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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%
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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%
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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。 
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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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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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る

• 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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