンシャルを活かし、高付加価

値化のために、既に多くの対策が取られていることも報告した。生産から一次加工までの基

礎的な基盤は整備済み、もしくは、整備されつつあり、生産の高度化、継続的な設備投資へ

の取組みも行われている。今後は、日本側の要求水準を伝え、対応してもらうことで、取引

が拡大する可能性があることを指摘した。 

 
図 49 ロシア極東農業の現状・課題と対策および現地訪問施設 
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• 加工度を上げる

特記すべき訪問施設（施設の概要は参考資料に記載）

• 沿海地方：ウスリースクの農業生産法人“PrimAgro” LLC
衛星写真（赤外線）、携帯アプリを活用した大規模農場の効率的な生産管理を実施中。
将来的には無人飛行機を活用し空撮写真を活用した効率的な管理に関心有り。

• 沿海地方：ミハイロフスキーTORの農業生産法人“Chernigovsky
Agroholding”, LLC

中国顧客の嗜好や市場動向に合わせた品種の選定（大豆の品種キョウトの導入、中国豆腐に
適した品種の選定）。

• 沿海地方：ウスリースクの物流ハブ”Dry Port”
常時4万トンの物品の保存能力を備えた流通・倉庫施設やTEU（20フィートコンテナ換算）5,000
ユニットのキャパシティを有するコンテナターミナル、輸出向け加工施設を整備予定。

• 沿海地方：農業開発のための地域プログラム - 卸売物流センター«Primorye»
小売業、卸売業、小規模卸売業者に対する包括的なサービス提供することで、生産者とロシア
極東の消費者を直結し、域内の需給ギャップの解消に貢献する可能性がある。

• アムール州：ブラゴヴェシチェンスクの"Soya ANK", LLC
大豆油生産だけでなく、大豆レシチン、ビタミンBの生産を計画中で2019年に設備稼働。

• アムール州：ブラゴヴェシチェンスクの"Amuragrocenter", LLC
食料品用の大豆加工品（食品用大豆粕、アイソレートたんぱく質）、マヨネーズ用の植物油、食
用繊維、オリゴ糖の製造。

• アムール州：ブラゴヴェシチェンスクのMEZ "AMURSKI", LLC
大豆アイソレート生産だけでなく、大豆レシチン、ビタミンEを生産。
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5.2. 漁業 
漁業について、現状、低付加価値のまま釜山・大連等へ輸出され、付加価値がロシア国内に

落ちないことがロシアにとっての課題であり、今後、ロシア極東における水産コンプレクス

（加工・コールドチェーン）の形成を通じ、ロシア極東からの最終製品のアジア太平洋諸国

等（日本を含む）への輸出を促進していくことがロシアにとっての目標であることを出発点

として報告した。 

 

図 50 ロシア極東における水産バリューチェーンの現状と将来像 
 
日露の水産ビジネスにおける協力拡大は、日本において漁獲が不安定になっている魚種を

利用している水産加工品の製造安定化と、漁業従事者高齢化等による漁獲量減少魚種の安

定供給に見出せる。また、対日輸出に耐え得る品質を確保するための機械設備の導入も検討

課題である。 

日本の水産業および関連産業にとっても、様々な理由で日本の漁獲量が減少している魚種

をロシア極東から安定供給することで、国内の水産加工品の消費市場を維持することは重

要なことである。供給制約により消費市場が縮小し、水産加工品の食習慣が失われることが、

日本の漁業者にとって最大の脅威であり、ロシア極東における水産物の高品質・高付加価値

化に向け、日本製の機械設備の導入は、日露双方に裨益すると考えられる。 

一方で、魚貝類の生鮮での輸入は、輸入割当制度に注意する必要がある（巻末に資料を添付）。 

総合すると、日露水産ビジネス拡大の可能性は高いと考えられる。日ロ水産ビジネス拡大方

向仮説と今回の見学施設の関係を示したものが表 31 である。 

 
 

従来の水産バリューチェーン（イメージ） 将来の水産バリューチェーン（イメージ）

釜山・大連経由 日本直行

大連

釜山

ウラジオストク
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表 31 日露水産ビジネス拡大方向性仮説と見学対象施設 
日露水産ビジネス拡大方向性仮説 見学対象施設 

 輸入割当ての対象魚種でも、加工度を上げると輸

入割当ての対象から外れる。昨今のサンマ、サバ

等の近海魚種の漁獲不安定化を鑑み、漁獲状況に

応じて缶詰等の加工をロシア企業に委託生産で

きるようなスキームが想定できないか。 

• “Dobroflot”グループ  缶

製造工場及び物流コンプレ

クス 
• “Dobroflot”グループ スケ

トウダラ加工工場 
• “Dobroflot”グループ 缶詰

工場 
 日本の漁業者の高齢化により漁獲量が減少して

いるような輸入割当ての対象でない魚種につい

て、鮮魚や干物等の加工品を直接輸入できない

か。 
 ロシア極東で建設の進む水産加工・物流コンプレ

クスに、日本への輸出に耐え得る品質・鮮度を保

つ設備（冷蔵・冷蔵設備の導入、加工機械輸出）

の導入を行えないか。 

• “Elbrus”グループ 冷蔵倉

庫・物流コンプレクス 
• コルサコフ港及び関連施設視

察 
• ウラジオストク漁港関連施設 

 
一方で、日ロ水産ビジネスの拡大には以下の 4 つの課題があると考えられる。 

 冷凍魚対策 
 加工品質の違い 
 潜在資源の認識 
 物流 

以降で、各課題の概要と対策の方向性について説明する。 

冷凍魚対策 

ロシアは、沿岸・遠洋漁業とも、漁獲後冷凍し、加工の度に解凍する。一方で、日本企業は、

加工品用であっても鮮魚からの加工を希望している。このため、沿岸漁業では水揚げ以降に

冷凍せず直ちに加工する体制を作る必要がある。また、遠洋漁業では、母船に漁獲後すぐに

生鮮のまま加工する設備を追加する必要がある。 

この点について、官民ミッションで訪問したロシア企業との質疑の中で、単価・契約条件次

第でロシア側で生鮮のまま取り扱うための設備投資は可能との回答があった。 
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図 51 冷凍保存されそのまま出荷されている魚 

 
加工品質の違い 

ロシアにおいても、サンマの缶詰は作られているが、日本のサンマの缶詰とは異なる。例え

ば、日本の缶詰と比べてロシアの缶詰は蓋が開きにくく、味もサンマのエグミが残る（内臓

が取り切れていない）。また、日本の缶詰は、和風の味が付いているが、ロシアの缶詰は水

煮のままである。このように日ロで異なっている加工時の品質管理、味付け、缶の開封しや

すさ等について、違いをロシア側に理解してもらう必要があるが、ロシア側にも要素技術は

あるため、日露の相互理解と設備投資で、調整できる可能性も高い。 

缶詰は輸入割当ての対象外であり、日本の缶詰は、240 円～350 円前後で、ロシアの缶詰は

100 ルーブル（200 円前後）であるため、大きく価格が異なるわけではない。 

今後、日露の品質や嗜好の違いを、ロシア側に理解してもらうために、ロシア関係企業を日

本へ招聘することが有効であると考えられる。 

 
図 52 日露サンマ缶詰比較 

 
潜在資源の認識 

ロシアの漁業関係者は、鮭鱒・スケトウダラ・蟹・ホタテ・ナマコに関心があるが、日本人

から見ると、上記以外にも金目鯛・カレイ・イカ・タコ・ウニ・昆布・シジミ・アサリ等も

可能性があると考えられる。しかしながら、ウラジオストクの漁業会社・倉庫会社、サハリ

ン州政府、Shakhaniro、地元の水産会社と話をしても、金目鯛、昆布、シジミ、アサリな

どの話題は出てこない。また、イカは、今年から漁獲を始めたが、資源量調査が行われてい
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ない。まずは、ロシア側に、日本側の関心がある鮭鱒・スケトウダラ以外の魚種にも可能性

があることを伝達し、資源量調査等を速やかに行ってもらえることが必要である。 

 

図 53 サハリン州の昆布・アサリ・金目鯛など 
 
物流 

現在、サハリン・ウラジオと日本を直結する鮮魚用コールドチェーンが構築されていない。

また、サハリン（コルサコフ港）から北海道への直送の貨物船が定期船として運行されてい

ない。夏季のみ旅客フェリーが運航されている。サハリンと日本は近く、稚内まで水産物を

持ち込めば、鉄道、トラック、航空便等で鮮魚輸送が可能になる。このような生鮮を前提に

した速やかな物流のためには通関や防疫が課題になる。現在、ロシアにおける通関検査に 1
週間程度かかっているが、この検疫の検査も短縮化が必要である。日ロで協力して、検疫手

続きの迅速化や貨物便運行の支援を行っていく必要がある。 

 
図 54 コールドチェーンの輸送温度帯とサハリンと稚内の距離 
 
  

鮮魚

ロシアの冷凍魚

陸地間最短43㎞
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6. まとめと今後の課題 
昨年度に引き続き、今年度もロシア極東地域に対して農業・食品加工/水産加工ミッション

を実施した。昨年度から今年度への大きな変化は、ロシア側企業がより積極的に顧客ニーズ

に合わせた事業展開を志向していることが確認できたことである。 

この結果、ミッション参加企業の一部は、既に、商取引拡大のための協議をロシア側と始め

ている。次節で指摘する今後の課題への対応を行うことで、さらなる、日ロの農林水産分野

の取引拡大が期待できると考えられる。 
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7. 参考資料（References） 
7.1. 輸入割当て（”IQ”, Import Quota）ルール 

表 32 水産物に関する輸入割当対象 
品目 属名 主な対象種の標準和名 非 IQ 例 IQ 対象状態例 IQ 非対象状態例 備考 

あじ トラクルス属

(Trachurus ) 

・マアジ ・シマアジ（Caranx 

delicatissimus ） 

・皮 ・缶詰 ・すけそうだらの卵は 

・メアジ ・ラウンド ・フライ用パン粉まぶし 「たらの卵」になる。 

デカプテルス属□

(Decapterus ) 

・ムロアジ （Trachurops 

crumenophthalmus ） 

・ドレス ・塩焼き等調理済み ・「あじ」、「さば」、「いわし」、「た

ら」の IQ 対象条件に該当する

としても、韓国原産の場合は、

「韓国水産物」の IQ 対象とな

る。 

・マルアジ ・オキアジ（Caranx 

helvorus ） 

・フィレ ・肝臓 

・オアカムロ ・イトヒキアジ（Alectis 

cilialis ） 

・塩干し半身 ・卵（たらを除く。） 

・クサヤモロ ・養殖用稚魚（全長 7cm 以下） ・開き ・白子 

・ムロ、モロ ・ホソヒラアジ（Selaroides 

leptolepis ） 

・すり身 ・たらちゅう（たらの胃袋） 

さば スコムベル属

(Scomber ) 

・マサバ 

 

（にしんは抱卵

のもの含む。） 

  

・ゴマサバ 

  

・サバ（大西洋） 

  

いわし エトルメウス属□

(Etrumeus ) 

・ウルメイワシ ・コノシロ（Konosirus 

punctatus ） 

   

・サッパ（Harengula 

zunasi ） 
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・キビナゴ（Spratelloides 

gracilis ） 

   

・カライワシ（Elops 

machnota ） 

   

・ソトイワシ（Albula vulpes ） 
   

・トウゴロウイワシ 

   

（Atherina bleekeri ） 
   

・ミズン（Harengula ovalis ） 
   

・ニシイワシ（Sardina 

pilchardus ） 

   

サルディノプス属□

(Sardinops ) 

・マイワシ ・カタボシイワシ（Sardinella 

lemuru ） 

   

エングラウリス属

(Engraulis ) 

・カタクチイワシ ・インドアイノコイワシ

（Stolephorus indicus ） 

   

たら ガドゥス属(Gadus ) ・マダラ ・ギンダラ （Anoploma 

fimbria ） 

   

・イトヒキダラ（Laemonema 

longipes ） 

   

・コマイ（Eleginus gracilis ） 
   

・グリーンポラック（シロイトダラ） 

   

（Pollachius virens ） 
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・ホキ（ソコダラ種）

（Macrourus 

novaezelandiae ） 

   

・ベニダラ（Physiculus 

bachus ） 

   

・大西洋マダラ ・チゴダラ種（Mora pacifica ） 
   

・グリーンランドダラ ・ハドック（Melanogrammus 

aeglefinus ） 

   

メルルシウス属□

(Merluccius ) 

・メルルーサ(ヘイク) ・ミナミダラ（Micromesistius 

   

すけそうだ

ら 

テラグラ属

(Theragra ) 

・スケトウダラ australis ） 
   

ぶり セリオラ属（Seriola ) ・ブリ 養殖用稚魚（全長 15cm 以下） ・皮 ・缶詰 ・「ぶり、さんま、貝柱及び煮干

し」の IQ 対象条件に該当する

としても、韓国原産の場合は、

「韓国水産物」の IQ 対象とな

る。 

全長 15cm～30cm の活カンパ

チで養殖用と確認を受けたもの 

・ラウンド ・フライ用パン粉まぶし 

・シルバー（銀ヒラス）

（Seriolella punctata ） 

・ドレス ・塩焼き等調理済み 

・カンパチ 

 

・フィレ ・肝臓 

・ヒラマサ 

 

・塩干し半身 ・卵（たらを除く。） 

さんま コロラビス属

(Cololabis ) 

・サンマ ・大西洋サンマ

（Scomberesox 

・開き ・白子 

saurus ） ・すり身 ・たらちゅう（たらの胃袋） 
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・トビウオ（Cypselurus 

agoo ） 

（にしんは抱卵

のもの含む。） 

 

にしん クルペア属(Clupea ) ・ニシン（太平洋） ・フエゴニシン（Sprattus 

fuegensis ） 

   

・大西洋ニシン 

  

いか モンゴウイカ（セピア

属 

・スルメイカ ・ヨーロッパコウイカ（Sepia 

officinalis ） 

・ラウンド（抱卵

含む。） 

・さきいか 

 

Sepia のうち、

officinals 、 

・マツイカ ・トラフコウイカ（Sepia 

pharaonis ） 

・開き ・塩辛 

pharaonis 、

subaculeata 、 

(カナダイレックス） ・カミナリイカ（Sepia 

subaculeata ） 

・つぼ抜き ・ボイル 

latimanus 、apana 

の 5 種)以外 

・マツイカ （Sepia lycidas ) ・干しするめ（水

分 

・白子 

 

（ヨーロッパイレックス） ・コブシメ（Sepia latimanus ） 30  未満）…粉

含む。 

・卵 

 

・ジンドウイカ ・オーストラリアコウイカ（Sepia 

apama ） 

・くちばし ・墨袋 

 

・ヤリイカ 

 

・抱卵腺 ・イカスミ 
 

・ヨーロッパヤリイカ 

 

・軟骨 ・軟甲 
 

・アオリイカ 

  
・卵巣 

 

・ホタルイカ 

  
・精巣 

 

・アカイカ 

  
・肝臓 

 

・コウイカ(マイカ） 

   

 
・アメリカオオアカイカ 
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ほたて貝 イタヤガイ科

(Pectinidae ) 

・ホタテガイ 

 

・殻付き ・ボイル ・「ほたて貝」の IQ 対象条件に

該当するとしても、韓国原産の

場合は、「韓国水産物」の IQ 対

象となる。 

・アズマニシキ ・むき身 ・イタヤガイ科の貝 は、貝柱を

含めて「ほたて貝」の IQ 対象 

・ヒオウギ ・干し ・イタヤガイ科以外の貝は、貝

柱のみ「ぶり・さんま・貝柱及び

煮干し」の IQ 対象 

・イタヤガイ 

  

・マゼランツキヒガイ 

  

・ツキヒガイ 

  

・ホタテガイ（北米） 
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