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 日本側からロシアの港の荷役施設が脆弱であるため異物混入の恐れと施設整備の必要

性について指摘したところ、ロシア側から施設整備のために国からの低利貸付を利用

しようとした場合、海外企業との長期的な取引が可能かの審査があり、日本との長期的

な取引が前提になる旨、回答があった。 
 

図表 71 東洋埠頭神の池物流センター訪問の様子 
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色選別機 

 

色選別機ではじかれた大豆 

 

色選別機ではじかれた大豆 

 

記念撮影 

 
⑤ 太子食品工業株式会社 日光工場 
日時 2020 年 1 月 30 日（木）15:30～16:30 
 太子食品工業株式会社は、青森県に本社を持つ大豆製品のメーカーである。青森県三戸

町で納豆づくりからスタートし、現在大きい工場が 4 つある（十和田工場、雫石工場、

古川清水工場、日光工場）。 
 太子食品工業株式会社では、年間 15,850 トンの輸入大豆と 6,600 トンの国産大豆を使

用している。輸入大豆は豆腐、油揚げ、納豆、もやしとして使用。日光工場の従業員数

は 96 名。1 日約 24 トンの大豆を使用する。1 日当たりの製造量は豆腐 26 万丁、油揚

げ 20 万枚。 
 太子食品では 2019 年 6 月にモスクワ、10 月にウラジオストクで大豆生産者と意見交

換を行った。Non-GMO が 100%であることから、ロシア大豆を使いたいと考えている。

課題としては、日本では食品用大豆の選別が厳しいので打合せをしながらクリアして

いきたい。 
 大豆の選別に重要な要素として、豆腐を固めるためタンパク質量が非常に重要になり、

現在はタンパク質含有量 35～40％の大豆を使用しているとのこと。 
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