
139 
 

図表 72 太子食品工業株式会社日光工場訪問の様子 

 

意見交換 

 

豆腐の試食 

 

工場内部 

 

使用している大豆サンプル 

 

製造している商品 

 

日光工場外観 
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（３）プラットフォーム会合 
日時 2020 年 1 月 29 日（水）14:00～16:00 
場所 TKP 赤坂カンファレンスセンター ホール 13B 
 農林水産省大澤農林水産審議官と在日ロシア連邦通商代表部ピョートル・パブレンコ

在日ロシア連邦通商首席代表の挨拶の後、農林水産省より「ロシア極東の農業及び水産

業の生産性向上に係る日露共同プロジェクト」についての説明が行われた。 
 その後、北海道総合商事株式会社様より「大豆栽培における日本の先進的技術導入によ

る農業生産資材の販売事業化可能性について」との内容で報告がなされた。 
 「ロシア側からのプレゼンテーション」として、ロシア側の 7 企業・団体から発表が行

われた。各発表の内容は下記のとおり。 
 
① 沿海地方水産企業協会（日露二国間の水産協力）（マルティノフ・ゲオルギー理事長） 
 日本は世界の水産物の漁獲、加工、消費をけん引するリーダー国である。漁業の発展に

おいて日本とロシアで協力できることが非常に多い。我々は日本海と北太平洋を同時

に利用し、同じ水産資源を使用している。例えばスケトウダラ、イカ、ホッケ、ホタテ、

ウニ、サケマスなど様々な種類がある。 
 日露の水産業の発展は効率的、効果的な漁獲の実施にかかっている。日露の水産業発展、

漁獲と管理、密漁対策については FAO 憲章に基づき 2012 年に日本とロシアの政府間

で協定が結ばれた。しかし、この水域では日本とロシアだけではなく中国、韓国、北朝

鮮も活動している。 
 国際機関、政府間の協定や条約が多く締結されながらも、水産資源の激減は非常に大き

な問題。特に日本海のスルメイカの減少は非常に深刻な問題である。 
 2019 年に日本、韓国、ロシアの漁場においてはスルメイカが非常に不漁となった。主

な理由の一つは北朝鮮のスルメイカの乱獲と考えられ、乱獲は北朝鮮の排他的経済水

域だけではなく他の水域にも及んでいる。そのため 2020 年、ロシア政府は北朝鮮政府

に対しロシアの EEZ におけるスルメイカの漁獲枠の付与を拒否した。 
 日本海と北太平洋における共通資源の保存は国家レベルのみならず、日露その他の関

係各国の水産協会のレベルでも取り組むべき課題である。 
 北太平洋と日本海における密漁の取り締まり強化のために、国際的な非政府組織を立

ち上げることは意味があると思う。 
 ここ数年間日露で協力しているのはサンマの漁獲と洋上加工のプロジェクトである。

このプロジェクトの枠組みで、日本漁船は公海上でサンマを獲り、ドブロフロート社の

工船に渡し加工している。 
 このプロジェクトはロシア政府も注目しており、近年のロシアと日本の水産業協力で

一番有意義なもののひとつであり、ぜひ継続していきたい。 
 残念なことに、数日前、日本海でサンマを漁獲する日本の漁船 14 隻中 10 隻が規模を
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縮小する予定があるという知らせを聞いたがあったが両国にとってとても大事なこの

プロジェクトに対して日本側の皆様にも支援を呼びかけたい。 
 この公海上で行っている共同開発事業を、日露両国の EEZ にも展開させるのは非常に

重要と考えている。サンマに限らず同様に共同プロジェクトとして、スルメイカ、アン

チョビ、カラフトシシャモなどの開発、ホタテ、ナマコ、ウニの養殖と水産物の加工で

も行うことができる。 
 

② ウラジオストク漁業港（港湾操業）（アンティピエヴァ・タチアナ商業副部長） 
 ウラジオストク漁業港はソロトイ・ログ湾の南東にある。昔からよく氷で塞がれたが、

最近は通年で利用することが可能である。ウラジオストク漁業港は1938年に設立され、

現在ダイナミックな発展をしている。この 11 年間で取扱貨物量は 5 倍以上に増加し、

2019 年の総貨物量は過去最大の 459 万トンに及んだ。 
 荷役の許容量は年間 550 万トン以上であり、水産物以外ではコンテナ貨物、バラ荷、

金属スクラップ、一般貨物も可能である。今後の発展の基本方針としては、水産物やコ

ンテナの積替量を増加する予定である。 
 2016 年にウラジオストク水産ターミナルの名前でウラジオストク自由港に入居し、大

規模な冷蔵倉庫の建設に入った。新しいプロジェクトの目的は、水産物の取扱量を年間

で 25 万トン～30 万トンに増加することである。 
 新しい冷蔵倉庫は最大容量 35,000 トン、3 階建て、保管面積は 25,000 ㎡～30,000 ㎡

である。 
 1980 年代ロシアには水産物の積替と保存に特化した港が 16 か所であり、当時からウ

ラジオストク港はロシアのリーダーであった。ロシア極東では、漁業港は従来ウラジオ

ストクとナホトカの２か所であったが、最近はザルビノ港が加わった。この港を合わせ

て極東漁港の総量は 250 万トン～300 万トンである。当港はロシアにおける港の水産

物の取り扱いサービス市場での一番厳しい競争を乗り越え、2019 年に取扱った水産物

は 355,000 トンになった。 
 港の基本的な事業内容は、倉庫の内外における様々な貨物の荷役、鉄道・トラック輸送

などである。 
 日本の企業との協力で、新しいプロジェクトとして冷蔵倉庫の建設が始まっており、こ

のプロジェクトにも日本企業が参加して頂ければと思っている。問合せ頂ければ詳細

なデータを提供する。 
 港ではセメント用のスラグといった輸入貨物、また、秋田やマカオの港向けの木材輸出

も取り扱っている。これらの分野以外でもロシアと日本との協力が発展できればと思

っている。 
 

③ LLC「ホロクス」「RPC NORTHERN」（水産物の加工・販売・運送）（ダニロフ・アレ
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キサンドル海外部長） 
 RPC NORTHERN はホロクスのグループ会社で 2011 年に設立。当初は物流に関する

活動を行っていたが、2015 年から産業用の水産活動を行うようになり、数年間にわた

り高い実績を上げている。弊社の主な活動は、水産物の輸出、サケの漁獲と加工などが

ある。さらに、物流事業や他の活動もある。 
 2019 年は 39 品目、約 3,000 トンの製品を海外 6 か国（韓国、日本、ベトナム、中国、

タイ、シンガポール）に輸出した。これからさらに日本市場との緊密な関係を作ること

を目指しており、日本企業の中でパートナーを探していきたい。 
 弊社の主な取扱品目には、サケ、カラフトマス、ベニザケ、ホタテ、ワカサギ、タラ、

エビ、イカ、タラコ、ヒラメ、ニシン、キュウリウオ、ナマコ、イクラなどがある。 
 これからさらに日本の企業とより緊密な関係と長期的なパートナーシップができる活

動を考えている。 
 

④ LLC「インプロム」（先行発展領域「プリアムールスカヤ」における穀物の屋外保存計

画）（ジュ・アレキサンドル社長） 
 当社はアムール州の先行発展地域「プリアムールスカヤ」に位置している。事業内容は

大豆、小麦、トウモロコシなどの穀物の保存で、同時に保存できる穀物量は 25,000 ト

ンである。 
 既に中国企業の協力を得て共同プロジェクトを実施しており、韓国との関係もある。今

後は是非日本でもパートナーを見つけたい。特に今回の来日目的は大豆の加工分野に

おけるパートナーを探すことである。醤油だけではなく味噌などの大豆加工品に関心

がある。 
 我々は大豆という材料を提供することができ、加工工場を建設するための分析や現場

もある。ロシア国内または中国での販売ルートも一緒に開発させていただきたい。 
 日本のパートナーから技術、ノウハウ、建設への投資を期待しているが、最も大事なこ

とは日本の会社のブランドである。 
 

⑤ LLC「アムールゼルノ」、LLC「アグロハブ」（先行発展領域「ハバロフスク」における

農作物卸売・流通パーク「アグロハブ」の設立）（クズネツォワ・リュドミラ社長） 
 アグロハブは元々ロシア極東のハバロフスク地方の先行発展領域「ハバロフスク」に設

立されたもので、ロシア政府からの補助等の対象になっている。特に先行発展領域にお

けるインフラは公的予算で整備されたもので、水、電気、ガスに関する設備は全てロシ

ア政府の予算で整備されたものである。先行発展領域においては税制優遇措置も取ら

れており、所得税などで優遇が与えられている。 
 プロジェクトはいくつかの段階に分かれており、特に第一段階の建設やエンジニアリ

ングに関するプロジェクトは、日本企業の協力で造られたものである。 
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 さらに日本のパートナーを強力に本プロジェクトに誘致すべく、皆様の都合に合うよ

うに有利な条件を含めている段階である。 
 第一段階は 2020 年 8 月までに設計と準備作業が終わる見通しで、それは大麦と野菜を

貯蔵する倉庫であり、主にジャガイモ、サツマイモの保存、貯蔵を行う。 
 次の段階（設備と貯蔵倉庫の建設）において日本企業の皆様を誘いたい。弊社の興味深

い事業において皆様には投資家となってほしい。 
 元々アグロハブは、有限責任法人アムールゼルノの子会社であり、約 10 年にわたりロ

シアから日本に穀物を輸出しており、長期的な契約パートナーも存在する。 
 今年度ロシア産の穀物は輸出できず、しばらく中止となってしまった。ロシア農業省も

非常に残念に考えており、ロシアの消費製品の監督機関に対してすべての輸出と製造

に関する監督作業を依頼している。 
 本日の会合後、今申し上げた事情が改善されていくことを期待しており、日本企業との

長期的なパートナーシップ関係を戻したい。 
 特に日本の農林水産省の方々には、ロシアにおいて輸出用の穀物、作物は非常に厳しい

検査対象になっており、弊社は責任感をもって行っていることを理解して頂きたい。 
 

⑥ 個人事業主「Green East」（オーガニック豆腐の製造）（ニキフォロワ・オリガ氏） 
 弊社の製造室では日本のにがりを使用し伝統的な製法に基づくオーガニック豆腐を作

っている。 
 弊社はロシア沿海地方向けの賞味期限の短い 4 つの豆腐（クラシック豆腐、ハーブ入

り豆腐、パプリカ入り豆腐、スモーク豆腐）を揃えている。スモーク豆腐はブナ材のチ

ップでスモークしている。 
 弊社ではレトルト包装を使うようになり、この技術のおかげで賞味期限が長くなった。

既存の品揃えではクラシック豆腐とスモーク豆腐の 2 種類で使用している。 
 レトルト包装では 4 層のレトルト包材を使用しており滅菌処理も行っている。その影

響で味の品質は変わらない。賞味期限はパッケージに書いてあるとおり通常約半年間

で最大 1 年間である。 
 さらに弊社の試験室検査では安全、滅菌要件を完全に満たしているという結果が出て

いる。 
 中国ハルビンで開催された食料品展示会にも出展し弊社の製品は消費者から非常に高

い評価を得た。それに基づき現地調査も実施し、非常に良い結果を得た。 
 弊社の豆腐はすでに積極的に海外市場に輸出しているが、今回の来日目的は技術・ノウ

ハウの交換である。明日は豆腐工場見学があるので、どういう技術やノウハウが使われ

ているか、それを今後の活動、生産拡大に活かしたい。 
 

⑦ 極東 JPPV によるビジネス展開支援「Japanese Project Promotion Vehicle」（ハチャ
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イ・アレクセイ代表取締役社長） 
 極東 JPPV はロシア極東に拠点を持ち日本よりロシアの方がよく知られている。 
 極東 JPPV の主な目的は次の 2 つである。一つ目は、「8 項目の協力プラン」の下で実

現されている日露協力案件への全面的な支援である。もう一つは、ロシア極東でビジネ

スを展開しようとしている日本企業に対して、情報収集、情報分析から投資決定、プロ

ジェクト立ち上げ、プロジェクト立ち上げ以降のフォローアップをすることである。 
 具体的には、①ロシア市場、ロシア投資ビジネス環境の紹介、②日本企業からの依頼に

基づく具体的な地域・産業、ロシア会社・企業についての情報検索、収集及び分析、③

日本企業のニーズと条件に最も合致するロシア側パートナーの検討及び交流サポート、

④プロジェクト促進のためのパートナー企業や関連する政府組織、監督機関、金融機関

との接触・交流の調整、などをサポートしている。 
 極東 JPPV は 2018 年に活動を開始して以降、累計 80 件以上の案件に係る相談を受け

ており、現在は、20 案件以上を支援し、20 の日本企業とサービス・協力協定を結んで

いる。 
 極東 JPPV は特定の産業や分野に限定することなく日露協力案件であればサポートを

提供しているが、最近では、ゴミ処理等の「生活環境の改善」、再生可能エネルギー、

バイオマス燃料、風力発電といった「電力資源」。そしてエネルギー資源輸送に関連す

るインフラの整備等に関する案件をサポートしている。農林水産分野では、例えば日本

市場で需要の高い水産物、木材加工関係、温室栽培技術に関する案件がある。また、「交

通インフラ」に関連する案件などに対するサポートを行っている。 
 現在、既に極東 JPPV の支援を受けつついくつかの日本企業が参画する案件が実現し

つつある。また、JPPV のサポートで現在情報交換及び FS 段階の案件が近いうちに実

施段階に入る期待が強い。 
 日本企業が極東で安心してビジネスをスタートするために、日本企業のニーズや条件

に最も応じられる最適なロシア側パートナーの発掘に注力している。 
 2019 年は、ロシア極東へのビジネスチャンスに関心を示している日本企業からの問合

せが増加してきた。我々はこうした問合せや依頼を非常に大事に取り扱っており、こう

いう関心が具体的なプロジェクトになるために力を尽くしたいと思う。 
 極東 JPPV は、国際協力銀行、極東発展基金、極東投資誘致・輸出促進エージェンシー

という日露の政府機関により設立された企業であるが、独立独自の立場でビジネスの

利害を守っている。ビジネスの立場をうまく守るための後ろ盾として株主である日露

両政府機関などの協力的な組織を持っている。 
 最後に、極東 JPPV はモスクワではなくロシア極東のウラジオストクに設立された会

社であり、極東地域内の出張を頻繁に行っている。もし日本企業が極東でのビジネスを

検討している中で問題に直面したら、我々は直ぐ現場に行き必要に応じたサポートが

可能。極東にお越しの際はお問い合わせ頂ければと思う。 
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図表 73 プラットフォーム会合の様子 

 

ロシア側の発表 

 

会場全体 
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第５章 ロシア産農林水産物・加工品に係る貿易・投資拡大構想案 

 
１．貿易・投資拡大構想 

 
統計データ、現地報道・公開資料での調査結果及び日本国内、ロシアでのヒアリング及び

官民ミッションなどの結果を踏まえ、日露双方の関心が高く、具体的な民間の動きがみられ

る品目を中心に今後貿易・投資の拡大のための構想案を整理した。 
 
（１）フィッシュミール（魚粉） 

事業名 ロシア産フィッシュミールの生産・販売 

想定される事業主体 

（日本側） 
総合商社、専門商社（飼料、水産）、水産事業者、養殖業者 

想定される事業主体 

（ロシア側） 
カムチャッカ、沿海地方などの水産会社、加工業者 

その他協力機関 日露双方の水産関係研究機関、水産関係団体 

事業内容 
ロシア極東地域で十分に有効活用されていない水産加工残渣を用いて

フィッシュミールを生産し、日本等アジアの養殖関係者へ供給する。 

想定される事業規模 
年間 35,000 トンの増産 
（ロシア生産高の 2018 年実績 113,395 トンの 30%程度） 

 

① 現状 
 アジアを中心に世界的に水産飼料の需要が高まる一方、魚粉の生産量は減少傾向を示

している。要因は最大の供給国であるペルーにおける生産量減少があげられる。 
 ロシア政府は『2030 年までの漁業発展戦略』35にて養殖産業の育成を目指しており、

それに伴うフィッシュミールの需要の拡大が見込まれる。 
 日本などと比べ、ロシアは漁獲量に対する魚粉生産量が少ない 36。これは残渣加工の効

率の悪さや生産者（漁船団）のフィッシュミールに対する関心の低さが考えられる。 
 
  

 
35 50 頁 ③参照 
36 2018 年、ロシアが全漁獲量 5,109,775 トンから 116,535 トンの魚粉を生産しているのに対し、日本は全

漁獲量 4,389,000 トンから 180, 988 トンの魚粉を生産している。それぞれ輸入原料等も想定されるが、日

本では 1 トンあたりロシアの約 2 倍の魚粉を生産している計算になる。 
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図表 74 世界のフィッシュミール供給量とロシアでの生産量と価格の推移 

 
 
 
 
 
 
 

出典：第 1 回国内セミナー 北海道機船漁業協同組合連合会原口氏発表資料より 
 
② 今後の可能性について 
 カムチャッカ等のロシア民間企業ではフィッシュミール生産拡大の意向が示されてい

る。 
 国際需要が高まる中、ロシアで良質のフィッシュミールが生産されると、中国、日本等

アジアの市場が受け入れることが想定される。 
 日本等アジア諸国に持ち込む場合、南半球産の魚粉は、気温の高い地域を長期間航海す

るため抗酸化剤が不可欠。一方、ロシア極東産の場合、気温や輸送期間の短さから抗酸

化剤が不要（または低減可能）であるため、市場競争力を持つとみられる。 
 近年、ロシア国内で水産物加工場が建設されており、加工に伴い生じる残渣を魚粉にす

る設備が既に導入されている例が見られる。加工場の建設に伴い、魚粉製造量の拡大が

期待される。 
 上記の背景の中、ロシア企業から日本の企業に対して技術協力の依頼があり、今後の協

力事業へと発展する可能性がある。 
 
③ 日本企業などへの裨益 
 日本の水産業者にとって良質のフィッシュミールの確保は課題であり、調達先の拡大

が期待される。 
 日本にフィッシュミール生産、加工技術分野の蓄積があり、ロシアへの輸出ビジネスの

可能性がある。 
 そのほか、関連する養殖技術、養殖資材供給なども日本の技術は世界屈指であり、これ

らの分野でのビジネスチャンス拡大が期待される。 
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④ バリューチェーン分析による課題の整理 
ロシアにおけるフィッシュミールの投資、貿易拡大についてはバリューチェーンの各段

階において以下のような課題があげられる。 
図表 75 フィッシュミールのバリューチェーンと段階別課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 上記課題への対応案 

上記課題に関し日露双方の関係者に期待される対応策などについて下記のとおり整理す

る。 
図表 76 各バリューチェーンにおける課題解決に向けた具体的な活動（案） 

分類 テーマ 主たる関係者 具体的な日露双方の活動 

原料 長期的な 
原料調達計画 

政府/研究機関/関係団体 日露双方の研究機関や関係機関を中心に今後のフ

ィッシュミールの需要及びその原料となる魚種の

資源量に関する情報交換や共同研究を行い、持続可

能な事業の推進を図る。 
加工 効率的な加工 

技術の導入 
企業及び研究機関など 
 

日露の民間企業が研究機関などの支援を得て日本

の技術、インフラのロシア船舶への導入を目指す。 
両国政府は技術紹介やマッチングなど支援を行う。 

品質管理 
能力向上 

研究機関及び民間企業 
 

日本の技術者や専門家をロシアに派遣し、技術指導

や品質チェックなどの支援を行い、ロシア産品の品

質向上を図る。日露政府で技術者育成などの支援を

行うことも想定する。 
流通 流通インフラ 

整備 
企業、物流会社 
 

ロシア政府の発展計画やビジネス支援プログラム

に基づきロシアの港湾設備の改善を行う。日本の専

門家によるアドバイスや日本の技術の提供などの

可能性もある。 
日本までの 
輸送網改善 

物流会社、荷主 
 

当初は物流量が小さいことが想定されるため、荷主

などが協力して効率的な輸送計画をつくる。日露両

政府の支援による物流モデル事業実施の可能性も

検討する。 
消費 品質証明 ロシア政府、検査機関 

 
日本の品質規準や検査方法についての情報をロシ

ア側に共有して日本で流通可能な品質証明書の発

行を可能とする。品質管理制度について両国政府の

情報共有が必要となる。 
嗜好調査 企業・研究機関 

 
モデル生産者などを利用して餌の食いつきやその

後の発育についてのデータを整理し、その結果を日

露双方で公開することによって需要を目指す。両国

政府、関係機関が成果の普及に協力する。 

 

 
・現段階では原料
は潤沢であるが、
投資が伴う事業で
あるため中長期
的な原料調達計
画などが必要で
ある。 

 

   
課 

題 

 
・効率的な加工技
術の確保 

・品質管理（とくに異
物混入防止など）
の技術改善が必
要 

 

 
・流通インフラの老
朽化 

・物流・流通網の整
備（日本の主な需
要地域まで） 

 

 
・品質証明 
ニーズ情報の不足 
・日本等需要家によ
る品質確認（餌の
食いつき等）が必
要。 

 

原料 加工 流 通 販売 

フィッシュミールのバリューチェーンにおける課題整理 
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（２）養殖水産物（ウニを事例に） 
現在、ロシアで行われている養殖は、①サケマス類などで行われている卵から稚魚を育て

放流する方法と、②ナマコ、ウニ、貝類などで行われている陸上・洋上養殖がある。ヒアリ

ング調査においてサケ、ブリ、ウニなどの養殖可能性について日本企業の関心が示されたが、

具体的に日本企業が現地で活動しているウニを事例に養殖水産物の可能性を整理する。 
 

事業名 養殖水産物（ウニ等） 

想定される事業主体 

（日本側） 
専門商社（水産）、水産事業者、養殖業者、養殖関連資材生産・販売企業 

想定される事業主体 

（ロシア側） 
カムチャッカ、沿海地方などの水産会社、加工業者 

その他協力機関 日露双方の水産関係研究機関、水産関係団体 

事業内容 

餌となる昆布の枯渇及び温暖化による水温減少で安定供給が危惧される

ウニの養殖事業をロシア極東地域で養殖生産することを目指す。またバス

タ用ソースなどの加工品原料生産も想定する。 

想定される事業規模 
年間 1,000 トン程度の生産を目指す。 
（現在の北海道の生産規模の 5 分の 1 程度） 

 

① 現状 
 アジアや欧州などで日本食文化への関心が高まっている影響から、ウニ及びウニの加

工品に対する需要は増加傾向になる。 
 地球温暖化に伴う水温の上昇などにより原料である昆布などの資源減少が見られ、そ

のため日本国内での天然ウニの生産量が減少し、現在は養殖によるウニ生産が進めら

れている。ただし、餌となる昆布の減少の影響から将来的には日本国内でのウニ生産が

年々厳しくなることが危惧されている。 
 すでに日本企業はサハリン沖などロシアからの天然のウニを輸入している。養殖ウニ

についてはチリ、ペルーなどから輸入しているが、現地での生産量が減少していること

に加え、米国などもウニの需要が増え、全体的に需要と供給がマッチしていない。 
 
② 今後の可能性について 
 ロシア極東地域は天然のウニ資源が潤沢であると考えられる（正確なデータはない）。

また餌となる昆布の資源量も豊富である（正確なデータはない）。 
 ロシア政府の養殖事業拡大への支援もあり、極東地域の自治体、企業、研究機関がウニ

などの養殖に高い関心を寄せている。 
 2019 年 6 月ロシア天然資源環境省は法的規制の修正を行い、沿海地方では約 7 万㏊の

海域における養殖活動の実施が可能になった。 
 ロシア政府は養殖事業への投資に対し、租税優遇措置、土地取得手続の簡素化、輸出関
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税ゼロ等の特別措置を行っている。 
 流通業者によると日本市場向けの生食用だけでなく、欧露部、欧米でもウニを利用した

パスタソースなどの加工原料用の需要が増えている。 
 このような中、本調査の現地ミッションにおいてはロシア企業及び研究機関から日本

の企業に対して養殖に関する技術協力の依頼があり、小規模の生産実験が成功裏に実

施された。 
 

図表 77 沿海地方南部における海域の利用状況 

 
出典：第 1 回国内セミナー 極東投資誘致・輸出促進エージェンシー発表資料より 

 
③ 日本企業などへの裨益 
 チリからウニ原料（養殖）が日本へ輸入されているが、現在生産量が減少しており、将

来的な新たな供給先としてロシア極東が考えられる。チリに比較し物流時間が短いた

め鮮度の高い商品が少ない鮮度保持剤で輸入可能である。 
 日本の養殖に関する資材（生産、梱包）や技術がロシア極東地域で利用される。 
 
④ バリューチェーン分析による課題の整理 
ロシアにおける養殖事業に関するバリューチェーンの各段階では、以下のような課題が

あげられる。なお、先行するウニ養殖の実証実験によると、養殖ウニに関する輸出手続きや

基準が整備されていないため、ロシア国内での販売は可能であるが、日本への輸出はできな

い状況である。また、想定される課題として日露の投資比率の制限が挙げられる。 
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図表 78 養殖ウニのバリューチェーンと段階別課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 上記課題への対応案 

上記課題に関し日露双方の関係者に期待される対応策などについて下記のとおり整理す

る。特に、資機材の供与の際、ロシア側から通関上の課題が発生した。 
 

図表 79 各バリューチェーンにおける課題解決に向けた具体的な活動（案） 

分類 テーマ 主たる関係者 具体的な日露双方の活動 

原料 長期的な 
原料調達計画 

日露政府/研究機関/関係

団体 
 

日露の水産関係者の協力による資源量（ウニ・昆布）

の確認が必要であるが、ロシア側ではウニ・昆布の

専門家・研究実績が少ないため、日本の専門機関と

の連携が必要である。 
技術移転 日露研究機関、民間等 

 
既に日本企業とロシアの研究機関が実証実験を行

っている。現在、実証は成功裏に進んでいるが、今

後の拡大に向けては特許の管理などの仕組みづく

りが必要となる。 
資機材の供与 日露民間企業 海水浄化、養殖かごなど資機材の調達。通関などロ

シア管理体制の改善。 
加工 温度管理など 

技術向上 
研究機関及び民間企業 
 

品質保持に必要なミョウバンなどの適切な使用、温

度管理などに関する技術向上が必要。ロシアの研究

機関と日本企業、研究機関との協力でのロシア側の

能力向上が図られる。（現在、北海道にてロシア人技

術研修を受けている） 
流通 インフラ整備 企業、民間企業 

 
ロシア側の養殖事業促進支援制度を踏まえ、冷蔵庫

や梱包設備などの投資を検討する。 
養殖水産物 
制度 

ロシア側政府及び団体 
 

ロシア側での規制やルールの整備にあたり、主たる

需要先である日本の政府や専門機関がアドバイス

を行う。 
消費 食品加工産業 

の育成 
日露民間企業 
 

日本以外の市場については蒸しウニだけでなく、ソ

ース用の需要が増えている。それに対応した一次加

工から最終製品までのビジネスをロシア側で検討

する。これによって品質の低い商品の用途が生まれ

る。 

  

 

 
・ウニ及び餌となる
昆布の資源量の
確認 

・ロシアにおける養
殖技術の向上及
び技術移転 

・加工インフラの不
足 

   
課 

題 

 
・市場のニーズにあ
った品質管理・輸
送形態の実現 

 

 
・温度管理などの技
術革新 

・養殖生産物に対
するロシア側の制
度や規制の整備 

 
 

 
・ウニの消費方法
が多様化してお
り、それに適した
商品開発が必要 

 

原料 加工 流 通 販売 

養殖ウニに関するバリューチェーンにおける課題整理 
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（３）未利用資源活用（スルメイカ） 

事業名 水産資源（イカ）の有効活用、付加価値向上事業 

想定される事業主体 

（日本側） 
専門商社（水産）、加工業者、漁船・漁業資材関係者 

想定される事業主体 

（ロシア側） 
沿海地方、サハリン州などの水産会社、加工業者 

その他協力機関 日露双方の水産関係研究機関、団体、自治体など 

事業内容 

資源量が減少しているイカについて日露関係機関、企業が協力して持続

可能な資源活用と両地域の利益をもたらす原料供給及び加工事業の展

開を考える。 

想定される事業規模 30,000 トン／年間（2018 年大手取扱企業試算） 

 
① 現状 
 現在、日本では深刻なイカの水揚げ量の低下により、加工業者が経営悪化に至っている。

37 
 ロシアは伝統的に大型船団による漁業が中心であったが、現在はイカを含め沿岸漁業

の振興が戦略に盛り込まれている。ロシアでは昔はスルメイカの需要はなかったが、現

在は日本等への輸出など向けに漁獲 38を始めている。 
 ロシア極東の水産関係者は、2019 年のロシアでのイカ漁獲量減少について、北朝鮮漁

業者が大量にスルメイカを漁獲していたことが理由ではないかと捉えている。韓国や

中国を含めてイカの国際的な資源管理が必要になっている。39 
 
② 今後の可能性について 
 ロシア側（沿海地方）からもイカに関する資源管理による持続可能なビジネス振興の提

案がある。 
 イカ漁を含めて沿岸漁業の振興をロシア政府が支援しており、ロシア極東地域、特に沿

海地方とサハリン州の事業者の関心が高くなっている。 
 このような中、ロシア企業から日本の企業に対して、珍味加工、鮮度保持、梱包などの

技術協力の依頼があり、今後の協力事業へと発展する可能性がある。 
 自治体（函館市）でも地域経済の安定化に向けた緊急課題としてロシアとのイカに関す

るビジネス振興を目指す動きもみられる。 
 

  

 
37 図表  参照 
38 91 頁 ①「水産業における日本とロシアの取組と今後の可能性」 
北海道機船漁業協同組合連合会 常務理事 原口 聖二 氏 参照 
39 140 頁 沿海地方水産企業協会（日露二国間の水産協力）（マルティノフ・ゲオルギー理事長）参照 
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図表 80 イカ関連ビジネス振興に向けた自治体の動きに係る記事 
在札幌ロシア総領事館のマーリン・セルゲイ総領事が 12 日、就任あいさつのため函館市の工藤寿樹

市長を表敬訪問した。工藤市長はイカの不漁に関し、地元水産加工業者の輸入元確保に向け、地元企業

とロシアとの間で合弁会社の設立を提案し、総領事も歓迎する意向を示した。 
工藤市長はイカ不漁に関し、地球温暖化の影響でイカの資源がロシア側に大量に行っているはずだと

指摘、函館の水産加工業者とロシアの企業とで合弁会社をつくり、函館側は輸入元の確保、ロシア側は

加工技術習得に生かすことで「双方にとって利益になるのでは」と提案。7 月に平井尚子副市長がウラ

ジオストクの創建 160 年記念式典に出席を予定しており、「条件が整えば、ロシア側にどの程度資源が

行っているのか、調査団を出したい」と述べた。 
出典：函館新聞（2020 年 2 月 14 日付） 

 
③ 日本企業などへの裨益 
 イカ資源の確保は日本の水産加工業者にとって緊急課題であり、その確保は北海道、青

森の中小加工業者に寄与する。 
 持続可能なイカ資源管理の日露協力は中長期的な国内水産加工業の支援に必要である。 
 イカ漁に関する資機材や船舶の対ロ輸出は水産関連企業のビジネスチャンス拡大につ

ながる。 
 
④ バリューチェーン分析による課題の整理 
ロシアにおける未利用資源（イカ）の投資、貿易拡大についてはバリューチェーンの各段

階以下のような課題があげられる。 
 

図表 81 未利用資源（イカ）のバリューチェーンと段階別課題 

 
 
 
 
 
 
  

 

 
・現段階の枯渇が
危惧される。・北
朝鮮の乱獲 

・ロシアで資源調査
体制の改善が必
要 

・ロシアのイカ漁獲

の経験が少ない 

   
課 
題 

 
・ロシアでは日本に
輸出できるレベル
の加工技術が育
っていない。 

 

 

 
・ロシア国内での物
流、保管、品質管
理体制の強化が
必要 

・日本までの物流体
制の整備 

 
・品質証明などの体
制整備 

・ロシア国内など日
本以外での販路
の確保。 

 

原料 加工 流 通 販売 

イカ・イカ加工品のバリューチェーンにおける課題整理 
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⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割 
上記課題に関し日露双方の関係者に期待される対応策などについて下記のとおり整理す

る。 
図表 82 各バリューチェーンにおける課題解決に向けた具体的な活動 

分類 テーマ 主たる関係者 具体的な日露双方の活動 

原料 資源管理 両国政府/研究機関/関係

団体 
日露双方の研究機関や関係機関が中心にイカの需

要及び資源量に関する情報交換を行う。 
漁労技術 日露自治体、民間企業、

研究機関など 
日本の自治体や民間企業がイカ漁に関する技術指

導や資源保全に関する取り組みに関する指導、アド

バイスを行う。 
漁獲インフラ 日露企業 

 
レーダー、漁網、ウインチ等の改善 

加工 近代的な加工 
技術の導入 

企業及び研究機関など 
 

日露の民間企業が研究機関などの支援を得て日本

加工技術、品質管理の技術協力を行う。 
加工に関する合弁事業などの可能性も検討する。 

加工インフラ 日露企業 
 

冷却及び冷却技術の改善、梱包設備資材の改善 

流通 流通インフラ 
整備 

企業、物流会社 
 

ロシア政府の発展計画やビジネス支援プログラム

に基づきロシアの港湾設備の改善を行う。日本の専

門家によるアドバイスや日本の技術の提供などの

可能性もある。 
日本までの 
輸送網改善 

物流会社、荷主 
 

加工品については当初は物流量が小さいことが想

定されるため、荷主などが協力して効率的な輸送計

画をつくる。 
消費 品質証明 ロシア政府、検査機関 

 
日本の品質規準や検査方法についての情報をロシ

ア側に共有して日本で流通可能な品質証明書の発

行を可能とする。 
ロシア国内 
市場の確保 

日露民間企業など 
 

イカ加工品の付加価値向上につとめるともに、新た

な市場確保のためにロシア国内等新たな市場の嗜

好に沿った商品開発を行う。 
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（４）機能性食品原料 

事業名 水産資源を素材とする機能性食品原料 

想定される事業主体 

（日本側） 

総合商社、専門商社（水産・化学品）、水産事業者、化学品・医薬品生産

業者 
想定される事業主体 

（ロシア側） 
カムチャッカ、沿海地方などの水産会社、加工業者 

その他協力機関 日露双方の水産関係研究機関、水産関係団体、化学・医薬関連研究機関 

事業内容 

ロシアで有効利用されていない水産加工残渣から有効成分を抽出し、ロ

シア国内で一時加工の上、国際的に需要が高まっている機能性食品や健

康食品の原料として活用する。 

想定される事業規模 
例：キチン・キトサン 100 トン／年（国内末端価格 1,800 円／100g、国

内原料価格 30,000 円／㎏） 
 

① 現状 
 キトサン、DHA、コラーゲンなど魚介類の残渣から抽出可能な機能性食品原料は、健

康食品の消費拡大により日本において需要が高まっている。機能性食品原料の調達が

ひっ迫しており、企業規模を問わず良質な原料の安定した供給を必要としている。40 
 カニ殻から抽出されるキチン・キトサンの場合、原料不足のためキトサン原料生産を行

う日本企業は 8 社から 2 社に減少した。 
 現在ロシア船で洋上加工される魚介類の残渣（サケやカニなど）は大部分が海洋投棄さ

れており、有効利用されていない。41ロシアの研究機関でも機能性食品原料の付加価値

について認識されているが、42現場の水産関係者は水産物の取引で十分な収益があり、

輸送費を踏まえると費用対効果が期待できず、関心が低い。 
 
② 今後の可能性について 
 今後、ロシアでオークション（物流拠点）や加工拠点が整備される計画があり、それに

伴い原料となる水産残渣の収集や蓄積における体制の改善が期待される。 
 ロシアの廃棄物処理の規制が厳しくなり、水産残渣の処理に関心が高まっている。 
 ロシアでも健康志向の高まりから各種健康補助食品の市場が拡大しており、ロシア国

内での市場拡大が期待されている。 
 

③ 日本企業などへの裨益 
 日本の化学メーカーの市場が拡大する。キトサンの場合、ロシアのカニ殻から高品質の

キトサン（一次加工）が供給されれば、生産拡大、品質向上（含有量増加）、新製品開

 
40 70 頁 ク）機能性食品原料 参照 
41 114 頁 官民交流会 参照 
42 全ロシア キチン協会 https://chitin.ru/ 
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発が期待できる。 
 

図表 83 ロシア極東から調達可能な機能性食品等素材 
資源名 抽出可能な原料 機能性素材としての効果 抽出方法等 

サケ 核酸 新陳代謝促進、育毛促進、

抗酸化作用等 
白子から抽出。タバコ・エアコンのフィ

ルターにも活用。 

 コラーゲン 美肌効果、代用皮膚原料

や止血剤等の医療的用途 皮膚及び骨から抽出。 

 EPA、DHA 
（オメガ３脂肪酸） 

心筋梗塞・脳梗塞抑制、中

性脂肪値低下、リウマチ

症状緩和 

頭と内臓から魚油を採取し、オメガスリ

ーに生成。現在は韓国での生成処理が中

心。 

 ペプチド 脂肪蓄積予防効果、抗毒

性効果、抗糖尿効果等 
筋子をイクラにする過程での残渣から

抽出。 

 コンドロイチン硫酸 
プロテオグリカン 

関節訴求、アンチエイジ

ング、血流改善 鼻軟骨から抽出される。 

イカ コンドロイチン硫酸 関節訴求、保湿機能 軟骨から抽出される。 

カニ キトサン 鎮痛効果、血中コレステ

ロール・中性脂肪低減等 

甲殻に塩酸を加え、カルシウム分を塩化

カルシウムとして除去した“キチン”に

アルカリ処理を行う。 
サンマ 
等 

EPA、DHA 
（オメガ３脂肪酸） サケの記載を参照。 サケの記載を参照。マグロ、イワシ、サ

ンマ等からも抽出される。 
ホタテ 
貝殻 

高純度炭酸 
カルシウム 

カルシウム分強化 
殺菌・抗菌効果 

焼成により表面のたんぱく質を除去後、

炭酸ガスと再合成する。 

昆布類 フコイダン 抗腫瘍、免疫賦活、抗ウィ

ルス、抗ピロリ等 昆布等海藻類全般から抽出可能である。 

出典：ノーステック財団提供資料及び国内ヒアリングをもとに HIT 作成 

 
④ バリューチェーン分析による課題の整理 
ロシアでの機能性食品原料の調達、加工、流通に関するバリューチェーンの課題は以下の

とおり整理できる。機能性食品原料の場合、最終製品もしくはそれに近い状態のものは容

積・重量と比較して単価が高いので航空輸送でも十分収益性のある事業が可能であること

が特徴である。ただし、カニ殻の場合、ロシアでは現在冷凍（一部足のみなど）ではなく活

魚での中国、韓国への輸出が増加傾向にあり、ロシア国内での原料確保が難しくなる可能性

がある。 
 

図表 84 機能性食品原料のバリューチェーンと段階別課題 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
・残渣の多くが海上
にて廃棄されてお
り、有効利用され
ていない 

・水産事業における
関心が低い 

 

   
課 

題 

 
・ロシア極東地域に
は抽出技術を有す
る企業が少ない 

・抽出後の残渣処理
について検討が必
要である 

・高品質の化学薬品
の供給が困難 

・安定した原料確保 

 
・品質管理体制の
整備 

・検査や品質証明
に関する政府機
関の体制整備 

・廃棄物扱いになる
と通関が困難 

 

 
・長期的な契約、信
頼関係の構築が
必要 

 

原料 加工 流 通 販売 

機能性食品原料に関するバリューチェーンにおける課題整理 



157 
 

 

⑤ 上記課題への対応案 
上記課題に関し日露双方の関係者に期待される対応策などについて下記のとおり整理す

る。 
図表 85 各バリューチェーンにおける課題解決に向けた具体的な活動（案） 

分類 テーマ 主たる関係者 具体的な日露双方の活動 

原料 残渣廃棄方法 
の見直し 

両国企業、研究機関 
 

漁船、加工場の近代化に伴い、残渣の廃棄、再利用

の方法についての見直しを行う。 
産業廃棄物の処理環境の確認なども日露双方の研

究機関の協力が可能である。 
水産事業者の 
理解促進 

両国研究機関、民間等 
 

両国の研究機関や事業者による共同研究やセミナ

ーなどを通じて、資源の有効利用の経済性や廃棄物

の適切な処理についての理解を深める啓蒙活動を

行う。 
加工 抽出技術に関 

する技術移転 
両国研究機関及び民間

企業 
すでに日本には抽出技術が蓄積されているため、技

術の提供は可能である。また日本からロシア極東へ

の化学薬品の提供が可能である。 
ただし、特許管理に留意する必要がある。 

流通 品質管理体制 
構築 

両国企業、民間企業 原料段階での異物混入対策や腐敗防止などが必要

である。日本側の経験を踏まえた人材育成が必要。 
検査・品質証明 
体制 

ロシア側政府・研究機関 
 

ロシア極東では新たな素材、製品に対する認可や検

査体制の整備に時間を要する。ロシア中央政府や中

央の研究機関の協力が必要になる。技術的な支援は

日本の研究機関が可能である。 
通関への対応 ロシア側政府及び団体 

 
残渣（廃棄物）の日本への輸入通関は困難であるこ

とから、それに対応した形態及び品質証明が可能な

商品開発が必要である。 
消費 長期的な信頼 

関係の構築 
日露民間企業 
 

抽出技術や商品開発に多大な予算と年月な必要な

分野であり、その回収は長期にわたる。日露の長期

的な信頼関係の醸成を行う。両国政府に情報共有す

ることで問題発生時などのリスク低減の可能性が

ある。 
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（５）大豆かす 

事業名 大豆かす対日輸入事業 

想定される事業主体 

（日本側） 
総合商社、専門商社（飼料）、農業者グループ、大豆加工品業者 

想定される事業主体 

（ロシア側） 
アムール州、ハバロフスク州等の農業者団体、搾油等大豆加工業者 

その他協力機関 日露双方の農業関連研究機関、農業団体等 

事業内容 

ロシア極東地域の Non-GMO 大豆から搾油時に発生する大豆かすを日

本の牧畜業者が利用し、高い肉製品、乳製品の付加価値を高める。将来

的には大豆加工品原料に利用することも想定する。 

想定される事業規模 年間輸入量（164 万トン／2018 年）の 1%程度（15,000 トン） 

 
① 現状 
 アムール州の複数の企業が大豆油精製を手がけ、主に中国向けに輸出しており、ロシア

極東の大豆関連事業者は中国との協力関係を構築している。43 
 大豆油の製造過程において生じる副産物は、以下のように利用されている。 

○大豆かす…飼料用、醤油用（既に韓国企業が利用） 
○レシチン…チョコレート、菓子、サプリメントなど 
○トコフェロール…ビタミン E 原料として 

 ロシアの大豆は Non-GMO であり、日本企業からの関心も高まっている。流通業者に

よると、現在、完全に Non-GMO の大豆が供給できるのはロシアとインドのみ。44 
 大豆かすについては既に隣接する中国や韓国の他、ロシア国内での販売を行っている。 
 ロシアの Non-GMO 大豆かすに中国の GMO 原料が混入している可能性が払拭できな

い。その回避のためにトレーサビリティや証明体制が必要である。45 
 
② 今後の可能性について 
 日本では安全意識の高まりから、飼料原料についても Non-GMO のものを好む酪農家

などが増加傾向にある（ただし現在のところ需要は限られる）。 

 
43 報道によると、中国とロシアは 2019 年 6 月に「大豆栽培分野でのロシア・中国協力推進計画」に署名

した。2024 年までにロシアから中国に大豆 370 万トンを輸出することを目指す。 
2019.11.22／アムールインフォ ロシアの大豆の 98％以上は黒竜江省経由で中国に出荷されている。 
https://www.amur.info/news/2019/11/22/163609 
44 77 頁 イ）大豆 参照 
45 85 頁 ２．検討委員会の実施 参照 
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 将来的には醤油や納豆、味噌などでもロシア産の Non-GMO 大豆・大豆かすを利用す

る可能性がある。 
 現在、完全に Non-GMO の大豆が供給できるのはロ

シアとインドのみと流通業者に評価されている。 
 大豆かすの相場はレギュラー品を 4 万円／トンとす

ると、Non-GMO は 7 万円／トン程度となっており、

日本でもプレミアムがつき競争力はある。 
 

③ 日本企業などへの裨益 
 すでに日本の飼料メーカーが実験的に輸入した経験がある。飼料用の大手末端ユーザ

ーが試験的に家畜に与えたところ食いつきがよく評価がよかった。日本での Non-GMO
大豆かすの調達コストは高く、量も少ないため供給先としてロシアとの交流を進めて

いる。 
 大豆かすに限らず、現在日本の飼料はアメリカなど北米に供給源が集中している。3 年

前にアメリカのトウモロコシが輸入できなくなった際、ロシア極東からの調達で助け

られた経験がある業者にとってロシア極東は代替供給源として認識が高まっている。 
 醤油、豆腐、味噌などのメーカーにおいて大豆及び大豆かすの新たな調達可能性を検討

している故、ロシア極東も有望な候補となる。 
 日本国内で Non-GMO と表記するには、GMO が 0%であることを証明する必要がある

ため、今後は一層 Non-GMO 大豆のニーズが高まると考えられる。46 
 

④ バリューチェーン分析による課題の整理 
ロシアにおける大豆かすの投資、貿易拡大についてはバリューチェーンの各段階におい

て以下のような課題があげられる。 
 

図表 87 大豆かすのバリューチェーンと段階別課題 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 85 頁 ２．検討委員会の実施 参照 
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・害虫や腐敗など各
種ダメージへの対
応 

・異物混入に対する
十分に対応が必
要 

 

 
・ロシア国内におけ
る流通コストが高
い 

・穀物を取扱う港湾
設備が整っていな
い 

 

 
・中国でも飼料需要
が高まっており、
日本への安定供
給を担保する仕
組みが必要（技術
支援だけで終わら
ないために） 

 

原料 加工 流 通 販売 

大豆かすに関するバリューチェーンにおける課題整理 

図表 86 ロシア企業の大豆粕 
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⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割 
上記課題に関し日露双方の関係者に期待される対応策などについて下記のとおり整理す

る。 
図表 88 各バリューチェーンにおける課題解決に向けた具体的な活動 

分類 テーマ 主たる関係者 具体的な日露双方の活動 

原料 残留農薬、雑菌 
対応 

日露双方の民間企業、研

究機関 
 

大豆生産に対する技術指導、管理指導などをロシア

の行政機関が中心になって行う。日本側からの技術

協力も可能（民間、自治体などの事例あり）。 
GMO 原料混入 
対策 

日露双方の民間企業、研

究機関 
ロシアでの原料トレーサビリティ体制及び証明体

制について双方の企業や監督機関が改善を行う。 
日本側からの技術支援も可能。 

加工 害虫や腐敗 
など 
各種ダメージ 

日露双方の民間企業、研

究機関 
日本の飼料安全法に関する情報共有や実際の検査

方法についての技術協力などが想定される。 

異物混入対策 日露双方の民間企業、研

究機関 
日本の KAIZEN や５S 等に関する研修が有益。 
他の製造業では近年も日本からの指導実績がある。 
日本センターどの研修活用も検討できる。 

流通 国内物流 
コスト 
（アムール州） 

日露双方の物流関連企

業 
港湾を有さないアムール州の場合、小ロットでは物

流コストが割高になるため、貨物のとりまとめや類

似した他の作物との混載等の可能性を検討する必

要がある。 
消費 長期的な 

購買計画 
日露民間企業 家畜の飼料に関する嗜好と関連し、突然の供給スト

ップは酪農家の経営に多大な影響を与える。日露の

長期的な信頼関係の醸成を行う。両国政府に情報共

有することで問題発生時などのリスク低減の可能

性がある。 
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２．ロシア現地加工・直接輸入のための構想案 

本項では、現在ロシアで原料が生産・調達されていながら第 3 国で加工を行う、もしく

は、第 3 国に流通拠点がある品目について、ロシアでの加工やロシアからの直接輸出の可

能性を検討し、そのために必要な対応策について整理したものである。 
対象なる品目についてはロシアでの現地調査や国内ヒアリングなどを踏まえて日本企業

への裨益が期待されるものを選んだ。 
 

（１）スケコ 
 

① 現状 47 
 ロシア企業は漁獲したスケトウダラを船上で解体。スケコを取り出し冷凍し、主に韓

国・釜山に持ち込み、釜山のオークション会場にて売買が行われる。 
 日本のバイヤーも制度的には直接ロシアから買い付け可能ではあるが、釜山のオーク

ションでスケコの買い付けを行うのが一般的である。 
 釜山でのオークションは、ロシア側にとっては様々な品質のスケコを引き取ってもら

えるというメリットがあり、日本側には日本市場にニーズにあった高品質のものだけ

を選別して買い付けできるというメリットがある。 
 
② 今後の可能性について 
 2021 年にウラジオストク漁業港内にオークション会場及び品質検査施設を整備した冷

却施設が完成予定である。 
 完成後は、上記オークション会場を通じた第 3 国を経由しない日本とロシアの直接取

引の拡大が見込まれる。 
 ロシア側はオークション会場などが設置されることで、その周辺で食品加工産業が発

展することを期待している。 
 

③ 日本企業などへの裨益 
 近年、水産物全般について韓国などのアジア諸国に買い負けることが多い。オークショ

ン会場が韓国からロシアに移ることで、対韓国の価格競争力が改善される。 
 新たなオークション会場及びそれに隣接する保管施設に関して日本の機材や施設の導

入可能性が出る。 
 

  

 
47詳細は 41 頁（２）スケコ を参照 
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④ 現状及び新ルートにおけるバリューチェーンの比較 
現状の第 3 国を経由する加工流通ルートをロシアからの直接輸出に変更することを想定

し、各バリューチェーンのメリット、デメリットを以下のとおり整理した。オークション施

設や保管施設などの港湾インフラ以外に船舶の修理、必要な資機材の調達環境、漁船員の移

動や世界中のバイヤーを集めるための交通手段や娯楽を含めた都市機能の充実も必要とな

る。 
 

図表 89 現状とロシアでの加工・流通実施後のバリューチェーン整理・比較（スケコ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
・ロシア船による漁
獲、船内加工でス
ケソウダラから取り
出し、冷凍保管。 

・船資機材のメンテ
ナンスや資材調達
は釜山で行う。 

  
従
来 

 
 
・漁船員の休息や外
国人船員の休息や
交代などを釜山で
行う。 

・ロシア船員、外国船
員の生活インフラが
充実。 

 
 
・冷凍など保管施設が
充実している。 

・すでに釜山が世界の
スケコバイヤーのメ
ッカであり、集客され
ている。 

 
 
・釜山から日本の港湾への
物流網が充実している。 

 

漁獲・船内加工 
卸荷・加工 
（韓国） 

保管・オークション 
（韓国） 

流通・消費 
（日本等） 

（課題） 
・漁獲から船内加工
までの行程は変更
ない。 

・ロシアで水揚げし
た場合、船舶のメ
ンテや資材調達が
課題である。 

（課題） 
・外国人船員のサポ
ート体制改善が必
要。空路とのリン
ク。 

・ロシア以外の船員
向けサービスの改
善が必要。 

（メリット） 
・ロシア産のブランド
化が可能になる。 

・ロシアの加工業や食
品産業、機械製造業な
ど中小企業が育成で

きる。 
（課題） 
・港湾設備の更新が必

要（日本の技術導入の
可能性もある。） 

・決済体制の整備 

（メリット） 

・買い付けについて、日本企
業が韓国企業とのの競争力
がアップする。 

・オークションの品質管理な
どに日本支援を行うことで
日本の規準に沿った商品の

買い付けが可能となる。 
（課題） 
・日本との物流網の拡充。 

新
ル
ー
ト 

 

      

 

活動地域（色区分） 赤：ロシア 青：第三国 黄：日本等消費地 
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⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割 
上記課題に関し日露双方の関係者に期待される対応策などについて下記のとおり整理す

る。 
図表 90 各バリューチェーンにおける課題解決に向けた具体的な活動 

分類 テーマ 主たる関係者 具体的な日露双方の活動 

漁獲 

・ 

船内

加工 

船舶のメンテ 
ナンス、資機材 
の調達 

ロシア側企業、政府 ロシア極東港湾の発展計画の中に造船修理サービ

スや資機材の調達体制の整備を盛り込む。 

荷卸 船員サポート ロシア政府、自治体、企

業 
航空ルートの拡充、ロシア語圏以外の船員向けサー

ビス向上を図る。 
保管 

・ 

オーク 

ション 

各種インフラ

整備 
日露企業による協力 
 

ロシア側の計画を踏まえて、日本企業の技術や経験

をロシア側に供給する。日露双方は企業間のマッチ

ングや情報交換の場を設ける。 
決裁環境の 
整備 

ロシア側の金融機関、政

府機関が中心 
ロシア企業の信用取引、オークション会場などにお

ける決裁環境（外貨への対応）などの体制整備を行

う。日本の金融機関などのアドバイス、協力も想定

される。 
販売

消費 

ロシア産 
ブランド向上 

ロシア政府、検査機関 日本の品質規準や検査方法についての情報をロシ

ア側に共有して日本で流通可能な品質証明書の発

行を可能とする。品質管理制度について両国政府の

情報共有が必要となる。 
日本までの 
輸送網改善 

物流会社、荷主 当初は物流量が小さいことが想定されるため、荷主

などが協力して効率的な輸送計画をつくる。日露両

政府の支援による物流モデル事業実施の可能性も

検討する。 
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（２）フィレ（スケソウダラ、サケマス） 
 

① 現状 48 
 スケソウダラ、サケマスはロシア漁船においてドレス加工及び冷凍を行い、中国などで

低次加工（フィレ加工）され、高度加工は日本等の消費地でエンドユーザーの嗜好や流

通形態に合わせた加工が行われている。 
 中国の人件費の高騰により、加工地はより人件費の低いベトナム、フィリピンなどに移

っている。 
 第 3 国で低次加工を行う場合、必然的にダブルフローズンとなり品質や市場価値は低

下する。 
 
② 今後の可能性について 
 ロシア連邦、沿海地方の戦略において水産業におけるロシア国内における付加価値向

上（加工施設の増加、漁船の加工技術近代化）を目指すと明記されている。 
 加工施設の建設や漁船の近代化への投資が漁獲割り当てのインセンティブになるため、

中国などで低次加工を行っていた水産会社がロシア国内での加工へと移行する動きが

みられる。 
 

③ 日本企業などへの裨益 
 シングルフローズンのフィレなど一次原料の品質向上が見込まれるため、日本企業で

生産する最終製品の品質向上を図ることが可能。 
 水産加工機械や冷蔵倉庫、近代的な加工・冷凍機能を搭載した漁船など既に日本企業へ

の引き合いが入っている。 
 

④ 現状、旧ルートにおけるバリューチェーンの比較 
現状の第 3 国を経由する加工流通ルートをロシアでの加工（付加価値向上）に変更する

ことを想定し、各バリューチェーンのメリット、デメリットを以下のとおり整理した。 
加工への投資が漁獲割り当てに有利に働くことからロシアの大手企業を中心に付加価値

向上への動きが活発になっている。一方、投資余力のない小規模なロシア極東の水産会社は

今後、漁獲割り当て確保が難しくなることとなる。 
 
  

 
48詳細は 38 頁（２）を参照 
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図表 91 現状とロシアでの加工・流通実施後のバリューチェーン整理・比較（フィレ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割 

上記課題に関し日露双方の関係者に期待される対応策などについて下記のとおり整理す

る。 
図表 92 各バリューチェーンにおける課題解決に向けた具体的な活動 

分類 テーマ 主たる関係者 具体的な日露双方の活動 
漁獲 
・ 
船内
加工 

施設近代化 日露企業 ロシア側が漁獲枠のイニシャチブで近代化を促進。

日本側から技術支援、機材提供を検討。日露両政府

はマッチングなどの支援。 

一次
加工 

施設近代化 同上 同上 

労働者確保 
・指導 

日露企業、関係団体 日本の企業、団体などによる技術指導、人材育成な

どが検討できる。 
最終
加工 

物流ルートの 
確保 

ロシアの物流会社、民間

企業、日本企業 
ロシアにおける物流近代化や小口輸送システムの

改善。日本側からはコンサルティングや保冷や衛生

管理のシステムを提案することが可能である。 
流通 
・ 
消費 

イメージ改善 日露企業 ロシア商品の安全性や従来商品との違いのアピー

ル。 

  

 
 
・ロシア船内でのドレ
ス加工・冷凍作業
を行う。   

従
来 

 
 
・釜山・ウラジオなど
を経由して中国など
の低次加工を行う。
（ダブルフローズン） 

 

 
 
・消費地の嗜好に合わせ

て最終加工。とくに日本
の場合は他国との異な
る加工を行う。 

・ロシアの最終製品も第
三国低次加工品を利
用する場合がある。 

 
 
・原産地、加工地、最終加
工地が異なる商品を購入
している。

漁獲・船内加工 一次加工 
（中国・ﾍﾞﾄﾅﾑ） 

最終加工 
（ロシアを含む消費国） 

流通・消費 
（ロシアを含む消費国） 

（メリット） 
・漁獲から船内加工
までの行程は変更
ないが、船内及び
産地に近いところ
で低次加工が可能
になり、鮮度が改
善。 

（課題） 
・施設近代化の資金
が必要。 

（メリット） 
・産地に近い加工
施設で処理され
るため、鮮度が改
善。低次加工地ま
でのコストが低
減 

（課題） 
・施設近代化のため
の資金。 

・労働者確保及び能
力向上改善が必要 

（メリット） 
・ロシア産のブランド
化が可能になる。 

・ロシアの加工業や食
品産業、機械製造業な
ど中小企業が育成で

きる。 
・鮮度の高い原料の利
用が可能。 

（課題） 
・低次加工地域からの
物流ルートの確保。 

（メリット） 
・原産地・低次加工がロシア

一国となり、トレーサビリ
ティが容易になる。安全性
確保につながる。 

・鮮度の改善された商品が購
入可能になる。 

（課題） 

・ロシア産品へのイメージ改
善が必要な場合がある。 

新
ル
ー
ト 

 

      

 

活動地域（色区分） 赤：ロシア 青：第三国 黄：日本等消費地 
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（３）大豆 
 

① 現状 49 
 大豆の生産は極東連邦管区で 170 万トン。うちアムール州が 120 万トンであり、生産

量が拡大している。 
 全ての乾燥施設において、Non-GMO（非遺伝子組換え）の簡易検査を実施している。 
 種はアムール州で研究開発された種またはカナダ産。 
 主な輸出先は中国。アムール州と黒竜江省の越境道路橋完成に伴い、さらに輸出量が拡

大すると見込まれる。 
 ロシア極東産の大豆の一部は中国で保存、選別、加工を経て、中国国内から海外へ輸出

（ロシアを含む）されている。また、中国で保管、選別されたロシア極東産大豆が韓国

で販売及び加工販売されている事例も確認されている。 
 
② 今後の可能性について 
 ロシア政府は新しい農地開発と輪作体系の遵守により 2024 年までに大豆生産を 6 割

以上増やす計画。 
 Non-GMO 大豆を供給できるのはロシアとインドのみであり、その点を明確に証明・

PR できれば日本をはじめ先進国の加工業者、消費者などの関心が高まると考える。 
 

③ 日本企業などへの裨益 
 安全な Non-GMO 原料の調達で最終商品の付加価値が向上する。 
 現在の主たる輸入国である欧米の作況による日本の消費、生産加工に対する影響を低

減させるための代替供給先確保が可能になる。物流時間が短いこともロシア極東のメ

リットである。 
 

④ 現状、旧ルートにおけるバリューチェーンの比較 
加工流通ルートをロシアでの加工（付加価値向上）の比率を高めることによる各バリュー

チェーンのメリット、デメリットを以下のとおり整理した。 
主な輸出先である中国は今後も大豆の需要が拡大するものと考えられ、ロシア極東の主

たる取引先となることは避けられないが、より付加価値の高い形で輸出することを目指す。

なお、以下ではロシア国内で消費される大豆・大豆製品は対象としていない。 
 
  

 
49 詳細は 43 頁（４）大豆を参照 
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図表 93 現状とロシアでの加工・流通実施後のバリューチェーン整理・比較 

（輸出用大豆・大豆加工品） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割 

上記課題に関し日露双方の関係者に期待される対応策などについて下記のとおり整理す

る。 
図表 94 各バリューチェーンにおける課題解決に向けた具体的な活動 

分類 テーマ 主たる関係者 具体的な日露双方の活動 

大豆

生産 

品質証明体制 
の改善 

ロシア側政府 現在は出荷時の簡易検査のみであるが、ロシア政府

としての産地証明などを厳格に取り組む。 
生産段階の指導は日本からの技術指導も可能。 

輸送 
・ 

保管 
・ 

一時
加工 

施設近代化 日露民間企業 ロシア政府の農業近代化予算などを活用してロシ

ア民間企業が加工施設、倉庫などの近代化を進め

る。品質管理にフォトセパレーターなどの技術導入

を検討する。 
日本からはインフラ機材などの提供が可能。 
日露両政府は両国企業のマッチング支援を行う。 

能力向上 日露企業、関係団体 日本の企業、団体などによる技術指導（KAIZEN、

５S など）、人材育成などが検討できる。 
最終

加工 

物流ルート 
確保、近代化 

ロシアの物流会社、民間

企業、日本企業 
ロシアにおける物流近代化や。リーファーコンテナ

の活用など輸送システムの改善を行う。日本側から

はコンサルティングや保冷や衛生管理のシステム

提案することが可能である。 
流通 

・ 

消費 

イメージ改善 日露企業 ロシア商品の安全性(Non-GM)との違いのアピール 

 
 
・ロシア国内で生産、
簡易検査を経て出
荷されている。 

 
  

従
来 

 
 
・中国で保管、選別、
加工などを行い、中
国国内、韓国などに
供給している。 

・含有タンパク量のみ
で選別。品種別に
選別する習慣はな
い状況。 

 
 
・大豆の場合、中国が
市場価格を踏まえて
タイミングで出荷（中
国の相場利益） 

・加工品の場合。中国
で最終製品化する
場合と、消費地で最
終製品化する。 

 
 
・Non GMO と GMO が混在
した原料を利用した最終
製品となる可能性が高
い。

大豆生産 
輸送・保管・一時
加工（主に中国） 

物流・最終加工 
（中国、韓国） 

流通・消費 

（メリット） 
・Non-GMOの付加
価値が認識され、
生産者の収益が
改善される。 

（課題） 
・Non-GMOの証明
体制の改良が必
要。また消費者ニ
ーズに沿った選
別などが必要。 
 

（メリット） 
・中国での混入の
ない Non-GMO
商品（大豆粕を含
む）の供給が拡大
する。 

（課題） 
・保管・加工・選別施
設の近代化。 

・能力向上改善が必
要。 

（メリット） 
・ロシア産のブランド
化が可能になる。 

・ロシアの加工業や食
品産業が育成できる。 

・信頼性の高い原料が
確保 

（課題） 
・産地及び消費地との
物流ルートの確保、及
び近代化 

（メリット） 
・Non-GMO の大豆、大豆製

品の確保が可能になる。 
（課題） 
・ロシア産品へのイメージ改

善が必要な場合がある。 
新
ル
ー
ト 

 

      

 

活動地域（色区分） 赤：ロシア 青：第三国 黄：日本等消費地 
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第６章 今後の進め方 

 
１．日露企業が直面している具体的な課題解消に向けたアプローチ 
本調査の結果、具体的なビジネス展開を独自に進めている企業で、ロシア側の制度、商慣

習等がネックになり、事業の頓挫や停滞の原因になっている例が明らかになった。今後、日

露政府間の協議や各種ミッションなどの際にこれらの具体例を提示し、その原因と対応策

を協議する必要がある。具体的な事例としては以下が挙げられる。 
 

 養殖水産物に関する輸出承認：ロシアにおける日露共同プロジェクトで実験的に養殖

したウニの日本向け輸出ができない。ロシア側の規制及び管理体制に課題があると想

定される。 
 海水浄化設備の対ロ輸出通関：水産物（ウニ）の品質向上のために必要なプラントであ

り、日本企業から輸出を試みたが通関ができない。 
 Non-GMO 農産物のトレーサビリティ確保：Non-GMO はロシア農産物の強みである

が、トレーサビリティと証明制度が確保されていないことが対日輸入の障害になって

いる。 
 
２．日露双方の官民による具体的なモデル事業の実施 

すでにフードバリューチェーン構築推進事業（事業化可能性調査支援事業）など農林水産

省による調査事業などが行われ、国土交通省による物流モデル調査、経済産業省（ロシア東

欧貿易会など）による人材育成事業などが行われている。その他に民間、地方自治体独自の

調査や実証実験も行われている。 
今後はこれらの成果を踏まえつつ、日露双方の予算を活用し、アウトプットも両国で共有

できる仕組みづくりが有益と考える。ロシア政府は極東における農業・漁業の近代化につい

て調査費を含む予算を組んでいる。双方の予算を組み合わせることで、双方が当事者及び受

益者になることが可能になる。 
 
３．上記１、２に係る情報共有体制の整備 

既に実施した調査やモデル事業の成果、途中経過などについて各社の企業秘密に当たら

ない部分を共有できるシステムが必要と考える。現在、双方の技術レベルや制度や仕組みが

不明なまま交流を進めている事例もある。公的資金を活用した事業などを中心に事業の意

図、経過、課題などを共有することで、日露双方の裨益者の拡大や課題解決に向けた協力体

制の拡充が可能になると考えられる。なお、これは会議などの発表だけではなく、Web な

どを活用して関係者が容易に情報にアクセスできる体制を想定している。 
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４．ネットワークのハブの強化 

ロシア側では極東投資誘致・輸出促進エージェンシーの日本代表部を設置し、日露の交流

促進に努めているが、ロシア全域を対象としており、現在の体制では日露の民間企業の十分

なサポートができる状況ではない。特に、農業、水産業、林業など業種ごとに様々な専門知

識と商慣習を踏まえた対応は困難である。 
このような中、本年度事業の招へい事業で水産関係の団体を代表した沿海地方水産協会

が参加し、日本の産官学との意見交換を踏まえ長期的な交流促進に努めたいとのコメント

があった。今後、現地派遣ミッション、招へい事業などの機会を利用し、ロシア側の産業ご

との団体とのネットワークを強化することが望まれる。 
また、2017 年に日本側から国際協力銀行、ロシア側から極東ザバイカル地域発展基金、

極東投資輸出エージェンシーが共同出資して極東 JPPV を設立し、日露経済協力プロジェ

クトを推進している。農林水産業においてはプロジェクトの発掘を目指していることから、

投資促進や金融面のサポートを行う同組織とは日本企業の現地進出に関するサポーターと

して今後も協力、連携を行っていく必要がある。 
 
５．ロシア中央との継続的な情報交換 

上記 4 で記載したロシア極東地域の実務者レベルでのネットワークづくりの重要性とと

もに、ロシア中央政府との定期的かつ継続的な情報交換が必要である。 
すでにロシア極東で事業を開始している日本企業においても、制度や規制等の最終的な

決断や相談はモスクワで実施することが多いことを本調査で確認した。他方、現在ロシア政

府は極東地域での旧態依然の商慣習を、透明性の高いビジネスへと移行させてようとして

いる。このような中、日本の官民双方においてはロシア中央政府による新たな戦略、管理・

統制の変化や支援制度等を十分に把握し、ビジネスの障害を低減させることが望まれる。 
 
 
 


	第１章　はじめに
	１．背景・目的
	２．調査の概要
	（１）ロシア産農林水産物・加工品の生産・輸出動向調査
	（２）ロシア産農林水産物・加工品に係る貿易・投資拡大構想案の検討
	（３）ロシア極東等への官民ミッションの派遣等


	第２章　ロシア産農林水産物・加工品の生産・輸出動向調査
	１．農産品の生産量、輸出量、輸出額
	（１）大豆［1201900000］1F
	（２）大豆油［150710,150790］
	（３）とうもろこし［100510,100590］
	（４）小麦およびメスリン［100111～100199］
	（５）小麦粉、小麦・ライ麦粉［110100］
	（６）菜種（割ってあるかないかを問わない）［120510,120590］
	（７）天然はちみつ［04090000000］
	（８）大麦［100310,100390］
	（９）穀物のわら及び殻［121300］（切り、粉砕し、圧縮し又はペレット状にしたものであるかないかを問わないものとし、調製したものを除く。）
	（１０）蕎麦
	（１１）大豆油かす
	（１２）野菜、根菜［070110～071490］
	（１３）果物野菜加工品［200110～200990］
	（１４）乾燥した豆［071310～071390］
	（１）かに［030614,030633,030693］
	（２）すけとうだら［0303670000］［IQ品目］
	（３）さけます類［030311～030319］
	（４）肝臓、魚卵、白子［030390, 030391］［IQ品目］
	（５）コッド［030363］
	（６）魚のフィレその他の魚肉［030431～030499］
	（７）にしん［030351］［IQ品目］
	（８）その他軟体動物（つぶ貝、干しナマコなど）［030791～030799］
	（９）たこ・いか類［030742～030759］［IQ品目］
	（１０）うに［030821～030829］
	（１１）ホタテ［030721～030729］［IQ品目］
	（１２）なまこ［030811,030812］
	（１３）魚（調製品）［160411～160432］
	（１４）乾燥魚類、魚粉、塩漬け等（珍味）［030510～030579］
	（１５）フィッシュミール（食用でない）
	（１６）ししゃも

	３．林産品の生産量、輸出量、輸出額
	（１）薪材ならびにチップ状または小片状の木材［4401］
	（２）（参考）薪材ならびにチップ状または小片状の木材（針葉樹）［4401210000］
	（３）（参考）薪材ならびにチップ状または小片状の木材（広葉樹）［4401220000］

	４．第３国経由での貿易ルートの把握
	（１） 鮮魚、冷凍魚（サケマス、タラなど）
	（２） スケコ
	（３） ナマコ
	（４） 大豆
	（５） 菜種

	５．ロシア政府関連機関が策定している各種計画等の整理
	（１）中央政府の戦略
	① 国家プロジェクト『国際協業と輸出』
	② 『ロシア連邦における農業複合体の長期開発戦略』（草案）22F
	③ 『2030年までの漁業発展戦略』23F
	④ 投資漁獲枠制度
	（２）地域戦略
	① 『国際協業と輸出』の地域目標
	② 沿海地方
	③ アムール州
	④ カムチャッカ地方


	第３章　貿易・投資拡大構想案の検討
	１．日本企業等へのヒアリング調査の実施
	（１） 実施概要
	① 実施目的
	② 実施方法
	③ ヒアリング調査先
	（２）ヒアリング結果のまとめ
	① 水産業
	ア）鮮魚・冷凍（サケ・マス、タラなど）
	イ）鮮魚・冷凍（カニ、ウニ、サンマ等）
	ウ）未利用水産資源（ロシアで商業用に利用されていない魚種）
	エ）魚卵
	オ）加工品（すり身・缶詰等）
	カ）魚粉・フィッシュミール
	キ）養殖
	ク）機能性食品原料
	ケ）造船
	コ）水産関係インフラ、設備

	② 農業・林業
	ア）穀物（小麦、蕎麦、トウモロコシ等）
	イ）大豆
	ウ）飼料・大豆かす
	エ）野菜
	オ）機能性食品原料（蜂蜜、キノコ、ベリー類）
	カ）林産品

	③ ビジネス環境全般
	ア）物流・ロジスティクスにおける現状と課題
	イ）金融・決済における課題
	ウ）規制・手続き等の課題


	２．検討委員会の実施
	（１）第１回検討委員会
	（２）第２回検討委員会


	第４章　ロシア極東等への官民ミッションの派遣等
	１．国内セミナーの実施
	（１）第１回
	① 「水産業における日本とロシアの取組と今後の可能性」 北海道機船漁業協同組合連合会　常務理事　原口 聖二 氏
	② 「ロシアからの新たな品目の輸出可能性と課題」 三興メイビス株式会社第一営業本部営業第一部リーダー　荒木 浩 氏
	③ 「ロシア連邦極東地域の漁業と水産養殖　～水産業への投資ポテンシャル～」 極東投資誘致・輸出促進エージェンシー　駐日主席代表　是枝 エレーナ 氏
	（２）第２回
	① 「ロシアにおけるスケトウダラの漁獲枠及び投資割当制度」 北海道機船漁業協同組合連合会　常務理事　原口 聖二 氏
	② 「ロシア極東地域における農業企業の紹介と昨今の協力体制」 株式会社G.I.プラン　代表取締役社長　グレーブ・ジュラフスキー 氏
	③ 「福山醸造と大豆について」 北海道醤油株式会社　常務取締役工場長　澤田 明夫 氏

	２．ロシア極東地域への官民ミッションの派遣
	（１）第１回官民ミッション（水産業）
	① ダリスタン・マリン社（Voevoda社）
	② 官民交流会
	③ ホロクス社（Horroks社）
	④ ロンダ社（Rhonda社）
	⑤ TINROセンター（太平洋漁業海洋研究所）
	⑥ 物流センター「プリゴロドノエ」
	⑦ カムチャトトラルフロート社（Kamchattralfrot社）
	⑧ 物流ターミナル「セログラスカ」
	⑨ 州政府訪問及び官民交流会
	⑩ 水産加工場「ジュイド」
	⑪ 増養殖場「オゼルキ」
	（２）第２回官民ミッション（水産業・農業）
	① ドブロフロート社
	② 官民交流会
	③ モルスコエ・スナブジェニエ社
	④ 極東開発公社
	⑤ ウラジオストク漁業港
	⑥ Soya ANK社
	⑦ 全ロシア大豆研究所
	⑧ 官民交流会
	⑨ ヤンタ社
	⑩ アグロ・ロジスティカ社
	⑪ アムールアグロコンプレックス社

	３．ロシア極東地域から日本への招へいミッションの実施
	（１）水産グループ
	① 北海道立総合研究機構 水産研究本部
	② 札幌中央卸売市場
	③ 意見交換会（水産関連）
	④ 株式会社松岡　東京湾岸物流センター
	⑤ 豊洲市場
	（２）農業グループ
	① 福山醸造株式会社
	② 池田食品株式会社
	③ 意見交換会（農業関連）
	④ 東洋埠頭株式会社　神の池物流センター
	⑤ 太子食品工業株式会社　日光工場
	（３）プラットフォーム会合
	① 沿海地方水産企業協会（日露二国間の水産協力）（マルティノフ・ゲオルギー理事長）
	② ウラジオストク漁業港（港湾操業）（アンティピエヴァ・タチアナ商業副部長）
	③ LLC「ホロクス」「RPC NORTHERN」（水産物の加工・販売・運送）（ダニロフ・アレキサンドル海外部長）
	④ LLC「インプロム」（先行発展領域「プリアムールスカヤ」における穀物の屋外保存計画）（ジュ・アレキサンドル社長）
	⑤ LLC「アムールゼルノ」、LLC「アグロハブ」（先行発展領域「ハバロフスク」における農作物卸売・流通パーク「アグロハブ」の設立）（クズネツォワ・リュドミラ社長）
	⑥ 個人事業主「Green East」（オーガニック豆腐の製造）（ニキフォロワ・オリガ氏）
	⑦ 極東JPPVによるビジネス展開支援「Japanese Project Promotion Vehicle」（ハチャイ・アレクセイ代表取締役社長）


	第５章　ロシア産農林水産物・加工品に係る貿易・投資拡大構想案
	１．貿易・投資拡大構想
	（１）フィッシュミール（魚粉）
	① 現状
	② 今後の可能性について
	③ 日本企業などへの裨益
	④ バリューチェーン分析による課題の整理
	⑤ 上記課題への対応案
	（２）養殖水産物（ウニを事例に）
	① 現状
	② 今後の可能性について
	③ 日本企業などへの裨益
	④ バリューチェーン分析による課題の整理
	⑤ 上記課題への対応案
	（３）未利用資源活用（スルメイカ）
	① 現状
	② 今後の可能性について
	③ 日本企業などへの裨益
	④ バリューチェーン分析による課題の整理
	⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割
	（４）機能性食品原料
	① 現状
	② 今後の可能性について
	③ 日本企業などへの裨益
	④ バリューチェーン分析による課題の整理
	⑤ 上記課題への対応案
	（５）大豆かす
	① 現状
	② 今後の可能性について
	③ 日本企業などへの裨益
	④ バリューチェーン分析による課題の整理
	⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割

	２．ロシア現地加工・直接輸入のための構想案
	（１）スケコ
	① 現状46F
	② 今後の可能性について
	③ 日本企業などへの裨益
	④ 現状及び新ルートにおけるバリューチェーンの比較
	⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割
	（２）フィレ（スケソウダラ、サケマス）
	① 現状47F
	② 今後の可能性について
	③ 日本企業などへの裨益
	④ 現状、旧ルートにおけるバリューチェーンの比較
	⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割
	（３）大豆
	① 現状48F
	② 今後の可能性について
	③ 日本企業などへの裨益
	④ 現状、旧ルートにおけるバリューチェーンの比較
	⑤ 上記課題に対する日本、ロシア双方での産官学の役割


	第６章　今後の進め方
	１．日露企業が直面している具体的な課題解消に向けたアプローチ
	２．日露双方の官民による具体的なモデル事業の実施
	３．上記１、２に係る情報共有体制の整備
	４．ネットワークのハブの強化
	５．ロシア中央との継続的な情報交換




