
ロシアにおける事業化可能性調査
今後の日露協力プランの具体化に向けて、現在計画中の民間企業の案件形成状況を勘案しつつ、広く民間企業
が裨益可能な個別支援案件を特定し、その案件実現のため、ロシア極東等農林水産業プラットフォーム会合等に
おいて把握する民間企業のニーズを踏まえた事業化可能性調査を実施。(株)道銀地域総合研究所に委託して実
施。

調査概要 (農業）

１．土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の投資に関する課題と将来性
① 調査の概要

・ハンカ湖周辺地域、ロシア沿海地方の灌漑、排水システムなどの基盤整備の状況、水稲栽培の現状
・サハリン州の露地園芸作物の栽培技術、栽培状況、日本製機械の導入可能性 等

② 調査地域
・ハンカ湖周辺地域、ロシア沿海地方、サハリン州

③ 調査時期
平成29年７月下旬～10月中旬（予定）

２．園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査
① 調査の概要

・サハ共和国の通年型温室における果菜類や葉物野菜の新規品種の栽培可能性
・サハ共和国以外の地域での通年型温室栽培可能性
・技術・設備導入に係る融資、民間資金の状況 等

② 調査地域
・サハ共和国、モスクワ、ボロネジ等

③ 調査時期
平成29年７月下旬～平成30年２月中旬（予定） １
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調査概要 （林業・水産業）

３．木材加工品の生産施設の建設、日本向け輸出の可能性
① 調査の概要

・ロシア国内での木質ペレットの生産量、市場価格及び海外輸出先
・日本国内に輸出する際の課題（検疫、税関）及び物流経路
・ロシア国内の木質ペレット工場等の生産施設建設に係る建設コスト及び融資、民間資金の状況
・ロシア国内の木質ペレット工場等の建設に当たっての建設許可等の行政手続
・木質ペレットの対日輸出の可能性 等

② 調査地域
・ロシア極東（沿海地方、ハバロフスク地方）

③ 調査時期
平成29年９月上旬～２月中旬（予定）

４．水産加工における日本企業の投資に関する課題と将来性
① 調査の概要

・ロシア極東（沿海地方）の水産加工会社が抱える課題
・水産加工分野の外国投資の現状
・日本の水産加工技術、設備の導入可能性
・水産一次加工品の対日輸出の可能性 等

② 調査地域
・ロシア極東（沿海地方）

③ 調査時期
平成29年９月中旬～１２月上旬（予定）
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ロシアにおける事業化可能性調査 中間報告 （農業）
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１．土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の投資に関する課題と将来性

沿海地方

サハリン州

出展：国土地理院

調査先

①ハンカ湖周辺地域
ハンカ地区地方行政府（カーメニルイボロフ村）、ハンカ地区水稲作農業経営体、灌漑・排水システム（ホロリスキー地区）

②ウスリースク市（ロシア沿海地方）
ロシア沿海地方農業アカデミー、沿海地方農業科学研究所

③ユジノサハリンスク市（サハリン州）
チプリーチニ社、ネベリスク・アグロスナブ社（温室栽培事業者）、サハリン中等農業機械専門学校



ロシアにおける事業化可能性調査 中間報告 （農業）
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１．土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の投資に関する課題と将来性

①ハンカ湖周辺地域（調査時期：平成29年８月２日～８月４日）
調査目的：ハンカ湖周辺地域の灌漑、排水システムなどの基盤整備の状況、水稲栽培の現状調査
調査先 ：ハンカ地区地方行政府、ハンカ地区水稲作農業経営体、灌漑・排水システム

ハンカ湖周辺地域
ホロリスキー地区

今年の生育は10日ほど遅く、
出穂は8月15日以降

ハンカ湖周辺地域
ホロリスキー地区のポンプ所

1基 毎秒3立方メートル
6基のポンプ機

ハンカ湖周辺地域
ホロリスキー地区

幹線水路から支線水路へ
の水門（1981年に設置）

ハンカ湖周辺地域
用水路

幹線・支線水路とともに
土を掘割しただけの水路



ロシアにおける事業化可能性調査 中間報告 （農業）
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１．土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の投資に関する課題と将来性

②ウスリースク市（調査時期：平成29年８月２日～８月４日）
調査目的：ロシア沿海地方の灌漑、排水システムなどの基盤整備の状況、水稲栽培の現状調査
調査先 ：ロシア沿海地方農業アカデミー、沿海地方農業科学研究所

ロシア沿海地方
農業アカデミー

アカデミーの概要と
世界の大学、研究機関、
民間との共同研究の実績
等についてヒアリング

ロシア沿海地方
農業アカデミー

大豆の栽培試験圃場

沿海地方農業科学研究所

研究概要及び水稲の育種、
栽培研究等
についてヒアリング

沿海地方農業科学研究所

試験水田



ロシアにおける事業化可能性調査 中間報告 （農業）
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１．土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の投資に関する課題と将来性

③ユジノサハリンスク市（平成２９年７月24日～７月26日）
調査目的：サハリン州の露地園芸作物の栽培技術、栽培状況、日本製機械の導入可能性調査

調査先 ：チプリーチニ社、ネベリスク・アグロスナブ社（温室栽培事業者）、サハリン中等農業機械専門学校

チプリチニー社
（サハリン州）

玉ねぎの栽培状況の確認
アドバイス

チプリチニー社
（サハリン州）

玉ねぎの栽培状況の確認

ネベリスク・アグロスナブ社
（サハリン州）

日本の温室技術の導入
可能性に向けた打合せ

サハリン中等農業機械
専門学校（サハリン州）

日本の教育機関との協力
について意見交換



ロシアにおける事業化可能性調査 中間報告 （農業）
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２．園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査

モスクワ

サハ共和国

調査先

①モスクワ
ロシア農業省、ロシア直接投資基金 ロシア極東発展基金

②ボロネジ
ボロネジ州投資戦略プロジェクト機構

③サハ共和国
サハ共和国政府

ボロネジ

昨年から稼動しているサハ共和国の通年型温室栽培施設



ロシアにおける事業化可能性調査 中間報告 （農業）
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２．園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査
①モスクワ （平成29年７月19日～７月20日）
調査目的：ロシア国内の融資、民間資金の投資等に関するファイナンススキーム調査

通年型温室施設のロシア国内他地域での展開及び規模拡大の可能性調査
調査先 ：ロシア農業省、ロシア直接投資基金 ロシア極東発展基金

②ボロネジ （平成29年７月21日）
調査目的：ロシア国内他地域での日本の技術を活用した通年型温室栽培の可能性調査
調査先 ：ボロネジ州投資戦略プロジェクト機構

ロシア農業省
（モスクワ）

・温室栽培施設の規模拡大の
可能性

・他地域での通年型温室栽培の
展開可能性

ロシア直接投資基金
（モスクワ）

・ファイナンススキーム調査
・他地域での通年型温室栽培の
展開可能性

ロシア極東発展基金
（モスクワ）
・ファイナンススキーム調査

ボロネジ州
投資戦略プロジェクト機構
（ボロネジ）
・他地域での通年型温室栽培の
展開可能性



ロシアにおける事業化可能性調査 中間報告 （農業）
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２．園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査

参考：ボロネジ市内のスーパーマーケットでの野菜等の販売状況（2017年7月）

キュウリや葉物野菜は夏場のため地物が多かった。
トマトやタマネギはインドやウズベキスタン等からの輸入物が多かった。

ウズベキスタン産のトマト ロシア産のキュウリ インド産の玉ねぎ



ロシアにおける事業化可能性調査 中間報告 （農業）

１０

２．園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査

③サハ共和国（平成29年７月24日～７月27日）
調査目的：将来的な温室栽培施設の規模拡大の可能性、新規品種の栽培可能性

現地市場調査
調査先 ：サハ共和国、ヤクーツク市内スーパーマーケット

サハ共和国政府
（サハ共和国）

通年型温室拡張工事
に向けた取り決め

新規品種（キュウリ）の
栽培に向けた打合せ サハ共和国

ヤクーツク市内
スーパーマーケット
市場調査



ロシアにおける事業化可能性調査 中間報告 （農業）
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２．園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査

参考：サハ共和国ヤクーツク市内のスーパーマーケットでの野菜等の販売状況（2017年7月）

中国産のトマト、玉ねぎ、ニンジン、パプリカ ロシア産のキュウリ、茄子、スイカ、ジャガイモ パキスタン産のミカン（上）
エクアドル産のバナナ（下）

キュウリ等の露地野菜は夏場のため地物が多かった。
トマトやタマネギ等は中国からの輸入物、果物等については南アジア、南米からの輸入物が多かった。



ロシアにおける事業化可能性調査 今後のスケジュール （予定）

１１

７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

１．土地利用型農業生産
や灌漑排水システム等
の農業インフラに対する
日本企業の投資に関す
る課題と将来性
（沿海地方）

１．土地利用型農業生産
や灌漑排水 システム等
の農業インフラに対する
日本企業の投資に関す
る課題と将来性
（サハリン州）

２．園芸作物生産におけ
る日本技術の適用可能
性及び現地実証調査

３．木材加工品の生産施
設の建設、日本向け輸出
の可能性

４．水産加工における日
本企業の投資に関する
課題と将来性

ハンカ湖周辺調査 沿海地方周辺調査

栽培の現状
機械導入に向けた
調査

技術指導
MOU締結に向けた
調査

機械の対露輸出
事業化可能性等
調査

温室規模拡大
新規品種栽培
他地域展開
ﾌｧｲﾅﾝｽｽｷｰﾑ
調査

新規品種テスト栽培
調査

温室規模拡大
他地域展開
ﾌｧｲﾅﾝｽｽｷｰﾑ
調査

現状、課題
調査

現地生産施設建設
可能性等
調査

ﾌｧｲﾅﾝｽｽｷｰﾑ
調査

対日輸出
可能性
調査

現状、課題
調査

投資環境
事業化可能性等
調査

対日輸出
可能性
調査


