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水産加工工場「ジュイド」 

 
屋外での魚粉生産 

 
袋詰の作業 

 
冷凍鮭のラベル 

 
⑪ 増養殖場「オゼルキ」 
日時 2019 年 8 月 2 日（金）16:00～17:00 
 1992 年北洋合同水産株式会社とカムチャッカ側の合同事業で設立された増養殖場。給餌、

水槽洗浄などにおいて日本の技術者から協力を受けた。当時日本から輸入した孵化設備も、

一部継続して使用している。現在は連邦公社「Glabrybvod」北東支部の管轄。 

 サケの冷水増養殖場としてはロシアで唯一の施設。年間養殖能力は約 1,520 万匹。うち、

120 万匹以上がシロザケ、1,400 万匹以上がベニザケ。近隣の養殖場ではキングサーモンの

試験養殖も実施している。稚魚を二重の層で養殖する技術を開発した。 

 2019 年の稚魚は 7 月中旬に放流。 

  



111 
 

図表 44 増養殖場「オゼルキ」訪問の様子 

 
増養殖場（内部） 

 
増養殖場（外観） 

 
孵化用の資機材 

 
孵化用の資機材 
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（２）第２回官民ミッション（水産業・農業） 
 
第 2 回官民ミッションは 2019 年 10 月 28 日（月）～11 月 1 日（金）の日程で、水産業

を主なテーマとして沿海地方を、農業を主なテーマとしてアムール州を訪問した。 
詳細な渡航日程及び日本の企業等からの参加者は下記のとおりである。 
 

図表 45 第二回官民ミッション「水産業・農業」概要 

実施時期 2019 年 10 月 28 日（月）～11 月 1 日（金）（5 日間）［出入国日除く］ 

対象地域 沿海地方 ：10 月 28 日（月）～ 10 月 29 日（火）（2 日間）16 団体 25 名 
アムール州：10 月 30 日（水）～  11 月 1 日（金）（3 日間）7 団体 15 名 

目 的 
内 容 

・日本との協力が期待される企業、ロシア極東の地方政府、研究機関等を訪問し、

具体的な動きに向けた意見交換とネットワーク構築を行う。 
・極東でのビジネスに関心を持つ日本企業が現地の水産業・農業の現状を視察し、

ロシア側のニーズ把握を行う。 
 

図表 46 第二回官民ミッション「水産業・農業」渡航日程 

（研究機関・企業団体等訪問：4 件、視察：6 件、官民交流会合：2 件） 

 日程 形式 訪問先 概要 

沿
海
地
方 

10/28
（月） 

訪問 GK Dobroflot 本社訪問、新加工場の紹介、協力に向けた意見交換。 
会合 官民交流会合 水産物直接取引、未利用資源活用に向けた意見交換。 

10/29
（火） 

視察 ㈲Marine Supply 日露の技術協力による漁具生産現場の視察。 
訪問 極東開発公社 ロシア極東での投資事業における公的支援の紹介。 
訪問 ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ海洋漁業港 オークション機能付き冷蔵施設開発構想の紹介。 

ア
ム
ー
ル
州 

10/30
（水） 

移動 － ウラジオストク → ブラゴベシチェンスク 
視察 Soya ANK 大豆油の抽出・精製過程の視察。 

10/31 
（木） 

訪問 全ロシア大豆研究所 ロシアにおける大豆栽培と研究開発の紹介。 
会合 官民交流会合 ロシア産食用大豆の輸入に向けた意見交換。 
視察 ヤンタ社 穀物エレベーターの視察、輸入に関する意見交換。 

11/1 
（金） 

視察 ㈲Agrologistika 大豆の受入、選別、乾燥、運搬、保存過程の視察。 
視察 ㈲AmurAgroKompleks 大豆の受入、選別、乾燥、運搬、保存過程の視察。 
視察 ㈲MEZ アムールスキー 大豆の選別、油抽出の過程の視察。 

 

図表 47 日本側参加機関・企業（順不同） 計 17 団体 30 名 
No 団体名 No 団体名 
1 農林水産省 10 株式会社ダイセーセントレックス 
2 在ウラジオストク日本国総領事館 11 Pegas-HC LLC（北海道総合商事株式会社） 
3 伊藤忠商事株式会社モスクワ事務所 12 株式会社北海道銀行 
4 ウラジオストク日本センター 13 株式会社宝幸 
5 極東 JPPV 14 丸紅株式会社 
6 三興メイビス株式会社 15 三井物産株式会社 
7 三洋貿易株式会社 16 株式会社 G.I.プラン 
8 双日株式会社ハバロフスク事務所 17 一般社団法人北海道総合研究調査会（HIT） 
9 タイセイ飼料株式会社   
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① ドブロフロート社 
日時 2019 年 10 月 28 日（月）10:00～11:30 ドブロフロート社会議室 
 1911 年創業。ウラジオストクとモスクワに本社を持ち、イワシとサバの漁獲量で極東

首位。所有船舶は漁船 15 隻、母船 3 隻、冷凍運搬船 6 隻。年間水揚げ量 6 万トン。缶

詰工場の生産能力は 1 日 50 万個、年間 1 億 2,000 万個の缶詰を生産。ロシアと旧ソ連

諸国の主要都市に物流倉庫施設を保有し、冷凍倉庫は 1 万 8,000 トン、缶詰用常温倉

庫は 3,300 万個を保存可能である。港は 3 か所（ユジノモルスコイ、リワディヤ、ボリ

ショイ・カメニ）を使用し、リワディヤ船舶修理工場で自社船の整備を行っている。 
 2019 年、TOR ボリショイ・カメニでスケトウダラ高次加工製品工場を完成させた。総

面積は 66,000 ㎡。加工場の建設によりクオータ（投資漁獲枠）を獲得。1 日あたり 110
トンの製品を生産可能。新工場でできた商品は販売先をヨーロッパ、アメリカに想定。 

 日本の技術者をロシアに呼び、日本向けの商品開発を検討したいと考えている。日本の

技術者派遣と併せて設備購入は検討可能。 
 

図表 48 ドブロフロート社訪問の様子 

 
ドブロフロート社外観 

 
意見交換の様子 

 
新工場の模型 

 
ドブロフロート社内の漁網修理場 
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② 官民交流会 
日時 2019 年 10 月 28 日（月）14:00～17:00 PJSC ダリルイバ会議室 
 オークションを通じた日本とロシアの直接取引に関する日本側の提案に対しては、ロ

シア側も同様の考えであった。魚市場の計画は 3 つ。①金角湾大橋の魚市場は、函館朝

市を参考とした BtoC の魚市場。2022 年オープンを想定。②ウラジオストク漁業港内

には、30,000 トンの大型冷蔵庫の設置と同時に BtoB の魚市場を整備する。オークシ

ョンスペースを設置し、スケトウダラやスケコのオークションを行う。③ナジモフ岬の

水産加工施設は、加工施設等の集積が検討されているが計画段階。 
 ルースキー島の魚加工施設計画もアイデア段階。水産資源の供給増加のため、ロシア側

では沿海地方にロジスティクスセンターの開設が必要と捉えている。 
 有効成分の元となるベニズワイガニ（Red Snow Crab）は専門企業で年間 9,000 トン

を水揚げし、おそらく半分は廃棄している。カニは足しか加工せず、その他の部分は洋

上で破砕して廃棄。殻だけを取り出すプロセスは複雑。カニ殻加工を試みた企業もあっ

たが、輸送費が嵩み継続しなかった。費用対効果が重要。 
 

図表 49 官民交流会ロシア側参加者一覧 

no 氏名 企業・団体名、役職 
1 ナスタシェフ・セルゲイ 沿海地方漁業水産資源部 部長 
2 クプツォワ・エレーナ 沿海地方漁業水産資源部 副部長 
3 クラガ・セルゲイ 沿海地方漁業水産資源部 養殖課長 
4 マリツェフ・セルゲイ 沿海地方漁業水産資源部漁業水産資源保全課 主

任コンサルタント 
5 マルトゥイノフ・ゲオルギー 沿海地方水産協会 会長 
6 ドゥプリャコフ・アレクサンドル  極東カニ漁獲協会 会長 
7 コフトゥン・マリーナ 連邦動植物検疫局 沿海地方サハリン州支部 副支

部長 代理 
8 メリニコフ・イーゴリ TINRO センター 副所長 
9 ウレイスキー・イーゴリ 水産取引ハウス カメンスキー、LLC アクアテクノ

ロジー 代表 
 

図表 50 官民交流会の様子及び参考資料 

 
意見交換の様子 

 
参考「①金角湾大橋付近の魚市場」建設予定地 
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