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ロシア進出企業へのヒアリング調査

• ロシアで活動中または近年活動した実績を持つ日本企
業社に対しヒアリングを実施。

• 調査内容：ロシア進出の際に対応が必要となったロシ
ア独自の規制・ルール（輸入に係る規制、流通に係る
規制、表示・規格、参入規制等）及び商慣行

• ヒアリング対象：食関連企業10社（農業、食品製造、
食品小売、加工機械製造、外食、水産等）の経営者ま
たはロシア事業担当者

• 調査期間：2017年12月～2018年1月
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要望② ビザの緩和

• ロシアの規格を国際規格に近づけてほしい。アンモニアを使用する機
器の場合、ロシアでは爆発危険物にカテゴライズされて要件が非常に
厳しくなり、製品をロシア仕様に変更する必要。（加工機械製造）

• 農薬に関する規制を緩和してほしい。濃度や基準値を超えた場合の出
荷停止期間を緩和してほしい。難しければ、農薬の登録手続きを簡素
化してほしい。（農業生産）

• 衛生関連の規制を改善してほしい。厨房のシンクは野菜用、肉用、魚
用に別々で用意する必要があり、また、生鮮品を保存する際には、加
工日、保管開始日などを袋に明記するなど、非常に細かな規定があり、
査察では逐一チェックされる。（外食）

要望① 規格・認証

• 日本法人の従業員がロシアの就労ビザを取得する際に、東京で代理申請
できる制度を希望。現状はモスクワに出向く必要があり、手続きが煩雑
で申請受付期間が短い。（加工機械製造）

• HQS（高技能専門家）ビザの取得を簡素化してほしい。（外食）
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• 現地法人が快適に活動できる環境をつくってほしい。ロシアで
法人を設立すると、煩雑なロシアの会計制度に対応するために、
法務専門のスタッフを雇用しなければならなくなる。（加工機
械製造）

要望③ 企業活動

• ロシアの銀行のルールを改善してほしい。パートナー企業が銀
行を通じて日本に送金するためには、日本企業とパートナー企
業との契約書に商品代金以外も含めて細目を記載する必要があ
り、契約書の作成や改定が煩雑。（食品製造）

要望④ 金融システム

要望⑤ その他

• ロシアに新製品のサンプルを送ることが難しい。他国のように
EMSやコンテナ混載で送れるようにしてほしい。（加工機械製
造）
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• ロシアに進出したい中堅・中小企業は、ロシア専門商社に相談
すべき。専門商社ならば、例えば事務所の開設に関しても、一
般的な物件よりも賃貸相場が安くて経理サービスも受けられる
ロシア外務省傘下の外交使節団サービス公社（UpDK）の物件
なども案内できる場合がある。（水産）

• ロシア法人を登録することは容易でない。手続きではロシアの
信頼できるパートナーに推進してもらうことが必要。事務所の
開設については、店舗候補先を先に見つけ、そこの地権者に申
請予定の法人の法的住所としても活用させてもらうように事前
に相談し承諾を得ていたので、法的住所確保のための事務所保
有を回避できた。（食品小売）

• 人材マネジメントについては、雇用契約書のJob Description
（職務記述）の作り込みが大事。ロシア人は、ここに書かれて
いないことはやらない。また、社員に罰則を与える根拠にもな
る。社内ルールを制定しても、あまり意味はない。（農業生
産）

助言・留意点① 企業活動
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• ロシアで水産物を加工して日本に輸出する場合、製品数量の多
寡にかかわらず30もの機関を回って証明書を取得する必要があ
るといわれている。煩雑な手続きに対応できるのは大手メー
カーだけ。（水産）

• 環境基準等は日本よりかなり厳しい。許認可の取得と絡んでい
るので、複雑で全体像が理解しずらい。（農業生産）

助言・留意点② 生産施設開設に向けた許認可の取得

助言・留意点③ 表示義務・規格等
• 食品は、輸入通関申告時に全ての商品に一括表示ラベルが、貼付
されていることが必要。こうした細かな対応を行ってくれる日本
側のメーカーの理解がロシアへの輸出の際に重要。（食品小売）

• 最終製品の裏面ラベルは代理店が現地でロシア語のものを作成し
て貼り付けている。言語の壁があるので内容の確認に手間がかか
り、代理店主導で行わざるを得ない。（食品製造）
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助言・留意点④ 代金の回収

• ロシアのサービス会社に支払いをする際に、オフショア口座を
指定される場合があり、実態のある会社の口座なのか確認する
必要。（加工機械製造）

• ロシアで会社が倒産した場合、債務返済の優先順位は①税金、
②従業員への支払い、③取引先企業になっているため、担保を
とっても実質的な効果が薄いことがある。（水産）

助言・留意点⑤ 外国企業の参入に関する法的な規制

• ロシアでは、ソ連時代の規則が引き継がれていたり、ソ連崩壊
後に新たに付け足されたりしたため、条文の内容が厳し過ぎ、
実行不可能な場合や条文自体に整合性がないことが少なくない。
そうした法令を整理すること自体が困難であり、また、改正を
外国が求めてもロシアが受け入れるとは期待できない。そのた
め、重要なのは本音と建前を理解して対応すること。例えば、
機械のロシア向け認証を取得する際には、ロシアの検査官と現
場で粘り強く交渉し、ケースバイケースで対応することが必要。
（加工機械製造）
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• ロシアと日本ではビジネスマインドにギャップがある。例えば、
ロシアでは契約書を締結してもその通りに履行される保証がな
く、「今月はお金がない」といった理由で容易に未払いが発生
する可能性がある。相手企業がどのような状態にあるのか見極
め個別に対応する必要。（水産）

• ロシアでは社長による個人保証の制度が整備されておらず、会
社が倒産しても社長が責任を取らないことが多い。（水産）

• 政治的な要因（特に外交）が経済に大きく影響する点について
はリスクが高い。出店を準備していた2014～15年に制裁とルー
ブル下落による経済危機が始まり、外食市場（特に輸入食材を
使う業者）が落ち込んだため、計画を見直さざるを得なくなっ
た。（外食）

助言・留意点⑥ 商慣行の違い等
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• 日本とは大きく異なっており、理解するのが難しいため、ロシア
人の経理スタッフを何人も抱え込まねばならず負担が大きい。ま
た、業績がよくなると税務当局の監視が厳しくなる。（水産）

• 日本との大きな違いは、仕入・経費等の「損金算入」のための条
件が厳しいということ。「仕入」を例にとると、売買契約・イン
ボイス・アクト・銀行間の送金授受の履歴の全てが連動一致して
初めて、「仕入」として税務上認められる。「経費」についても
単なるレシートのみでは認めてもらえず、契約書、インボイスな
どの書類がそろって初めて「経費」として認めてもらうことが可
能。（食品小売）

助言・留意点⑦ 会計処理

ロシア政府関係機関（極東投資誘致・輸出エージェンシー）のコメント

• こうした問題の多くは馴染みのものであり、許認可取得、エネ
ルギー価格の引き下げ、優遇措置の適用など、既に日本企業を
支援した実績もある。

• 日本側の要望は把握したが、より具体的な問題解決のためには、
日本企業が直接問い合わせをしてくることが望ましい。また、
今回の日本のヒアリング調査の実施者と協力することも可能。
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まとめと今後の課題

• 認証やビザ取得手続きの簡素化、現地法人活動に際しての
会計業務負担の軽減の要望が目立った。

• ロシアビジネスのベテラン企業からは、個別の法改正を求
めずとも対応できるケースもあるとの指摘も。そうしたベ
テラン企業のノウハウを利用することも、ロシアビジネス
のハードルを下げるためには有効。

• 規制や会計に関する詳細な情報は、現地日系企業で働くロ
シア人の法務担当者や経理担当者（あるいは外部の専門
家）が持っていることが多く、ロシア当局に具体的な要望
を示すには、そうした現場担当者の協力が必要。

• ジェトロや経団連も本調査と一部共通する調査を継続的に
実施しており、これらの団体の協力も得ることが望ましい。
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極東からの乾牧草（チモシー）の輸入可能性の調査結果

3検体を分析。
オートクレーブ処理前(上)と後(下)

＊2018年3月8日
プラットフォーム
会合報告「ロシア
極東からの乾牧草
（チモシー）の輸
入の可能性と課
題」にて事業化モ
デルを提案。

沿海地方産チモシーについて、口蹄疫非清浄国であるロシアからの輸入に必要と
なる加熱処理（オートクレーブ処理）を行い、処理前と後で成分の変化を調査。
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成分分析結果

・いずれのサンプルも粗タンパク質や粗脂肪の含有率が低く、可溶無窒素物の含有率が高い。
・セルロース含有率が高い可能性が考えられる。
・β-カロテンに関してはサンプルCが比較的良好な乾草と考えられる。
・硝酸態窒素含有率は低く、飼料として硝酸態窒素に関する安全性に問題はないと考えられる。
・オートクレーブ処理によって、粗繊維、NDFomおよびヘミセルロースの含有率が減少。

サンプル名

オートクレープ処理後 オートクレープ処理前

Ａ Ｂ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ

水分（％） 3.52 3.02 3.90 6.51 8.70 7.31

粗タンパク質（％） 2.53 4.41 5.30 2.60 4.65 5.31

粗脂肪（％） 1.05 1.61 1.85 1.11 1.54 1.98

粗繊維（％） 35.22 35.03 31.30 37.24 38.53 32.71

粗灰分（％） 5.20 4.37 7.61 5.13 4.28 7.21

可溶無窒素物（％） 56.00 54.58 53.94 53.92 51.00 52.79

カリウム(％） 0.93 1.18 1.18 0.90 1.15 1.13

カルシウム（％） 0.16 0.18 0.64 0.15 0.15 0.55

NDFom（％） 72.40 70.16 66.55 74.22 73.20 69.39

ADFom（％） 46.20 44.92 45.26 46.93 45.99 43.00

ADL（％） 11.67 13.15 13.94 9.25 7.91 8.86

セルロース（％） 34.53 31.77 34.32 37.68 38.08 34.14

ヘミセルロース（％） 26.20 25.24 21.29 27.29 27.21 26.39

βカロテン(mg/kg) 0.00 1.94 7.47 0.30 1.97 7.42

硝酸態窒素(ppm) 8.78 12.37 12.45 9.80 7.72 10.66

分析・コメント：名城大学農学部
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成分分析に関する実需者のコメント

①栄養価（βカロチン以外）、ADF、NDF
●オートクレーブによる加熱が栄養価に与える影響について、牧草を評価
する上で必ずチェックされるCP（粗タンパク）等の影響はないものと思わ
れる。ただし、CPは北米産に比べて相対的に低かった。
●今回の分析にはTDN（可消化養分総量）とRFV（相対飼料価）が入って
いないため、これらの項目も含めて、総合的に評価する必要がある。
●加熱処理により完全に茶色に変色する中国産稲わらとは異なり、チモ
シーはストローでなくヘイであり色目の劣化がないことが非常に重要。

②βカロテンについて
●チモシーの乾牧草の平均値は3～13mg/kg程度とされているが、3検体と
も数値にばらつきがあり、かつ処理後の値は変化が見られなかった。特にA
検体は数値が0となっていた。今回のサンプルは収穫後、屋外で長い間放置
されたため、βカロテンが消失し、その結果、オートクレーブによる処理前
後でも数値に変化が見られなかった可能性がある。
●次回以降は収穫直後の牧草及びその加熱後の検体を測定する必要がある。
従って今回の分析値では正確な評価が難しい。
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まとめと今後の課題

●加熱処理による栄養価の極端な低下は確認され
なかったが、βカロテンが0の検体があるなど、保
管状態に問題のあるケースがあったこともあり、
今回の分析で正確な評価を行うのは難しい。

●適切な保管条件の検体を用意し、青刈り、天日
干し、サイレージなど処理の異なる検体の成分や
色味の変化を比較する必要がある。


