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③ モルスコエ・スナブジェニエ社 
日時 2019 年 10 月 29 日（火）10:00～12:00 タブリチャンカ漁具工場 
 約 20 年に渡りロシア極東地域の漁船団を支えるロシア最大手の漁具メーカー。タブリ

チャンカ村の工場では日本企業などから高性能な最新機器と技術を導入し、ひき網、定

置網など多様なタイプの漁具を製造。漁具の輸入代替に努めるとともに、国際市場での

競争力強化により韓国などへの輸出を推進している。 
 ソ連時代より、漁網の生産工程を複数同時に行える機械を導入。類似の機械を日本メー

カーの技術で製造できないか打診し、協力して製造した経験を持つ。 
 日本企業や漁船への販売は実現していない。日本の技術で生産された製品を、人件費を

抑えて安く提供できるので、日本企業への販路を開拓したいと考えている。 
 

図表 51 モルスコエ・スナブジェニエ社訪問の様子 

 
日本製機材 

 
撚糸 

 
浮き具の取り付け 

 
編網機 

 
④ 極東開発公社 
日時 2019 年 10 月 29 日（火）10:00～11:30 ウラジオストク日本センター会議室 
 極東開発公社は連邦機関で連邦局と開発省に所属。TOR（先行発展区）とウラジオスト

ク自由貿易港の運営会社。TOR と自由貿易港には 2,000 以上の会社が登録されており、

登録されている企業には税優遇などのメリットがある。 
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 ウラジオストクで新規事業を検討している投資家には、まず極東開発公社への相談を

勧めている。連邦や地方政府の連携、銀行との連携も含めて、担当マネージャが継続的

に支援を実施。 
 当初は、例えば、ボリショイ・カメニ TOR は造船中心など TOR 毎にテーマが限定さ

れていたが、制約が撤廃されている TOR もある。 
 

⑤ ウラジオストク漁業港 
日時 2019 年 10 月 29 日（月）14:00～15:30 ウラジオストク漁業港会議室 
 ウラジオストク漁業港は極東の中でも総合的で最大の漁業港の一つ。ロシア連邦で海

産物取引量が最大。1 日の取扱コンテナ数は約 500TEU。岸壁の長さは 2,020m。岸壁

は 11 カ所あり、同時に 8～9 隻が着岸可能。40 トンのガントリークレーン 4 台、25 ト

ンのクレーン 2 台が稼働。 
 漁業港では水産物以外にコンテナ、金属スクラップ、石炭、セメント原料のスラグなど

を取り扱い可能。 
 現在年間 500 万トンまで取扱可能であるが、冷却装置が足りていない状況であったの

で新しい冷却施設を建設するに至った。新たに 32 万トンを同時に保管できる施設を建

設中。新しい施設には冷却施設だけでなく、オフィスビル、オークションスペース、検

査室を配置予定。 
図表 52 ウラジオストク漁業港訪問の様子 

 
ウラジオストク漁業港オフィス 

 
漁業港内配置図 

 
⑥ Soya ANK 社 
日時 2019 年 10 月 30 日（水）15:40～17:00 Soya ANK 社 
 アムール州の農業大手の 1 つ。大豆、小麦、とうもろこし、大麦、オート麦等を栽培し

ており、大豆の年間収穫量は 35,000 トン。2014 年に大豆油抽出工場が稼働。大豆油

「アムールパール」は表彰を受け、2019 年には飼料用大豆かすの日本への輸出を実施。 
 大豆の受入は 3,000 トンのサイロで行う。大豆を洗浄した後、大豆を絞り、油に水を加

えて第一抽出を実施。その後レシチンを抽出。さらに大豆油と大豆かすに分ける。精製
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した大豆油やレシチンは中国に輸出している。 
 

図表 53 Soya ANK 社訪問の様子 

 
大豆受入サイロ 

 
コントロールルーム 

 
Soya ANK 社製品 

 

大豆かす 
 

⑦ 全ロシア大豆研究所 
日時 2019 年 10 月 31 日（木）9:00～10:30 全ロシア大豆研究所 
 1968 年、アムール州の農業実験所として設立。大豆の品種改良や生産性向上を目的と

した基礎研究、人材育成、民間企業向けの情報提供、製品開発、コンサルティング、国

際協力など幅広く活動している。 
 大豆研究所内には 8 つの研究室と 3 つの科学グループがあり、品種改良や大豆加工に

ついて研究。大豆のほかにジャガイモ、トウモロコシなどの研究も行う。 
 ロシアの認証を受けており残留農薬等の証明書発行は大豆研究所で可能。8,300 ルーブ

ル／種、他のものは比較的安価で 1,400 ルーブル／種が目安。 
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図表 54 全ロシア大豆研究所訪問の様子 

 
大豆成分分析室 

 
バイオ科学研究室 

 
生育環境研究室 

 
微細物研究室 

 
⑧ 官民交流会 
日時 2019 年 10 月 31 日（木）11:15～12:45 アムール州政府 
 アムール州 GDP の 8％が農業によるもの。2013-2018 年で農産物は 1.5 倍増加。2010-

2018 年で 230 万㏊まで農地が増加。輸出も増加が見込まれる。今後新しい農地を 20
万㏊増加させ、輪作体系を守ることで大豆生産を 63%以上増やすことを目指す。2024
年までに穀物を 3 倍、乳製品を 6%、植物油を 42%、大豆かすを 32%増やす計画。 

 アフリカ豚コレラは深刻な問題であるとロシア側として認識。アムール州動物検疫所

では定期的に家畜と野生動物の検査を行っており、現時点で存在していないと判断。 
 ロシア連邦において輸送に対する補助は定期的に適用されており、極東地域はモスク

ワから非常に離れているので補助措置がある。現在、中央政府と相談しているのが農薬

と農業機械の購入に対する補助。現時点で油製品の生産について補助措置があるが、輸

送に対する措置についてもできないか検討を進めているとのこと。 
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図表 55 官民交流会ロシア側参加者一覧 

no 氏名 企業・団体名 
1 アダメンコ・セルゲイ アムール州農業省 第一副大臣 
2 セディフ・アレクサンドル アムール州農業省 植物栽培・農耕部 部長 
3 エメリャノワ・エレーナ アムール州農業省 食品資源部 食品市場開発課長 
4 スクリャレンコ・タチアナ アムール州貿易発展省 貿易・地域間関係課長 
5 プザノフ・パーヴェル アムール州投資誘致エージェンシー 代表 
6 ノサチェンコ・ミハイル CJSC アグロファーム ANK 取締役 生産部長 
7 エメリャノフ・セルゲイ ㈲アムールアグロセンター 副社長 
8 シロヒン・ビクトル 農業法人「パルチザン」代表取締役社長 
9 ボロブエフ・フョードル ㈲ソーヤ 代表取締役社長 
10 ジュー・アレキサンドル ㈲インプロム 代表 
11 シネゴフスキー・ミハイル 全ロシア大豆研究所 理事長臨時代理 
12 コワレンコ・エゴール ㈲ワニノ海洋ターミナル 代表 

 

図表 56 官民交流会の様子 

 
意見交換の様子 

 
アムール州政府外観 
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