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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 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、日本の技術の導入可能性 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～平成30年２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）

調査概要



調査概要

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～平成30年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～平成30年２月中旬（予定）
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1. 沿海地方の農業と稲作
2. 沿海地方政府の農業振興方針
3. ハンカ湖周辺の稲作・畑作複合経営

4. 沿海地方の稲作技術
5. 沿海地方の灌漑システム
6. 沿海地方の水田
7. 沿海地方稲作の課題、事業化における留意点

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の事業化可能性調査（ハンカ地区を中心に）



5１．沿海地方の農業と稲作

沿海地方の農作物播種面積（2016年）
※1 出所：ロシア連邦統計局
※2 （ %）は2016年/2012年比

項目 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

面積(ha) 23,284 22,551 24,602 18,778 21,248

収穫量（千ﾄﾝ 38.5 50.2 61.5 45.9 49.9

収量（ﾄﾝ/ha） 2.66 2.34 2.50 2.65 2.34

出所）ロシア連邦統計局

表１ 沿海地方の水稲栽培

農業の概要

 耕地面積 ７０万ha（作付面積５０万ha、耕作率７０％）

 農業の担い手

・①大規模企業法人１２０社、②伝統的な中規模企業法人９８５社、③小規模個人経営１８万戸

・耕作面積 ①+②＝３０万ha、③２０万ha
 海外企業との合弁会社 ３０社（露＋中：２１社、露＋韓：９社）

 作物生産：大豆に特化（全体の７１％）

沿海地方の稲作

 ハンカ湖周辺５地区に約５万haの水田、うち稲作は２万ha前後

 大豆、麦類などの畑作物と水稲を組み合わせた田畑輪換の作付体系

 頻発する洪水による水稲栽培面積の減少

 寿司ブームにより、ジャポニカ米の生産拡大

沿海地方の播種面積
※出所：ロシア連邦統計局



6２．沿海地方政府の農業振興方針

農業振興施策

 沿海地方農業発展計画（2013～2020年）
・総額123億Rub、2017年には30億Rubの予算
・最優先は生産技術の近代化

 施設・機械導入に対する補助制度
・購入資金への補助：（例）トラクター30％、コンバイン50％
・利用面での課題

手続きの煩雑さ、購入代金決済後に補助金が支給される制度の不備、補助決定までの時間ロス

 借入資金に対する利子補給制度
・市中金融機関の貸出し金利9.6～14.0％／年
・（国）ロシア農業銀行が一次産業を対象に年利1.0～5.0％で融資、その実績は2016年56億Rub
・2017年より手続きの簡素化

 新型経済特区制度による農業投資の誘導と畜産振興
・優先的発展区域（TOR）をミハイロフスキー地区に設定
・農企業の進出に対して、電気、ガス、水路などのインフラ利用面で優遇措置
・酪農と養豚経営の育成
・ベトナム企業が参入をめざし地方州政府との協議が進行

地方政府のスタンス～畜産振興に重点、米の優先順位は低い
 米の国内生産量120万ﾄﾝ

クラスノダール地方100万ﾄﾝ、沿海地方5万ﾄﾝ（4％）
 米消費量が国民１人当たり年間8kg

日本の１／７程度で推移し、食生活のうえで主食ではない
 米は国内主産地であるクラスノダール地方から十分に供給

沿海地方内では不足感が無い
 米の輸出振興支援

関連施設の整備など新たな補助が必要になるので難しい

＜参考＞ロシアの代表的な米料理

 カーシャ（ミルクかゆ）
 プローフ（チャーハン）
 バターライス
 ピロシキ、クレープの中身
 パイ、スープの具材
 ライス入りハンバーグ



7３．ハンカ湖周辺の稲作・畑作複合経営

アリアンス社（水産会社出資による大規模経営 2010年設立）

 土地利用：耕地面積６，５００ha （大豆３，５００ha、水稲１，３００ha、 そば８５０ha） ○大豆は自社搾油工場で製品化

 水稲品種：インディカ米「クバンシュ」５０％ ジャポニカ米「マンシュ」５０％ ○カントリーエレベータをさらに増設

播種機（グレンドリル） 収穫機（ハーベスター） カントリーエレベータ（3,500ｔ×3基）

ビリテンコ社（集団農場の構成員が複数で引き継いだ伝統的な中規模経営）

 土地利用：耕地面積３，０００ha（大豆８００ha、水稲１，０００ha、麦類１，２００ha）

 水稲品種：インディカ米「ルゴボイ」５０％ ジャポニカ米「マンシュ」５０％



8４．沿海地方の稲作技術
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 水稲の直播栽培体系

日本の乾田直播、湛水直播に類似

 大豆、とうもろこし、麦などとの田畑輪換栽培

 施肥量は北海道の５０％程度

沿海地方（Ｎ：４０～５０kg/ha、北海道８０kg/ha)

 病害虫防除

無防除の年もあり、低農薬栽培

 施設・機械

畑作物との汎用利用

乾田直播の施肥・播種機
（ドリルシーダー）

湛水直播の施肥・播種機
（ブロードキャスター）

米の検査項目と基準



9５．沿海地方の灌漑システム

ハンカ湖

第１幹線水路
第２幹線水路

第１揚水場
第２揚水場

支線水路

水田

国営管理会社
利用企業

水路管理→

第２揚水場ポンプ室
（ホロリスキー地区）
1981年設置した比較的
新しい施設

揚水量3㎥/秒×6基
2.5万haの水田に供給可能
実供給面積は３千ha

第２幹線水路 出水口

第２幹線水路の水門

素掘りの第２幹線水路

第２幹線水路から支線
水路への取入口

支線水路

 ハンカ湖周辺の灌漑システム

灌漑用水の供給能力に比べて水田の利用面積が小さく、十分に余裕があるため、現地から急がれる要望は聞かれなかった。
しかし、施設の老朽化が課題で、その対応は国営管理会社に委ねられる。



10６．沿海地方の水田

 水田の区画

１区４～１０haの水田が１５圃場前後で約１００ｈａを１団地として農道、水路を配置

 稲作企業の水管理専門家の業務

・国営管理会社と通水期間、水量などを協議

・水田の水管理（１日３回の水回り）

 用水利用の負担金

・７０Rub/ha

ビリテンコ社の圃場図（一部）



11７．沿海地方稲作の課題、事業化における留意点

現地の稲作企業が抱える課題

 収量の豊凶差が激しい
・近年農耕期間の気象変動が大きく、７月、８月は雨が多く洪水の心配もある
・平年収量は3.5～4.0ﾄﾝ/haであるが、不良年では3.0ﾄﾝ/haを下回る

 米の価格変動が大きい
・国内の米主産地であるクラスノダール地方の作柄に左右される

（米価格：2016年38～40R/kg、2017年見込み28～32R/kg）
・ルーブルの為替相場に影響される（中国からの輸入米との競合）

 老朽化した施設機械の更新が必要
一部の外部資本による経営を除き

・投資資金が必要
・技術導入は慎重に経済性を判断

 農作業を適期に正確に実施し収量の向上と安定化させる技術
・5/10～5/25の15日間で大面積水田に播種を確実に終わらせる
・肥料を均一に散布し生育ムラを抑制、除草剤を均一に散布し雑草抑制
・適切な水管理で除草剤の効果を高め稲の生育を促進する技術

 米価を維持するための販売の多様化

 低コストの技術の導入
・伝統的な中規模経営は、資金力に不安。経済性が担保される技術が必要

旧式の農業機械（ビリテンコ社）

平均気温と降水量（平年値）
※北海道名寄市は水稲の北限地帯

気象変動が
最大の課題

技術導入や投
資は経済性の
判断を優先

留意点

 将来の投資や事業化の検討にあたっては次のような留意点がある。

•ロシアにおける稲作は近隣諸国への輸出も視野に入れており、今後の生産規模の拡大しだいでは、ロシアの稲作地帯から近距
離である日本への輸出圧力につながる可能性がある。

•ロシア国内市場や中国等に安い価格で流通し、現在増加傾向にある日本産米の輸出と競合する可能性がある。
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1. ロシア極東サハ共和国の野菜事情
2. ロシア極東サハ共和国の通年型試験温室施設
3. サハ共和国、ロシア極東等への更なる規模拡大の可能性

4. ロシア国内他地域での日本技術を活用した通年型温室栽培の可能性
5. ロシア極東等における日本技術を活用した通年型温室施設の事業化可能性

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



13１．ロシア極東サハ共和国の野菜事情

（１）野菜事情
・真冬の最低気温は-50℃を下回るため、夏の短期間の野菜栽培のみである。
・国内で消費する野菜の多くは中国産をはじめとする海外の輸入物に依存している。
サハ共和国においては生鮮野菜を摂取できる時期は年間２，３ヶ月程度

中国産のトマト、タマネギ 地元産のキュウリ、ナス

参考：サハ共和国ヤクーツク市内の
スーパーマーケット、バザール
野菜の販売状況（2017年7月）

・世界保健機関(WHO)が推奨する一人当たりの野菜の年間最低摂取量は146kgであるが、サハ共和
国においては約80kg程度しかなく、ロシア国内でニーズの高いキュウリやトマトの一人当たりの年間
消費量は約７kg程度である。

・WHOで推奨している目安量の半分程度しか摂取しておらず、ビタミン不足が懸念されている。

出所）サハ共和国国家プログラム、サハ共和国統計局、ヤクーツク市

サハ共和国での年間生産量(t) 他国からの年間輸入量(t)

野菜 37,300 43,500



14１．ロシア極東サハ共和国の野菜事情

（２）野菜価格
・夏から秋（7～９月）にかけては個人菜園または露地物の作物が多く出回る。
・８月が野菜価格の底値となり、ロシア産のトマトは50～120R/1kg、キュウリは50～100R/1kg
・冬季のロシア産（温室施設栽培）のトマトは250～350R/1kg、キュウリは240～350R/1kg

（３）野菜需要
・冬期間の需要を満たす通年型温室施設による野菜栽培実現を目指す。
・既存のスーパーマーケットの小売チェーン店のほか、直売所や公設市場、外食産業、教育機関（幼
稚園、学校等）、医療機関等へのマーケットの拡がりが期待できる。

・現在トマト、キュウリの市場規模は6,300tではあるが、掘り起こしていない潜在需要も含めキュウリ
10,000t、トマトは25,000t上積みが可能であるとサハ共和国をはじめ現地行政機関は見込んでいる。

サハ共和国のトマト（ミニトマト除く）、キュウリの価格
出所）ヤクーツク市資料及び現地調査に基づき作成

地元産のトマト 120R/1kg タンザニア産のﾁｪﾘｰﾄﾏﾄ 380R/1kg中国産のトマト 195～210R/1kg
中国産のﾁｪﾘｰﾄﾏﾄ 269R/1kg

参考：サハ共和国ヤクーツク市内の
スーパーマーケット、小売店
野菜の販売状況（2017年7月）

中国産の価格 ロシア産（夏季） ロシア産（冬季）

トマト kg 220～250 50～120 250～350

キュウリ kg 220～250 50～100 240～350

品目 単位
価格（ルーブル）



15２．ロシア極東サハ共和国の通年型試験温室施設

（１）試験温室設置
・通年型温室施設による本格的な野菜栽培はこれまで実施なし。
・現地行政関係者によるとソ連時代も含めドイツやオランダ等の海外企業が設置に向けて検討を行っ
たが極寒地のため実現には至らなかった。

・2014年ヤクーツク市、アルマズエルギエン銀行が中心となって日本技術による温室施設設置を検討、
日本企業への要請があった。
・2016年日本国内商社、農業施設建設会社、農業生産法人等10社が参画して0.1haの試験温室施設を
サハ共和国ヤクーツク市に設置した。

ヤクーツク市の通年型温室栽培施設

（２）トマトの試験栽培実施
・2016年11月～2017年７月 試験温室にて厳冬期でのトマトの試験栽培実施した。

・試験結果としては、0.1ha当たりで約25tの収量であった。
・ハウス内の結露水の凍結、補光用照明の増設による日照時間増加等、収量向上の課題があった。
・これら課題をクリアして、今年度はロシアでニーズの高いキュウリの試験栽培がスタートした。

極寒期のトマトの試験栽培

（３）今後の計画、予定
・2018年から１.2haの温室を建設、同年9月に完成、トマト、キュウリの栽培がスタートする予定である。

・2020年までに約3.2haの通年型温室施設の設置を目指す。



16３．サハ共和国、ロシア極東等への更なる規模拡大の可能性

（１）温室施設の採算性
サハ共和国ヤクーツク市における試験温室結果を参考に3.2ha温室施設の採算性を検討した。

（２）温室施設コスト
・運営コスト、光熱費（ガス、電気料金）がそれぞれ概ね３割、減価償却費が概ね２割という概算
・光熱費は厳冬時の暖房、日照不足を補うための照明
・最近、光熱費の値下げあった。夜間の電気料金は昼間の半額、日照不足を補う照明を夜間に使用
できるメリットがある。

出所）ヤクーツク市役所の資料、北海道総合商事㈱聞取りに基づき作成
※ロシア連邦政府の補助金があることを前提としている。

  トマト キュウリ 

目標収量(kg/㎡/年) 50 100 

販売単価(ルーブル/kg) 250 250 

総事業費 概ね 20 億円～30 億円程度を想定 

投資回収 概ね 10 年程度を想定 

 

出所）ヤクーツク市資料、SAYURI社聞取りに基づき作成

【参考】 サハ共和国のエネルギー料金
・電気料金
昼間 4.4ルーブル/1Kwh
夜間 2.2ルーブル/1Kwh

・ガス料金
４ルーブル/1㎥
2017年11月現在 出所）SAYURI社聞取りに基づき作成



17３．サハ共和国、ロシア極東等への更なる規模拡大の可能性

（３）更なる規模拡大の可能性

・ロシア連邦政府の補助金、利子補給制度、日露投資ファンド等の活用により採算性や運営コストに
ついては輸入野菜との競合に対抗できる可能性はあると考えられる。

・冬期間の野菜需要を満たすことによりサハ共和国内の野菜消費量増大の期待
・小売チェーン店以外、直売所や公設市場、外食産業、教育機関（幼稚園、学校等）、医療機関等の
潜在的なマーケットの掘り起こしの期待

・規模拡大により野菜需要が堅調な足取りで伸びることができれば、日本の技術を活用した温室施設
の規模拡大の可能性は検討できる。

サハ共和国ヤクーツク市通年型温室施設 規模拡大イメージ

ヤクーツク市内近郊の年間消費量に占める温室施設野菜（規模：3.2ha,栽培期間
10ヶ月程度）のシェアの可能性（人口規模450,000人）
出所）ヤクーツク市資料、SAYURI社聞取りに基づき作成



18４．ロシア国内他地域での日本技術を活用した通年型温室栽培施設の可能性

（１）行政機関等へのヒアリング調査
日本技術を活用した通年型温室施設栽培の可能性について、ロシア国内の行政機関を対象にヒアリング
調査を実施

サハ共和国開発公社
・サハ共和国ヤクーツク市南西78kmに位置するポクロフスク市において２haの温室施設設置計画がある。
・日本技術を活用した通年型温室栽培の可能性を検討する。
・耐寒性と断熱性を兼ね備えたフッ素フィルム温室の導入可能性を検討する。
・建設費用圧縮のためにロシア国内の設計会社、建設会社との連携を検討する。
・ロシアの設計基準を満たすためロシア製資材の導入を検討する。

ロシア連邦農業省
・温室野菜施設は重要度の高い項目の１つ、優先的に支援している。
・ロシア国内のトマトやキュウリを栽培する温室施設が徐々に普及している。
・モスクワ州周辺地域、ロシア南西部は野菜の露地栽培や温室施設が飽和状態である。
・欧露部では温室施設の需要はあるが、建設コストも含めロシア国内の事業者と競合関係になる。

ボロネジ州投資戦略プロジェクト機構
・日本政府がロシアの都市環境開発やインフラ整備を支援するモデル都市である。
・野菜栽培クラスターの創設が優先度の高い取組みで、温室施設も含まれる。
・国内需要を満たすための温室施設の需要は高まっているが、温室施設の競争環境は激化している。
・イチゴ等の高付加価値作物の栽培に関する日本の技術協力支援の可能性が検討できる。

スモレンスク州
・Jファーム（北海道苫小牧）を視察したスモレンスク州政府より温室施設設置可能性の打診
・州都スモレンスク市から500km圏内にモスクワ、近隣都市、隣国（ベラルーシ等）も含め大規模商圏
・ボロネジ州同様、温室施設の競争環境の激化
・イチゴ等の高付加価値作物の栽培に関する日本の技術協力支援の可能性が検討できる。



19４．ロシア国内他地域での日本技術を活用した通年型温室栽培施設の可能性

（２）ロシア国内における日本企業の通年型温室栽培施設

JGC Evergreen(ハバロフスク)

・優先的社会経済発展区域（TOR）ハバロフスクの工業団地「アバンギャルド」に2015年に設立、トマト
とキュウリの栽培を開始した。

・栽培面積は2.5ha、温室稼動期間は9ヶ月/年、年間の生産量はキュウリ、トマト合わせて約1,000トン
・主な販路先は、ハバロフスク市内の中央市場内の直売所、市内スーパーマーケット、レストラン等、
約70店舗

・温室施設は断熱性の高いガラス温室を採用、コンピューターによる環境制御を行なっている。
・天然ガスボイラーを設置、温水によって施設内の温度を維持するほか、補光処理を行うことで作物
の成長を促す。

・現在の栽培面積2.5ヘクタール→2017年に5.0ヘクタールに拡張予定
・将来的にはイチゴの栽培を目指している。

JGC Evergreen 温室施設 ハバロフスク市内の中央市場内の直売所 拡張工事中の温室施設(2017年10月）



20５．ロシア極東等における日本技術を活用した通年型温室施設の事業化可能性
・極寒地域に対応した温室建設技術や栽培技術の導入により、サハ共和国をはじめとするロシア極東地域における
キュウリやトマト（将来的には葉物野菜）栽培は事業化の可能性あり。

・将来的には、日本品種の登録・栽培の実現と、それに伴う栽培技術の導入に事業化の可能性もあり。
・欧露部については、温室施設の野菜の需要はあるものの、ロシア国内メーカー等の温室施設が増加しているのと、
モスクワから安価な野菜が多く流入しているため、日本技術を活用した通年型温室施設の事業化可能性のハード
ルは高い状況である。
一方で、富裕層が多い欧露部においては、イチゴ、高糖度トマト等の高付加価値作物を栽培する際、日本の技術
協力支援の可能性は検討できる。

○日本技術の事業化可能性一覧
・温室建設に対するロシア農業省の補助金、利子補給制度、優遇制度等により、日本技術を活用した通年型温室
施設の事業化可能性が期待できる。

■積雪寒冷地（土壌凍結）に対応した設計、建設技術
極寒地且つ永久凍土地域においては、不安定な地盤によりガラス温室施設の建
設が不可能なため、フィルムによる建設技術、施工技術が有効な手段である。

■耐久性、耐寒性に優れたフッ素フィルム導入
マイナス100℃～プラス180℃の範囲で使用できる広い温度特性と耐久性がある。
フィルムを複層にすることにより高い保温性、断熱性を維持できる。

■栽培技術、ノウハウの提供
積雪寒冷地（土壌凍結）で培った

野菜栽培技術やマニュアルを提供できる。

■人材育成
日本の温室施設での研修機会を提供すること

により現地での技術力向上を図る。

■環境制御装置、プログラミング
現地事情に応じた栽培マニュアルに基づき温室施設内の環境制御を設定できると
ともに独自のプログラミングによる設定も可能である。プログラミングの変更は日
本国内でも対応できる。



ロシアにおける事業化可能性調査

その他の調査報告

（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）

サハリン州におけるタマネギ栽培
・移植機はキャベツ用を転用、移植機の作業に10人以上を要し、半分機械・半分手作業のため非
効率である。

・日本製のタマネギ専用移植機導入により、作業効率が上がり栽培規模を拡大を見込んでいる。
・収穫量（チプリチニー社）は30t/1ha →50t/1ha 日本の栽培技術、機械導入により収量を伸ばす。
・現在、日本製のタマネギ移植機導入に向け協議中
・今年９月の東方経済フォーラム 「農業分野における協力覚書」 チプリチニー社、つちから農場、
北海道総合商事が覚書締結

タマネギの移植機はキャベツ用を転用

（２）木材加工品の生産施設の建設、日本向け輸出の可能性

RFPｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾋｱﾘﾝｸﾞ調査 ｱﾙｶｲﾑ社 木質ﾍﾟﾚｯﾄ倉庫

ハバロフスク地方における木質ペレット生産、対日輸出
・RFPグループ（ハバロフスク）、アルカイム社（ワニノ） ヒアリング調査実施
・将来的な木質ペレットの対日輸出に向けて、物流ルート、コストを検討している最中である。
・木質ペレットの輸出手続きには原産地証明書、植物検疫証明書が必要
・ＦＳＣ：Forest Stewardship Council(森林管理協議会)
ＰＥＦＣ：Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes(国際森林認証制度)
これらのトレーサビリティー（認証書類）の取得状況によりFIT調達価格が異なる。

（３）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

ドブロフロート社
洋上加工船(模型）

ﾎﾞｽﾄｰﾁﾆｰﾘﾏﾝ社
加工工場

沿海地方の水産加工会社の状況
・ﾄﾞﾌﾞﾛﾌﾛｰﾄ社、ﾎﾞｽﾄｰﾁﾆｰﾘﾏﾝ社、極東水産取引所、ペガスHC（ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ）ヒアリング調査実施

・ロシア政府は自国及びユーラシア関税同盟国の水産加工機械の導入については税金等の優遇
を行なっているが、日本をはじめ海外製加工機械の導入については付加価値税、輸入税等によ
り購入金額が高額となる。

・ヒアリング調査より
ドイツ製の水産加工機械はスケソウダラに特化、一次加工、缶詰等の製品化のための高度加
工機械は韓国製、中国製が主流である。
サケ・マス用の水産加工機械は主に日本製が主流、孵化器への期待が高かった。

21



22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

サハリン州
ヒアリング調査

機械の対露輸出
事業化可能性等

調査

新規品目（キュウリ）
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

現地生産施設建設
可能性等ヒアリング調査

ﾌｧｲﾅﾝｽｽｷｰﾑ
調査

対日輸出可能性
調査

事業化可能性等
ヒアリング調査

対日輸出可能性
調査

ロシア国内
ヒアリングﾞ調査
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