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（１）水産グループ 
 
① 北海道立総合研究機構 水産研究本部 
日時 2020 年 1 月 28 日（火）9:30～11:30 
 北海道立総合研究機構（道総研）は、資源管理、資源増殖、加工利用、さけます資源、

内水面資源の 5 つの部門に分かれる。ロシアとの協力ではサハリン州のサフニロと連

携。2019 年は研究員 3 名がサハリン州を訪問。 
 沿海地方水産協会マルティノフ会長から、「日本海における真イカなど、またがり資源

の共同管理は重要。水産業における日露の協力は、まさに研究協力から始まった。サフ

ニロとの協力を喜ばしく思う。道庁と沿海地方水産部にも職員交換制度があり、自身も

参加経験がある。その際に中央水産研究所を訪問したことがあり、今回は 2 回目であ

る」旨、挨拶があった。 
 北海道における漁獲量の減少の原因についてロシア側から質問があり、マイワシの周

期的な漁獲量の変動とサケ、コンブ、ホタテの減少の影響について道総研から説明があ

った。 
 真イカの資源減少については、産卵場所である日本海と南シナ海の環境悪化による再

生産の悪化を指摘。ロシア側からは北朝鮮の密漁船による乱獲ではないかと発言。 
 ロシア側から、資源の研究については日本単独ではなくロシアや中国と協力して研究

すべきで、TINRO センターなどとも連携してほしいとの期待が出された。 
 

図表 63 北海道立総合研究機構 水産研究本部訪問の様子 

 

道総研による発表 

 

ロシア側あいさつ 
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訪問受入の御礼 

 

コンブの展示 

 

試験養殖の視察 

 

記念撮影 

 
② 札幌中央卸売市場 
日時 2020 年 1 月 28 日（木）12:00～13:00 
 札幌中央卸売市場は築 60 年、面積 13 ㏊、1 日 3,000 人が働いている。業務内容は商

品の状態確認、予約状況の確認など。衛生面の配慮から、商品は極力床に置かないよう

に努めている。 
 水産取引の仕組みについて。水産棟の奥行きは 250m。280 台の防犯カメラを設置し、

盗難防止と不審者対策を行っている。セリは朝 5 時から開始。 
 ロシア産を含むウニ、イクラ、カニなどは「高級売場」で取引される。この売場で取引

を行う業者は 2 社のみ。 
 展示場では、ガス燃料を利用した環境に優しいフォークリフトや伝統的に魚の取引で

使用されていた道具等を視察。 
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図表 64 札幌中央卸売市場訪問の様子 

 

卸売市場の機能について 

 

市場内視察 

 

市場内視察 

 

市場内視察 

 
③ 意見交換会（水産関連） 
日時 2020 年 1 月 28 日（火）14:00～17:00 
 ロシア側 5 名、日本側 7 名の参加で水産業に関連する意見交換が行われた。 
 沿海地方水産協会：ロシアと日本では水産振興で共有することは多い。私たちは日本海

と太平洋北部で獲れる水産資源を共に利用している。例えば、スケトウダラ、イカ、ホ

ッケ、カレイ、ホタテ、ウニ、サケ、マスなど。ロシアと日本の水産業の発展はどれだ

け効率的に水産資源を獲り守っていくかにかかっている。 
 真イカ漁は漁期を切り上げることとなった。おそらく主な理由の一つは北朝鮮による

真イカの乱獲である。それは北朝鮮の排他的経済水域でもその外でも行われていた。 
 日本海と太平洋北部の共通資源を守ることはロシアと日本の国の機関だけではなく、

民間団体の課題でもある。我々は密漁撲滅で力を合わせ、太平洋北部と日本海での責任

ある漁業に関する国際的な民間非政府組織をつくることを提案したい。 
 サンマ漁とサンマ加工の日露の協力事業について、ドブロフロート社は日本の水産業

者との協力を拡大し、今度はイワシについても日本の水域で高度に加工しロシアの製

品の供給を大幅に増やしたいと考えている。 
 しかし最近、日本のサンマ漁船 14 隻中 10 隻が操業を中止する考えだと聞いた。我々
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はこの知らせをとても心配しており、日本側には日露双方にとって重要な経済協力事

業に今後も関わっていただくようお願いしたい。 
 我々は公海でも両国の排他的経済水域でも水産資源の利用にともに取り組むように日

本側に求めている。同様な共同活動は真イカ、アンチョビ、シシャモの利用やホタテ、

ナマコ、バフンウニの栽培水産加工に関する事業でも可能だと考えている。 
 ホロクス社：ウラジオストクに本社。主な業務は漁獲と水産加工であり、サケマスが中

心。冷凍した魚を輸出しており 2019 年は 3,000 トンの輸出業績。輸出相手国は、ベト

ナム、中国、韓国そして日本。 
 ウラジオストク海洋漁業港：日本のパートナーとの協力には非常に関心を持っている。

1938 年設立の総合型の港である。この 11 年で港での貨物量は 11 倍に増えた。主な取

扱貨物は水産物であり、他にもコンテナ、ばら積みの貨物、鉄屑、一般貨物などを扱っ

ている。 
 今後ウラジオストク海洋漁業港としては、水産物とコンテナ貨物の積替え能力を拡大、

拡充することを目指している。新しく 3 階建ての冷凍倉庫を建設予定。 
 ロシア企業は漁労技術に非常に関心がある。また、船のエンジンについて日本は素晴ら

しいものを作っていると理解している。ロシア側では今後 40 隻くらいカニ漁船を作る

予定があり、需要も見込まれているので検討いただきたい。 
 (株)ニッコーという釧路の会社のシャーベットアイスの紹介があったが、この話につい

ては協会の会員に情報共有したい。 
 ロシア企業は中国企業と水産加工の協力もしているが、高度加工するための設備、機械、

技術等に何か皆様から提案はないか。魚種はホタテ、ナマコ、エビである。長期保管が

可能になるよう殺菌等の技術についても知りたい。 
 食品加工研究センターの技術支援で余市町の加工業者がカレイやニシンの焼き魚を真

空パックした商品がある。 
 

図表 65 意見交換会（水産関連）の様子 

 

全体意見交換 

 

ロシア側の発表 
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④ 株式会社松岡 東京湾岸物流センター 
日時 2020 年 1 月 30 日（木）9:30～11:30 
 (株)松岡の物流センターでは顧客からの注文が届いてから 1 時間以内に倉庫から商品

を出すことが可能。特に東京 DC センターでは一般的な倉庫よりも通路を広く確保し、

物を置かない。何の注文があるか分らないので、どの場所にも即アクセスできるような

配置となっている。 
 倉庫の容量自体は 80,000 トンであるが、内部に広い空間を確保しているため、平均的

な荷物の量は 30,000 トンくらい（約 40%）。1～6 階の上下の移動には搬送機を利用し、

通常の移動より 3 倍の速度で行える。 
 設備を提供している(株)前川製作所より、ロシアにおける物流の課題として、倉庫での

荷捌きに十分な空間を確保できていない点があげられた。モスクワでもウラジオスト

クでも、倉庫内に広い通路が確保できれば荷捌き効率を上げることができると指摘。ロ

シア側からも販売力を高めるために倉庫の改革が必要との意見が出された。 
 

図表 66 株式会社松岡東京湾岸物流センター訪問の様子 

 

意見交換 

 

倉庫視察 

 

倉庫視察 

 

記念撮影 
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