
132 
 

⑤ 豊洲市場 
日時 2020 年 1 月 31 日（金）9:00～11:00 
 日本国内には 60 の中央卸売市場があり、さらに小規模の卸売市場は 1,000 近くある。 
 水産物及び野菜・果物は昔ながらの「手やり」と呼ばれるアナログの競りが行われてい

るが、花きについてはデジタルでの機械競りとなっている。 
 仲卸市場にはレストラン、飲食店、小売店など業者だけが入ることができる。一般の人

には販売していない。 
 

図表 67 豊洲市場訪問の様子 

 

意見交換 

 

施設内部 

 

場内視察の状況 

 

市場全体模型 
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（２）農業グループ 
 
① 福山醸造株式会社 
日時 2020 年 1 月 28 日（火）9:00～10:50 
 日本と世界の大豆生産状況について福山醸造より説明。ロシア産の大豆を利用すると

仮定した場合、メリットとしては、北米と比べ輸送にかかる期間が短くなり、納期遅れ

や早すぎなどによる超過料金が少なくなるのではと考えている。 
 醤油用では、脱皮するので大豆の目の色はあまり関係ない。脱脂加工大豆化した時に利

用できるタンパク含量が多いことが重要である。脱脂加工大豆は、飼料用ではなく食用

として製造することが必要である。 
 一方、食品大豆並みの選別精度が担保されるか、品質が確保できるか、原料原産地表示

として新規に「ロシア産大豆」の表示を確保することが必要となる点が課題である。 
 ロシア側から、ロシア産の大豆は粒が小さく、気候上の制約から大きい粒にならない点

は醤油づくりでは問題になるかとの問いに、福山醸造からは「醤油づくりでは粒の大き

さは問題ないが、小粒になると全量に対する皮の割合が大きくなり、使用できる中身が

減るため取引価格は下げざるを得ない」との回答があった。 
 

図表 68 福山醸造株式会社訪問の様子 

 

概要説明 

 

展示室視察 

 

原料説明 

 

原料説明 
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意見交換 

 

圧搾工程 

 

記念撮影 

 

直売所外観 

 
② 池田食品株式会社 
日時 2020 年 1 月 28 日（火）11:10～11:30 
 池田食品(株)は札幌市に本社を置き、豆菓子の製造販売などを行っている企業。 
 同社直売所を訪問し、日本における豆菓子の販売方法や価格帯について理解を深めた。 
 訪問日は、節分の直前時期であり、日本における大豆の伝統的な利用についても理解を

深めた。 
 

図表 69 池田食品株式会社訪問の様子 

 

直売所外観 

 

節分を体験 
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③ 意見交換会（農業関連） 
日時 2020 年 1 月 28 日（火）14:00～17:00 
 ロシア側 13 名、日本側 17 名の参加で農業に関連する意見交換が行われた。 
 ロシア側からの紹介は以下のとおり。 
 LLC ソーヤ：アムール州で大豆の栽培を行う。播種面積は全体で 5 万㏊。日本の企業

がどのような大豆を輸入したいのかを知りたい。それに見合う生産体制を築き、そして

日本への大豆輸出を実現したい。 
 LLC インプロム：農産物、大豆の貯蔵を行う会社。最大貯蔵量は 2.5 万トン。取扱い

は大豆、小麦、とうもろこしなど。今は主に中国へ出荷しているが日本にも輸出してい

きたい。醤油や味噌の製造でも協力関係が結べないか検討している。 
 LLC アムールゼルノ：アムールゼルノ及びアグロハブはこれまで日本に大豆の輸出を

行ってきた。パートナーは丸紅株式会社。輸出を 10 年以上行い、主にウラジオストク

港から直接日本へ輸出している。その他に鶏卵、ジャガイモ、キャベツ、玉ねぎ、人参

などを取扱う。 
 LLC インターアグロ：ザバイカル州で豚の飼育、豚肉の生産を行う。日本の技術の導

入を積極的に進めており、冊子を作成しロシアにカイゼンを紹介している。将来的には、

外食産業において「日本のおもてなし文化」を学べるような機会を作りたい。 
 LLC DTK：DTK は泥炭の加工を行い輸出している企業。泥炭を家畜糞尿に混ぜること

で匂いを消し、肥料として利用する。 
 サハ共和国農業省：サハ共和国の主要な農産物は牛、トナカイの肉、漁獲など。 
 ヤクーツク農学研究所：クリーンな農産物の研究について意見交換をしたい。グリーン

ツーリズムも振興しているところ。 
 JSC Komdragmetall Respubliki Sakha：ダイヤモンド原石の採掘や一次加工を行う。

将来的には畜産事業（馬肉、馬油など）を手がけたいと考えている。 
 アグロテック：カムチャッカと沿海州に生産拠点があり、大豆やトウモロコシ、その他

穀物を生産し、それを飼料に加工し販売する企業。日本には大豆を飼料ではなく食用と

して輸出できればと考えている。そのためには大豆の選別が重要と考えている。 
 極東 JPPV：2018 年に日本とロシアの国家組織で共同設立された。8 項目の協力プラ

ン示されたプロジェクトを全面的にサポートすることが目的。日本企業がロシア極東

でビジネスを行う際に情報検索・収集・分析などでサポートすることができる。 
 日本の豆腐店から情報提供。日本全体の豆腐メーカーではカナダ産とアメリカ産の大

豆を使っているところが大半。粒が揃い、タンパク質が多く、甘みのある大豆を豆腐メ

ーカーは求めている。 
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図表 70 意見交換会（農業関連）の様子 

 

全体意見交換 

 

個別商談 

 
豆腐メーカーで使われている大豆 

 

 
④ 東洋埠頭株式会社 神の池物流センター 
日時 2020 年 1 月 30 日（木）10:00～11:45 
 東洋埠頭(株)では、大豆を利用した納豆や豆腐メーカーを顧客に持つ。現在は北米産大

豆を使用しているが、当初はロシア産大豆を使用していた。 
 センターでは、納豆や豆腐で使われる大豆の選別、ブレンド、保管などを行っている。

大豆は海外からコンテナで輸送される。20ft コンテナに積み込まれた大豆をセンター

の貯蔵施設に積み替える作業は 5 分ほどで完了する。 
 大豆はフレコンバッグに詰め替え、割れた大豆、色味の悪い大豆などを取り除き、室温

10℃前後の倉庫で保管を行う。 
 保管している大豆のサンプルをメーカーの研究室に送り、研究室で成分を分析する。成

分を分析した上で研究室から大豆ブレンドの指示が出される。東洋埠頭ではメーカー

の指示に合わせてブレンドを行い、メーカーの工場まで搬入する。大豆自体はメーカー

の所有物であり、東洋埠頭はメーカーの指示のもと保管・選別などを行っている。 
 日本側から、このような保管・選別のセンターをロシアに作った場合のメリットの有無

についてたずねたところ、ロシア側企業から実際に見て日本の機械の精度の高さに驚

き、導入したいとの意向が示された。 
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