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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。 



22 

 

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%
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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%
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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。 
 
 



41 

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。 

 



48 

 

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 
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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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