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１－１ 業務実施の背景・目的 

 

１－１－１ 日本のグローバル・フードバリューチェーン戦略 

日本政府は「日本再興戦略」（2013 年 6 月策定、2015 年 6 月 30 日改訂）において、攻めの農

林水産業への転換を重点戦略の一つに位置付け、2020 年までに農林水産物・食品の輸出額を 1 兆

円にするという目標を掲げた。その後、2013 年 8 月に「農林水産物・食品の国別・品目別輸出戦

略」及び 2014 年 6 月には「グローバル・フードバリューチェーン（以下「GFVC」）戦略」を策

定した。この中で重点国・地域や品目を定めた上で、オールジャパンでの輸出環境整備や商流拡

大を図ることが目標として掲げられている。さらに日本政府を中心に 2016 年 2 月に産学官の輸

出力強化ワーキンググループが立ち上げられ、同年 5 月に TPP 等国際的な経済環境の変化に対応

した「農林水産業の輸出力強化戦略」が策定されている。 

 

１－１－２ 調査対象地域へのアプローチ 

「GFVC 戦略」においてロシア連邦（以下「ロシア」という）、中央アジアへの地域戦略として、

寒冷地農業生産、灌漑、ICT、植物工場、品質管理等の先進技術の導入等による高付加価値産地、

食品加工団地、コールドチェーン等の流通販売網の整備等を通じた高付加価値フードバリューチ

ェーンの構築を目指している。ただし広大なロシアではモスクワ等欧州ロシアと極東等地方部で

は生産、流通、市場ニーズが大きく異なる。また、中央アジア 5 か国は同じ歴史的背景を持つも

のの、それぞれ民族や気候風土が異なり、経済政策や市場環境も大きく異なるため、国別に個別

の対応が必要となる。 

＜ロシア極東に関する戦略＞ 

ロシアにおいては日露両国による農業協力、極東開発という視点から、ロシア極東地域におけ

る GFVC 構築に係る日本企業の協力の可能性が検討されてきた。さらに 2016 年 5 月の日露首脳

会談では 8 項目からなる協力プランが提案された。その中でもロシア極東の産業振興・輸出基地

化、先端技術協力、中小企業の交流・協力の抜本的拡大等はロシア極東地域での農業分野での展

開可能性が考えられる。例えば農地開発やアジア・太平洋向け農産物・食品等の輸出環境の整備、

高付加価値農産物の生産等農業だけではなく、ロシア極東の産業特性から水産業、林業等での協

力も考えられる。 

＜ウズベキスタンに関する戦略＞ 

ウズベキスタン共和国（以下「ウズベキスタン」という）においては、2015 年 10 月の総理訪

問時に農水省とウズベキスタン農業水資源省との間で農業及びその関連分野における協力を行う

覚書が締結され、当該覚書に基づく第 1 回共同作業部会が民間企業の参加を得て 2016 年 3 月に

開催された。この中で、ウズベキスタン側より果物・野菜等の物流センターに関して、日本企業

が得意とするコールドチェーンの構築支援が求められた。このウズベキスタンの提案は「中央ア

ジア＋日本」対話においても中央アジア全体での課題として挙げられており、外務省を中心に日

本政府としても中央アジア全体の地域開発戦略としてこの課題を取り上げている。 
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１－１－３ 本委託事業の目的 

 このような背景を踏まえ、本事業はロシア極東地域及びウズベキスタンについて中小企業を含

む日本企業の進出促進を図り、両国によるフードバリューチェーン構築を推進することを目的と

した。 
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２－１ ロシアにおける二国間事業展開支援 

 

２－１－１ 調査概要 

 

（１）調査の背景及び目的 

日露両国による農業協力、極東開発の可能性を追求するため、農林水産省では、2015 年 5 月に

第 2 回日露農業対話（モスクワ）、同年 8 月にハバロフスク地方、アムール州、沿海地方を対象に

官民ミッションを派遣する等、ロシア極東地域における GFVC 構築に係る日本企業の協力の可能

性を検討してきた。 

さらに 2016 年 5 月の日露首脳会談では、安倍首相から 8 項目からなる協力プラン1が提案され

た。その中でもロシア極東の産業振興・輸出基地化、先端技術協力、中小企業の交流・協力の抜

本的拡大等は、農林水産分野においてもロシア極東地域での日本企業の展開可能性が考えられる。

しかし、ロシア極東地域に対する基本的知識が十分でないことから、個々の日本企業が投資を判

断するには、さらなる調査を実施し、情報の収集・分析が必要となっている。 

そのような中、本事業では、ロシア極東地域の生産・流通・投資環境等における幅広な現況調

査を行った。それを踏まえた上で、日本企業の進出、投資促進を目的とした官民ミッションを実

施することで、個々の日本企業が投資を判断するための情報をとりまとめた。 

 

（２）調査の内容 

本事業では、現況調査として、ロシア極東地域の基礎情報の収集や、現地の制度やニーズ、課

題等の日本企業への裨益を意識した分析を行った上で、官民ミッションの派遣を実施し、民間企

業から見たロシア極東の可能性と課題の把握に努めた。調査のスキームは以下のとおりである。 

図表 1 調査スキーム 

 

                                                   
1 ①健康寿命の伸長、②快適・清潔で住みやすく、活動しやすい都市作り、③中小企業交流・協力の抜本的拡大、

④エネルギー、⑤ロシアの産業多様化・生産性向上、⑥極東の産業振興・輸出基地化、⑦先端技術協力、⑧人

的交流の抜本的拡大 

 

現地調査 

説明会実施 

官民ミッション実施 

（３）とりまとめ 

（１）ロシア極東地域における生産・流通・投資環境の現況調査 

（２）官民ミッションの派遣支援 

文献調査 国内ヒアリング 

ミッション参加者へのアンケートの実施 

（2016.9.4～9.10） 

（2016.10.25～11.5） 
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（３）対象地域の選定 

官民ミッションの事前準備及び現地行政機関等への協力依頼を兼ねた現地調査と官民ミッショ

ンの実施における対象地域については、図表 2 で示す極東連邦管区の構成主体 9 地域から、市場

性、日本企業との交流実績、移動の利便性等を鑑みて、発注者と協議の上で沿海地方、ハバロフ

スク地方、サハリン州の 3 地域を選定した。 

 

図表 2 極東連邦管区 9地域の概要 

 

 

  

中心都市
GRP

（2013、百万
ルーブル）

人口
（2016、
千人）

労働力人口
（2014、
千人）

失業率
（2014、

％）
主要産業

8,571,225 146,545 67901,0 5,2

2,808,368 6,195 3285,8 6,4

サハ共和国 ヤクーツク 569,132 960 482.1 7.4 鉱業（43%）、運輸・通信（9.5%）、建設業（8.1％）

カムチャッカ地方
ペトロパブロフスク・カ
ムチャツキー

131,561 316 181.9 6.1
政府・軍関係（18%）、漁業（12.6%）、卸売・小売業
（10.1%）

沿海地方 ウラジオストク 575,615 1,929 973.9 6.9
運輸・通信（20.5%）、卸売・小売業（18.8%）、不動産
業（10.4%）

ハバロフスク地方 ハバロフスク 473,695 1,335 724.3 6.9
運輸・通信（21.2%）、卸売・小売業（14%）、政府・軍
関係（10.8%）

アムール州 ブラゴベーシェンスク 211,224 806 424.9 5.6
運輸・通信（21.7%）、卸売・小売業（12%）、鉱業
（11.6%）

マガダン州 マガダン 88,490 146 86.8 3.1
鉱業（17.4%）、政府・軍関係（16.2%）、卸売・小売業
（13.4%）

サハリン州 ユジノサハリンスク 673,775 487 287.0 6.5 鉱業（61.1%）、建設業（6.2%）、不動産業（5.8%）

ユダヤ自治州 ビロビジャン 37,885 166 75.4 8.7
運輸・通信（17.4%）、政府・軍関係（16.4%）、建設業
（13.5%）

チュコト自治管区 アナディリ 46,990 50 31.1 3.2
鉱業（31.3%）、電気・ガス・水（14.6%）、卸売・小売
業（13.7%）、政府・軍関係（13.7%）

州名

ロシア連邦

極東連邦管区
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２－１－２ ロシア極東地域における生産・流通・投資環境の現況調査 

 

（１）ロシア極東開発の背景及び目的 

ロシア政府主導のもと 2007年から 2012年までに約 2兆円に上るインフラ整備を行ったことで、

2012年 9月にウラジオストクで開催されたアジア太平洋経済協力会議（APEC）は成功に終えた。 

しかし、依然として極東地域はロシアの欧露部から距離が離れており極東製品の競争力が低い

ことや、人口減少による域内の市場規模の縮小等社会的・経済的に多くの課題を抱えている。そ

のため、2012 年 5 月 7 日に発足した第 3 期プーチン政権では極東開発を最重要課題とし、従来の

公共事業中心の極東開発政策に加えて、民間が主体となる国内外からの投資誘致を目的とした新

たな政策を打ち出している。中でも、極東地域が日本や中国、韓国等アジア太平洋地域への玄関

口として輸出向け製品の生産拠点となることを目指し、2013 年に策定された「極東及びバイカル

地方の社会・経済発展に関する国家プログラム」（2014 年改訂、図表 3）をもとに、積極的な投

資環境の整備が加速化している状況である。 

なお、プーチン大統領は 2013 年 12 月に行った年次教書演説において「極東・シベリア地域の

発展は 21 世紀の国家的プロジェクト」であることを強調しており、近年の欧州危機、ウクライナ

問題による欧米からの経済制裁、原油価格暴落等によりロシア経済が不安定な情勢が続いている

ことからも、ロシアにとって東方シフトの意義が高まっている。 

 

図表 3 国家プログラム「極東及びバイカル地方の社会・経済発展」（2014年 4月 15 日承認）概要 

タイトル 極東及びバイカル地方の社会・経済発展に関する国家プログラム 

履行責任者 極東発展省 

参加機関 
地域発展省、保健省、教育・科学省、エネルギー産業省、建設・住宅・公益事業省、 

道路庁、鉄道輸送庁、海運・河川輸送庁、航空輸送庁、通信庁、漁業庁 

目 的 
 極東及びバイカル地方の加速的発展 

 極東及びバイカル地方における社会・人口状況の改善 

課 題 

 地方道の建設と再建による極東地域における輸送利便性の発展と生活質の向上 

 鉄道の輸送能力の著しい増強と海港の発展による「極東」で生産された製品及び極東及
びバイカル地方を経由する製品の適時かつ、信頼できる移出の保証 

 地域・地方空港の再建による極東地域の人口の移動性向上のための基盤創出 

予算措置  2014～2020 年の連邦予算の財政支出総額＝3,461 億 6,503 万 2,900 ルーブル 

期待される成果 

 超過的社会・経済発展に基づく地域間不均等発展の解消 

 地域人口増加のための条件創出、全般的な生活の質の向上 

 生産・社会インフラの発展 

 アジア太平洋地域との経済関係のポテンシャルの実現 

 工業と加工産業における伝統的活動形態の発展と新しいハイテク生産の核創出のための
前提の形成 

 あらゆる資源形態（国、私的、外国）を利用した投資活動のレベルの引き上げ 

 期間末までに投資額の 2.2 倍の増加 

 新規高生産雇用の創出、労働資源利用の効果の向上 

 輸送力発展による地域内の包領化の克服 

 住民の人的資本の質、生活の質の基準、社会保障の著しい向上を保証する教育、保険、
住宅セクターを含む社会インフラの現代化 

 2025 年までに人口の 1,075 万人増加 

下部プログラム 

 国家プログラム「極東及びバイカル地方の社会・経済発展」実現の保証及びその他の均
衡ある地域発展政策（2014～2025 年） 

 連邦特別プログラム「2018 年までの極東及びバイカル地方の経済・社会発展」（2014～
2017 年） 

 連邦特別プログラム「2007～2015 年のクリル諸島の社会経済発展」（2007～2015 年） 

（出所）極東開発省 Webサイトをもとに作成 
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（２）ロシア極東開発におけるロシア政府の体制 

 第 3 期プーチン政権が発足した直後、2012 年 5 月 21 日付でプーチン大統領が署名した大統領

令により、極東地域の発展プログラムの草案策定及びプロジェクト実施等を担う政府機関として

極東発展省が新設された。同省本部をハバロフスク、支部をモスクワといった本部機能を地方に

設置したことは、ロシアにとっても初の試みで異例の措置となった。当時の極東連邦管区大統領

全権代表（以下、極東全権代表）であったビクトル・イシャーエフ氏が極東発展省の初代大臣と

して兼務することとなったが、極東の社会・経済にかかる新たな提案がなされなかったことから

2013 年 8 月に解任となった。 

同年 8 月に現ユーリー・トルトネフ極東全権代表兼連邦政府副首相、同年 9 月に現アレクサン

ドル・ガルシカ極東発展大臣が就任した。前体制と異なるのは、極東全権代表と極東発展大臣を

切り離した代わりに、極東全権代表に連邦政府副首相のポストを与えたことである。理由は大統

領府に属する全権代表では連邦政府が所轄する各省庁間の活動を調整することができず、また大

臣も他の省庁に指導することができないためである2。また、極東発展省の拠点をウラジオストク

にも設置するとともに、ハバロフスクに拠点を残したまま、本部機能をモスクワに移転している。

したがって、現在モスクワを中心に事業の決定や推進がなされている。 

 トルトネフ極東全権代表兼副首相とガルシカ極東発展大臣の就任以降、両輪により積極的に民

間投資の誘致促進に向けた政策が打ち出されている。現在、図表 4 のとおり極東発展省直下に極

東開発の実働部隊となる 4 つの機関を設けた推進体制を構築し、民間投資の受け皿となる先進社

会経済発展区（TOR）やウラジオストク自由港といった制度のもと、新たな極東開発が急速に進

展している状況である。 

図表 4 ロシア極東開発におけるロシア政府の体制図 

 

 

 

 

 

 

 

機関名 役 割 

極東投資・輸出
エージェンシー 

民間投資誘致を促進し、極東地域からの輸出を拡大するため、企業への政府支援メ
ニューの紹介や各種投資基金活用支援等を行っている。特に政府優先プロジェクト
と海外投資家への仲介を行っている。 

極東発展公社 TOR やウラジオストク自由港の入居企業の審査・登録・管理運営を担っている。 

極東・バイカル
発展基金 

総額 200 億ルーブルの財源を有し、極東の発展に必要なエネルギー開発や輸送イン
フラ等の大規模な事業に対して金融支援を行っている。支援の対象か否かは専門家
グループが判断する。 

極東人材開発 
エージェンシー 

極東地域での人材育成と雇用促進を目的としており、極東、特に TOR 対象地域に
進出する企業への人材の確保を行う。現在、TOR の企業 114 社向けに 4,000 人の
雇用が創出されている。 

（出所）現地調査をもとに作成  

                                                   
2 一般社団法人ロシア NIS 貿易会 調査月報 2014 年 2 月号参照 

ロシア連邦政府 

極東投資・輸出促進 
エージェンシー 

株式会社 
極東発展公社 

極東・バイカル 
発展基金 

人材開発 
エージェンシー 

極東発展省 
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（３）投資環境の整備状況 

１）先進社会経済発展区（TOR） 

①概要 

極東開発における先進社会経済発展区（TOR）とは、国内外の企業を誘致し、ロシア極東が

アジア太平洋地域の輸出拠点化となることを目的とした新たな特区制度であり、設置期間は 70

年間とされている。 

2013 年 12 月プーチン大統領が年次教書演説で、極東開発の中心となる政策として TOR の

構想を打ち出し、2014 年 12 月 29 日付連邦法「ロシア連邦の先進社会経済発展区に関する法

律」が制定され、2015 年 3 月 30 日に施行された。 

図表 5 のとおり、2016 年 12 月現在で極東連邦管区内に 13 の TOR が設置されており、投資

の誘致や加速度的な社会経済の発展に向けて、入居する企業等に対し税制や手続きの簡素化等

における優遇措置が講じられる。なお、2016 年 12 月現在の全 TOR の入居企業数は 101 社で

あり、今後新たにサハ共和国とハバロフスク地方に各 1 件 TOR が創設される予定である。 

 

図表 5 2016年 12月現在の 13の先進社会経済発展区（TOR）の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記

号 
名称 

特化 

分野 
目的 

投資額 

（単位：億ルーブ

ル） 

新規 

雇用

（人） 民間 

投資 

インフ

ラ投資 

A 
プリアムール

スカヤ 

工業、物

流 

中国と国境を接しており、中国向けの製品製造とと

もに物流拠点の誘致を図る。 
1,365 0 1,800 

B ベロゴルスク 
農業、食

品加工 

大豆の一大生産地であることから農業・食品加工

の誘致を図る。（高度加工施設、配合飼料工場、

製パン工場を建設予定） 

102 0.462 1,200 

A プリアムールスカヤ 2015.6.25
ブラゴヴェシチェンスク地区、イ
ヴァノフスク地区

857

B ベロゴルスク 2015.8.21 ベロゴルスク市 711

C カムチャッカ 2015.8.28
ペトロパヴロフスク・カムチャツ
キー市

1,104

D ハバロフスク 2015.6.25 ハバロフスク市、ラキトノエ村 716

E コムソモーリスク 2015.6.26
コムソモリスクナアムール市、
アムールスク市

219

F ベリンゴフスキー 2015.8.21 アナドゥリ市、アナドゥリ地区 6,285,000

G 工業団地「カンガラススィ」 2015.8.22 ヤクーツク市 17

H ナデジュヂンスカヤ 2015.6.25 ナデジェヂンスキー地区 594

I ミハイロフスキー 2015.8.21
ミハイロフスキー地区、スパ
スキー地区、チェルニゴフカ
地区

3,885

J ボリショイ・カーメニ 2016.1.28 ボリジョイ・カーメニ市 1,232

K ユージナヤ 2016.3.17
ユジノサハリンスク市、アニ
ワ地区、トマリ地区

36,800

L ゴールヌィ・ヴォズドフ 2016.3.17 ユジノサハリンスク市 19,400

M アムロ・ヒンガンスカヤ 2016.8.27
ビロビジャン市、レニンスク地
区、オクチャーブリ地区

725

記号 名称 指定日 場所 面積（ha）
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C カムチャッカ 
工業、物

流、観光 

地理を生かし、北極海航路の東部のハブ港（運輸・

物流ターミナル）の構築を図る。 
221 84 1,900 

D ハバロフスク 

農業、食

品加工、

交通、物

流 

都市の消費者需要を満たすため。また、中国と国

境を接していることや、極東連邦管区の中心とい

う地域特性を生かし、交通・物流のハブとしての

発展を目指している。 

394 23 4,800 

E 
コムソモーリ

スク 

航空、造

船、機械 

旧ソ連時代からの地場産業である高度技術産業（航

空機部品、造船、木材加工等）の工場の誘致を目指

し、製造拠点の再生を図る。 

162 12 2,700 

F 
ベリンゴフス

キー 
鉱業 炭鉱開発及び輸送、電力等のインフラ整備を図る。 116 0 900 

G 

工業団地 

「カンガラス

スィ」 

製造業 建設資材等の製造業の誘致を図る。 43 2 1,170 

H 
ナデジュヂン

スカヤ 

食品加

工、工

業、物流 

沿海地方の港湾や空港へのアクセスの利便性を生

かし、食品加工、化学、繊維等の工場の誘致を図

り、沿海地方南部の物流ハブの構築を目指す。 

360 40 4,100 

I 
ミハイロフス

キー 

農業、食

品加工 

沿海地方の穀倉地帯であり、農業における、生産、

加工、流通の各段階での近代化を図る。 
565 44 3,300 

J 
ボリショイ・

カーメン 
造船 

旧ソ連時代からの地場産業である造船業の再生を

図る。 
1,485 31 6,000 

K ユージナヤ 
農業、食

品加工 

農産物の外部依存を減らすために、畜産、酪農、

食肉加工、野菜栽培の促進を図り、域内自給率の

向上を目指す。 

106 15 1,641 

L 
ゴールヌィ・

ヴォズドフ 
観光 

既存のスキー場を軸に、周辺地域を整備し、リゾー

ト化に向けた再開発を図る。 
99 100 550 

M 
アムーロ・ヒ

ンガンスカヤ 

農業、食

品加工、

物流 

アムール州と並ぶ大豆の生産地であることから、

大豆の生産性向上と高付加価値化を図る。また、

国境を接する中国とのアクセス改善のため、交通

インフラ整備も計画中。 

171 0 1,042 

※塗りつぶし（灰色）：農林水産関連に特化した TOR 

（出所）各種資料から HIT 作成（2016年 11月現在） 

 

②優遇措置 

レジデントと呼ばれる TOR の入居資格を有した企業は、図表 6 のとおり税制面や行政手続

きにおける優遇措置を享受することができる。特にレジデントが製造した製品を輸出する場合

の関税は免税となる。また、輸入においては、自由商業地域（FCZ）に準じた手続きが適用さ

れ、外国製の設備や消耗品等を自社での生産活動（保管、利用、加工等）を目的とした場合に

限り、関税と付加価値税が免税とされる。なお、FCZ により輸入された製品をそのまま他の企

業に転売することは禁止であるが、自社で再加工して国内企業への売却や再輸出する場合は免

税の対象となる。 
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図表 6 TORの優遇措置 

 項目 通常 有資格入居企業 

税
制
優
遇 

社会保険料 30% 10 年間：7.6％ 

企業利潤税（法人税） 20% 以下のとおり 

 
連邦税 2% 利益計上後 5 年間：無税 

 地方税 18% 
最初の 5 年 次の 5 年 

 
5%以下 10%以上 

財産税 2.2% 無税 

土地税 
0.3%～
1.5% 

利益計上後 3 年以内：無税 

関税 － 免税（還付） 

付加価値税（VAT)の還付手
続きの短縮化 

90 日 10 日以内（ロシア国外から調達する物品を対象） 

手
続
き
の
簡
素
化
・規
制
緩
和 

建設許可手続きの簡素化 － 40 日以内 

土地割り当ての簡素化 － 入居企業は、入札なしで土地が割り当てられる 

検査や監査の短縮 － 15 日以内 

その他 － 

・行政手続きのシングルウィンドウ化 

・政府によるインフラ整備及び優先的なインフラ利用 

・極東発展省の承認を得た場合のみ、他機関による立ち
入り検査が有効 

・外国人労働者雇用数の上限撤廃 

・訴訟時には極東発展公社がオンブズマンとなり入居企
業の権利・利益を保護 

 

③入居企業条件・登録の流れ 

TOR の入居企業になるためには、図表 7 のとおり企業や個人事業主が TOR の運営管理を行

う株式会社極東発展公社に対し申請を行う。極東発展公社は希望者からの申請を受けてから 15

営業日以内に審査を行い、その結果を申請者に通知する必要がある。 

入居企業になる条件としては、①極東地域に登記及び拠点があること、②投資額が 50 万ルー

ブル以上であること、③業種が各 TOR の活動対象分野と合致していることである。 

なお、③については、各 TOR に設定される特化分野以外の業種でも、ロシア政府が法令でリ

ストアップしている活動対象業種であれば申請は可能である。また、現在各 TOR の活動対象リ

ストに入っていなくても、審査において事業計画書が理にかなっており、ニーズが明確である

と判断されれば、法令の改定により新たにリストに加えることも可能であることを本事業にお

ける極東発展公社へのヒアリングの際に確認した。 

 

図表 7 TOR入居までの流れ 

 

 

 

 

 

※1 申請書類：入居者資格申請書、事業計画書、定款、各証明書類写し（国家登記証明書、税務機関登録証明

書等）、会計書（既存企業の場合） 

（出所）現地調査入手資料をもとに作成 

 

制度・関
連法令の
把握 

入居企業
選択基準
による自
社事業の
評価 

申請書類
の作成※ 1

・極東発
展公社へ
提出 

申請書類
の審査・
通知（15
営業日） 

協定書案
の作成・
申請者へ
の送付 

協定書への
合意・署名・
入居者資格
の授与 

申請者作業 極東発展公社作業 
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④農林水産業・食品産業関連における TOR 入居企業 

2016 年 11 月現在で農林水産業・食品産業関連を活動対象として TOR に入居する企業は以

下のとおりである。 

 

図表 8 農林水産業・食品産業関連における TOR入居企業リスト 

●TOR 「ベロゴルスク」（地図におけるアムール州の記号 B） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.11.16  有限会社油抽出工場アムー

ルスキー 

大豆加工（油・

ミール・レンチ

ン等） 

高度な大豆加工工場を建設中であり、2016 年中

に部分操業を始める予定。年間で地元産大豆 16

万 5,000 トンを加工する計画である。2016 年 4

月現在、工場の基礎工事が完了するほか、必要な

設備の 90%の購入を完了。  

2016.3.16 有限会社ベルフレプ パン製造 2016 年 4 月に製パン工場を始動した。投資総額

は 1,700 万ルーブルで、コンビナートの大規模改

修及び製品の品質向上と省エネのための最新型

の設備を導入。 

●TOR 「カムチャッカ」（地図におけるカムチャッカ地方の記号 C） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2016.3.31 有限会社養豚総合施設 

カムチャツキー 

養豚・食肉加工 2015年9月アルタイ地方から535頭の豚を購入。

豚肉加工施設建築中。2017 年春には豚肉製品及

び半加工品の販売開始予定。 

2016.4.25 有限会社ゼリョーナヤ・フ

ェルマ 

温室野菜栽培 通年稼働の温室野菜栽培施設建設に 12 億ルーブ

ル投資。施設規模は 5ha。年間収量としてキュウ

リ 2,000 トン、トマト 1,000 トン、レタス 40 万

個を計画。 

2016.4.27 レーニン漁業コルホーズ 漁船の近代化 － 

2016.9.2 有限会社カムチャツカ・ブ

ロイラー 

養鶏 2018 年 7 月または 8 月に冷蔵鶏肉、鶏肉半加工

品の製造開始予定。2016 年 8 月現在、土地配分

に合意済みで、事業計画・見積書を準備中。 

●TOR 「ハバロフスク」（地図におけるハバロフスク地方の記号 D） 
登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.10.20 JGC Evergreen 

 

温室野菜栽培 日揮㈱が出資する日露合弁企業。2015 年に工業

団地アヴァンギャルドに、2.5ha の温室野菜栽培

施設を建設し、トマトとキュウリ、パプリカを栽

培。2016 年 9 月の第 2 回東方経済フォーラム時

にハバロフスク地方政府と文書を交わし、2017

年に温室を 5ha に規模拡張し、事業を拡大する

予定。 

2015.10.20 有限会社アヴァンギャルド 工業団地運営 産業物流コンプレックスとして機能 

（日本語サイト有：http://ip-avangard.com/jp/） 

2016.3.16 有限会社アグロ・ハブ 

 

食品倉庫、 

穀物飼料加工 

すでに肉・牛乳・魚の加工を開始。農家は当社か

ら農業機械をリースで借りることも可能。2012

年 12 月 20 日付 DV ニュース：東京の経済フォ

ーラムで「アグロ・ハブ」社が日本の双日マシナ

リーとの協力に関する文書に署名。契約内容は加

工じゃがいもの日本への納入で、双日側はロシア

側にじゃがいも加工機械を提供する。 

2016.8.10 有限会社ネバダ・ハバロフ

スク 

物流・倉庫業 2016 年 12 月 15 日付インテルファックス：グル

ープカンパニー「ネバダ」社は、TOR ハバロフ

スクに建設予定だった生産・ロジセンターの計画

を、投資環境が悪いことを理由に破棄すると発

表。 

http://ip-avangard.com/jp/
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●TOR 「コムソモーリスク」（地図におけるハバロフスク地方の記号 E） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.12.23 有限会社ユーコン 水産加工 「アムールリトマシュ」内の魚加工コンビナート

の刷新プロジェクトを行う予定。 

2015.12.25 有限会社アムール木材工業

会社（RFP グループ） 

木材加工（高品

質ベニヤの生

産） 

ハバロフスク地方投資、土地・財産政策大臣チャ

イカ氏談によると 2017 年 12 月までにベニヤ板

（年間 30 万㎥）製造工場が稼働予定。 

●TOR 「ベリンゴフスキー」（地図におけるチュコト自治管区の記号 F） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2016.8.25 公開型株式会社チュコトル

ィブプロムホズ 

漁業、水産加工 スライサー、温・冷燻製器等の新たな機械を導入

済みで 2017 年には魚の骨抜き機を導入予定。到

達困難地域から貯水池の魚を運ぶため難路用自

動車購入予定。 

2016.8.29 個人農家アンドリヤノフ・

イヴァン・ウラジミロヴィ

ッチ 

農業生産 不明 

●TOR 工業団地「カンガラススィ」（地図におけるサハ共和国の記号 G） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2016.6.2 有限会社サユリ 温室野菜栽培 事業遂行により、2018 年までに現地住民の野菜

や青物需要の 40％を占めることが期待されてい

る。 

●TOR 「ナデジュヂンスカヤ」（地図における沿海地方の記号 H） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.11.20 有限会社インコム DV ロジ

ェスティック 

物流・倉庫業 輸送・ロジセンター「ユージヌィ・プリモールス

キー・テルミナール（南沿海ターミナル）」。陸路、

水路、鉄道路で運ばれる貨物を処理するロジセン

ターとなる予定。極東の貨物輸送期間の短縮。 

2015.12.30 株式会社プリモルスキー・

コンジーチェル（沿海製菓） 

製菓製造 「菓子製造組合」との製品の許認可に対する意見

の相違が調整された。現在会社は菓子・パン類の

新規製造を予定。 

2016.7.19 有限会社プリモーリエ 物流・倉庫業 2016 年 7 月 29 日付ザラトイ・ログ新聞：卸・

配送センターに対する合意に基づく投資予定額

10 億 1,300 万ルーブル、食料品同時保管能力 5

万 2,000 トン、年間取扱高 50 万トン。センター

の建設は 3 段階に分けて実施、総額 43 億ルーブ

ル、420 人の雇用を生む予定。 

2016 年 12 月 15 日付 novostivl ：2017 年には

業務を開始予定。 

2016.7.21 有限会社インマエクス・ロ

ジスティック 

物流・倉庫業 5ha の土地に輸送・ロジコンプレックスを建設、

トランジット、輸出入、国内流通の近代的な輸

送・ロジハブとなる倉庫、無天蓋保管地、冷蔵倉

庫、積み替え装置、オフィス棟等を建設する。 

2016.8.10 有限会社ネバダ・ナデジュ

ヂンスカヤ 

水産加工、物流 不明 

●TOR 「ミハイロフスキー」（地図における沿海地方の記号 I） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.11.30 有限会社メルシートレード 飼料生産 2016 年 10 月 31 日付プリマメディア：㈲メルシ

ートレードが TOR ミハイロフスキーの養豚施設

で生産を開始。沿海地方の市場に毎月 550 トン

の豚肉を供給できる。豚 8 万 3,000 頭の屠殺能力

を持つ加工所が操業開始。月に 7,000 頭の豚処理

可能。 

2017 年春に向けて第 2 養豚施設建設開始。 
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2015.11.30 有限会社プリモルスキー・

ベーコン 

 2016 年 8 月 23 日付プリムガジエタ：現在建築

中、10 月に稼働すると現在ある施設より 2.5 倍

以上の能力を有する。 

＊㈲メルシーアグロプリモーリエ社が上記 2 社

の管理会社であり、この会社が大豆ととうもろこ

しを栽培して豚の餌として供給。 

沿海地方では月に約 5,000 トンの豚肉製品を消

費する、2 つの養豚施設でおおよそ月に 850 トン

の豚肉を生産できる。 

2015.12.29 有限会社ルスアグロ・プリ

モーリエ 

養豚、食肉加工 2018 年の稼働を目指して総合的な養豚施設を建

設中。建設の第 1 段階では、年間 10 万 t（生体

重量）の生産量を計画している。その他、飼料工

場、貯蔵施設、屠畜場の建設を予定している。 

2016.3.16 有限会社ハロル・アグロホ

ールディング 

穀物栽培、貯蔵 2016 年 10 月 19 日付 zrpress： 

大豆 2,500ha 栽培、収穫率 10 ﾂｪﾝﾄﾈﾙ/ha 予定。 

 

2016.4.21 有限会社極東農業会社 牛乳・牛肉生

産、養豚 

2016 年 10 月 19 日付 zrpress： 

2019 年までにチェルニゴフスキー地区でハルキ

ドン村の 2 ヶ所の酪農場（乳牛 2,400 頭）、スベ

トロエ村で養豚施設（10 万 8,000 頭）を設立予

定。投資総額は 90 億ルーブル。 

2016.5.30 有限会社チェルニゴフスキ

ー・アグロホールディング 

穀物生産・加工 2016 年 10 月 19 日付 zrpress： 

2017 年イネ科作物第一次加工施設の建設を完了

予定。建設費 3 億 6,960 万ルーブル。チェルニゴ

フカ村でとうもろこし、オオムギ、大豆を栽培予

定。カムチャッカの配合飼料工場に納入する。 

●TOR 「ユージナヤ」（地図におけるサハリン州の記号 K） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2016.7.1 株式会社メルシー・アグ

ロ・サハリン 

養豚 2016 年 7 月 4 日付サハリンインフォ：養豚施設

（6 万 2,000 頭）投資額 23 億ルーブル。73 人の

雇用を生む。 

2016.8.10 株式会社ソフォーズ・チェ

プリチヌィ 

温室野菜栽培 8ha の温室野菜栽培施設を建設。2016 年 12 月に

新たに 2ha 拡張し、合計 10ha になる予定。さら

に 2017 年には 2ha 拡張し、その後も 4ha 拡張

する計画がある。 

2016.8.29 有限会社グリーン・アグ

ロ・サハリン 

畜産（牛乳製

造） 

3,800 頭の乳用牛を導入。第一段階では 2016 年

中に 1,900 頭から搾乳を開始し、牛乳製造をする

予定である。第二段階では、2018 年までに残り

の 1,900 頭から搾乳した生乳を乳製品加工し販

売する予定。 

●TOR 「アムーロ・ヒンガンスカヤ」（地図におけるアムール州の記号 M） 

登録日 企業名 事業内容 進 捗 

2015.11.25 有限会社アムールプロム 大豆加工、木材

加工 

2016 年 11 月 8 日インターファックス： 

2017 年には計画策定を完了し、2019 年には大豆

加工場操業を目指す。 
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２）ウラジオストク自由港 

①概要 

プーチン大統領は TOR に続く極東開発の重点ツールとして、2014 年 12 月の年次教書演説

で、ウラジオストク自由港構想を発表した。それに基づき 2015 年 7 月 13 日付連邦法「ウラジ

オストク自由港」が制定され、同年 10 月 12 日に施行された。当初のウラジオストク自由港の

指定地区は、沿海地方南部の 15 自治体であった。2016 年 7 月 3 日付ロシア連邦法「ウラジオ

ストク自由港の変更について」により、元来の指定地区に加えて、“沿海地方ラゾフスキー地区”、

“カムチャッカ地方ペトロパブロフスク・カムチャツキー地区”、“ハバロフスク地方ワニノ地

区”、“サハリン州コルサコフ地区”、“チュクチ自治管区ペヴェク地区”の 5 つの地区がウラジ

オストク自由港に追加された3。これにより、自由港の指定地区の総面積は 124,980 ㎢で、2016

年 12 月現在の入居企業は中小企業を中心に 115 社となっている。 

なお、ウラジオストク自由港の目的は国内外企業の誘致促進による産業振興であり、設置期

間は TOR と同様に 70 年間である。TOR と異なるのは、明確な区画を定めずに市・地区全体

を対象エリアとしていることと、特化分野を設定せずに金融・保険と卸小売業以外の全ての業

種を参入可能とすることで、地域における経済活動の自由度を高めようとしていることである。 

図表 9 ウラジオストク自由港の配置図 

 

（出所）各種資料から HIT作成 

                                                   
3 ウラジオストク市以外の指定地区も、地理関係にかかわらず制度名称から〔ウラジオストク自由港〕となる。 
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②優遇措置 

企業に対する優遇措置は TOR と同様にウラジオストク自由港の入居資格を有した企業のみ

享受することが可能で、内容も重複する点が多い。TOR と異なるのは、道路や電力等のインフ

ラの優先的な利用や政府によるインフラ整備がないことである。 

一方、ウラジオストク自由港のみの特典として、観光客数の増加や海外とのビジネスの活性

化を図ることを目的に、自由港指定地区の港湾や空港、陸上の国境通過点における、通関手続

き等の24時間体制及びシングルウィンドウ化と8日間の短期ビザの発給を可能とする簡易ビザ

制度が加えられていることである。特に簡易ビザ制度については当初、2016 年 1 月からの運用

開始予定であったが、ビザ発給の情報電子システム構築遅延や関係機関との調整不足、法整備

の不備等により未だ実現に至っていない。 

 

図表 10 ウラジオストク自由港優遇措置 

 項目 通常 有資格入居企業 

税
制
優
遇 

社会保険料 30% 10 年間：7.6％ 

企業利潤税（法人税） 20% 以下のとおり 

  連邦税 2% 利益計上後 5 年間：無税 

  
地方税 18% 

最初の 5 年 次の 5 年 

  5%以下 10%以上 

財産税 2.2% 無税 

土地税 
0.3%～
1.5% 

利益計上後 3 年以内：無税 

関税 － 免税（還付） 

付加価値税（VAT)の還付手
続きの短縮化 

90 日 10 日以内（ロシア国外から調達する物品を対象） 

手
続
き
の
簡
素
化
・規
制
緩
和 

建設許可手続きの簡素化 － 40 日以内 

土地割り当ての簡素化 － 入居企業は、入札なしで土地が割り当てられる 

検査や監査の短縮 － 15 日以内 

簡易ビザ制度 － 入国時に 8 日間の短期ビザ発給 

その他 － 

・行政手続きのシングルウィンドウ化 

・極東発展省の承認を得た場合のみ、他機関による立ち
入り検査が有効 

・外国人労働者雇用数の上限撤廃 

・訴訟時には極東発展公社がオンブズマンとなり入居企
業の権利・利益を保護 

・通関手続き等の 24 時間体制及びシングルウィンドウ
化 

 

③入居企業条件・登録の流れ 

  ウラジオストク自由港の入居企業になるには、TOR と同様に極東地域に登記及び拠点がある

企業や個人事業主が極東発展公社に対して申請を行い、申請から 15 営業日以内に審査が行われ

ることとなる（P.9、図表 7 参照）。 

  なお、条件としては、TOR では最低投資額が 50 万ルーブル以上であるのに対し、自由港は

3 年間で 500 万ルーブル以上の投資が必要とされている。 
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（４）ロシア極東地域の農林水産業の現況 

１）文献調査 

現地当該部局の Web サイトによる公表資料、現地報道等をもとに、極東連邦管区 9 地域別の

農林水産業における概況を整理した。なお、本稿では現地調査及び官民ミッションを実施した

沿海地方、ハバロフスク地方、サハリン州の 3 地域を記載する。（※その他 6 地域を含めた詳細

については別添参考資料を参照） 

 

①沿海地方 

（a）産業特性 

極東最大の貿易港を有する沿海地方の主要産業は運輸・通信分野であり、続き卸売業や小売

業等商業が盛んな地域である。域内総生産は 5,756億ルーブルとロシア全体（8兆 5,712億 2,500

万ルーブル）の 6.7％であり、失業率は 6.9％とロシア平均（5.2％）を上回る。 

主たる輸出産品としては燃料エネルギー製品が金額ベースで 70％近くを占め、その後に魚・

海産物（12％）、木材（7％）と続く。一方輸入では、機械・設備・輸送機器が 49％、食料品・

農産原料が 13％と続く。 
 

図表 11 沿海地方の産業特性 

主要産業 

（2013 年） 
運輸・通信（20.5％）、卸売・小売業（18.8％）、不動産業（10.4％） 

域内総生産（GRP） 

（2013 年） 
5,756 億ルーブル 

消費者物価指数 112％（2014 年 12 月前年同月比） 

失業者数 

（2014 年） 
7 万 2,900 人（失業率 6.9％） 

貿易額 

（2014 年） 

・輸出：52 億 6,490 万ドル 

・輸入：76 億 4,650 万ドル 

主要貿易品目 

（2014 年） 

 

・輸出：燃料エネルギー製品（67％）、魚・海産物（12％）、木材（7％）、金属・金属製品
（4％）、機械・設備・輸送機器（3％） 

・輸入：機械・設備・輸送機器（49％）食料品・農産原料（13％）、繊維・繊維製品・靴
（8％）、化学工業製品（11％）、金属・金属製品（8％） 

（出所）2014 年の沿海地方の対外経済活動 

主要貿易相手国 

（2014 年） 

・輸出：中国、韓国、日本、アメリカ 

・輸入：中国、韓国、日本、アメリカ 

（出所）国家統計局「統計年鑑」・「ロシアの地域 2015年」、沿海地方政府「数字で見る沿海地方 2014年」 

 

（b）農業概況4 

（ア）概況 

 2015 年の沿海地方の農業生産額は約 351 億ルーブルで、ロシア全体の農業生産額の 0.7％

に当たる（ロシア全 85 地域中 46 位）。また、農業生産額の 52.8％が農産物、47.2％が畜産

物となっている。大豆生産量は 26 万 2,000 トンで、ロシア全体の 9.7％を占め、全国 3 位で

ある。米の生産量は 5 万 700 トンでロシア全体の 4.6％を占め、全国 4 位である。その他の

                                                   
4 all.biz「ロシアの地域農業」（http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065） 

http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065
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主要農畜産物として穀物、ジャガイモ、食肉、牛乳、鶏卵等があり、農畜産物の大部分は域

内の食品加工場で加工されている。食品加工業の中心は、果実・野菜加工、製パン、製菓、

油脂加工、製糖、食肉加工、チーズ製造、乳製品加工等である。 

 

（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

沿海地方の今後の農業振興策を定める国家プログラム「2013～2020 年の沿海地方におけ

る農業振興及び農産物、原料、食糧市場の規制」によると、沿海地方の農業分野の課題とし

て、農産物の品質向上、土地の有効活用、生産基盤の整備や近代化、投資促進、流通整備等

が挙げられ、生産から流通まで FVC 全体に課題を有することが確認できる。 

 その対応策としては農地開墾や農業の機械化、加工生産分野の発展、農村地域の生活向上

等のプロジェクトが実施されることとなっている。 

 

図表 12 沿海地方の農業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2013～2020 年の沿海地方における農業振興及び農産物、原料、食糧市場の

規制」 

プログラム 

履行責任者 
沿海地方 農業・食糧局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 12,387.06 百万ルーブル 

目 的 1．ロシア連邦の食糧安全保障ドクトリンの計画された指標に基づき、地域の食糧の自給自足

を目指す 

2．上質かつ安全な農産物の提供 

3．ロシアの世界貿易機関（WTO）に加盟した背景から、地方内・外の市場での農産品・食

品の競争力の増加。沿海地方の農業製造業と加工業の財政的持続性の強化 

4．農村部の持続的発展と生活の質の向上 

課 題 1．高品質な農産物の生産・加工量の増加 

2．地力の維持と復元、農業目的の土地の効率的かつ合理的な利用の促進 

3．沿海地方の農地の開墾 

4．農業機械と技術の近代化を通じて生産性の向上。主な農業関連の基金の更新や創設 

5．沿海地方の農業の投資の増加 

6．小規模農家、園芸、家庭菜園の組合や会の発展と個人事業主の水準の向上 

7．沿海地方における家畜や家禽の増加 

8．農業食品市場のインフラや生活協同組合の発展 

9．農村の生活の質、社会的インフラの発展と農村集落におけるエンジニアリング配置の改善 

10．農村部の社会・人口的状況の改善、労働市場の拡大、農村部における労働人口を増加し、

さらに維持 

プロジェクト 1．農業機械・技術の近代化と農業関連施設の革新的発展 

2．財政的リスクの減少と財政的持続性の強化 

3．地力の維持と向上。休耕地と緑地を新たに農業目的で使用するための手引き 

4．沿海地方の農地の開墾 

5．作物と作物加工の振興 

6．畜産業の振興、家畜優良育種の発展、家畜の総合的衛生、畜産物加工業の発展 

7．小規模農家、園芸家、家庭菜園の組合や会の支援 

8．国家プログラム「沿海地方における農業振興及び農産物、原料、食糧市場の規制」の実現

に向けた実務的部署の機能の達成 

9．沿海地方の農村の持続可能な開発 

10．卸売・配布センターと社会的食糧均等配分システムのインフラの発展 
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【参考：「ルスアグロ」の子会社が沿海地方産のトウモロコシを日本に試験的に出荷（現地報道）】 

2016.01.21／プリマメディア 
 「ルスアグロ」の沿海地方で活動する子会社、㈲「プリムアグロ」が沿海地方で栽培された
トウモロコシ 1 万トンを今月、試験的に日本に出荷した。 
 将来、同社では日本への輸出拡大と中国市場への進出を計画している。 
 「ルスアグロ」がアジア太平洋地域へのトウモロコシの輸出に動き出したのは、2015 年 9 月
の東方経済フォーラムだ。 
 「ルスアグロ」は㈱「ウラジオストク海洋商業港（FESCO グループ傘下）」と農作物流通の
枠組みでの協力協定を結んだ。2015 年に「ルスアグロ」は沿海地方で 3,500 ヘクタールにトウ
モロコシを作付けした。 
 バソフ社長によると、もし日本市場に輸出できる品質になれば、1 万 5,000～2 万トンを輸出
する。将来的には増産し、トウモロコシ用の乾燥施設や倉庫も造る。施設が完成すれば、沿海
地方は 3 年間でトウモロコシの生産量を年間 100 万トンまで増やせるだろう。 
 「ルスアグロ」では近い将来にトウモロコシの生産量を年間 10 万トンにし、ほぼ全量を中国
に輸出する可能性もあるとしている。中国市場は最近までロシアの農産物の輸入を制限してい
た。 
 現在、「ルスアグロ」は沿海地方で 3 万ヘクタールを耕作し、大豆、トウモロコシを栽培して
いる。 
 2015 年にはミハイロフスキー地区にある㈱「ウチホズ PGKhA」（農地 6,177 ヘクタール、
そのうち牧草地 5,500 ヘクタール）の定款資本の 100％を取得した。 
 連邦農業監督署のダンクベルト署長は以前、2016 年には中国への穀類輸出が 100 万トンにな
るかもしれないと話していたが、確かにそれも夢ではない。2015 年にロシアは中国に約 55 万
トンの大豆、トウモロコシ、菜種を出荷した。 
 かつてロシアは中国に沿海地方からトウモロコシや大豆を輸出していたが、2015 年 12 月 17
日ロシアと中国はロシアから出荷される穀類（小麦、トウモロコシ、米、大豆、菜種）への植
物衛生基準に関するプロトコールを結んだ。 
 トウモロコシ、米、大豆、菜種の出荷ができるのは、ハバロフスク地方、沿海地方、ザバイ
カル地方、アムール州、ユダヤ自治州。作物は全て加工用だ。 

 

（c）林業概況5 

（ア）概況 

2012 年の沿海地方における生産林の森林蓄積は 12 億 8,804 万㎥であり、北部と中央部を

中心に分布している。生産林の森林蓄積のうち、針葉樹林が 60％、硬質広葉樹林が 24％、

軟質広葉樹林が 16％となっている。極東連邦管区の中でも、沿海地方は最も生産性が高く、

成熟林と老齢林の平均蓄積は針葉樹が 195 ㎥/ha、硬質広葉樹と軟質広葉樹が 175 ㎥/ha と

なっている。 

2012 年の年間可能伐採量 718 万 3,000 ㎥のうち、木材加工量は 377 万 4,854 ㎥で可能伐

採量の 51％であった。 

 

 （イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

沿海地方の今後の林業振興策を定める国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方にお

ける林業の振興」によると、沿海地方の林業分野の課題として、森林管理の効率性の上昇、

業務遂行の質の向上、森林火災の対応等が挙げられる。 

                                                   
5 国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方における林業の振興」、国連食糧農業機関（FAO）「ロシア極東

の林業調査」 



 

18 

そこで振興策の目的として、森林管理の効率性の上昇や資源・環境ポテンシャルの維持、

環境整備等を振興策の目的として掲げている。 

 

図表 13 沿海地方の林業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方における林業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
沿海地方 林業局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 285,957,640 ルーブル 

目 的 1．森林の利用、保全、保護の効率の向上 

2．資源・環境ポテンシャルを確実に維持しつつ、森林資源と森林の有益な機能に対する

社会の需要に安定的に応えること 

3．国家森林管理の効率向上のための環境整備 

課 題 1．国による森林管理の効率や、申請者に対するサービス提供の品質を上げ、業務遂行の

質を向上させること 

2．連邦国家森林管理（森林保全）、森林火災の監視、森林資源利用の管理の効率向上 

3．森林火災の予防、発見、消火の効率向上、森林火災によって社会や環境が被る損害の

減少 

 

（d）水産業概況6 

  （ア）概況 

 沿海地方は海洋生物資源を豊富に有しており、シベリア鉄道にアクセス可能な不凍漁港と

労働力を有していることから、ロシアの水産業振興において重要な地域とされている。 

2013 年の極東連邦管区の漁獲量はロシア全体の 82％を占めている。また、水産加工品、

水産缶詰の生産ではロシア全体の 59％を占めている。極東連邦管区の中でも沿海地方は、水

産缶詰の生産量が 1 位、水産加工品の生産量がカムチャッカ地方に次いで 2 位、漁獲量では

カムチャッカ地方、サハリン州に次いで 3 位となっている。 

2013 年の水産品の輸出額は 8 億 2,520 万ルーブルであり、沿海地方の輸出総額の 19％を

占めた。輸出品目の割合は「生・冷凍魚」が 69％、「肝、魚卵、白子」が 12％、「甲殻類」

が 12％、「フィッシュ・ミール」が 4％、「魚フィレ」が 2％、「軟体動物」が 1％となってい

る。 

 

（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

沿海地方の今後の水産業振興策を定める国家プログラム「2013 年～2017 年の沿海地方に

おける水産業の振興」と「2013 年～2020 年の沿海地方における水産業の振興」によると、

沿海地方の水産業分野の課題として、新たな施設の建設や既存の設備の更新・近代化、水産

業のイメージ向上、市場メカニズムの強化、国家管理の効率性の上昇等が挙げられ、生産環

境の整備から販売までの各段階で課題を有することが確認できる。 

 そこで振興策の目的として、水産製品の生産拡大と国内市場への国産製品の導入、水産製

品の輸出拡大、水産製品に対する需要の増大、国産製品の競争力の増大等を掲げている。  

                                                   
6 国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方における水産業の振興」 
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図表 14 沿海地方の水産業振興に関する国家プログラム① 

タイトル 国家プログラム「2013～2017 年の沿海地方における水産業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
沿海地方 漁業・海洋生物資源局 

期 間 2013 年～2017 年 予 算 887,994,390 ルーブル 

目 的 1．高度に加工した競争力のあるロシアの水産製品の製造と販売を拡大し、輸入製品に替

えて国内市場に集約的に国産製品を導入すること 

2．高度に加工した水産製品の輸出の拡大 

3．活魚、生魚、冷蔵魚を含む水産製品に対する人口一人当たりの需要の増大 

課 題 1．新しい主要生産施設の建設、既存の主要生産施設の設備更新と近代化 

2．企業活動を振興し、沿海地方水産業のよいイメージを作ること 

3．水産品販売を最適化する効率的な市場メカニズムの強化 

4．効率的な国家管理 

 

図表 15 沿海地方の水産業振興に関する国家プログラム② 

タイトル 国家プログラム「2013 年～2020 年の沿海地方における水産業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
沿海地方 漁業・海洋生物資源局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 1,238,897,710 ルーブル 

目 的 1．ロシアの水産製品の製造と販売を拡大し、輸入製品に替えて国内市場に集約的に国産

製品を導入すること 

2．国内市場と国際市場においてロシア水産品の競争力を増大させること 

課 題 1．新しい主要生産施設の建設、既存の主要生産施設の設備更新と近代化 

2．企業活動を振興し、沿海地方水産業のよいイメージを作ること 

3．水産品販売を最適化する効率的な市場メカニズムの強化 

4．効率的な国家管理 

 

【参考：ロシア初の近代的なカニ漁船がウラジオストクの水産会社向けに建造される（現地報道）】 

  2017.01.10／プリマメディア 
 ㈲「アンテイ」（ウラジオストク）の発注で、造船所「ペプラ」は 2018 年に近代的なカニ漁
船を建造する。すでに前渡金は支払われている。船体工事はすでに始まっている。これはロシ
アで初めての近代的なカニ漁船となる。 
 「ペプラ」では建造にかかる費用は「アンテイ」側と調整中で明かせないとしているが、2,000
万ユーロほどと見られる。船の建造にはスコットランドの設計 PL-475 を応用する。 
 「ペプラ」ではこの設計に基づき、ノルウェーの船主 Keltic AS 向けにはえ縄漁船を建造し
たことがある。設計作業はサンクトペテルブルグの造船船舶修理技術センターに加盟する「ボ
ストーク」が行う。 
 ところで「アンテイ」は投資の見返りで得られる漁獲枠はもらっていないが、日本企業とは
毎月 60 トンのカニを出荷する契約を結んでいる。「アンテイ」のザハルチェンコ副社長に確認
したところ、それは取引上の非公開の情報だとし明らかにはしていない。 
 「コメルサント」誌によると、造船業界に漁獲枠が再分配されるのは 2019 年からだ。優遇
枠を得られるのは国内に沿岸加工工場を建設した企業か、国内の造船所で船を造った企業だ。
これを見越して「アルハンゲリスクトロール船団」、「ノルド・ピリグリム」はヴィボルグ造船
所に漁船を発注した。ただし政府決定によりカニの漁獲枠はこの対象ではない。 
 ロシアでは老朽化した漁船の更新が必要だが、中国の造船業者との競争や、奨励策が乏しい
せいで、このところ国内の造船所では大々的なカニ漁船の建造は行われてこなかった。こうし
た状況を受け、政府は造船の発注者を対象に、造船に必要な資金を年利 6％で借りられる制度
を導入するつもりだ。因みに今は年利 12～13％だ。あるロシアの船主によると、ドル建てで借
り入れると年利 6～6.5％、ユーロ建てだと 3.5～4％。 
 カニ漁はバレンツ海や極東の水域で行われる。もし同じようなカニ漁船を中国で造れば、費
用がより安くなることもある。 
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 ㈲「アンテイ」はウラジオストクで 1993 年から活動し、定款資本は 200 万ルーブル。社長
はパロマル・アンドレイ氏。主に漁労を営むが、他にも 20 の様々な業務を行う。支店は 2 つ、
子会社は 4 社。カニ漁は漁船 10 隻を出してオホーツク海、ベーリング海、日本海で行う。 
 「アンテイ」はカニをアメリカ合衆国と日本に 10 年以上提供し、カムチャツカ、サハリン、
沿海地方からモスクワやサンクトペテルブルグの市場に冷凍魚や生の海産物を供給している。 
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②ハバロフスク地方 

（a）産業特性 

ハバロフスク地方の主要産業は運輸・通信分野であり、続き卸売業や小売業等商業が盛んな

地域である。域内総生産は 4,736 億 9,520 万ルーブルとロシア全体（8 兆 5,712 億 2,500 万ル

ーブル）の 5.5％あり、失業率は 6.9％とロシア平均（5.2％）を上回る。 

主たる輸出産品としては木材・パルプ・製紙製品が金額ベースで 41％近くを占め、その後に

燃料・エネルギー製品（28.9％）、金属・金属製品（15.2％）と続く。一方輸入では、機械・設

備・輸送機器が 69％、金属・金属製品が 7.6％と続く。 

 

図表 16 ハバロフスク地方の産業特性 

主要産業 

（2013 年） 
運輸・通信（21.2％）、卸売・小売業（14％）、政府・軍関係（10.8％） 

域内総生産（GRP） 

（2013 年） 
4,736 億 9,520 万ルーブル 

消費者物価指数 111.8％（2014 年 12 月前年同月比） 

失業者数 

（2014 年） 
4 万 3,900 人（失業率 6.9％） 

貿易額 

（2014 年） 

・輸出：16 億 8,170 万ドル 

・輸入：8 億 50 万ドル 

主要貿易品目 

（2014 年） 

・輸出：木材・パルプ・製紙製品（40.9％）、燃料・エネルギー製品（28.9％）、金属・金
属製品（15.2％）、食料品・農産原料（12.7％） 

・輸入：機械・設備・輸送機器（69.0％）、金属・金属製品（7.6％）、化学工業製品・ゴム
（6.6％）、食料品・農産原料（5.5％）、繊維・繊維製品（2.5％） 

主要貿易相手国 

（2014 年） 

・輸出：中国、韓国、タイ、日本、アメリカ、ドイツ 

・輸入：中国、アメリカ、フランス、韓国、ドイツ、オーストリア、イタリア、日本 

（出所）国家統計局「統計年鑑」・「ロシアの地域 2015年」 

 

（b）農業概況7 

  （ア）概況 

ハバロフスク地方の農業生産は厳しい自然気象条件の中で行われており、30％以上の耕地

面積で土地改良が行われている。2014 年の農業生産額は約 231 億ルーブルで、域内総生産の

約 4％を占めている。主な農産物は穀物、大豆、ジャガイモ、野菜。しかし、ジャガイモと

野菜の生産量の 90％は、自給的な個人農家により栽培されており、バリューチェーンに乗っ

ていないのが現状である。 

農業生産活動はハバロフスク地方全域で行われているが、主要生産地はハバロフスク地方

南部に集中している。また、畜産においてはハバロフスク地方全域で牛と豚の飼育が行われ

ており、北部ではトナカイの飼育も行われている。 

 

  

                                                   
7 all.biz「ロシアの地域農業」（http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065） 

http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065
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（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

ハバロフスク地方の今後の農業振興策を定める国家プログラム「2013～2020 年のハバロ

フスク地方における農業振興及び農産物、原料、食糧市場の規制」によると、ハバロフスク

地方の農業分野の課題として、農産物・食品の生産量の増加、土地の有効活用、生産基盤の

整備、小規模農家の支援等が挙げられる。 

その対応策としては作物振興や畜産振興、食品加工産業の発展、農業の機械化等のプロジ

ェクトが実施されることとなっている。 

 

図表 17 ハバロフスク地方の農業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2013～2020 年のハバロフスク地方における農業振興及び農産物、原料、

食糧市場の規制」 

プログラム 

履行責任者 
ハバロフスク地方 農業・食糧局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 11,362.94 百万ルーブル 

目 的 1．安全かつ高品質な農産物の提供 

2．農地の効率的な利用と耕作面積の増加 

3．農産物の革新の振興のための環境の整備 

4．農村地域持続可能な開発のための環境の整備 

課 題 1．主要な農産物の生産と食品の生産の増加促進 

2．地力の維持と復元のための環境整備、農地の有効利用の促進 

3．農業生産の革新的な開発の促進 

4．農村部の小規模農家の支援 

5．地方内の農村部の持続的な発展 

プロジェクト 1．作物振興 

2．畜産振興 

3．食品加工産業の発展 

4．農業機械と技術の近代化 

5．農産物の革新的発展 

 

【参考：ハバロフスク地方で日揮がイチゴの新品種を栽培する計画（現地報道）】 

2017.01.26／DV キャピタル 
 ハバロフスクの工業団地「アヴァンガルド」でハバロフスク地方投資開発庁、ハバロフスク
地方政府の担当者が出席して実務者会議が開かれ、日露合弁企業「JGC エヴァーグリーン」の
温室拡大問題が話し合われた。同社では面積を 2 倍にしたいと考えている。 
 第 2 期工事により生産量と作物の種類を増やす。設計等の文書はすでにできており、作業完
了は 2017 年末の計画だ。その後、第 3 期工事に取り掛かり、温室を 10 ヘクタールまで増やす。 
 現在、地方投資開発庁は地方政府と共に投資事業で起こりうる全ての問題を検討している。
特に日本側が心配しているのがエネルギー価格、TOR の優遇措置の適用の有無だ。イチゴの新
品種の栽培が計画されているが、その登録手続きが行われている。 
 工業団地「アヴァンガルド」での温室の第 2 期工事は投資開発庁と日揮が署名した計画に基
づき進められている。すでにハバロフスク中央市場で適宜生産物を販売することで合意ができ
ている。 
 温室の第 1 期工事は面積が 2.5 ヘクタールで、2015 年末に完成した。2016 年 3 月には野菜
が収穫された。現在、ここで採れた野菜は商業ネットワークで流通されている。2016 年にはト
マト約 150 トン、キュウリ 263 トンが販売された。 
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（c）林業概況8 

（ア）概況 

2012 年のハバロフスク地方における森林面積は約 520 万 ha で、割合は生産林が 40.5％、

保護林が 14.5％、予備林が 45％となっている。森林蓄積の約 51 億㎥のうち、約 30 億㎥が

針葉樹であり、主要な樹木はカラマツとエゾマツである。中でもカラマツ林が森林樹木の

63％を占めている。また、生産林の森林蓄積については、針葉樹が約 20 億㎥、軟質広葉樹

が 2 億 4 千万㎥、硬質広葉樹が約 1 億㎥であり、主にハバロフスク地方の中央部と南部に分

布している。 

 2012 年の年間可能伐採量 2,507 万 8,000 ㎥のうち、木材加工量は 693 万 9,600 ㎥で可能伐

採量の 28％であった。ハバロフスク地方はロシア全体の森林資源保有量の 6.6％、極東連邦

管区の 25.5％を有しており森林資源開発のポテンシャルはあるが、域内での木材加工は極東

連邦管区の他地域よりも遅れをとっている状況である。 

 

（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

 ハバロフスク地方の今後の林業振興策を定める国家プログラム「2013 年～2020 年のハバ

ロフスク地方における林業の振興」によると、ハバロフスク地方の林業分野の課題として、

森林の保全・保護・再生や森林利用の効率性の上昇が挙げられ、森林の管理全体に課題を有

することが確認できる。 

 その対応策としては森林火災の予防と対応策の構築、森林保護システムの創設、森林再生、

森林利用の実現等のプロジェクトが実施されることとなっている。 

 

図表 18 ハバロフスク地方の林業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2013 年～2020 年のハバロフスク地方における林業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
ハバロフスク地方政府 森林局 

期 間 2013 年～2020 年 予 算 6,573,098,480 ルーブル 

目 的 1．森林の利用、保全、保護、再生の効率の向上 

2．森林の資源・環境ポテンシャルを確実に維持しながら、森林の資源に対する社会の需

要、また環境保全、保健衛生、保護、環境形成等の森林の機能（以下「森林の機能」

という）に対する社会の需要に安定的に応えること 

課 題 1．森林の保全と保護、再生 

2．効率的な森林利用を実現し、森林の資源と森林の機能に対する社会の需要に安定的に

応えること 

プロジェクト 1．火災の危険性の監視と森林火災消火の効率的なシステムの創設 

2．森林火災の発生、拡大の警告と予防 

3．森林を有害動植物から保護する効率的なシステムの創設 

4．効率的な森林再生 

5．森林利用の実現 

6．営林区による森林の利用 

                                                   
8 国家プログラム「2013 年～2020 年のハバロフスク地方における林業の振興」、国連食糧農業機関（FAO）「ロ

シア極東の林業調査」 
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【参考：ハバロフスク地方では森林開発分野の投資事業を国が支援（現地報道）】 

2017.01.12／DV キャピタル 
 ハバロフスク地方で木材加工業を営む 2 社が自らの投資事業を重点事業リストに盛り込むよ
う申請し、ハバロフスク地方シポルト知事がそれを承認した。申請者は㈲「リェスプロム DV」
と「ロギスティク・リェス」で、前者はラゾ記念地区に木材加工施設を作る計画で、後者はソ
ールニェチヌィ地区ベリョーザブィに木材加工工場を建設する。 
 重点事業リストについては連邦林業局、産業商務省とはすでに調整がついている。最終決定
は産業商務省が 1 月末までに採択する。 
 天然資源省木材産業委員会のトレグボフ副委員長によると、リストに入ることで相当な支援
を国から受けられるようになる。例えば、オークションなしで事業に必要な森林区画が手に入
り、森林区画の賃貸料は所定の期日までに投下資本回収の段階に入っていない場合には半額に
なる。事業の期間は 2017～2020 年の予定。 
 「ロギスティク・リェス」は 34 億 3,000 万ルーブルをかけて木材加工工場を作り、400 人以
上の雇用を創出する。2017 年には必要な設計文書を承認し、森林区画の賃貸契約を結び、木材
調達を始め、機械や設備の一部を調達し、インフラや工場建設に取り掛かる。 
 製材工場の利用開始は 2018 年第 1 四半期の計画だ。第 1 期工事分の火力発電所と乾燥施設
は 2019 年に稼働予定。第 2 期工事分のペレット製造工場と乾燥施設は 2020 年に稼働の予定。
本格生産が始まると、乾燥材を年間で 38 万立方メートル、燃料ペレット 15 万トン、チップ 23
万立方メートルが生産できる。 
 「リェスプロム DV」は 13 億ルーブルを投じて木材加工施設を作り、150 人以上の雇用を生
む。2020 年には製材 6 万 1,500 立方メートル、ペレット 1 万トン、突板 9,500 立方メートル、
薪 5,000 立方メートルが生産できるようになる。突板と燃料ペレットの工場は 2017 年にも部
分操業する計画だ。 
 ハバロフスク地方政府によると、2008 年以降、重点事業リストに含まれた森林開発関係の投
資事業は 8 件。現在、国の支援を受けているのは「ダリリェスプロム」、「リンブナン・ヒジャ
ウ」、「アジア・リェス」。 

 

（d）水産業概況9 

（ア）概況 

 2013 年のハバロフスク地方の水産業における生産額は約 65 億ルーブルであり、漁業の

約 70％は海洋漁業であり、約 30％が河川や沿岸での漁業となっている。主要な漁獲品目は

スケトウダラ、ニシン、サケ・マス、ヒラメ等である。 

ハバロフスク地方の水産業における課題として、海洋生物資源の減少、漁船の老朽化と更

新資金の不足、高付加価値加工に向けた原料の不足、冷蔵・冷凍技術と設備の不足、国内市

場への輸送インフラの不備等が挙げられる。 

 

（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

ハバロフスク地方の今後の水産業振興策を定める国家プログラム「2014 年～2020 年のハ

バロフスク地方における水産業の振興」によると、ハバロフスク地方の水産業分野の課題と

して、養殖漁業による海洋生物資源の再生、沿岸加工の振興、個人事業主への国家支援等が

挙げられる。 

その対応策として、海洋生物資源の保全、再生産、合理的利用に基づく関連政策策定と、

水産関連企業と個人事業者の競争力の確保に向けた水産業の組織化に関するプロジェクトが

実施されることとなっている。 

                                                   
9 国家プログラム「2014 年～2020 年のハバロフスク地方における水産業の振興」 
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図表 19 ハバロフスク地方の水産業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2014 年～2020 年のハバロフスク地方における水産業の振興」 

プログラム 

履行責任者 
ハバロフスク地方 天然資源省 

期 間 2014 年～2020 年 予 算 4,423,840,520 ルーブル 

目 的 1．海洋生物資源の保全、再生産、合理的利用に基づく、安定的な水産業の振興 

2．水産関連企業と個人事業者によって生産される商品とサービスの競争力の確保 

課 題 1．養殖漁業による海洋生物資源の再生振興 

2．海洋生物資源の沿岸加工の振興 

3．水産関連企業と農業製品生産者である個人事業者に対する国家支援の供与 

4．その実施のために地方が支払い義務を負う権限、ロシア連邦構成主体に対する統一補

助金が利用される権限等、ロシア連邦から移譲された海洋生物資源の形成、管理、保

護分野の地方国家機関の権限の履行効率を上げること 

プロジェクト 1．水産関連施策の策定と実施 

2．水産業の組織化と支援 

 

  



 

26 

③サハリン州 

（a）産業特性 

サハリン州の主要産業は鉱業であり、続き建設業や不動産業等工業が盛んな地域である。域

内総生産は 6,737 億 7,540 万ルーブルとロシア全体（8 兆 5,712 億 2,500 万ルーブル）の 7.9％

であり、失業率は 6.5％とロシア全体（5.2％）を上回る。 

主たる輸出産品としては燃料・エネルギー製品（石油、液化天然ガス、石炭）が金額ベース

で 96％近くを占め、魚・海産物（3.1％）が続く。一方輸入では、機械・設備・輸送機器が 59.3％、

金属・宝石・金属製品が 27.1％と続く。 

 

図表 20 サハリン州の産業特性 

主要産業 

（2013 年） 
鉱業（61.1％）、建設業（6.2％）、不動産業（5.8％） 

域内総生産（GRP） 

（2013 年） 
6,737 億 7,540 万ルーブル（2013 年） 

消費者物価指数 108.6％（2014 年 12 月前年同月比） 

失業者数 

（2014 年） 
1 万 8,400 人（6.5％） 

貿易額 

（2014 年） 

・輸出：166 億 9,620 万ドル 

・輸入：13 億 650 万ドル 

主要貿易品目 

（2014 年） 

・輸出：燃料・エネルギー製品（石油、液化天然ガス、石炭）（95.7％）、魚・海産物（3.1％、） 

・輸入：機械・設備・輸送機器（59.3％）、金属・宝石・金属製品（27.1％）、化学工業製
品（6.3％） 

主要貿易相手国 

（2014 年） 

・輸出：日本、韓国、中国、台湾、インドネシア、ノルウェー 

・輸入：ノルウェー、英国、ベルギー、中国、フランス、イタリア、日本 

（出所）国家統計局「統計年鑑」・「ロシアの地域 2015年」 

 

（b）農業概況10 

  （ア）概況 

サハリン州の生産地はアニワ地区、ティモフスク地区、ウグレゴルスク地区、ユジノサハ

リンスクに集中しており、栽培される主要農産物はキャベツ、ニンジン、ビーツである。ま

た、温室栽培施設でトマト、キュウリ、ピーマン、青菜類が通年栽培されている。サハリン

州で生産される農畜産物のほとんどが域内で消費されるが自給率は低く、ロシア大陸部から

輸送される農作物や、中国を中心とした外国産の輸入品に依存している。そのため、地場の

農業振興は不可欠である。 

サハリン州政府では特にジャガイモと野菜、食肉、乳製品の生産力向上を農業振興の重点

分野としている。2015 年にはサハリン州で養豚場建設プロジェクトが実現し、養鶏場の改築

と設備更新、複数の牛舎、2ha の通年型温室、2 か所のジャガイモ貯蔵場の建設等が行われ

た。 

  

                                                   
10 all.biz「ロシアの地域農業」（http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065） 

http://www.ru.all.biz/selskoe-hozyajstvo-sahalinskaya-oblast-srd60065
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（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

サハリン州の今後の農業振興策を定める国家プログラム「2014～2020 年のサハリン州に

おける農業振興及び農産物、原料、食糧市場の規制」によると、サハリン州の農業分野の課

題として、農産物・食品の生産量の増加、投資促進、生産基盤の整備、土地改良と土地の有

効活用等が挙げられる。 

その対応策としては作物・畜産物の生産・加工の発展や小規模農家支援、農業機械の近代

化、農業生産環境の提供等のプロジェクトが実施されることとなっている。 

 

図表 21 サハリン州の農業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2014～2020 年のサハリン州における農業振興及び農産物、原料、食糧

市場の規制」 

プログラム 

履行責任者 
サハリン州 農業省 

期 間 2014～2020 年 予 算 22,313,469.5 千ルーブル 

目 的 1．1．2010年1月30日付政令第120号ロシア連邦の食糧安全保障ドクトリンの指標に基づき、

地域の食糧の自給自足を目指す 

2．2．サハリン州の農業の投資振興に基づき、対内・外の市場での食糧品の競争力の増加 

3．3．サハリン州の農業関連の団体の経済的持続性 

4．4．農地の持続的発展 

5．5．農業における土地と他の資源の利用の効率性の増加と再生、環境に配慮した生産 

課 題 1．主要な農産物の生産と食品の生産の増加促進 

2．農産物、原料、食料市場の規制の効率性の向上 

3．小規模農家支援 

4．食品業、加工業、農業における持続的発展のための採算性の向上 

5．農民の生活の質の向上 

6．農業開発の投資促進 

7．農業目的の土地利用の効率性向上のための環境整備 

8．農業目的の土地改良の振興 

9．農業における土地、水、他の再生可能な天然資源の環境に配慮した規制に則った利用、

そして土壌肥沃度の最高値までの向上 

10．特に危険な家畜感染症の流行の防止 

11．農業の可能性の発展 

プロジェクト 1．作物、作物生産・加工の発展 

2．畜産物、畜産物生産・加工の発展 

3．サハリン地域の家畜感染症の確保 

4．小規模農家支援 

5．農業機械と技術の近代化 

6．農業生産の機能的かつ総合的環境の提供 

7．食品加工産業の発展 

8．農村地域の持続可能な発展 

9．開墾された農地の発展 
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【参考：10月にサハリンにベルゴロド州から豚 1,200頭が届く（現地報道）】 

2016.06.30／サハコムニュース 
 サハリン州政府の会議で大型農業事業についてクズメンコ州農業大臣が報告した。 

ソフホーズ「コル
サコフスキー」 

 ラズドリノエ村で農場（乳牛 1,000 頭）を建設する。 
 「サハリングラジュダンプロエクト」がベラルーシと協力して設計。 
 第 1 段階ではバンカーサイロを整備し、第 2 段階では主要な生産施設、
補助施設、配管・配線等のインフラや道路を整備する。 
 事業費を抑えるため、農業省と「コルサコフスキー」は農場の立地場所を
調整しており、現在、地形測量撮影を行っている。農場には 1 階建て 3 ル
ームの住宅 50 棟からなる住宅地を作る。これも設計は「サハリングラジュ
ダンプロエクト」。 

ソフホーズ「ユジ
ノサハリンスキ
ー」 

 畜産複合施設（搾乳牛 100 頭）と牛乳加工工場（1 日 120 トン）を作る。
事業は TOR「ユージナヤ」に含まれ、「グリンアグロ・サハリン」が実施。
事業費は 57 億 5,000 万ルーブルで、実施期間は 2016～2017 年。 
 建設許可は全て取得済みで、国の審査は通り、請負業務契約も締結された。 
＜養豚複合施設＞ 
 タラナイ村で年間 6 万 2,000 頭の豚を飼育する施設を整える。実施期間
は 2016～2017 年。TOR「ユージナヤ」に含まれ、「メルシアグロ・サハリ
ン」が実施。事業費は 23 億 3,000 万ルーブル。 
 作業は順調で、くい打ち工事が終わり、道路工事が行われている。 
 10 月にはベルゴロド州から 1,200 頭の繁殖用の豚が運ばれる計画だ。 

養鶏場「オストロ
ブナヤ」 

 ブロイラーの生産を計画していたが、サンクトペテルブルグの設計業者の
作業が遅れており、国への書類提出は 8 月になる。また年内にブロイラー
肉の生産を行うための技術的問題も検討され、それに合わせて「オストロブ
ナヤ」では施設の改修、近代化、修繕を行う。今日、設備調達と施設のガス
化に取り組んでいる。 
 10 月には若鶏が入り、ブロイラー生産が調整される計画だ。 
 請負業者の「ボロネジュセリマシ」の不手際で、配合飼料工場を含む、植
物原料の受入、保管、加工施設（5 万トン）の整備が遅れている。 
 見積もりの再計算に約 1 か月半かかる。 

ソフホーズ「テプ
リチヌィ」 

 TOR の枠組みで温室栽培事業をユジノサハリンスクで展開中。8 ヘクタ
ールの温室で野菜を通年で栽培する。 
 第 3 期工事として 2 ヘクタールの温室を建設中。古い大きな温室は解体
された。2 億 1,500 万ルーブルで建設資材と設備が調達された。 

ソフホーズ「ザレ
チノエ」 

 まだ TOR に入れず、財政投資の対象になっていない。 
 畜産複合施設（牛 670 頭）をトマリ地区ペンゼンスコエ村に作る計画で、
事業費は 26 億 5,000 万ルーブル、事業期間は 2016～2018 年となっていた。 
 しかし高すぎるとの理由で、関係機関からなる委員会が事業は不適切だと
して除外している。   

 

 

（c）林業概況11 

  （ア）概況 

2012 年のサハリン州の森林面積は 695 万 500ha で、そのうち生産林が 564 万 2,000ha、

保護林は 131 万 100ha である。森林蓄積は約 6 億㎥で、70％が針葉樹林（主にトウヒとトド

マツ）である。サハリン州では、輸送コストが高いことから国内大陸部への供給が不足して

おり、林業振興の妨げとなっている。そのため、2012 年の年間可能伐採量 210 万 800 ㎥の

うち、木材加工量は 36 万 9,800 ㎥で可能伐採量の 19％であった。 

 

                                                   
11 国連食糧農業機関（FAO）「ロシア極東の林業調査」 
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（イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

 サハリン州の今後の林業振興策を定める国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン州

における林業、狩猟、特別自然保護地域の振興」によると、サハリン州の林業の課題として、

動物界の保護対策、自然保護地域の環境整備、森林の効率的利用、林業の損失削減、投資環

境の整備等が挙げられる。 

 そこで目的として動物界保護システムの構築、生物多様性の保全と復元、森林管理の効率

性の上昇、林産品の品質向上と競争力の増大等を掲げている。 

 

図表 22 サハリン州の林業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン州における林業、狩猟、特別自然保護地域

の振興」 

プログラム 

履行責任者 
サハリン州 林業・狩猟業省 

期 間 2014 年～2020 年 予 算 13,540,507,100 ルーブル 

目 的 1．狩猟資源を安定的に存在させ、その生物多様性を守り、狩猟資源の数を保全、増大さ
せるために効果的な動物界保護システムを構築すること 

2．特別自然保護地域における生物多様性の保全と復元 

3．森林利用と保全、保護、復元の効率向上 

4．資源面とインフラ面の制限を克服することにより、林業を安定的に発展させ、高品質
で競争力のある国産林産品で国内市場の需要に応え、森林資源の合理的利用によって
輸入製品の割合を下げること 

5．林業と狩猟業分野の人材の育成 

課 題 1．動物界の保護のための対策の実施 

2．特別自然保護地域とその保護施設の保全と現状評価、特別自然保護地域におけるリク
リエーションと観光の振興のための環境整備、環境教育のレベル向上 

3．森林の効率的利用、森林の資源・環境ポテンシャルと生物多様性の保全 

4．火災と有害動植物による林業の損失削減 

5．森林において適時に持続的な森林復元を行うこと 

6．森林の資源環境ポテンシャルとグローバルな機能を確実に維持しながら、森林の利用
効率を上げ、森林資源に対する社会の需要を満たすこと 

7．林業企業に対する投資環境の改善 

8．燃料・エネルギー木材資源の需要に安定的に応えること 

9．林業と狩猟業分野の人材育成の向上 

 

（d）水産業概況12 

（ア）概況 

サハリン州の水産業は近年、漁業、養殖業、水産加工の全てにおいて、量的にも金額的に

も増加傾向にある。2008 年のサハリン州の漁獲量は 47 万 5,000 トンであったが、2010 年以

降は年間漁獲量が約 70 万トンの水準に増加しており、ロシア全体の漁獲量の約 15％、極東

連邦管区の約 22％を占めている。 

水産加工分野では冷凍、缶詰、燻製、干物、調理品等幅広い製品を生産しており、沿岸加

工施設には 1 万 3,857 トン/日の冷凍能力、14 万 7,300 トンの同時冷蔵能力、260 万個/日の

缶詰製造能力がある。 

                                                   
12 国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン州における水産業の振興」 
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サハリン州の水産品の輸出額は、2008 年は 180 億 9,000 万ルーブルであったが、加工技術

の向上により高付加価値製品の輸出が増加し、2012年には245億6,960万ルーブルとなった。 

 

 （イ）国家プログラムに見る課題と今後の展開策 

サハリン州の今後の水産業振興策を定める国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン

州における水産業振興」によると、サハリン州の水産業の課題として、生産基金・生産関連

企業の近代化、インフラ開発、海洋養殖業の振興、漁業企業の活動支援等が挙げられる。 

その対応策としては水産業関連の政府機関の合理化や海洋生物資源の保全、タイヘイヨウ

サケ属の自然産卵の復活、関連企業の国家的支援のプロジェクトが実施されることとなって

いる。 

 

図表 23 サハリン州の水産業振興に関する国家プログラム 

タイトル 国家プログラム「2014 年～2020 年のサハリン州における水産業振興」 

プログラム 

履行責任者 
サハリン州 漁業庁 

期 間 2014 年～2020 年 予 算 6,424,084 千ルーブル 

目 的 1．水産業全体における効率的かつ持続可能な操業のための環境整備：十分に生かされて

いない商業的資源のフル活用のための環境整備、養殖業振興、サハリン州で生産され

る水産物の競争力強化、水産業への投資の魅力を高めること 

2．雇用創出の促進 

課 題 1．連邦構成体に権限が移譲され、設置された、漁業管理と海洋生物資源の保全のための

局の効率性の強化 

2．主要な生産基金の近代化の促進と沿岸の水産関連のインフラ開発。ならびに沿岸漁業

や沿岸魚加工において高い付加価値をもつ魚製品の生産に従事する企業の近代化の促

進 

3．魚加工と沿岸漁業における労働生産率の向上と通年雇用の増加 

4．海洋養殖業の振興、海洋生物資源（タイヘイヨウサケの自然産卵の復元、河川流域の

サケの生態系を含む）の自然・人工両方の生殖量の増加と効率化、レクリエーション

の可能性の成長 

5．養殖業や海洋生物資源を利用したレクリエーションの分野における企業活動のための

環境の整備 

6．世界貿易機関（WTO）の参加国政府のために設立され、要望された漁業や水産物の認

証のための組織的支援 

7．水産業関連企業と社会的パートナーシップの発展、事業の自己組織化に向けた活動の

開発と実施（公的な漁師組織と共に） 

8．魚製品の地域ブランドの形成のために制定された、投資と技術革新を促進する州及び

連邦プログラムへのサハリン州の漁業企業の参加の支援 

プロジェクト 1．サハリン州における水産業関連の政府機関の合理化と海洋生物資源の保全 

2．タイヘイヨウサケ属の自然産卵の復活 

3．水産業関連企業の国家的支援 
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【参考：漁業クラスターの枠組みで、コルサコフ港ではグローバルな近代化を（現地報道）】 

2016.04.13／サハコムニュース 
 コルサコフ港での漁業クラスターに関する施設の設計に当たり、技術基準がまとめられた。 
 コジェミャコ知事が現地を訪れ、その詳細を話し合った。 
 漁業クラスターの創設はサハリン州に漁業取引所を創設し、運営するために欠かせない。海
産物がオークションで取引されるようになれば、仲介業者を介さずに水産会社と商社が直接取
引するようになる。 
 漁業クラスター創設に向けて、コルサコフ港には管理会社ができた。この会社は新事業に関
わる当事者全員（地域政府、㈱「サハリンリーズィングフロート」、㈱「コルサコフ海洋商業港」、
連邦国家単一企業「ナツルィブレスールス」、㈱「ズベルバンク・ロシア」、水産業者）の利益
を代弁する。 
 クラスター事業の本質は船の整備、修理、建造、海産物の保管、加工の施設を一か所に集積
させることだ。 
 ただしそれにはコルサコフ港の本格的な近代化が必要だ。まず岸壁の改修。サービスを受け
る船の種類により、水深を 4.5 メートルから 8 メートルにするよう求められている。ただし岸
壁は連邦企業の「ナツルィブレスールス」に帰属しており、工事の資金調達で面倒な事態が予
想される。 
 このため知事は岸壁を州が長期賃借りし、州が工事に資金を投じる代わりに賃料を減免する
旨の提案書を連邦漁業監督署に出す意向だ。 
 事業の第 1 段階では海産物受入と保管は現在稼働中の冷凍庫（4,000 トン）で行う。これは
海産物分配の拠点としての役割も担うことになる。将来的にはその隣に冷凍施設（6,000 トン）
と処理場（1 日の処理能力が 100～150 トン）を備えた流通加工複合施設を造る。 
 また港には船舶修理工場があるが、計画では小型船を造る造船所も設ける。長さ 9～24 メー
トルの小型船舶を建造し、水産会社や個人事業主からの注文を受ける。 
 この事業を推進する「サハリンリーズィングフロート」のヤロシェンコ社長によると、小型
船の建造ではクリルで経験を積んできた。択捉島の水産会社はこうした船舶を毎年 1～2 隻作っ
ている。 
 コルサコフ港ではまた小型船舶の専用整備場も設ける。そこには加工用の漁獲物の受入と輸
送のための設備も装備する。沿岸 6 海里水域での操業はサハリンの釣り愛好家や零細企業にと
ってよりやり易い物になる。大手企業がこれまであまり利用してこなかった海産物の採取や販
売が可能になるのだ。 
 漁は長さ 24 メートル以下の船やボートで行う。それにより雇用の創出と税収の増加が期待さ
れている。現在、港の開発を開発促進地域の枠組みで実施できないか検討中だ。 
 会議では州の担当者に対し漁業クラスターのための施設の設計を急ぐよう求めた。また港湾
管理事務所には乗船所の建設に関し迅速な対応を求めた。 
 建設用地は第 1 岸壁のある、港南部エリアの閘門のところだ。面積は約 1,000 平方メートル。
現在、施設設計のための技術基準がまとめられているが、これには韓国の技術者を呼ぶかもし
れない。乗船所ビルの設計に約 1 年、建設工事にも約 1 年かかる見込みだ。 
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２）現地統計資料による農林水産業の現況 

現地当該部局の統計資料をもとに、極東連邦管区 9 地域別の農林水産業における最新の統計

データを可能な限り整理した。なお、本稿では現地調査及び官民ミッションを実施した沿海地

方、ハバロフスク地方、サハリン州の 3 地域を記載する。 

 

①農業・林業 

（a）農業・林業の就業人口 

 ロシア極東連邦管区全体の農業・林業の就業人口は 2010年の248.8千人から 2014年の227.4

千人へと 21.4 千人の減少（▲8.6％）となっている。沿海地方では 78.3 千人（2010 年）から

74.5 千人（2014 年）へと 3.8 千人の減少（▲4.9％）、ハバロフスク地方では 38.6 千人（2010

年）から 34.3 千人（2014 年）へと 4.3 千人の減少（▲11.1％）、サハリン州では 11.4 千人（2010

年）から 10.9 千人（2014 年）へと 0.5 千人の減少（▲4.7％）であり、調査対象の 3 地域では

ハバロフスク地方での農業・林業就業人口の減少率が極東連邦管区全体を上回っている。 

 

図表 24 農業・林業の就業人口 

単位：千人、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 対 2010年増減 

極東連邦管区 248.8 244.7 244.9 235.1 227.4 ▲8.6 

サハ共和国 41.3 41.1 41.1 40.9 40.2 ▲2.6 

カムチャッカ地方 7.6 7.5 7.2 6.9 6.8 ▲10.9 

沿海地方 78.3 76.8 76.4 75.0 74.5 ▲4.9 

ハバロフスク地方 38.6 38.3 40.3 38.4 34.3 ▲11.1 

アムール州 57.6 57.1 56.1 50.0 47.9 ▲16.8 

マガダン州 1.6 1.6 1.7 1.5 1.5 ▲3.2 

サハリン州 11.4 10.7 10.8 10.8 10.9 ▲4.7 

ユダヤ自治州 10.6 9.9 9.9 10.0 9.9 ▲7.0 

チュコト自治管区 1.7 1.6 1.6 1.4 1.4 ▲16.2 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 

 

（b）農業・林業の 1 人当たりの平均月給 

 ロシア連邦全体における農業・林業の 1 人当たりの平均月給は 2011 年の 12,464 ルーブルか

ら 2015 年の 19,721 ルーブルへと 7,257 ルーブルの増加（58.2％）となっている。沿海地方では

9,676 ルーブル（2011 年）から 15,176 ルーブル（2015 年）へと 5,500 ルーブルの増加（56.8％）、

ハバロフスク地方では 17,738 ルーブル（2011 年）から 31,575（2015 年）へと 13,837 ルーブル

の増加（78.0％）、サハリン州では 25,711 ルーブル（2011 年）から 39,314 ルーブルへと 13,603

ルーブルの増加（52.9％）である。調査対象の 3 地域の中ではサハリン州とハバロフスク地方が

ロシア連邦全体の平均月給を上回っている。 
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図表 25 農業・林業の 1人当たりの平均月給 

単位：ルーブル、％ 

地 域 2011 2012 2013 2014 2015 対 2011年増減 

ロシア連邦全体 12,464 14,129 15,724 17,724 19,721 58.2 

沿海地方 9,676 10,591 11,414 13,405 15,176 56.8 

ハバロフスク地方 17,738 27,043 22,406 29,162 31,575 78.0 

サハリン州 25,711 28,273 30,600 34,310 39,314 52.9 

（出所）ロシア連邦全体の統計データ：国家統計局 Webサイト 

各州・地方の統計データ 

 

（c）農業・林業生産額 

  ロシア極東連邦管区全体の農業・林業生産額は 2010 年の 965 億 7,900 万ルーブルから 2015

年の 1,542 億 4,400 万ルーブルへと 576 億 6,500 万ルーブルの増加（59.7％）となっている。

沿海地方では 212 億 4,000 万ルーブル（2010 年）から 350 億 9,170 万ルーブル（2015 年）へ

と 138億 5,170万ルーブルの増加（65.2％）、ハバロフスク地方では 169億 300万ルーブル（2010

年）から 230 億 8,820 万ルーブル（2015 年）へと 61 億 8,520 万ルーブルの増加（36.6％）、

サハリン州では 67 億 3,800 万ルーブル（2010 年）から 111 億 2,240 万ルーブル（2015 年）へ

と 43 億 8,440 万ルーブルの増加（65.1％）であり、調査対象の 3 地域ではハバロフスク地方の

農業・林業生産額の増加が極東連邦管区全体及び他 2 地域に比べ下回っている。 

 

図表 26 農業・林業の生産額 

単位：百万ルーブル、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 2015 対 2010年増減 

極東連邦管区 96,579.0 112,333.0 114,364.0 110,856.0 146,092.0 154,244.0 59.7 

サハ共和国 17,884.0 18,840.0 19,700.0 20,867.0 21,847.0 22,208.7 24.2 

カムチャッカ地方 4,799.0 5,272.0 5,587.0 6,101.0 8,106.0 8,469.6 76.5 

沿海地方 21,240.0 26,057.0 27,850.0 28,938.0 37,734.0 35,091.7 65.2 

ハバロフスク地方 16,903.0 17,247.0 17,872.0 18,274.0 20,758.0 23,088.2 36.6 

アムール州 21,230.0 28,415.0 28,268.0 22,260.0 39,515.0 44,180.0 108.1 

マガダン州 1,626.0 1,713.0 1,825.0 1,649.0 1,948.0 2,421.2 48.9 

サハリン州 6,738.0 7,882.0 7,678.0 8,681.0 9,961.0 11,122.4 65.1 

ユダヤ自治州 5,660.9 6,244.4 4,861.4 3,258.9 5,169.1 6,081.8 7.4 

チュコト自治管区 499.0 663.0 724.0 828.0 1,054.0 1,580.4 216.7 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 

 

（d）面積 

（ア）農地面積 

ロシア極東連邦管区全体の農地面積は 2010 年の 1,383.0 千ヘクタールから 2014 年の

1,787.7 千ヘクタールへと 404.7 千ヘクタールの増加（29.3％）となっている。沿海地方では

314.0 千ヘクタール（2010 年）から 423.9 千ヘクタール（2014 年）へと 109.9 千ヘクター

ルの増加（35.0％）、ハバロフスク地方では 72.6 千ヘクタール（2010 年）から 83.8 千ヘク



 

34 

タール（2014 年）へと 11.2 千ヘクタールの増加（15.4％）、サハリン州では 25.4 千ヘクタ

ール（2010 年）から 26.6 千ヘクタール（2014 年）へと 1.2 千ヘクタールの増加（4.7％）で

あり、調査対象の 3 地域では沿海地方の農地面積の増加率が極東連邦管区全体を上回ってい

る。 

図表 27 農地の面積 

単位：千ヘクタール、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 対 2010年増減 

極東連邦管区 1,383.0 1,481.6 1,672.0 1,595.9 1,787.7 29.3 

サハ共和国 44.1 44.1 46,4 45.5 45.1 2.3 

カムチャッカ地方 22.0 22.9 21.9 20.4 21.2 ▲3.6 

沿海地方 314.0 340.8 379.4 379.0 423.9 35.0 

ハバロフスク地方 72.6 77.0 78.9 75.5 83.8 15.4 

アムール州 790.3 855.4 1,001.3 929.3 1,059.2 34.0 

マガダン州 6.1 6.2 6.3 6.0 5.7 ▲6.6 

サハリン州 25.4 24.1 23.9 24.7 26.6 4.7 

ユダヤ自治州 108.4 111.0 113.9 115.4 122.2 12.7 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 

 

（イ）森林面積 

ロシア極東連邦管区全体の森林面積は 2013 年の 2 億 9,567 万 3 千ヘクタールから 2014 年

の 2 億 9,508 万 2 千ヘクタールへと 1 年で 59 万 1 千ヘクタール減少（▲0.2％）している。

沿海地方では 1,276 万 4 千ヘクタール（2013 年）から 1,273 万 1 千ヘクタール（2014 年）

へと 3 万 3 千ヘクタールの減少（▲0.3％）、ハバロフスク地方では 5,200 万 4 千ヘクタール

（2013 年）から 5,206 万 1 千ヘクタール（2014 年）へと 5 万 7 千ヘクタールの増加（0.1％）、

サハリン州では 591 万 3 千ヘクタール（2013 年）から 593 万 4 千ヘクタール（2014 年）へ

と 2 万 1 千ヘクタールの増加（0.4％）となっている。極東連邦管区全体の森林面積が減少し

ている一方、調査対象の 3 地域のうち沿海地方を除く 2 地域では森林面積がわずかながら増

加している。 

図表 28 森林の面積 

単位：千ヘクタール、％ 

地 域 2013 2014 対前年比 

極東連邦管区 295,673.0 295,082.0 ▲0.2 

サハ共和国 157,652.0 157,014.0 ▲0.4 

カムチャッカ地方 19,834.0 19,835.0 0.0 

沿海地方 12,764.0 12,731.0 ▲0.3 

ハバロフスク地方 52,004.0 52,061.0 0.1 

アムール州 23,671.0 23,669.0 0.0 

マガダン州 17,286.0 17,291.0 0.0 

サハリン州 5,913.0 5,934.0 0.4 

ユダヤ自治州 1,643.0 1,641.0 ▲0.1 

チュコト自治管区 4,907.0 4,907.0 0.0 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」  
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（e）品目別生産量・輸出入量 

  （ア）穀物 

ロシア極東連邦管区全体の穀物の生産量は 2010 年の 297.4 千トンから 2014 年の 773.4 千

トンへと 476.0 千トンの増加（160.1％）となっている。沿海地方では 144.7 千トン（2010

年）から 307.3 千トン（2014 年）へと 162.6 千トンの増加（112.4％）、ハバロフスク地方で

は 5.6 千トン（2010 年）から 19.3 千トン（2014 年）へと 13.7 千トンの増加（244.6％）で

あり、サハリン州を除く調査対象の 2 地域ではハバロフスク地方における穀物の生産量の増

加率が極東連邦管区全体を大幅に上回っている。 

 

図表 29 穀物の生産量 

単位：千トン、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 対 2010年増減 

極東連邦管区 297.4 612.8 546.9 428.5 773.4 160.1 

サハ共和国 10.3 7.8 6.3 11.8 12.2 18.4 

カムチャッカ地方 0.4 0.1 0.1 0.1 0.2 ▲50.0 

沿海地方 144.7 230.5 234.5 229.3 307.3 112.4 

ハバロフスク地方 5.6 10.4 13.7 9.6 19.3 244.6 

アムール州 130.4 338.2 271.4 172.3 417.7 220.3 

ユダヤ自治州 6.0 25.8 20.9 5.4 16.7 178.3 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 

 

   また、ロシア極東連邦管区全体の穀物の輸出量は 2013 年の 1 万 2,187 トンから 2016 年の

10 万 8,283 トンへと 9 万 6,096 トンの増加（788.5％）となっている。沿海地方では 1 万 2,037

トン（2013 年）から 7 万 4,448.7 トン（2016 年）へと 6 万 2,411.7 トンの増加（518.5％）、

ハバロフスク地方では 2016 年に 1 万 3,139.1 トンを輸出している。極東連邦管区全体の穀物

の輸出量の大部分を沿海地方が占めているが、2014 年以降ハバロフスク地方も輸出量が増加

している。 

 

図表 30 穀物の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 12,187.0 48,067.4 104,850.1 108,283.0 788.5 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.1 0.0 0.0 － 

沿海地方 12,037.0 27,008.1 64,540.4 74,448.7 518.5 

ハバロフスク地方 0.0 13,029.6 14,408.9 13,139.1 － 

アムール州 150.0 8,029.6 25,900.9 20,695.1 13,697.2 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 
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   一方、ロシア極東連邦管区全体の穀物の輸入量は 2013 年の 1 万 37.6 トンから 2016 年の

7,115.4 トンへと 2,922.2 トンの減少（▲29.1％）となっている。沿海地方では 9,773.4 トン

（2013 年）から 7,061.9 トン（2016 年）へと 2,711.5 トンの減少（▲27.7％）、ハバロフス

ク地方では 2016 年の 0.8 トンの輸入のみ、サハリン州では 114.2 トン（2013 年）から 52.8

トン（2016 年）へと 61.4 トンの減少（▲53.8％）であり、極東連邦管区全体の穀物の輸入

量の大部分を沿海地方が占めている。 

 

図表 31 穀物の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 10,037.6 10,249.6 9,453.7 7,115.4 ▲29.1 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 9,773.4 10,111.3 9,381.6 7,061.9 ▲27.7 

ハバロフスク地方 0.0 0.0 0.0 0.8 － 

アムール州 150.0 0.0 0.0 0.0 ▲100.0 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 114.2 138.4 72.1 52.8 ▲53.8 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

（イ）大豆 

   沿海地方の大豆の生産量は 152.2 千トン（2010 年）から 262.0 千トン（2015 年）へと 109.8

千トン増加（72.1％）した。 

 

図表 32 大豆の生産量 

単位：千トン、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 2015 対 2010年増減 

沿海地方 152.2 168.3 169.7 168.5 272.2 262.0 72.1 

アムール州 569.9 826.8 777.6 398.4 996.9 997.2 75.0 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 

 

   また、ロシア極東連邦管区全体の大豆の輸出量は 2015 年の 1.5 トンから 2016 年の 1.8 ト

ンへと 0.2 トン増加（15.0％）しており、そのすべてをハバロフスク地方が占めている。 

 

図表 33 大豆の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2015 2016 対前年比 

極東連邦管区 1.5 1.8 15.0 

ハバロフスク地方 1.5 1.8 15.0 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 
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 一方、ロシア極東連邦管区全体の大豆の輸入量は2013年の218.1トンから2016年の109.9

トンへと 108.2 トンの減少（▲49.6％）、沿海地方では 2013 年の 217.7 トンから 2016 年の

63.2 トンへと 154.5 トンの減少（▲71.0％）となっている。 

 

図表 34 大豆の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 218.1 161.6 99.8 109.9 ▲49.6 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 217.7 160.9 98.8 63.2 ▲71.0 

ハバロフスク地方 0.0 0.5 0.0 0.0 － 

アムール州 0.0 0.0 1.1 1.7 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.5 0.1 0.0 45.0 9515.4 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

（ウ）野菜 

  ロシア極東連邦管区全体の野菜の生産量は 2010 年の 401.2 千トンから 2014 年の 450.3 千

トンへと 49.1 千トンの増加（12.2％）となっている。沿海地方では 161.0 千トン（2010 年）

から 193.2 千トン（2014 年）へと 32.2 千トンの増加（20.0％）、ハバロフスク地方では 58.3

千トン（2010 年）から 62.3 千トン（2014 年）へと 4.0 千トンの増加（6.9％）、サハリン州

では 33.7 千トン（2010 年）から 42.0 千トン（2014 年）へと 8.3 千トンの増加（24.6％）で

あり、調査対象の 3 地域ではハバロフスク地方を除く 2 地域で、極東連邦管区全体の野菜の

生産量の増加率を上回っている。 

 

図表 35 野菜の生産量 

単位：千トン、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 対 2010年増減 

極東連邦管区 401.2 429.9 433.9 391.1 450.3 12.2 

サハ共和国 33.7 32.3 33.3 37.1 36.7 8.9 

カムチャッカ地方 16.2 16.6 15.4 13.2 18.2 12.3 

沿海地方 161.0 182.3 176.3 184.8 193.2 20.0 

ハバロフスク地方 58.3 61.4 64.6 56.8 62.3 6.9 

アムール州 58.9 60.8 69.3 35.0 67.8 15.1 

マガダン州 5.0 4.1 5.0 3.9 4.1 ▲18.0 

サハリン州 33.7 36.6 37.5 40.6 42.0 24.6 

ユダヤ自治州 34.3 35.7 32.4 19.6 25.9 ▲24.5 

チュコト自治管区 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 
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  また、ロシア極東連邦管区全体の野菜の輸出量は 2013年の239.2トンから 2016年の355.8

トンへと 116.5 トンの増加（48.7％）となっている。沿海地方では 239.1 トン（2013 年）か

ら 352.3 トン（2016 年）へと 113.2 トンの増加（47.3％）、ハバロフスク地方では 0.1 トン

（2013 年）から 1.8 トン（2016 年）へと 1.7 トンの増加（1669.2％）、サハリン州では 2014

年に 12.6 トン、2015 年に 0.6 トンの輸出となっているが、2016 年には輸出されておらず、

極東連邦管区全体の野菜の輸出量の大部分を沿海地方が占めている。 

 

図表 36 野菜の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 239.2 152.4 273.1 355.8 48.7 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.6 0.4 0.0 － 

沿海地方 239.1 139.2 269.4 352.3 47.3 

ハバロフスク地方 0.1 0.0 1.6 1.8 1669.2 

アムール州 0.0 0.0 1.1 1.7 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 12.6 0.6 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

  一方、ロシア極東連邦管区全体の野菜の輸入量は 2013 年の 21 万 368.1 トンから 2016 年

の 17 万 1,483.2 トンへと 3 万 8,884.9 トンの減少（▲18.5％）となっている。沿海地方では

17 万 2,344.4 トン（2013 年）から 13 万 8,708.5 トン（2016 年）へと 3 万 3,635.9 トンの減

少（▲19.5％）、ハバロフスク地方では 6,946.5 トン（2013 年）から 5,893.2 トン（2016 年）

へと 1,053.2 トンの減少（▲15.2％）、サハリン州では 169.7 トン（2013 年）から 407.9 ト

ン（2016 年）へと 238.2 トンの増加（140.4％）であり、調査対象の 3 地域の中ではサハリ

ン州のみが増加に転じている。 

図表 37 野菜の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 210,368.1 254,906.2 120,350.8 171,483.2 ▲18.5 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 2.9 － 

カムチャッカ地方 198.3 48.0 0.0 0.0 ▲100.0 

沿海地方 172,344.4 206,419.0 82,588.0 138,708.5 ▲19.5 

ハバロフスク地方 6,946.5 5,824.8 2,470.4 5,893.2 ▲15.2 

アムール州 24,051.3 36,368.4 30,223.0 23,244.3 ▲3.4 

マガダン州 782.3 985.2 459.5 0.0 ▲100.0 

サハリン州 169.7 294.7 179.1 407.9 140.4 

ユダヤ自治州 4,035.8 4,966.1 4,430.7 3,226.4 ▲20.1 

チュコト自治管区 1,839.9 0.0 0.0 0.0 ▲100.0 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 
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（エ）食肉 

   ロシア極東連邦管区全体の食肉の生産量は 2010 年の 129.0 千トンから 2015 年の 124.5 千

トンへと 4.5 千トンの減少（▲3.5％）となっている。沿海地方では 36.4 千トン（2010 年）

から 36.3 千トン（2015 年）へと 0.1 千トンの減少（▲0.3％）、ハバロフスク地方では 22.3

千トン（2010 年）から 17.8 千トン（2015 年）へと 4.5 千トンの減少（▲20.2％）、サハリ

ン州では 2.7 千トン（2010 年）から 3.5 千トン（2015 年）へと 0.8 千トンの増加（29.6％）

であり、調査対象の 3 地域の中ではサハリン州のみが増加に転じている。 

 

図表 38 食肉の生産量 

単位：千トン、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 2015 対2010年増減 

極東連邦管区 129.0 132.5 136.0 138.5 136.6 124.5 ▲3.5 

サハ共和国 25.4 23.4 23.9 23.5 21.0 20.8 ▲18.1 

カムチャッカ地方 2.4 2.4 2.4 3.4 3.4 3.6 50.0 

沿海地方 36.4 38.6 43.0 38.8 40.5 36.3 ▲0.3 

ハバロフスク地方 22.3 22.4 23.6 23.6 22.6 17.8 ▲20.2 

アムール州 34.3 37.7 34.8 41.7 41.8 40.1 16.9 

マガダン州 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 20.0 

サハリン州 2.7 2.9 3.1 3.2 3.2 3.5 29.6 

ユダヤ自治州 3.7 3.6 3.5 3.1 2.4 1.8 ▲51.4 

チュコト自治管区 1.3 1.0 1.2 0.7 1.2 － ▲100.0 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 

 

   また、ロシア極東連邦管区全体の食肉の輸出量は 2014 年の 21.6 トンから 2016 年の 279.4

トンへと 257.8 トンの増加（1190.1％）となっている。沿海地方では 2014 年の 21.0 トンか

ら 2016 年の 279.3 トンへと 258.3 トンの大幅な増加（1229.9％）となっている。 

 

図表 39 食肉の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2014 2015 2016 対 2014 年増減 

極東連邦管区 21.6 476.7 279.4 1190.1 

サハ共和国 0.1 0.0 0.0 ▲100.0 

カムチャッカ地方 0.5 0.3 0.1 ▲87.4 

沿海地方 21.0 476.4 279.3 1229.9 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

  一方、ロシア極東連邦管区全体の食肉の輸入量は 2013 年の 17 万 8,314.6 トンから 2016

年の 9 万 102.8 トンへと 8 万 8,211.9 トンの減少（▲49.5％）となっている。沿海地方では

14 万 2,870.7 トン（2013 年）から 7 万 3,655.9 トン（2016 年）へと 6 万 9,214.7 トンの減

少（▲48.4％）、ハバロフスク地方では 9,666.2 トン（2013 年）から 3,218.9 トン（2016 年）

へと 6,447.3 トンの減少（▲66.7％）、サハリン州では 5,184.2 トン（2013 年）から 2,543.4

トン（2016 年）へと 2,640.8 トンの減少（▲50.9％）となっている。 
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図表 40 食肉の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 178,314.6 142,185.7 106,091.9 90,102.8 ▲49.5 

サハ共和国 7,334.1 4,840.3 4,115.8 4,619.4 ▲37.0 

カムチャッカ地方 2,185.2 2,275.5 1,996.3 1,842.9 ▲15.7 

沿海地方 142,870.7 115,079.4 84,544.1 73,655.9 ▲48.4 

ハバロフスク地方 9,666.2 8,029.0 5,024.9 3,218.9 ▲66.7 

アムール州 371.1 819.1 2,239.5 1,177.5 217.3 

マガダン州 10,576.2 6,900.0 4,344.5 3,044.9 ▲71.2 

サハリン州 5,184.2 4,242.3 3,826.7 2,543.4 ▲50.9 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 127.1 0.0 0.0 0.0 ▲100.0 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

（オ）鶏卵 

   ロシア極東連邦管区全体の鶏卵の生産量は2010年の1,188.5百万個から2015年の1,170.7

百万個へと 17.8 百万個の減少（▲1.5％）となっている。沿海地方では 309.0 百万個（2010

年）から 347.5 百万個（2015 年）へと 38.5 百万個の増加（12.5％）、ハバロフスク地方では

298.7 百万個（2010 年）から 274.8 百万個（2015 年）へと 23.9 百万個の減少（▲8.0％）、

サハリン州では 108.5 百万個（2010 年）から 125.4 百万個（2015 年）へと 16.9 百万個の増

加（15.6％）であり、極東連邦管区全体が減少しているのに対し、調査対象のうち 2 地域で

は 15％前後増加している。 

 

図表 41 鶏卵の生産量 

単位：百万個、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 2015 対 2010年増減 

極東連邦管区 1,188.5 1,165.9 1,184.7 1,149.0 1,191.0 1,170.7 ▲1.5 

サハ共和国 123.6 124.4 129.8 136.5 136.6 136.2 10.2 

カムチャッカ地方 47.4 45.2 45.0 40.4 45.6 52.3 10.3 

沿海地方 309.0 327.9 329.5 282.3 302.6 347.5 12.5 

ハバロフスク地方 298.7 264.2 292.0 304.8 314.5 274.8 ▲8.0 

アムール州 257.3 246.2 231.0 239.4 240.1 199.3 ▲22.5 

マガダン州 19.9 20.7 21.1 23.0 24.4 25.4 27.6 

サハリン州 108.5 110.1 108.8 109.8 114.7 125.4 15.6 

ユダヤ自治州 21.3 23.8 25.1 11.6 10.7 9.8 ▲54.0 

チュコト自治管区 2.9 3.5 2.4 1.2 1.8 － ▲100.0 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 
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  また、ロシア極東連邦管区全地域において、鶏卵の輸出量は 0 トンとなっている。 

 

図表 42 鶏卵の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ハバロフスク地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

   一方、ロシア極東連邦管区の鶏卵の輸入量は 2015 年のハバロフスクで 2.8 トン、2016 年

のサハ共和国で 6.0 トンのみとなっている。 

 

図表 43 鶏卵の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 0.0 0.0 2.8 6.0 － 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 6.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ハバロフスク地方 0.0 0.0 2.8 0.0 － 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 
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（カ）牛乳 

ロシア極東連邦管区全体の牛乳の生産量は 2010 年の 591.4 千トンから 2015 年の 531.3 千

トンへと 60.1 千トンの減少（▲10.2％）となっている。沿海地方では 109.5 千トン（2010

年）から 123.7 千トン（2015 年）へと 14.2 千トンの増加（13.0％）、ハバロフスク地方では

52.4 千トン（2010 年）から 39.4 千トン（2015 年）へと 13.0 千トンの減少（▲24.8％）、サ

ハリン州では 28.0 千トン（2010 年）から 27.8 千トン（2015 年）へと 0.2 千トンの減少（▲

0.7％）であり、調査対象の 3 地域ではハバロフスク地方での牛乳の生産量の減少率が極東連

邦管区全体を上回っている。 

 

図表 44 牛乳の生産量 

単位：千トン、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 2015 対 2010年増減 

極東連邦管区 591.4 582.5 571.8 565.2 536.4 531.3 ▲10.2 

サハ共和国 191.6 185.9 177.6 170.4 168.4 164.3 ▲14.2 

カムチャッカ地方 15.9 16.4 17.0 17.2 17.5 17.8 11.9 

沿海地方 109.5 106.8 113.2 119.5 118.6 123.7 13.0 

ハバロフスク地方 52.4 50.6 50.6 46.5 43.4 39.4 ▲24.8 

アムール州 161.9 166.4 161.8 165.1 143.6 142.7 ▲11.9 

マガダン州 5.7 5.8 5.9 5.9 5.9 6.0 5.3 

サハリン州 28.0 25.9 25.8 26.2 27.6 27.8 ▲0.7 

ユダヤ自治州 26.3 24.5 19.9 14.3 11.5 9.6 ▲63.5 

チュコト自治管区 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 － ▲100.0 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 

 

また、ロシア極東連邦管区全体の牛乳の輸出量は 2013 年の 6.3 トンから 2016 年の 124.6

トンへと 118.4 トンの増加（1863.3％）となっている。ハバロフスク地方では 2016 年に 1.9

トンの牛乳が輸出されている。 

 

図表 45 牛乳の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 6.3 0.0 67.8 124.6 1863.3 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ハバロフスク地方 0.0 0.0 0.0 1.9 － 

アムール州 6.3 0.0 67.8 122.7 1833.1 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 
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一方、ロシア極東連邦管区全体の牛乳の輸入量は 2013 年の 3,587.4 トンから 2016 年の

3,581.6 トンへと 5.8 トンの減少（▲0.2％）となっている。沿海地方では 2,086.4 トン（2013

年）から 1,128.0 トン（2016 年）へと 958.4 トンの減少（▲45.9％）、ハバロフスク地方で

は 28.2 トン（2013 年）から 19.9 トン（2016 年）へと 8.3 トンの減少（▲29.4％）、サハリ

ン州では 500.0 トン（2013 年）から 1,323.2 トン（2016 年）へと 823.2 トンの増加（164.6％）

となっている。 

図表 46 牛乳の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 3,587.4 3,317.8 4,212.9 3,581.6 ▲0.2 

サハ共和国 0.0 0.0 85.7 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 20.0 57.4 40.0 － 

沿海地方 2,086.4 1,707.4 1,115.8 1,128.0 ▲45.9 

ハバロフスク地方 28.2 178.6 42.2 19.9 ▲29.4 

アムール州 954.0 110.0 1,605.0 1,070.4 12.2 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 500.0 1,301.9 1,306.7 1,323.2 164.6 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 18.7 0.0 0.0 0.0 ▲100.0 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

（キ）木材 

   ロシア極東連邦管区全体の原木の生産量は 2010 年の 12,063.2 千立米から 2014 年の

11,922.5 千立米へと 140.7 千立米の減少（▲1.2％）となっている。沿海地方では 3,991.0 千

立米（2010 年）から 4,187.0 千立米（2014 年）へと 196.0 千立米の増加（4.9％）、ハバロフ

スク地方では 5,951.0 千立米（2010 年）から 5,831.0 千立米（2014 年）へと 120.0 千立米の

減少（▲2.0％）、サハリン州では 199.2 千立米（2010 年）から 303.4 千立米（2014 年）へ

と 104.2 千立米の増加（52.3％）であり、調査対象の 3 地域のうちサハリン州において原木

の生産量が増加している。 

図表 47 原木の生産量 

単位：千立米、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 対 2010年増減 

極東連邦管区 12,063.2 12,405.3 12,059.2 11,097.3 11,922.5 ▲1.2 

サハ共和国 916.9 912.4 771.8 929.5 844.2 ▲7.9 

カムチャッカ地方 133.8 125.1 126.0 123.1 112.6 ▲15.8 

沿海地方 3,991.0 4,002.0 3,807.0 3,828.0 4,187.0 4.9 

ハバロフスク地方 5,951.0 6,245.0 6,338.0 5,314.0 5,831.0 ▲2.0 

アムール州 773.4 795.7 601.6 485.5 465.3 ▲39.8 

マガダン州 22.0 27.9 26.9 26.2 26.2 19.1 

サハリン州 199.2 219.4 242.5 277.9 303.4 52.3 

ユダヤ自治州 75.9 77.8 145.4 113.1 152.8 101.3 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 
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また、ロシア極東連邦管区全体の原木の輸出量は 2010 年の 438 万 4,106.9 トンから 2016

年の 501 万 5,952.3 トンへと 63 万 1,845.4 トンの増加（14.4％）となっている。沿海地方で

は 110 万 4,362.1 トン（2013 年）から 122 万 5,911.2 トン（2016 年）へと 12 万 1,549.1 ト

ンの増加（11.0％）、ハバロフスク地方では 295 万 8,653.0 トン（2013 年）から 348 万 5,751.9

トン（2016 年）へと 52 万 7,098.9 トンの増加（17.8％）、サハリン州では 2014 年に 1,686.5

トン、2015 年に 2 万 399.0 トン輸出されている。 

 

図表 48 原木の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 4,384,106.9 5,051,930.3 4,808,208.0 5,015,952.3 14.4 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 1,104,362.1 1,292,580.0 1,266,127.1 1,225,911.2 11.0 

ハバロフスク地方 2,958,653.0 3,415,781.5 3,191,285.2 3,485,751.9 17.8 

アムール州 293,637.3 306,803.8 298,258.3 277,667.2 ▲5.4 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 1,686.5 20,399.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 27,454.5 35,078.6 32,138.3 26,622.1 ▲3.0 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

一方、ロシア極東連邦管区の原木の輸入量は 2016 年のハバロフスク地方における 1.0 トン

のみとなっている。 

 

図表 49 原木の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 0.0 0.0 0.0 1.0 － 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ハバロフスク地方 0.0 0.0 0.0 1.0 － 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 
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   ロシア極東連邦管区全体の製材の輸出量は 2013 年の 1,462.1 トンから 2016 年の 776.4 ト

ンへと 685.7 トンの減少（▲46.9％）となっている。沿海地方では 1,326.5 トン（2013 年）

から 15.8 トン（2016 年）へと 1,310.7 トンの減少（▲98.8％）、ハバロフスク地方では 2013

年の 20.9 トン以降輸出されていない。 

 

図表 50 製材の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 1,462.1 634.6 2,829.8 776.4 ▲46.9 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 15.3 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 1,326.5 439.0 722.2 15.8 ▲98.8 

ハバロフスク地方 20.9 0.0 0.0 0.0 ▲100.0 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 114.7 195.5 2,107.7 745.2 549.7 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

ロシア極東連邦管区全体の製材の輸入量は 2013 年の 1 万 3,082.1 トンから 2016 年の

1,244.2トンへと 1万 1,837.9 トンの減少（▲90.5％）となっている。沿海地方では 1万 2,949.6

トン（2013 年）から 1,183.4 トン（2016 年）ヘと 1 万 1,766.2 の減少（▲90.9％）、ハバロ

フスク地方では 122.7 トン（2013 年）から 56.4 トン（2016 年）へと 66.3 トンの減少（▲

54.0％）、サハリン州では 2013 年に 0.3 トン、2015 年に 3.5 トン輸入されているが、2016

年には輸入されていない。 

 

図表 51 製材の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 13,082.1 16,443.0 3,194.9 1,244.2 ▲90.5 

サハ共和国 0.0 15.6 0.0 4.3 － 

カムチャッカ地方 2.6 6.7 0.5 0.1 ▲95.5 

沿海地方 12,949.6 16,080.3 2,938.2 1,183.4 ▲90.9 

ハバロフスク地方 122.7 315.0 248.9 56.4 ▲54.0 

アムール州 0.9 19.6 0.4 0.0 ▲100.0 

マガダン州 4.0 1.4 3.3 0.0 ▲100.0 

サハリン州 0.3 2.1 3.5 0.0 ▲100.0 

ユダヤ自治州 2.1 2.2 0.0 0.0 ▲100.0 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 
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ロシア極東連邦管区全体の合板の輸出量は 2013 年の 156.4 トンから 2016 年の 80.8 トン

ヘと 75.6 トンの減少（▲48.3％）となっている。沿海地方では 2013 年に 12.7 トン、2015

年には 946.9 トン輸出されているが、2016 年には輸出されていない。ハバロフスク地方では

143.7 トン（2013 年）から 80.8 トン（2016 年）へと 62.9 トンの減少（▲43.8％）となって

いる。 

 

図表 52 合板の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 156.4 56.2 977.8 80.8 ▲48.3 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 12.7 25.2 946.9 0.0 ▲100.0 

ハバロフスク地方 143.7 31.1 28.9 80.8 ▲43.8 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 2.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

ロシア極東連邦管区全体の合板の輸入量は 2013 年の 2 万 4,586.6 トンから 2016 年の

1,321.5 トンへと 2 万 3,265.0 トンの減少（▲94.6％）となっている。沿海地方では 2013 年

に 1 万 8,996.3 トン、2015 年に 1 万 568.0 トン輸入されているが、2016 年には輸入されて

いない。ハバロフスク地方では 3,369.2 トン（2013 年）から 269.2 トン（2016 年）へと 3,100.1

トンの減少（▲92.0％）、サハリン州では 979.1 トン（2013 年）から 561.4 トン（2016 年）

へと 417.8 トンの減少（▲42.7％）となっている。 

 

図表 53 合板の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 24,586.6 28,300.1 11,870.1 1,321.5 ▲94.6 

サハ共和国 100.0 75.0 74.6 25.6 ▲74.4 

カムチャッカ地方 469.9 301.0 0.0 0.7 ▲99.8 

沿海地方 18,996.3 23,633.8 10,568.0 0.0 ▲100.0 

ハバロフスク地方 3,369.2 2,578.7 491.1 269.2 ▲92.0 

アムール州 435.4 370.6 356.6 463.6 6.5 

マガダン州 1.1 11.5 37.7 0.0 ▲100.0 

サハリン州 979.1 1,186.9 276.3 561.4 ▲42.7 

ユダヤ自治州 62.0 76.0 41.9 1.0 ▲98.3 

チュコト自治管区 173.6 66.7 23.9 0.0 ▲100.0 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 



 

47 

ロシア極東連邦管区全体のペレットの輸出量は 2013 年の 7 万 1,000.5 トンから 2016 年の

11 万 3,118.5 トンへと 4 万 2,118.0 トンの増加（59.3％）となっている。沿海地方では 2014

年の 277.4 トンから 2016 年の 51.5 トンへと減少、ハバロフスク地方では 7 万 1,000.5 トン

（2013 年）から 11 万 2,102.0 トン（2016 年）へと 4 万 1,101.5 トンの増加（57.9％）であ

り、極東連邦管区全体のペレットの輸出量の大部分をハバロフスク地方が占めている。 

 

図表 54 ペレットの輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 71,000.5 36,328.5 67,975.7 113,118.5 59.3 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 0.0 277.4 1,806.6 51.5 － 

ハバロフスク地方 71,000.5 36,051.1 66,169.1 112,102.0 57.9 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 965.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

ロシア極東連邦管区全体のペレットの輸入量は 2013 年の 31.7 トンから 2016 年の 13.4 ト

ンヘと 18.3 トンの減少（▲57.6％）となっており、調査対象の 3 地域におけるペレットの輸

入量では 2014 年の沿海地方での 3.8 トンのみとなっている。 

 

図表 55 ペレットの輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 31.7 50.3 13.5 13.4 ▲57.6 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 31.7 46.5 13.5 13.4 ▲57.6 

沿海地方 0.0 3.8 0.0 0.0 － 

ハバロフスク地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 
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②水産業 

（a）漁業の就業人口 

  ロシア極東連邦管区全体の漁業の就業人口は 2010 年の 61.3 千人から 2014 年の 55.8 千人へ

と 5.5 千人の減少（▲9.0％）となっている。沿海地方では 21.8 千人（2010 年）から 20.6 千人

（2014 年）へと 1.2 千人の減少（▲5.4％）、ハバロフスク地方では 6.5 千人（2010 年）から

5.5 千人（2014 年）へと 1.0 千人の減少（▲15.3％）、サハリン州では 10.9 千人（2010 年）か

ら 9.4 千人（2014 年）へと 1.5 千人の減少（▲13.8％）であり、調査対象の 3 地域ではハバロ

フスク地方とサハリン州において極東連邦管区全体の漁業の就業人口の減少率を上回っている。 

図表 56 漁業の就業人口 

単位：千人、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 対 2010年増減 

極東連邦管区 61.3 61.2 59.0 57.7 55.8 ▲9.0 

サハ共和国 0.7 1.1 1.2 1.2 1.1 60.4 

カムチャッカ地方 19.3 19.0 18.0 17.8 17.0 ▲11.7 

沿海地方 21.8 21.7 20.8 20.7 20.6 ▲5.4 

ハバロフスク地方 6.5 6.4 6.5 6.2 5.5 ▲15.3 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 － 

マガダン州 1.5 1.7 1.6 1.6 1.4 ▲4.0 

サハリン州 10.9 10.4 10.3 9.6 9.4 ▲13.8 

ユダヤ自治州 0.2 0.4 0.4 0.4 0.4 89.0 

チュコト自治管区 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 ▲54.0 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 

 

（b）水産業の 1 人当たりの平均月給 

ロシア連邦全体における水産業の 1 人当たりの平均月給は 2011 年の 25,940 ルーブルから

2015 年の 46,676 ルーブルへと 20,736 ルーブルの増加（79.9％）となっている。沿海地方では

16,463ルーブル（2011年）から 22,081ルーブル（2015年）へと5,618ルーブルの増加（34.1％）、

ハバロフスク地方では 23,996 ルーブル（2011 年）から 35,571 ルーブル（2015 年）へと 11,575

ルーブルの増加（48.2％）、サハリン州では 36,561 ルーブル（2011 年）から 62,799 ルーブル

（2015 年）へと 26,238 ルーブルの増加（71.8％）となっている。調査対象の 3 地域の中では

サハリン州が突出しており、ロシア連邦全体の平均月給も大幅に上回っている。 

図表 57 水産業の 1人当たりの平均月給 

単位：ルーブル、％ 

地 域 2011 2012 2013 2014 2015 対 2011年増減 

ロシア連邦全体 25,940 29,201 32,437 37,062 46,676 79.9 

沿海地方 16,463 16,907 14,462 14,200 22,081 34.1 

ハバロフスク地方 23,996 32,161 29,435 36,777 35,571 48.2 

サハリン州 36,561 41,174 44,571 53,249 62,799 71.8 

（出所）ロシア連邦全体の統計データ：国家統計局 Webサイト 

各州・地方の統計データ  
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（c）水産業生産額 

  ロシア極東連邦管区全体の水産業の生産額は 2010 年の 583 億 8,420 万ルーブルから 2014

年の 784 億 2,300 万ルーブルへと 200 億 3,870 万ルーブルの増加（34.3％）となっている。沿

海地方では 207 億 990 万ルーブル（2010 年）から 283 億 1,250 万ルーブル（2014 年）へと

76 億 260 万ルーブルの増加（36.7％）、ハバロフスク地方では 42 億 4,310 万ルーブル（2010

年）から 76 億 9,000 万ルーブル（2014 年）へと 34 億 4,700 万ルーブルの増加（81.2％）、サ

ハリン州では 107 億 2,850 万ルーブル（2010 年）から 206 億 3,050 万ルーブル（2014 年）へ

と 99 億 200 万ルーブルの増加（92.3％）であり、調査対象の 3 地域すべてで極東連邦管区全

体の水産業生産額の増加率を上回っている。 

 

図表 58 水産業の生産額 

単位：百万ルーブル、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 対 2010年増減 

極東連邦管区 58,384.2 58,982.8 65,763.4 67,957.9 78,423.0 34.3 

サハ共和国 － － － 570.3 660.2 － 

カムチャッカ地方 19,593.4 17,613.9 17,710.4 16,537.1 17,741.2 ▲9.5 

沿海地方 20,709.9 21,988.9 26,202.0 24,253.9 28,312.5 36.7 

ハバロフスク地方 4,243.1 4,795.1 5,255.9 6,474.9 7,690.0 81.2 

アムール州 － － － － － － 

マガダン州 2,563.6 2,598.3 2,430.9 2,756.1 3,007.5 17.3 

サハリン州 10,728.5 11,404.7 13,479.6 16,793.6 20,630.5 92.3 

ユダヤ自治州 － － － 38.4 41.7 － 

チュコト自治管区 545.7 581.8 684.5 533.6 339.3 ▲37.8 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 

 

（d）水揚げ量 

 ロシア極東連邦管区全体の水揚げ量は 2010 年の 4,214 万 7 千トンから 2014 年の 5,829 万 5

千トンへと 1,614 万 8 千トンの増加（38.3％）となっている。 

 

図表 59 水揚げ量 

単位：千トン、％ 

地 域 2010 2011 2012 2013 2014 対 2010年増減 

極東連邦管区 42,147.0 49,201.0 48,649.0 55,629.0 58,295.0 38.3 

（出所）国家統計局「ロシアの地域 2015年」 
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（e）品目別輸出入量 

（ア）鮮魚類 

ロシア極東連邦管区全体の鮮魚類の輸出量は 2013 年の 489.5 トンから 2016 年の 551.3 ト

ンへと 61.8 トンの増加（12.6％）となっている。沿海地方では 105.8 トン（2013 年）から

26.0 トン（2016 年）ヘと 79.7 トンの減少（▲75.4％）、ハバロフスク地方では 76.8 トン（2013

年）から 433.1 トン（2016 年）へと 356.3 トンの増加（463.9％）、サハリン州では 292.5 ト

ン（2013 年）から 44.2 トン（2016 年）へと 248.4 トンの減少（▲84.9％）であり、調査対

象の 3 地域のうちハバロフスク地方のみ大幅な増加となったが、他 2 地域では約 8 割もの減

少となった。 

 

図表 60 鮮魚類の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 489.5 88.3 169.4 551.3 12.6 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 105.8 3.4 38.4 26.0 ▲75.4 

ハバロフスク地方 76.8 16.5 10.0 433.1 463.9 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 292.5 68.4 82.6 44.2 ▲84.9 

ユダヤ自治州 14.4 0.0 38.5 48.0 233.3 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

ロシア極東連邦管区全体の鮮魚類の輸入量は沿海地方における 2013 年の 0.8 トン、2014

年の 1.8 トン、2015 年の 1.0 トンのみとなっている。 

 

図表 61 鮮魚類の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 0.8 1.8 1.0 0.0 ▲98.3 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 0.8 1.8 1.0 0.0 ▲98.3 

ハバロフスク地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」  
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（イ）冷凍加工 

ロシア極東連邦管区全体の冷凍加工の輸出量は 2013 年の 125 万 9,977.6 トンから 2016 年

の 106 万 3,632.4 トンへと 19 万 6,345.2 トンの減少（▲15.6％）となっている。沿海地方で

は 53 万 5,511.5 トン（2013 年）から 45 万 4,811.7 トン（2016 年）ヘと 8 万 699.8 トンの

減少（▲15.1％）、ハバロフスク地方では 13 万 1,978.2 トン（2013 年）から 12 万 7,262.2

トン（2016 年）へと 4,715.9 トンの減少（▲3.6％）、サハリン州では 25 万 9,708.8 トン（2013

年）から 25 万 7,267.5 トン（2016 年）へと 2,441.3 トンの減少（▲0.9％）であり、調査対

象の 3 地域すべてで冷凍加工の輸出量の減少率が極東連邦管区全体を下回っている。 

図表 62 冷凍加工の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 1,259,977.6 1,064,486.6 1,098,404.9 1,063,632.4 ▲15.6 

サハ共和国 0.0 0.1 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 256,954.7 196,282.7 214,781.3 201,755.3 ▲21.5 

沿海地方 535,511.5 478,100.0 452,526.0 454,811.7 ▲15.1 

ハバロフスク地方 131,978.2 108,169.1 129,713.7 127,262.2 ▲3.6 

アムール州 10.2 0.0 0.0 0.0 ▲100.0 

マガダン州 41,034.0 31,128.2 33,086.8 22,282.4 ▲45.7 

サハリン州 259,708.8 246,935.1 267,824.4 257,267.5 ▲0.9 

ユダヤ自治州 150.1 174.4 472.6 253.3 68.7 

チュコト自治管区 34,630.0 3,697.0 0.0 0.0 ▲100.0 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

ロシア極東連邦管区全体の冷凍加工の輸入量は 2013 年の 7,138.5 トンから 2016 年の 2 万

1,425.9 トンへと 1 万 4,287.4 トンの増加（200.1％）となっている。沿海地方では 6,983.4

トン（2013 年）から 1 万 9,355.1 トン（2016 年）ヘと 1 万 2,371.7 トンの増加（177.2％）、

サハリン州では 131.9 トン（2013 年）から 2,070.8 トン（2016 年）へと 1,938.9 トンの増加

（1470.0％）となっている。 

図表 63 冷凍加工の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 7,138.5 10,837.1 15,015.5 21,425.9 200.1 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 23.2 0.0 0.0 0.0 ▲100.0 

沿海地方 6,983.4 10,642.0 14,988.0 19,355.1 177.2 

ハバロフスク地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 131.9 195.1 27.6 2,070.8 1470.0 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」  
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（ウ）水産加工品 

ロシア極東連邦管区全体の水産加工品の輸出量は 2013 年の 3 万 5,148.2 トンから 2016 年

の 4 万 3,002.5 トンへと 7,854.3 トンの増加（22.3％）となっている。沿海地方では 1 万 889.5

トン（2013 年）から 1 万 5,966.1 トン（2016 年）ヘと 5,076.7 トンの増加（46.6％）、ハバ

ロフスク地方では 5,167.0 トン（2013 年）から 3,478.2 トン（2016 年）へと 1,688.9 トンの

減少（▲32.7％）、サハリン州では 6,361.4 トン（2013 年）から 8,819.8 トン（2016 年）へ

と 2,458.4 トンの増加（38.6％）であり、調査対象地域のうち沿海地方及びサハリン州にお

いて水産加工品の輸出量増加率が極東連邦管区全体を上回っている一方、ハバロフスク地方

のみ大幅に減少している。 

図表 64 水産加工品の輸出量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 35,148.2 21,333.8 34,273.9 43,002.5 22.3 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 12,569.9 6,868.2 11,273.3 14,680.5 16.8 

沿海地方 10,889.5 13,469.5 15,959.7 15,966.1 46.6 

ハバロフスク地方 5,167.0 102.9 873.4 3,478.2 ▲32.7 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 6,361.4 747.6 5,754.2 8,819.8 38.6 

ユダヤ自治州 160.4 145.7 413.3 57.9 ▲63.9 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」 

 

ロシア極東連邦管区全体の水産加工品の輸入量は 2013 年の 6,379.4 トンから 2016 年の

2,265.8 トンへと 4,113.5 トンの減少（▲64.5％）となっている。沿海地方では 6,300.7 トン

（2013 年）から 2,265.8 トン（2016 年）ヘと 4,034.9 トンの減少（▲64.0％）となっており、

極東連邦管区全体の水産加工品の輸入量のほぼすべてを占めている。なお、ハバロフスク地

方では 2013 年に 78.7 トン、2014 年に 24.2 トン輸入されて以降、輸入実績はない。 

図表 65 水産加工品の輸入量 

単位：トン、％ 

地 域 2013 2014 2015 2016 対 2013年増減 

極東連邦管区 6,379.4 7,383.2 4,105.6 2,265.8 ▲64.5 

サハ共和国 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

カムチャッカ地方 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

沿海地方 6,300.7 7,359.0 4,105.6 2,265.8 ▲64.0 

ハバロフスク地方 78.7 24.2 0.0 0.0 ▲100.0 

アムール州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

マガダン州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

サハリン州 0.0 0.0 0.0 0.0 ▲100.0 

ユダヤ自治州 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

チュコト自治管区 0.0 0.0 0.0 0.0 － 

（出所）ロシア連邦関税局「貿易通関統計」  



 

53 

３）現地調査の実施 

 ①概要 

  現地関連機関・企業への官民ミッションへの協力依頼等の事前準備及び現地の生産・流通・

投資環境の現状把握を目的に、2016 年 9 月に沿海地方、ハバロフスク地方、サハリン州におい

て現地調査を実施した。実施概要は図表 66 のとおりである。 

図表 66 現地調査実施概要 

実施時期 2016 年 9 月 4 日（日）～9 月 10 日（土） 

対象地域 

・ 沿 海 地 方 ： 9 月 4 日（日）～9 月  7 日（水）【調査員 2 名】 

・ハバロフスク地方：9 月 8 日（水）～9 月 10 日（土）【調査員 1 名】 

・ サ ハ リ ン 州 ： 9 月 8 日（水）～9 月 10 日（土）【調査員 1 名】 

目 的 

・官民ミッションに向けた現地関連機関・企業への協力依頼（官民ミッシ
ョン時のワークショップ現地参加企業・視察先の照会等） 

・農林水産品・食品の生産・流通・投資環境におけるロシア極東地域の現
状把握 

 

 ②訪問先 

現地調査における訪問先は、以下の図表 67 のとおりである。 

図表 67 現地調査訪問先 

【沿海地方】 

訪問先 訪問先概要 

極東発展省 
2012 年 5 月にロシア連邦大統領令により、極東地域発展プログラムの草案策定
及び実施等を担う政府機関として創設。貿易や外資投資誘致等の対外経済案件の
現場管理は主にウラジオストク支部が担っている。 

㈱極東発展公社 
全 TOR・自由港の入居企業の審査・登録・管理運営を担うため、2015 年 5 月に
100％国有の株式会社として設立された。ウラジオストク市に事務所を構える。 

沿海地方政府 
国際協力部 

アジア・太平洋諸国との関係深化、安定的関係形成を目的とする諸事業を行う。
沿海地方への代表団受入、各レベル会談、フォーラム開催等対外活動を統括する
部署。 

沿海地方輸出促
進センター 

2013 年沿海地方知事令に基づき、沿海地方行政府経済・戦略発展局プログラム
を継続するために設立。主たる事業は中小企業向け輸出サポート。 

沿海地方商工会
議所 

ビジネスと地域の相互の関係を重視し、世界におけるロシアの経済発展を目指し
ている。ビジネスにおける様々な専門家を育てるための相談や講座、評価、翻訳、
展示会・商談会等の開催支援、ビジネス上の争いの仲裁等を行っている。 

㈲プリムアグロ 
ロシア大手の農業生産法人であるルスアグロの子会社として 2014年にウスリー
スク市に進出。2015 年は 2 万 6,000ha の農地に主に大豆とトウモロコシを作付。
今後は 4 万 6,000ha に農地拡張し、2017 年からは春播き小麦も栽培する予定。 

Ardis Co .LTD 
ホールディングカンパニーとして、海運業（石炭、木材等海上輸送）のほか、ウ
ラジオストク市内でのレストラン経営、ギャンブル産業等多角的なビジネスを展
開。今後は水産加工分野や農業分野への参入も検討中。 
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㈲ホーラル 

㈲ホーラルはウラジオストク自由港入居企業で、今年中に 1 日 100～150t の処
理能力を持つ水産加工場の着工を予定。一方、漁獲を行うグループ会社㈲ホーラ
ル DV もウラジオストク自由港の入居企業で、トロール船 12 隻所有のもとイカ、
サバ、イワシ、アンチョビを水揚げ。現在、イカ、サバ、イワシは中国に輸出し
ており、アンチョビは中国で加工された後、フランスに輸出されている。 

【ハバロフスク地方】 

訪問先 訪問先概要 

ハバロフスク地方
政府 国際・地域
間協力省 

国際関係、対外経済関係、地域間関係の業務を統括する。見本市や国際会議開
催。経済振興策、輸出用商品構成や地域の多角化、付加価値のある製品の輸出
拡大等の支援策を策定。 

ハバロフスク地方
投資・開発事務所 

ハバロフスク地方で計画・実施される投資プロジェクトの窓口。ハバロフスク
地方及び海外でのプロジェクトや投資進展を支援。投資環境改善、投資事業支
援。設立者はハバロフスク地方政府。 

ハバロフスク地方
輸出支援振興セン
ター 

ハバロフスク地方の中小企業の輸出振興・海外市場での競争力増加を目的に、
ハバロフスク地方小規模経営者支援基金の附属機関として設立。輸出に関する
情報提供、コンサルタント、書類作成支援等の業務を行う。 

極東商工会議所 
製造業・商業・サービス業等の企業や経営者の自主的な共同体。ハバロフスク
地方の企業の利益保護、ビジネス支援を目的とする。 

㈲アムールゼルノ 
極東最大の穀物のトレーダー。取扱作物は麦と大豆で、生産者から買付けて、
販売している。国内取引が 70～75％、海外が 30～25％。 

㈱アジアレス 

日本企業とは 15 年ほどに亘って取引実績がある木材加工業者。日本には要望
に合せた木材加工品（原板やシナランバーコア合板等）、中国には原木、韓国に
はペレットを中心に輸出。原板生産能力は 2,500～3,000 立米。現在、木材加工
の生産能力拡張を目的に新たな加工工場を建設中。 

㈲ウスペーシヌィ 
コルム 

各種松の実や葉（針葉）を加工して、飲料や薬品（美容液や下痢止め・軟下剤）、
肥料・飼料（鶏用）を生産している企業。 

【サハリン州】 

訪問先 訪問先概要 

サハリン州経済発
展省 

社会・経済発展の分析・企画・予測を行う。サハリン州国家プログラム、中小
企業支援国家プログラム等作成。投資事業、対外経済対策、国際・地域間協力
等の事業実施。 

㈲レスルス社 2007 年に設立した木材加工・住宅建築業者。木材加工は、丸太、製材、おがく
ず、背板等製造・販売。ティモフスク地区に工場があり、年間の加工処理能力
は 10,000 立米。過去にサハリンの仲卸企業者を通して、日本へ丸太を輸出して
いた実績があるが、関税率が引き上げされて以降は日本との取引はない。 

㈲ヤンタルノエ 2002 年に設立した漁獲・加工業者。2015 年の売上高は 3 億ルーブルで、従業
員は 110 名。ドリンスク海域での漁獲、加工、缶詰製造、冷凍食品販売等。加
工場内の一部に日本製機械（イクラセパレーター、カッター）を導入しており、
そのほか中国製の冷凍・冷蔵庫、欧州製の加工機械がある。 

㈲アニフスカヤ 
ジェムチュジナ 

ウスペンスキー村で畜産業経営。経営者は地域農業組合の議長であり、組合員
とともに、農畜産物の販売拠点、地産地消型レストラン、日本製家庭用農機具
のショールームを併設したアグロパークの設立を計画。 

サハリン漁業組合 ホルムスク市内の有志で結成された小規模の漁業組合。同組合では水揚げした
魚介類を市内加工場に卸している。漁獲しているのはサケ、マス、スケトウダ
ラ、カレイ、昆布。2013 年には北海道からのミッション団との交流実績有。 
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 ③実施結果 

（a）農業 

極東3地域の農業分野における現状や課題、日本へのニーズは以下の図表68のとおりである。

特に沿海地方とハバロフスク地方では穀物の輸出拡大を目指しているが、穀物ターミナルや貯

蔵施設等の不足を課題としており、輸送インフラの改善に向けて日本への協力が期待されてい

る。また、農畜産物の域内自給率を高めるためにも、温室野菜施設や灌漑・排水整備等への技

術協力や日本製の農機、設備の導入にもニーズがある。 

その他、㈱極東発展公社訪問時には、農業に適した TOR としては、広大な土地を有している

沿海地方のミハイロスキーとサハリン州のユージナヤであることを確認した。 

 

図表 68 極東 3地域の農業分野における現状・課題・ニーズ 

 
沿海地方 ハバロフスク地方 サハリン州 

現 状 

・主要農産物は大豆、穀物、
じゃがいも、食肉、鶏卵、
生乳 

・特に大豆の生産量はロシ
ア全体の 9.7％で全国 3
位、米は 4.6％で全国 4
位、トウモロコシは
1.4％で全国 16 位 

・主要農産物は穀物、大豆、
じゃがいも、野菜である
が、アムール州や沿海地
方に比べ生産量は圧倒
的に劣る 

・アムール川流域で生産さ
れる穀物輸出のハブで
あり、主に沿海地方の港
湾から積出ししている。
（沿海地方までは鉄道
輸送） 

・主要農産物はじゃがい
も、野菜、食肉、鶏卵、
生乳 

・小規模農業組合主体で、
農畜産物の販売拠点、地
産地消型レストラン、家
庭用農機具のショール
ームを併設したアグロ
パークを計画 

課 題 

・自然災害によるリスクが
高い 

・外国人労働力による生産
依存（主に中国・韓国） 

・穀物ターミナル、貯蔵施
設の不足 

・生産技術及び農機メンテ
ナンス等における人材
育成 

・農畜産物の域内自給率が
低く、輸入品依存 

・輸送インフラ・ロジステ
ィクスが未発達 

・ハバロフスク地方の港湾
に穀物ターミナルが無
い 

・2 万 6,000 軒以上が個人
農家で、中小規模以上は
州内に 200 軒程 

・多くの個人農家が個人消
費を目的としているた
め、販売拠点が必要 

・農畜産物の域内自給率が
低く、輸入品依存 

・特に食肉の自給率は 9％
と低い 

ニーズ 

・日本の灌漑・排水整備の
技術ノウハウの導入 

・農作物貯蔵施設・システ
ムの技術協力 

・日本製の大豆・トウモロ
コシの選別機や穀物タ
ーミナル内の設備機械 

・日本への穀物輸出増加 

・日本の技術を導入した穀
物保温倉庫建設 

・ワニノ市の港湾に穀物タ
ーミナル建設 

・温室野菜栽培による自給
率向上 

・温室野菜栽培や畜産にお
ける日本の技術・ノウハ
ウの導入 

・アグロパーク実現に向け
た日本からの投資及び
日本製の家庭用農業機
械の販売 

 

  



 

56 

（b）林業 

ハバロフスク地方とサハリン州の林業分野における現状や課題、日本へのニーズは以下の図

表 69 のとおりである。2 地域とも輸出市場対象は日本、韓国、中国としているが、ロシア政府

は 2007 年に国内の木材加工業の振興のために原木の輸出関税を大幅に引き上げたことにより、

日本への輸出量も減少した。そのため、現在は中国と韓国を中心に製材やペレットを輸出して

いるが、日本への輸出も回復するために、日本の需要や規格にあった木材加工に対する技術協

力や設備導入、日本からの投資に期待されている。 

 

図表 69 ハバロフスク地方とサハリン州の林業分野における現状・課題・ニーズ 

 
ハバロフスク地方 サハリン州 

現 状 

・全ロシアの森林保有量の 7％をシェア
しており、森林蓄積は約 50 億立米（う
ち 30 億立米が針葉樹） 

・輸出市場対象は日本、韓国、中国 

・主要な樹木はカラマツとエゾマツ 

・ペレットは韓国や欧州で人気が高い 

・サハリンの森林蓄積は約 6 億立米で、
針葉樹の割合が 70％ 

・主要な樹木はカラマツ、エゾマツ、ト
ドマツ、トウヒ 

・輸出市場対象は日本、韓国、中国 

・輸出は林業企業が直接行うのではなく、
サハリンの仲卸業者を通して行う 

課 題 

・森林資源開発のポテンシャルはあるが、
極東の他地域の中でも遅れをとってい
る 

・ハバロフスク地方の木材加工は、年間
可能伐採量の 30％に満たない 

・海風の影響により、木に水分が多いこ
とや、真っ直ぐ育たない等、品質が低
く外国企業からの評価もよくない 

・原木輸出の関税率が高くなったことに
より、日本、韓国、中国への輸出量も
年々減少 

・乾燥機や精密なサイズにカットできる
機械を持っている業者が少ない 

ニーズ 

・日本への間柱、角柱、垂木、桟木の輸
出促進 

・日本市場をターゲットとするため、日
本の林業企業や商社との合弁 

・森林資源開発や木材加工場への日本か
らの投資 

・日本製木材加工機械の導入 

・日本への関税率の低い板材加工製品の
輸出促進 

・日本製木材加工機械の導入 
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（c）水産業 

沿海地方とサハリン州の水産分野における現状や課題、日本へのニーズは以下の図表 70 のと

おりである。2 地域ともロシア全体の中でも豊富な水産資源を有しており漁獲量の大きい地域

であるが、輸送インフラやロジスティクスの未発達により、国内需要の高い活魚や鮮魚等の流

通に多くの問題を抱えている。そのため、加工技術を高め域内外への流通拡大を目指している

ところであり、生産・加工・流通の各段階において高付加価値化に向けた日本からの協力に期

待されていることを確認した。 

また、日本の設備・機械にもニーズはあるものの、日本製は価格が高く、ロシアの市場価格

に見合わないため、結果的に韓国製や中国製が採用されているとのことである。なお、日本製

の設備・機械については、日本メーカーが中国や東南アジアで製造しているものであれば、日

本から輸入するよりも安価に入手可能なことから、導入を検討する企業も多いとのことである。 

その他、極東発展省訪問時に、13 の TOR の中で海に面している地区はボリジョイ・カーメ

ニのみであるため、水産分野については TOR よりも港や空港に隣接するウラジオストク自由港

の活用が適していることを確認した。 

 

図表 70 沿海地方とサハリン州の水産分野における現状・課題・ニーズ 

 
沿海地方 サハリン州 

現 状 

・極東地域内で水産缶詰生産量が 1
位、その他水産加工製品生産量が
2 位、水揚げ量が 3 位 

・漁業基地・加工場はウラジオスト
クとナホトカに集中 

・国内で需要があるのは冷凍魚、塩
蔵・燻製、缶詰 

・TOR・自由港制度による水産加工
業の促進 

・極東地域内で水揚げ量が 2 位、水産缶詰生産
量が 3 位、その他水産加工製品生産量が 3
位 

・TOR・自由港制度による水産加工業の促進 

・中国からの投資増加（例：漁船や生産加工場
をサハリンの業者に提供し、中国向けの輸出
製品を製造） 

課 題 

・輸送インフラ・ロジスティクスの
未発達により、活魚・鮮魚での国
内流通が困難 

・加工技術が低く、加工品目が冷
凍・缶詰・塩蔵・燻製に限定 

・日本製の加工機械にニーズはある
が、コストが高いため中国製や韓
国製を利用 

・輸送インフラ・ロジスティクスの未発達によ
り、活魚・鮮魚での国内流通が困難 

・水産資源の枯渇化（特に昨年からサケ・マス
の水揚げ量が大幅減少） 

・昆布が豊富に獲れるが、国内需要が主にサラ
ダ用と缶詰加工に限定される 

・水産加工施設・設備の老朽化 

・日本へ魚介類や加工品を輸出したいが、加工
技術が低く、日本の水準に合わない 

ニーズ 

・養殖（なまこ、ホタテ等貝類）へ
の技術協力・投資 

・日本の加工技術・ノウハウ導入に
よる加工品の高付加価値化 

・中国や東南アジアで製造されてい
る日本メーカーの設備。機械導入 

・医薬品・機能性食品の原料となる
水産物由来成分の抽出・製品化に
向けた技術協力・投資 

・日本へのサケ・マス、スケトウダラ、カレイ
等の輸出促進 

・日本の加工・技術・ノウハウ導入による加工
品の高付加価値化 

・日本製の加工機械等の導入（特にパッケージ
機械、各種カッター、製氷機、冷蔵・冷凍庫） 

・昆布の加工品の高付加価値化に向けた技術協
力・投資 
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（d）物流・流通 

沿海地方の物流・流通分野における現状や課題、日本へのニーズは以下の図表 71 のとおりで

ある。近年、中国ではロシアとの国境に接する地域を中心に、中国の市場価格に適しているこ

とと、安心・安全面の評価が高いことからロシア産食品の人気が高まっている。品目は飲料水・

アルコール類ビール、アイスクリーム、水産品等である。肉製品に関しては検疫上、中国に輸

出できないが、ハンドキャリーで中国に持ち込まれているケースも多いという。こうした背景

から、特に 500 ㎞圏内に中国を含め約 2,000 万人の市場規模を後背地とした TOR のナデジュ

ヂンスカヤでは、食料品をはじめ様々な物流拠点の形成を目指していることを確認した。 

一方、日本への要望としては、日本や第三国への輸出促進を図るために、輸送インフラやロ

ジスティクス改善に向けて、日本式の物流倉庫や食料品貯蔵管理システムの導入や投資に期待

されている。 

 

図表 71 沿海地方の物流・流通分野における現状・課題・ニーズ 

 
沿海地方 

現 状 

・中国ではロシア産食品に対し安心・安全という認識から需要が高まり、輸出が増
加している（特にミネラルウォーター、ビール、ウォッカ、アイスクリーム、小
麦粉、魚（燻製・缶詰、冷凍魚）、製菓（ケーキやチョコレート）、肉製品等） 

・TOR「ナデジュヂンスカヤ」に指定される区域の 500 ㎞圏内には中国を含め約
2,000 万人規模の人口を有しており、食料品をはじめ様々な物流拠点形成を目指
している 

・ウラジオストク市内に日本食料理店が 22 軒程度存在。日本食に健康的なイメー
ジを持つ人が多く、レストランのほか惣菜ビジネスへの関心が高い 

課 題 

・輸送インフラ・ロジスティクスが未発達 

・日本産食材を使った料理提供、加工品製造に関心が高いがコストが見合わない 

・鮮度保持技術は低く、長距離輸送が可能な品目が限られる 

ニーズ 

・日本からの投資促進による日本向け輸出及び第三国への輸出促進 

・輸送インフラ整備、ロジスティクス改善に向けた技術協力・投資 

・日本式の物流倉庫・食料品貯蔵管理システムの技術・ノウハウの導入 
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２－１－３ 官民ミッションの派遣支援 

 

（１）官民ミッション説明会の実施 

官民ミッションの参加周知・募集方法については、発注者が運営する「グローバル・フードバ

リューチェーン推進官民協議会」のメーリングリストや受注者が持つネットワーク等を活用して

ロシア極東地域への進出に関心の高い企業や関係機関に広く周知を行った。 

また、より多くの企業からの官民ミッションへの参加を図ることを目的に、図表 72 のとおり、

2016 年 9 月 16 日に東京において説明会を開催した。説明会では、前章の現況調査結果や官民ミ

ッションの実施内容について情報提供するとともに、進出企業の事例紹介として、センコン物流

株式会社よりロシア極東地域の農林水産品・食品の物流事情について企業講演を行った。 

 

図表 72 説明会の実施 

 
内容 

日 時 2016 年 9 月 16 日（金）14：00～15：30 

場 所 農林水産省 7 階 共用第 2 会議室 

参加者数 23 社 36 名 

目 的 

・官民ミッションに参加する企業・関連機関の募集 

・官民ミッション実施目的の共有 

・農水産業・食品産業、物流業・流通業におけるロシア極東地域のポテンシャルや課
題等についての情報提供 

プログラム 

14：00      
主催者挨拶 

【農林水産省 国際部国際地域課】 

14：05～14：15 
事業趣旨説明及び最近の日露関係の動向 

【農林水産省 国際部海外投資・協力グループ】 

14：15～14：45 
現況調査報告 

【一般社団法人 北海道総合研究調査会】 

14：45～15：05 
企業講演「ロシア極東の農林水産品・食品の物流事情」 

【センコン物流株式会社】 

15：05～15：15 
官民ミッションのご案内 

【一般社団法人 北海道総合研究調査会】 

15：15～15：30 質疑応答 

  

 

写真 1 主催者挨拶 
 

写真 2 現況調査報告 



 

60 

（２）官民ミッションの実施 

１）概要 

図表 73 のとおり、2016 年 10 月 25 日～11 月 5 日の 12 日間にかけて、沿海地方、ハバロフ

スク地方、サハリン州を対象に官民ミッションを実施した。官民ミッションでは現地関連機関

への視察・ヒアリングのほか、FVC 構築に向けたワークショップを実施することで、今後のビ

ジネスマッチングに向けた現地政府関係者・関連企業・機関とのネットワーク構築を図った。 

 

図表 73 官民ミッション実施概要 

実施時期 2016 年 10 月 25 日（火）～11 月 5 日（土）（12 日間） 

対象地域 

・沿海地方    ：10 月 25 日（火）～10 月 29 日（土） 

・ハバロフスク地方：10 月 30 日（日）～11 月  2 日（水） 

・サハリン州   ：11 月  3 日（木）～11 月  5 日（土） 

参加者数 

計 20 機関・社 40 名 

（内訳）沿海地方： 14 機関・社 26 名、ハバロフスク地方：7 機関・社 14 名、 

サハリン州 10 機関・社 15 名 

目  的 
・現地事情把握による日本企業等の進出・投資の促進 

・現地政府関係者・関連企業・機関との人脈形成、ビジネスマッチング 

内  容 

・現地関連企業・機関への視察・ヒアリング 

 －農業開発、植物工場、木材加工、水産加工に対する日本企業の投資・協力に関
する課題・将来性の把握 

 －経済特区の諸制度・現状の把握 

 －穀物生産における収量向上・品質管理等に係る現状・課題の把握 

・現地政府関係者・関連企業・機関とのワークショップ実施 

 

図表 74 官民ミッション参加機関・企業 

（順不同） 

No 会社名 

1 農林水産省 

2 在モスクワ日本国大使館 

3 在ウラジオストク日本国総領事館 

4 在ユジノサハリンスク日本国総領事館 

5 ウラジオストク日本センター 

6 伊藤忠商事株式会社 

7 双日株式会社 

8 丸紅株式会社 

9 ロシア三菱商事 

10 イセ食品株式会社 

11 IHI運搬機械株式会社 

12 株式会社前川製作所 

13 株式会社東洋トランス 

14 日本通運株式会社 

15 伏木海陸運送株式会社 

16 横浜通商株式会社 

17 株式会社アルゴナフト 

18 一般社団法人海外農業開発コンサルタンツ協会 

19 株式会社北洋銀行 

20 一般社団法人北海道総合研究調査会 
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２）行程 

官民ミッションの行程については、図表 75 のとおりである。行程の作成にあたっては、前章

の現況調査における現地調査の結果や、企業へのミッション参加募集時に申込書に添付したア

ンケート結果を踏まえて、参加者の意向に沿った行程を発注者との協議の上で確定した。なお、

各訪問先へのアポイントメントについては各地域の地方政府機関の協力を得て行い、ワークシ

ョップの会場や現地側の参加周知については、日本センターや現地商工会議所の協力を得て手

配・調整を行った。 

図表 75 官民ミッション行程表 

 

 

３）実施結果 

官民ミッションの実施結果については以下のとおりである。 

①各行政機関の説明内容と日本側のコメント 

訪問先 説明内容 日本側のコメント 

極東発展省 
極東投資・輸
出エージェン
シー／極東発
展公社 

・組織体制、所管業務 

・TOR、ウラジオストク自
由港に関する政策概要、
企業支援策、進捗状況、
課題、今後の展開 

・農業分野に特化した日露
協力のための基金設立
への期待 

・TOR やウラジオストク自由港に進出する民間企業
向けのロシア政府支援策は始動段階であることか
ら、インフラ整備や税優遇策、シングルウィンド
ウサービス、ビザ免除等の特典における省庁間で
の調整が遅れているようだが、今後改善されるも
のと期待している。 

・ウラジオストク漁業港では極東発展基金を活用し
たインフラ整備が進められており、日露の物流環
境改善が期待される。その他の物流拠点整備にお
いても極東発展基金が活用される予定であること
から、先行事例となるウラジオストク漁業港の事
業進捗に関心を持っている。 

日にち
10/25（火）

  （有）プリムアグロ   （有）ルスアグロ(Rusagro-Primorye)
  アビアポリス・ヤンコフスキー   ウスリースク養鶏場

  極東発展省極東投資・輸出エージェンシー
  極東発展公社

  (有)ウラジオストク漁業コンビナート

10/29（土）
10/30（日）

  (株)ソーヤ   BMグループ  Asia Les

11/2（水）   (有)アグラリヌィェテフノロギイブードゥシェバ   RFT（Russian Forest Products)

  市場視察（ハバロフスク市）

プログラム

出　発

10/26（水）

10/27（木）

  ウラジオストク海洋商業港
  ウラジオストク海洋漁業港

10/28（金）
  沿海地方政府
  ワークショップ開催（会場：ウラジオストク日本センター）
  ウラジオストク日本センター
  市場視察（ウラジオストク市）

10/31（月）
  JGC Evergreen

11/1（火）
  ハバロフスク地方政府

  極東発展省極東投資・輸出エージェンシー
  ワークショップ開催（会場：オリンピックホテル会議室）

11/5（土）
  （有）サハリンスキーアグロパルク

帰　国

11/3（木）
  サハリン州政府

  ワークショップ開催（会場：サハリン日本センター）

11/4（金）
  RUT2009（会場：ガガーリンホテル会議室）
  （有）ヤンタルノエ
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沿海地方政府 

・農林水産業の概況、イン
フラ整備の現状、課題、
今後の展望 

・日本との経済協力の現
状、今後の期待 

・海運や物流分野での協力に期待を持っている。 

・先方にニーズが高い穀物（大豆・トウモロコシ）
の対日輸出、植物工場や温室栽培施設、水産加工
や養殖に関する技術等の協力を検討していく。 

ハバロフスク
地方政府 

・ワニノ港、ソフガワニ港等の活用が期待できる。 

・TOR 等シングルウィンドウサービスがさらに充実
することを期待している。 

サハリン州
政府 

・日本との技術協力によりサハリン州の自給率向上
に寄与できる可能性はある。 

・冷蔵庫・物流分野での関心が高く、コルサコフ港
の物流センター設立計画に関心を持っている。 

 

②ロシア側民間企業等からの日本へのニーズ 

訪問先 日本へのニーズ 日本側のコメント 

沿
海
地
方 

㈲プリムアグロ 

日本への飼料穀物の安定供給 飼料穀物の品質、納期、価格が適切
であれば、ロシア極東からの調達の
可能性はある。特に遺伝子組み換え
作物ではない点が魅力である。 

飼料穀物の品種や栽培管理に関す
る情報共有 

日本の研究機関との交流や国内研
修制度等が想定される。 

港湾の穀物積込み環境の改善 日本企業の技術導入による船積み
環境の改善が可能である。 

㈲ルスアグロ 

日本向け輸出に関するニーズや規
制等の情報を知りたい。 

－ 

配合飼料技術や駆動設備等日本の
機械や技術の情報が少ないため、日
本からの提案を期待している。 

－ 

アビアポリス・ヤ
ンコフスキー 

貸倉庫の利用、敷地内に独自倉庫の
設置及び敷地内への製造業の進出 

－ 

ウスリースク養
鶏場 

本事業への投資や新たな技術（機
械）導入及び日本や第三国向け鶏卵
輸出可能性の検討 

・選別やパッケージの部分での衛生
管理の強化が必要。 

・生産技術（飼料配合等）、衛生管
理技術における技術指導が可能。 

ウラジオストク 
海洋商業港 

クレーンや陸上輸送車が更新時期
にあるほか、特化した設備、様々な
汎用設備の統合が必要。 

－ 

ウラジオストク 
海洋漁業港 

港湾近代化に伴い、ロシア、ヨーロ
ッパ、中国等への物流拠点として利
用してほしい。 

第三国向け輸出の拠点として考え
る際、港として定期ルート開設の戦
略や方向性を持つべきである。 

貨物取り扱い計画があれば、冷蔵
庫、倉庫等を用意することも可能。 

導入時の価格だけでなく、長期での
管理コストや部品等の供給体制を
考えて資機材導入を検討した方が
良い。 

後背地に自社倉庫や加工施設の建
設も可能であり、検討してほしい。 

後背地が狭いことが、倉庫や加工施
設の設置を検討する際の課題。 
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ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方 

JGC Evergreen 
TOR のサービス（例：手続き簡素
化）の実現に向けた双方の政府支援 

－ 

㈱ソーヤ 

飼料用大豆、トウモロコシの日本へ
の輸出に向けて、品質基準や梱包等
の情報がほしい。 

日本は食用が中心であり、飼料用の
品種開発や栽培技術の情報が限ら
れている。農地整備については日本
では北海道の経験、中国東北部での
技術移転の実績が有効であると考
えられる。 

BMグループ 
Asia Les 

・日本で戦略的パートナーを探した
い。 

・加工工場の建設を計画していてい
るので、協力を得たい。 

・ペレットや原板について買主を探
すと共に、投資して欲しい。返済
は生産物で行いたい。 

－ 

㈲アグラリヌィ
ェテフノロギイ
ブードゥシェバ 

・本事業は日露投資フォーラムでの
マッチングで実現したもので、今
後も植物工場だけでなく、日本の
技術を取り入れた新たな事業も
検討していきたい。 

・植物工場については千葉大学の技
術指導を受けているが、最新技術
や品種に関する情報共有に期待
している。 

－ 

RFP（Russian 
Forest 
Products） 

・ペレットの長期輸出契約の締結
先の確保 

・ペレット生産工場計画での投資
（合弁事業等）や資金調達（JBIC
等） 

・戦略的協定の具体的推進。（例：
建材の供給基地建設、住宅デベロ
ッパー事業、スラビヤンカ湾にお
ける木材専用ターミナルの設置） 

－ 

サ
ハ
リ
ン
州 

RUT2009 

・マリンバイオテクノパーク開発に
向けた投資パートナーの確保 

・養殖・加工技術のノウハウ及び種
苗施設・加工場の設備導入 

ロシア側の養殖に関する法律が未
整備の状況での日本企業による早
期の投資実現は困難。 

㈲ヤンタルノエ 

日本への販路拡大及び共同で東南
アジア市場の開拓 

・冷凍・冷蔵庫等の加工場の導入設
備が全体的に小規模 

・品質面において日本への輸出は困
難（加工原料である魚の血抜きが
不十分で色の悪い部分や菌によ
るゼリー状の部分が点在等） 

㈲サハリンスキ
ーアグロパルク 

アグロパーク実現に向けた日本か
らの投資（資金・設備） 

地域課題を捉えた具体的なビジョ
ンを持っているが、事業としての実
現性には疑問が残る。 
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③ワークショップ実施要旨 

（a）沿海地方 

日  時 2016 年 10 月 28 日（金） 

場  所 ウラジオストク日本センター 

ロシア側 
参加企業数 

３６社 

プログラム 

・農林水産省挨拶 

・日本企業自己紹介 

・日本企業プレゼンテーション 

株式会社前川製作所／株式会社東洋トランス 

IHI 運搬機械株式会社／日本通運株式会社 

・分野別ミーティング（物流関係／農業・水産関係） 

主たる内容 

＜物流関係＞ 

・ウラジオストク海洋水族館の建設にかかわった建設業者は 2002 年に設立し、数年前に新し
いビジネスを追加してデベロッパーとして土地開発も行っている。日本の温室企業との連携
を期待している。 

・現地物流業者は 20 年以上に亘って海上や陸上（鉄道も含む）の物流・輸送に携わっている。
輸出入輸送もできるし、貿易そのものもできるため、日本側の輸送業者と意見交換したい。 

＜農業・水産関係＞ 

・水産分野ではロシア側から具体的な提案が行われたが、背景の説明、資金の裏付けがないも
のが多かった。 

・農業分野では養鶏業者が日本側参加企業と意見交換を行い、今後の展開可能性について話し
合った。 

 

（b）ハバロフスク地方 

日  時 2016 年 11 月 1 日（火） 

場  所 オリンピックホテル会議室 

ロシア側 
参加企業数 

２７社 

プログラム 

・農林水産省挨拶 

・日本企業自己紹介 

・日本企業プレゼンテーション（株式会社前川製作所／株式会社東洋トランス） 

・分野別ミーティング（農業関係／林業・水産・流通関係） 

主たる内容 

＜農業関係＞ 

・現地物流業者 A 社から家畜飼料やサプリメントの日本向け輸出の提案があった。 

・現地行政関係者から、木材加工、大豆加工、温室、チョウザメ養殖、林産品のプロジェク
トが有望であり、日本側の投資に期待している。 

＜林業・水産・物流関係＞ 

・現地水産業者 3 社より日本側に対し以下の提案があった。 

－アムール川沿岸における貝類の加工工場の整備、ワニノ自由港におけるホタテ養殖事業 

－ニシン、サケ、マス分野での日露協力 

－アムール川沿岸における水産加工工場でのサケ・マス冷凍（内臓を除く）事業 

・現地物流業者 B 社より、通関分野での日本企業へのサポートの提案があった。 

・ロシア側より中小企業における日本企業との連携窓口を設置したいとの要望があった。 
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（c）サハリン州 

日  時 2016 年 11 月 3 日（木） 

場  所 サハリン日本センター 

ロシア側 
参加企業数 

１３社 

プログラム 

・農林水産省挨拶 

・日本企業自己紹介 

・日本企業プレゼンテーション（株式会社前川製作所） 

・ロシア側参加者自己紹介 

・分野別ミーティング（農業・林業関係／水産・流通関係） 

主たる内容 

＜農業・林業関係＞ 

・現地木材伐採・加工業者はサハリンに製材工場を保有しており、原則として州内向けにのみ
製材品を供給している。将来的な日本への輸出にも関心は高いが、日本向けには 100％KD
材（乾燥材）が求められる。当社は KD 釜を保有していないため、すぐに対日供給すること
は難しい。そのため、日本企業に設備投資を検討してほしい。 

＜水産・流通関係＞ 

・現地漁業者から日本へのシジミ輸出に向けたパートナー探しに関心が高かった。 

・寒天製造業者からは、現在の加工設備が老朽化しているため、日本の最新の加工設備や技術
に対する関心が高い。 

・水産業・農業・林業・建設業の設備機械を主力製品とするリース業者からは、日本の機械を
ロシアの代理店経由で中古品を購入しているが、日本企業との直接取引で新品を購入したい
との要望があった。 

 

 

  



 

66 

２－１－４ とりまとめ 

 

（１）日露経済協力の動向 

 ロシアに対して、2016 年 5 月にソチで行われた日露首脳会談において、安倍首相から 8 項目の

協力プランが提案された。これに対し、ロシアの各省庁から日露協力の優先投資案件が提示され、

その後、両政府主導の下、経済協力の具体化に向けた議論が加速化し、2016 年 12 月のプーチン

大統領の訪日時には、政府間や民間企業同士で 80 件の合意文書が締結された。そのうち、民間企

業同士の経済協力に関する合意文書は 68 件であり、これらの案件の投資総額は約 3,000 億円規模

の見通しとされている。 

 

（２）現況調査と官民ミッションの総括 

１）極東発展省による TOR、自由港等における投資促進企業誘致プログラムの現状と課題 

TOR や自由港等に進出する民間企業向け政府支援策は始動段階であり、対象事業の承認が順

次進められているが、具体的・本格的な事業展開には至っていない例も多いことを確認した。

特に税優遇策やシングルウィンドウサービス、ビザ免除等の優遇措置については、各省庁間の

調整が遅れており、ミッション時の企業訪問やワークショップにおいて TOR や自由港等活用可

能性をロシア側企業に確認したところ、そのメリットが理解されていない様子であった。要因

としては、各支援策がモスクワ主体となっているため、地方自治体や企業まで情報が十分に共

有されていないと考えられる。 

また、ロシア極東発展省と農業省の連携が十分でないため、農業に関するインフラ整備に極

東発展省関連予算が充当されるか否か、効率的なインフラ整備が促進されるか疑問が残る。各

自治体ではロシア農業省の計画に基づき農業生産基盤の整備計画が行われているが、それと極

東発展省が企業支援のために行うインフラ整備事業の整合性が確認できなかった。 

一方、ウラジオストク漁業港では、極東・バイカル発展基金を活用したインフラ整備が進め

られており、日露の物流環境改善が期待される。その他の物流拠点整備においても同発展基金

が活用される予定であり、ウラジオストク漁業港を先進事例として、事業進捗に関する動向を

注目する必要がある。 

 

２）各地方行政機関の活動 

①沿海地方 

沿海地方政府では島根、鳥取、大阪、新潟等の自治体交流を進めており、沿海地方としては

日本との交流を今後も推進していく予定である。沿海地方の貿易統計をみると、輸出先として

日本は中国、韓国に次ぐ 3 位である。 

また、沿海地方の日本からの投資総額（累計）は中国、韓国を上回っている。日本からの投

資はコジェネレーション等大企業からのものが中心で、中小企業からの投資は限られている。

今後、農林水産分野で日露交流が期待される事業として、穀物（大豆・トウモロコシ）の対日

輸出や植物工場や温室野菜栽培施設による現地生産、水産加工や養殖等が考えられる。 
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②ハバロフスク地方 

ハバロフスク地方では既に日本企業が技術協力や運営を行う温室事業や植物工場が実現して

おり、今後もハバロフスク地方政府としてサポートを継続することを確認するとともに、さら

なる農業振興のためにも日本に対してハバロフスク地方の気候や土壌、風土に適した日本の技

術の紹介に期待を寄せられた。 

その他、今後の有望事業については、木材加工合弁企業、水産加工企業、有機等による肥料

生産等が挙げられた。また、物流については、ウラジオストク自由港に指定されたワニノ港（近

隣のソフガワニ港も含む）が、今後インフラ整備が進む予定であり、日本企業の活用に期待さ

れている。シングルウィンドウサービス等極東発展省の企業誘致促進策は十分に実現されてい

ない中で、ハバロフスク地方政府は日本企業の活動がスムーズに運ぶために非常に協力的であ

ると、現地日系企業から評価されていることを確認した。 

 

③サハリン州 

サハリン州では域内自給率を高めるため、温室による野菜栽培、養豚場・養鶏場・畜産ファ

ームの拡充を進めている。また、酪農分野では新たな乳牛を導入し、自給率を 38％から 100％

まで引き上げる計画であるが、飼料用作物生産が課題であり、日本との協力に期待されている。 

一方、流通分野では、コルサコフ自由港内に物流センターの建設計画や「競り」を行う水産

卸売市場建設の計画が民間事業者によって進められている。水産関係ではサケ・マスの資源管

理や高付加価値商材の開発、加工技術向上等で日本との協力が考えられる。林業分野では BM

サハリンがあり、日本側の投資に期待されている。 

 

３）農林水産業各分野の現状と課題、期待される分野 

①農業分野 

農業分野ではルスアグログループ（本部モスクワ）が沿海地方において計画するプロジェク

トや日露双方にニーズがある飼料作物の生産・貿易拡大、極東の冬季野菜供給体制の整備（温

室野菜栽培施設、植物工場等）がテーマとなった。 

ルスアグログループではトウモロコシ・大豆等の飼料作物栽培のほか、養豚場、養鶏場の案

件はともにプロジェクトの詳細計画や資金計画が整っており、日本企業にとって協力検討が可

能な段階にある。飼料作物栽培については、日本及び第三国に需要がある一方で、ロシアには

供給基地としてのポテンシャルがあるゆえ、今後有望なテーマであると考えらえる。課題とし

ては物流環境（特に荷揚げ設備等の港湾整備）や日露双方の基準や規制、安定供給のためのロ

シア側の生産環境整備等が挙げられる。 

温室野菜栽培施設や植物工場については、日本の技術に対する信頼は高く、ロシア極東地域

での具体的な成功事例もあることから、日本企業がビジネスとして成り立つと考えるならば、

推進可能なテーマである。ただし、ロシア国内や第三国に類似サービスを提供する企業もある

ため、技術、システム、研修済人材だけが流出するだけで終わる可能性もあり、知的財産の保

護や人材管理に留意する必要がある。 
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②林業 

林業については BM グループと RFP グループの 2 つのプロジェクトの状況を確認したが、

それぞれ日本企業との取引実績があり信頼できる事業者が主体となっている。また、製品の市

場や導入する技術も具体的に想定されており、日本企業がビジネスとして成り立つと判断すれ

ば日露協力プロジェクトとして進展することが可能である。ロシア政府による TOR やウラジオ

ストク自由港等の企業誘致プログラムや日本の公的金融の活用等で事業展開が加速することが

想定される。 

 

③水産業 

港湾における冷蔵倉庫整備や物流効率化等民間ビジネス環境改善に必要なインフラ整備につ

いて、ウラジオストク漁業港、ワニノ港では政府資金を活用した事業が期待されていることか

ら、今後の港湾整備の動向に留意する必要がある。なお、既にウラジオストク漁業港の施設改

修計画は設計に関する入札が行われている。 

一方、日露双方にとって水産物の養殖・加工・チルド・輸送に対する関心は高く、投資環境

の改善のため 2016 年 7 月に漁獲枠の割り当てに関する法律の改正があったことから、今後法

律の運用状況に留意し、ビジネス展開の可能性を判断する必要があると考えられる。 

 

４）日露協力推進の課題 

地方自治体レベルでは極東発展省が進める TOR やウラジオストク自由港による企業誘致プ

ログラムに関心はあるものの、中央政府や民間企業との情報共有の不足から、全体的に当事者

意識は希薄である。ハバロフスク地方のように進出した日本企業の窓口として機能を有してい

るケースもあり、対応は各地域によって異なることに留意する必要がある。 

一方、具体的な事業を推進しているロシア側の民間企業からは、日本市場を含めた市場拡大

への協力や技術指導、情報共有（最新技術、消費者ニーズ、規制等）が期待されている。しか

し、官民ミッション時のワークショップに参加した中小零細規模の企業では、日本企業の投資

や事業への参画に期待を寄せているが、アイデア段階の提案が多く、資金的裏付けや事業実現

までの工程が明確でないものが多いことも確認した。 

さらに、ロシア側の政府、地方自治体、民間企業、その他サポート機関の役割が明確ではな

く、日本企業が事業を推進する上で問題が発生した際に誰が責任をもって対応するのかが不明

である。 

 

５）今後の展開の可能性と課題 

①日本側企業間における連携による事業推進 

官民ミッションには FVC に携わる多様な日本企業が参加したが、ロシア側の課題は日本企業

一社で簡単に対応できるものばかりではなく、ステークホルダー形成による事業の推進が効果

的であると考えられる。これについては、ミッション期間中及び帰国後に参加企業同士で意見

交換を行っており、企業連携による提案やフォローアップが期待される。  
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②ロシア側各種制度の方向性と現状の把握 

ロシア政府の各種制度が法案として通過していても実質的に動いていない場合がある。特に

省庁の権限をまたがる制度についてはロシア国内での調整が十分になされていないケースも

多いことから、日本企業としては法案としてではなく、現場での対応状況の把握が必要である。 

 

③中国、韓国との競合について把握 

ロシア極東地域では日本だけではなく、中国や韓国の政府、企業との交流も進められている。

そのため、日本側の強みと課題を踏まえた日露協力事業の推進に努める必要がある。 
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（３）今後期待される政府支援策 

官民ミッション参加企業への事後アンケートやヒアリング結果によると、日本企業の進出・投

資促進を図る上で、資金面や対露ビジネス上の各種障壁、現地パートナーの確保、情報の不足が

主な課題として挙げられた。そのため、ロシアとの FVC 構築に向けて、今後期待される政府支援

策を以下のとおり整理した。 

 

１）ファイナンスツールの構築 

ロシア極東地域の企業は日本製の設備・機械の導入に対する関心は高いが、価格的に高く、

現地の市場価格と見合っていないことから、最終的に中国製や韓国製が選ばれるケースが多い。

官民ミッションに参加した企業の中には、国内の市中銀行や現地金融機関と個別に調整し、現

地企業に対しリースによる設備導入を提案している日本企業もあった。 

しかし、対露経済制裁の中、国内の市中銀行は、欧米の動向を懸念してロシアに対するファ

イナンス支援に消極的であること、また現地金融機関のファイナンスは高金利・短期償還であ

るため現地企業にとって利便性が良くないことから、日本企業にとって対露ビジネスが実現さ

れるまでに、多くの時間と労力を費やす必要があり企業の負担が大きいのが現状である。そう

したことから、政府主導の下で国内市中銀行へのロシア支援に対する働きかけや、日露双方の

企業にとって不利益にならないようなファイナンスツールの構築に期待されている。 

 

２）対露ビジネスの課題解決に向けた支援 

現在、日露経済協力の具体化が進められていることにより、日本企業にとってもロシアビジ

ネスに対する機運が高まっている。しかし、ロシア極東地域の市場規模や商慣習、法制度の不

透明性から、具体的な事業展開・拡大を懸念する企業も多く、政府にも一定のリスク保証をし

てほしいという要望があった。 

特にロシアでは突然の法改正や地域によって法律の解釈が異なること等が原因で、ビジネス

を進める上での障壁となるケースも多い。また、現地の既得権益による体制も残っており、許

認可取得や通関手続きの際等に不法な要求をされるケースもある。そのため、不当なトラブル

発生時には、日本政府からロシア政府に働きかける等して早期的な解決に向けた側面支援が必

要とされている。 

 

３）国内外のネットワーク構築支援 

官民ミッションに参加した多くの企業から、現地の最新情報の収集や現地パートナー候補の

発掘を行うためにも、継続的にミッションが実施されることが期待されている。また、官民ミ

ッションでは、現地企業との人脈形成はもとより、参加企業同士の国内ネットワークが構築さ

れるという面でも実施する意義は大きいと考えられる。実際に今回のミッションでも期間中及

び帰国後に参加企業同士で意見交換がされており、新たなアイデアが生まれる機会も創出され

ている。 

今回実施した官民ミッションでは、現地訪問における関連機関への協力依頼から、参加企業

の募集、説明会の実施、ミッション実施までの準備期間が短く、現地関連機関や参加企業との



 

71 

情報共有や調整が十分に行うことができなかった。そのため、今後ミッションを実施する際に

は、本事業の反省点を踏まえた上で綿密な準備のもと、実施計画を検討する必要がある。また、

農林水産分野や物流等幅広い業種をテーマに、短期間に 3 地域訪問したことや、特に農業にお

いては収穫を終え閑散期に訪問したことからも、特定の分野において十分な情報収集を図るこ

とが困難であったことから、テーマや地域、時期の絞り込みを行った上で、実施されることも

望まれる。 

 

４）プラットフォームの有効活用 

農林水産省では、今回の官民ミッション実施後に、ロシア極東地域等の農業水産関連ビジネ

スに関心がある日本企業の支援を目的とした「ロシア極東等農林水産業プラットフォーム」を

設置した。活動内容としてはロシアの法制度やファイナンスツール等の各種情報提供のほか、

ビジネス上の課題解決に向けたフォローアップやミッション派遣等によるマッチング機会の創

出等、上記 1）から 3）で触れた支援策の機能が備えられている。 
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２－２ ウズベキスタン 

 

２－２－１ 事業概要 

 

（１）事業の趣旨・背景 

2015 年 10 月の安倍首相によるウズベキスタン訪問時に、農林水産省及びウズベキスタン農業

水資源省は農業協力等に係る覚書を締結した。この覚書に基づき、2016 年 3 月には具体的な検討

の場としての第 1 回共同作業部会がタシケントで開催され、ウズベキスタン農業水資源省から日

本側に対する提案として、以下の協力分野が提示された。 

この共同作業部会は、農業及び食品関連分野において両国の政府・民間企業等が具体的な連携

について協議を進めるためのプラットフォームの役割を担っており、2017 年 2 月には第 2 回共同

作業部会が東京で開催された。 

 

【第 1回共同作業部会における農業水資源省提案の協力分野】 

① 野菜・果実の輸出のためのロジスティクスセンターの建設 

② 養蚕 

③ 果樹（サクランボ）の日本への輸出促進 

④ 人材開発と科学技術 

 

（２）事業目的 

ウズベキスタンでは果実・野菜や食肉加工等の分野を中心に農業生産が拡大しており、周辺国

への輸出機会も増えている。一方、生産、製造・加工、輸出・販売等フード・バリューチェーン

（FVC）の各工程において解決すべき課題を抱えており、特に貯蔵・保管・輸送段階における冷

凍・冷蔵機能（コールドチェーン：低温保持による食品流通）についてはウズベキスタンの地理

的・環境的特性から重視されるべき点である。本事業では、現況調査によりウズベキスタンの FVC

上の課題を明らかにし、その課題に対して日本の技術・製品で解決するようなモデルを提案する

ことで、さらなる二国間での連携促進を図ることを目指す。 

 

図表 76 ウズベキスタン FVC構築における SWOT分析 

【機会】 

・人口増加による国内市場拡大 

・周辺国での高品質食材へのニーズ拡大 

・ロシア市場における西欧からの農産品、

食品の輸入制限 

【脅威】 

・ユーラシア経済同盟の管理強化 

・中国等周辺国の廉価な製品の生産量拡大 

・周辺国における類似商品の生産性向上 

・主要作物（コットン、小麦の相場の影響） 

【強み】 

・農産物の多様性（小麦 28 種類、野菜 170

種類、果物・ぶどう 175 種類） 

・80 か国、200 種類の野菜果物（生鮮・乾

燥）の輸出実績 

・安全・安心の商品供給可能性 

・農業関係研究機関の充実 

【弱み】 

・生産性の低さ 

・モノカルチャーから脱却できていない 

・農機・農業資材の不足 

・農業金融の不在 

・加工・流通システム近代化の遅れ 

・アジア・欧州ともに物流網が未整備 

（出所）第 1回作業部会の結果をもとに HIT作成 
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（３）事業内容 

 本事業では、FVC に係る現況調査及び第 2 回共同作業部会を実施する。現況調査では、統計資

料、国内ヒアリング、現地ヒアリングの結果によりウズベキスタンにおける FVC の課題を整理す

る。この課題に対し日本の技術・製品による解決策を検討し、第 2 回共同作業部会で日本側から

ウズベキスタン側に発表・提案する。なお、作業部会開催時にはウズベキスタン側が日本の製品・

技術について理解を促進するための視察（エクスカーション）も併せて実施する。 

 

図表 77 事業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２－２ ウズベキスタン FVC に係る現況調査 

 

（１）調査内容 

 現況調査として、ウズベキスタン側における FVC 上の現状と課題を把握する。特に果実・野菜

及び食肉加工分野を念頭に、貯蔵・保管・輸送等物流面及びコールドチェーンに関する点を中心

に調査する。課題については、生産、製造・加工、販売・輸出及び物流（貯蔵・保管・輸送）の

各過程において特にボトルネックとなっている箇所の特定に努める。 

 また、日本側の活動についてもウズベキスタンに関心の高い企業・大学・機関等から、具体的

な取組や有望な製品・技術等について聴取する。 

 

（２）調査方法 

 まず統計資料、プレスリリース等ウズベキスタンに関する文献調査を実施し、国内ヒアリング

により日本側のウズベキスタンに関する活動状況も調べる。これらの事前調査結果を考慮して、

ウズベキスタン現地での事例調査により、実態や問題点について調べる。 

  

現況調査（文献・国内／現地ヒアリングによる調査） 

課題の整理と解決策の立案 

第 2回共同作業部会・視察の実施 

とりまとめ 



 

74 

（３）調査結果 

１）概況 

①地理的特性 

 ウズベキスタンは日本の約 1.2 倍にあたる 447 千㎢の国土を有し、北にカザフスタン、東に

キルギス・タジキスタン、南にトルクメニスタン・アフガ

ニスタンと内陸国に四方を囲まれたいわゆる二重内陸国

である。しかし内陸部でありながら古来よりシルクロード

におけるオアシス都市として栄え、また北部のシルダリア

川、南部のアムダリア川と 2 つの大きな河川に囲まれてい

るため緑が多く、野菜や果物等の農業生産も盛んである。 

 日本からウズベキスタンまで 40ft コンテナで輸送する

場合、中国・カザフスタン経由（約 28～37 日）、ロシア・

カザフスタン経由（約 30～42 日）のほか、ラトビア経由

（約 60～75 日）やイラン経由（約 50～60 日）も考えら

れるが、日数によれば中国・カザフスタン経由が最短の物

流ルートである13。 

 

②気候的特性 

 ウズベキスタンの首都タシケントは、北緯 41 度と日本では青森県北部から北海道函館市の間

と同緯度に位置する。北海道札幌市（北緯 43 度）と気候を比べると気温は年間を通じて低く、

降水量も特に 6～9 月にかけては非常に少ない。なお、ウズベキスタンでは時期や地域によって

は気温が 40 度程度まで上昇する。 

図表 79 タシケントの気温と降水量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出所）気象庁 Webサイトより HIT作成、2015年 1～12月 

                                                   
13 日数は 2012 年時点、「ウズベキスタンの物流事情」（JETRO、2013 年 12 月）、日刊 CARGO 2015.7.15 による。 

（出所）外務省 

図表 78 ウズベキスタンの位置 
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③行政区分 

 ウズベキスタンには 12 の州、自治共和国 1（カラカルパクスタン自治共和国）、特別市 1（タ

シケント市）の合計 14 の行政区分がある。主要都市は中央アジア最大の都市で首都でもあるタ

シケント（人口約 239 万人）、サマルカンド（人口約 52 万人）、ナマンガン（人口約 49 万人）

である14。 

図表 80 ウズベキスタン国内図 

（出所）国連 

 

④新政権の誕生 

1991年12月の独立以降長期にわたり大統領を務めていたカリモフ氏が2016年9月急逝し、

2016 年 12 月の選挙によりミルジヨーエフ大統領が新たに就任した。長期政権の終焉に伴い政

情不安等の懸念もあったものの、選挙実施後もウズベキスタンにおいて大きな混乱は見られて

いない。 

 

⑤農業水資源省の組織 

ウズベキスタン農業水資源省は、大臣を中心として綿花、穀物、野菜・果樹・ぶどう、畜産、

農業機械、土地・水資源・灌漑等各分野別に組織され、さらに副大臣が個別部署を所管する形

態となっている。 

                                                   
14 人口：ウズベキスタン国家統計（2016 年 1 月 1 日時点） 
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図表 81 ウズベキスタン共和国 農業水資源省中央機構組織図 

 

（出所）ウズベキスタン共和国農業水資源省 Webサイト 

 

２）政策・プログラム 

 ウズベキスタン政府は、農業分野の国家戦略として経済の構造改革と多角化を進める方針で

あり、具体的には、農業改革・振興のため従来の綿花から果実・野菜等園芸作物へのシフトを

図る考えである。かつてのような綿花主体のモノカルチャー経済から産業の多角化を図り、同

時に近代化も進める流れは 2017 年以降も継続する見通しである。 

 

図表 82 主な国家プログラム 

政策・プログラム名 概要 発令 

生産の構造改革、近代化と多角

化に関する措置のプログラム

について 

生産の近代化・多角化、

運輸の振興、省エネ技術

の導入等が重点分野 

2015年 4月4日付ウズベキスタン

大統領令 UP-4707 

2016-2020 年農業改革及び振

興に係る措置 

綿花栽培を減らし、野

菜・じゃがいもやウリ科

作物、果実・ブドウ等を

拡大 

2015 年 12 月 29 日付ウズベキス

タン大統領決定 PP-2460 

 

第一副大臣

農業生産技術担当

副大臣

－農業科学・

産業センター所長

綿花・工芸作物栽培

振興局

野菜・果樹・ぶどう栽培

及び農産物加工振興局

穀物栽培振興局

農業機械化・農芸化学局

畜産・養鶏・養蜂・漁業

振興主局

畜産・養鶏振興局

漁業・養蜂振興部

養蚕振興局

農業生産振興経済

分析・予測局

中規模農場（フェルメ

ル）及び個人農場（デ

フカン）振興局

契約関係

モニタリング局

農業市場インフラ

発展・調整局

海外投資獲得・プロ

ジェクトモニタリング局

副大臣 － 水資源運用管理主局局長

水資源運用管理主局

副局長

水資源調整・貯水技

術振興局

灌漑システム試験局

土地改良局

ポンプステーション・

エネルギー・通信局

水資源運用管理主局

副局長

水資源運用振興及び

水利市場原理導入局

大規模建設及び

建設業務組織局

水利システム投資局

計画・予算書類資格

及び計画実施モニタリ

ング局

官房長官

－大臣補佐官

人事・教育局

財務・経理局

法務局

総務局

専門部局

副大臣

－ 林業主局局長

綿花栽培

振興協議会

穀物生産

振興協議会

野菜・果樹・ぶどう等の複合加工と

振興に関する協議会

畜産

振興協議会

農業機械化・

化学化協議会

土地・水資源有効利用、灌漑推進、

土地の肥沃度向上に関する協議会

参与会 大臣

副大臣 農村経済

改革問題担当
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上記の政府方針を受け、2016年4月に政府系農業関連組織が改編され、新たな企業が誕生した。

このうち、青果物の輸出については輸出商社㈱Uzagroexport が、青果物の調達・貯蔵・保管につ

いては企業連合 Uzbekozikovkatzahira が持株会社「O’zbek Oziqovqat Holding」の下でそれぞ

れの役割を担っている。 

 

図表 83 主な新組織の概要 

組織名と概要 大統領令 

持株会社 O'zbek Oziqovqat Holding 

 旧食品加工業協会の廃止に伴い 2016 年に設立。青果物・食品に関する市場マ

ーケティング、発展プログラム策定、生産・加工・包装・物流の近代化、加工食

料品の輸出、企業支援等を行う。 

2016.2.18 

PP-2492 

輸出商社 ㈱Uzagroexport 

生鮮・加工青果物の輸出専門商社として 2016 年に設立。国内の農場・企業や

海外パートナーとの契約に基づき、輸出する青果物の品目・量・輸出先の拡大を

目指す。また、輸出拡大に必要な貯蔵・冷蔵、包装、品質管理・規格に関する業

務も実施する。 

2016.4.7 

PP-2515 

企業連合 Uzbekozikovkatzahira 

 旧組織の改組により 2016 年設立。生鮮青果物を冬から春の期間国内消費市場

へ安定的に供給するため冷蔵倉庫等を建設・改築し、保管・調達・貯蔵のための

物流システムを近代化して食品ロスを減少させる。青果物、ジャガイモ、ウリ科

作物及びブドウの調達、保管、供給企業 47 社が構成員。 

2016.4.8 

PP-2517 

（出所）各組織の Webサイト 

 

図表 84 持株会社 O'zbek Oziqovqat Holding組織図 

 

（出所）2016年 4月 7日付ウズベキスタン共和国大統領決定№PP-2515付属文書№6 

 

 

ホールディングカンパニー 

”O'zbek Oziqovqat Holding” 

青果物加工企業 

（241 社） 

肉及び乳加工企業 

（45 社） 

その他の食料品 

加工・製造企業 

（79 社） 

サービス及び 

その他の企業 

（13 社） 

輸出専門商社 

㈱Uzagroexport 
企業建設管理部門 
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３）生産・輸出 

①果実・野菜 

農作物の収穫高をみると、綿花が 2014 年までの過去 10 年で 3 百万トン台の横ばいであるの

に対し、野菜や果物（食用ウリ科作物）は年々増加基調にあり 2014 年時点ではそれぞれ 9.3

百万トン、1.7 百万トンまで増えている。これより、ウズベキスタンは綿花の生産を維持しなが

らも野菜・果実への生産多角化を図っていることがわかる。 

 
図表 85 農作物総収穫高（全農業形態） 

単位：千トン 

分類 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

穀物全体 6,402 6,547 6,643 6,622 7,293 7,404 7,054 7,520 7,808 8,051 

綿 3,728 3,601 3,683 3,401 3,402 3,404 3,500 3,460 3,361 3,400 

ジャガイモ 924 1,021 1,189 1,399 1,531 1,695 1,863 2,057 2,250 2,452 

野菜 3,518 4,294 4,692 5,221 5,710 6,347 6,994 7,767 8,518 9,287 

食用ウリ科作物 615 744 841 981 1,071 1,182 1,295 1,418 1,558 1,696 

計 15,187 16,207 17,048 17,623 19,008 20,032 20,705 22,223 23,496 24,886 

（出所）ウズベキスタン共和国国家統計委員会「ウズベキスタン統計年鑑 2015」 
 

また、㈱Uzagroexport の報告によれば直近 2016 年には果実・野菜の輸出量が対前年 38.3％

増と大きく伸びており、2017 年も対前年約 55％（約 127 万トン）とさらなる輸出量の拡大が

予想されている。輸出先も新規に 9 か国が加わり、2016 年時点で 43 か国まで拡大している。

さらに海外への青果物供給のための商業会館開設も進んでおり、日本への設置も検討されてい

る。したがって、ウズベキスタンからの果実・野菜輸出は引き続き拡大傾向にあるものと見込

まれる。 

 

【参考：2016年における野菜・果物の輸出増加（現地報道）】 

【速報】2016年野菜・果物の輸出は 3割強増（2017年 1月 6日） 
（出所） «Газета.uz»（https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/06/agroexport/） 

 

2016 年ウズベキスタン企業による青果物（野菜と果物）の輸出高は 81 万 8,500 トンであった。

これは昨年同期の 38.3％増であると㈱Uzagroexport は報告した。2017 年の予測は 127 万トン。 
 

＜野菜と果物の輸出高 2016年＞ 
No 品目 量（トン） 比率※ No 品目 量（トン） 比率※ 

1 野菜 242,100 29.6％ 4 ウリ科作物 6,800 0.8％ 

2 果実 229,600 28.0％ 5 乾燥製品 124,500 15.2％ 

3 ブドウ 96,200 11.7％ 6 豆製品 120,200 14.7％ 

※輸出全体に占める割合 

＜主要輸出品状況（販売価格） 2016年＞ 

No 輸出品目 比率※ No 輸出品目 比率※ 

1 チェリー（生鮮） 14.4％ 6 トマト（生鮮） 6.86％ 

2 ブドウ（乾燥） 12.8％ 7 インゲン豆 6.51％ 

3 アンズ（生鮮） 7.63％ 8 青物野菜 5.65％ 

4 ブドウ（生鮮） 7.57％ 9 モモ（ネクタリン）（生鮮） 4.11％ 

5 ムング豆 6.91％ 10 柿（生鮮） 3.96％ 

※輸出全体に占める割合 

https://www.gazeta.uz/ru/2017/01/06/agroexport/


 

79 

＜青果物輸出相手国：43ヵ国のうち新しい取引国 9ヵ国＞ 

No 国名 品目 No 国名 品目 

1 スペイン ケーパー（酢漬け花の蕾） 6 スイス ブドウとメロン 

2 イタリア ケーパー（酢漬け花の蕾） 7 オランダ アンズ（乾燥） 

3 レバノン カシグルミ 8 イスラエル ブドウ（乾燥） 

4 ベトナム ブドウ（乾燥） 9 チェコ ブドウ（乾燥）と果物 

5 ベルギー 野菜（乾燥）    
 

＜商業会館＞ 

・㈱Uzagroexport は昨年ロシアに 5 ヶ所、カザフスタンに 2 ヶ所商業会館を開設した。 

・商業会館宛に 3,300 トン、101 万 8,000 米ドルの品物を卸した。 

・ロシア共和国シベリア管区ノボシビルスクに青果物供給のため商業会館を開設予定。 

・2017 年末までにインド、ドイツ、ポーランド、ラトビア、アラブ首長国連邦、ベラルーシにも

商業会館を登記予定。 

・クウェート、オマーン、日本及び韓国にも共同で商業会館の開設を検討中。これらの市場では

ウズベキスタンからのチェリー、メロン、ザクロ、アンズ、カシグルミ、ドライフルーツ、豆

類（インゲン豆等）の需要が高まっている。 

・昨年インドとムング豆の供給契約を結んだ（1,717.8 トン、116 万 7,000 米ドル）。2017 年はウ

ズベキスタンからの青果物の輸出は 127 万トンを予定している。 
 
 

【参考：ウズベキスタンにおける園芸作物（果樹・野菜）の生産動向】 

園芸作物の栽培拡大状況（2016年 10月 26日） 

（出所）ウズベキスタン農業省発表 
 

①果樹・野菜の生産拡大の状況 

2015 年 12 月 29 日付大統領決定№PP-2460「2016～2020 年農業改革及び振興に係る措置」に

基づき、5 年間で以下のとおり土地を改良する計画である。 
 

果樹・野菜の土地計画 
単位：ha 

現状 
綿花畑 小麦等穀物 － － － － 合計 

170,500 50,000 － － － － 220,500 

計画 
ジャガイモ 野菜 飼料作物 採油作物 集約果樹園 ぶどう園 合計 

36,000 91,000 50,300 14,000 18,000 11,200 220,500 
 

2016 年は綿花畑 30,500ha を削減し、国内外の市場で需要が多い青果物の栽培を行った。それ

以外には野菜 219,800ha、ジャガイモ 91,200ha、ウリ科作物 55,200ha を割り当て、さらに今年

は、稲穀物栽培後 667,000ha に播種した（二毛作）。 

2016 年は新規に集約果樹園 82,000ha、ぶどう園 5,200ha を整備し、果樹園 6,000ha、ぶどう

園 3,500ha を再建した。さらに近代的な 532ha の温室を建設した。 

 

②果樹・野菜の政府買付の現状 

ウズベキスタン政府は 2016 年 4 月 12 日付大統領決定№PP-2520「青果物、ジャガイモ及びウ

リ科作物の調達及び利用制度改善事業」に基づき、生鮮青果物、ウリ科作物、ブドウ製品、ジャ

ガイモを対象に買付・供給を行う。 

国家による買付・供給量 
単位：トン 

 フェルメル農場 デフカン農場 － 合計 
買付 2,545,000 1,532,000 － 4,077,000 

 加工向け 輸出向け 保管用 合計 
供給 2,217,300 1,477,600 360,000 4,054,900 
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③2016年（1～9月）の実績 

 果樹園 267,000ha とぶどう園 144,000ha に対し春・秋に農業技術指導を行った結果、今年は天

候に恵まれなかったにもかかわらず農作物は豊作であった。2016 年 1～9 月における野菜・果物

の調達量は下表のとおりである。 

 

野菜・果物の調達（備蓄） 
単位：万トン 

 野菜 ジャガイモ ウリ科作物 ブドウ 果物 合計 

調達量 820 230 150 120 200 1,520 
 

 一方、冬期から春期にかけて、安価な青果物等の住民供給を実現するため、各地で食料品貯蔵

倉庫の設置計画を進めている。その他、食料品増産・品種拡大・輸出拡大・農家収入の向上を目

的として、未利用地を活用した播種試験を行っている。 
 
---------------------------------------------------- 

＜参考資料＞ 
ウズベキスタン全土における主たる園芸作物（年間）生産量 

単位：（上段）年、（下段）万トン 

野菜 ウリ科作物(メロン、スイカ等) 果実 ブドウ 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

851.8 928.6 1,012.9 155.8 169.6 185.4 226.1 249.0 274.6 132..2 144.1 157.9 

（出所）ウズベキスタンの農業国家統計委員会「ウズベキスタンの農業」 
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②畜産 

 食肉生産高の推移をみると、豚肉を除く牛肉、羊肉、鶏肉は年々拡大基調にある。地域別で

みると、2014 年時点ではカシュカダリヤ州、サマルカンド州、タシケント州の 3 地域が特に生

産高が多い。 

 

図表 86 食肉生産高(全農業形態） 

単位：千トン 

種別 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

牛肉及び子牛肉 849.2 904.2 950.2 998.2 1,049.0 1,115.6 1,192.0 1,264.6 1,340.1 1,427.4 

羊肉及び山羊肉 157.6 175.6 192.8 223.9 245.8 270.4 288.6 314.0 343.3 363.6 

鶏肉 27.2 30.0 34.5 35.4 38.3 42.9 51.5 60.5 66.9 79.4 

豚肉 21.6 24.4 24.9 22.7 26.4 23.6 20.8 21.6 23.3 21.6 

その他の肉 5.6 5.4 6.3 7.8 8.3 8.9 11.3 12.2 14.2 14.3 

計 1,061.2 1,139.6 1,208.7 1,288.0 1,367.8 1,461.4 1,564.2 1,672.9 1,787.8 1,906.3 

（出所）ウズベキスタン共和国国家統計委員会「ウズベキスタン統計年鑑 2015」 

 

図表 87 地域別食肉生産高（全農業形態） 

単位：千トン（生体重量） 

No 地域名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 ｶﾗｶﾙﾊﾟｸｽﾀﾝ共和国 42.1 45.5 46.6 50.4 54.2 58.9 64.8 69.2 77.2 82.7 

2 アンディジャン州 70.9 73.4 76.4 81.0 86.2 91.9 98.0 104.9 112.5 119.9 

3 ブハラ州 89.2 101.6 112.3 123.1 132.2 140.2 150.4 161.9 172.3 182.7 

4 ジザフ州 79.4 91.1 102.3 110.2 117.0 124.2 133.0 142.3 153.6 162.8 

5 カシュカダリヤ州 119.4 132.4 144.5 158.7 167.3 178.7 192.3 205.8 219.1 233.2 

6 ナボイ州 64.9 69.3 76.3 82.6 88.1 93.3 99.7 107.6 117.5 125.4 

7 ナマンガン州 60.5 62.8 65.7 71.9 75.9 81.5 87.0 93.2 99.8 106.5 

8 サマルカンド州 142.4 150.2 157.6 159.7 168.6 179.9 191.8 203.8 214.2 230.0 

9 スルハンダリヤ州 87.8 93.3 96.0 99.7 104.7 113.3 120.9 129.4 138.1 146.4 

10 シルダリア州 30.6 32.5 33.8 35.7 37.6 40.1 43.0 46.0 49.3 52.8 

11 タシケント州 129.9 135.5 138.8 145.9 156.6 166.0 177.7 189.6 199.4 212.5 

12 フェルガナ州 73.4 77.1 79.4 85.1 90.3 98.1 105.1 112.7 121.6 130.5 

13 ホラズム州 70.7 74.9 79.0 84.0 89.1 95.3 100.5 106.5 113.2 120.9 

全地域 計 1,061.2 1,139.6 1,208.7 1,288.0 1,367.8 1,461.4 1,564.2 1,672.9 1,787.8 1,906.3 

（出所）ウズベキスタン共和国国家統計委員会「ウズベキスタン統計年鑑 2015」 
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４）物流 

①冷蔵施設 

 果実・野菜の生産・輸出増を受け、ウズベキスタン国内における冷蔵施設の新設・改修も進

んでいる。ウズベキスタン経済省によると、果実・野菜向けの冷蔵施設（新設・改修分）は、

直近 2016 年には 105.8 千トンにまで拡大している。また、冷蔵冷凍倉庫全体のキャパシティ

は現状の 325 千トンに対し、4 倍の 1,300 千トンが想定需要と見込まれている。 

 

図表 88 冷蔵施設の容量増強（果実・野菜向け） 

単位：千トン 

 

（出所）ウズベキスタン経済省「ウズベキスタン共和国 社会経済発展の結果について」 

 

図表 89 冷蔵冷凍倉庫の増強計画（果実・野菜向け） 

単位：千トン 

 

（出所）第 2回共同作業部会（2017.2.14開催）Rural Restructuring Agency 発表資料より 
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②トレード＆ロジスティクスセンター構想 

物流面についてはウズベキスタン政府が 2016 年から 2020 年までの 5 年間に 17 のトレード

＆ロジスティクスセンター設立を計画している。このセンターは、鉄道・トラック輸送や冷凍・

冷蔵設備が一体的に整備された施設

であり、ウズベキスタン側の組織で

ある Rural Restructuring Agency 

から第 1 回共同作業部会（2016 年 3

月、タシケント開催）及び第 2 回共

同作業部会（2017 年 2 月、東京開

催）の場で発表されている。農業水

資源省からのヒアリングによると

2016～2017 年は最初の物流ターミ

ナルをまずタシケント、フェルガナ

等に建設する予定になっており、現

地での情報によれば一部の施設はす

でに稼働している模様である。 

 

③国際輸送回廊 

対外経済貿易省では貿易貨物輸送のための国際輸送回廊として中国・極東ロシア等の東アジ

ア、バルト諸国等のヨーロッパ、トルコ・イラン等の中東諸国への輸送ルートが想定されてい

る。東アジア方面の仕向地としては、ナホトカ・天津（カザフスタン、ロシア・シベリア経由）、

上海（カザフスタン、中国経由）があり、さらにタシケント－アンディジャンからカシュガル

（中国・新疆）へのルートについても計画されている。 
 

図表 91 国際輸送回廊（ウズベキスタンからの対外貿易貨物輸送ルート） 

（出所）ウズベキスタン対外経済貿易省 Webサイトより抜粋（http://www.mfer.uz/ru/export/transportation/） 

 

（出所）Rural Restructuring Agency 資料より抜粋 

図表 90 トレード＆ロジスティクスセンター構想 

http://www.mfer.uz/ru/export/transportation/
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④ナボイ空港 

ウズベキスタンの航空貨物拠点であるナボイ空港では、中央アジアの航空物流ハブを目指し

2009 年からの 10 年計画で近代化プロジェクトとして整備が進められている。2010 年には貨物

ターミナルやホテルも完成し、現在倉庫のキャパシティは 1 日あたり 300 トン、年間の取扱可

能重量は 100,000 トンとなっている。貨物ターミナルにはクールルーム（冷蔵室：720 ㎡、最

大 200 トン、2℃から 8℃の間で温度管理）やフリーザールーム（冷凍室：144 ㎡、40～45 ト

ン、－15℃から－20℃の間で温度管理）、鉄道貨物ヤードも整備されており、貨物の種類にあ

わせて温度を 2℃、8℃、0℃、－25℃と柔軟に調節できる。 

2008 年の運用開始以来、ナボイでは主に大韓航空とウズベキスタン航空の 2 社がチェリーや

メロンのほか、腐りやすい野菜、乳製品、冷蔵肉等の食料品や花卉等様々な生鮮品を輸送して

いる。 
 

図表 92 ナボイ空港の航空貨物取扱会社 

 大韓航空 ウズベキスタン航空 

取扱開始 2008 年 8 月 2009 年 5 月 

フライト数 16 便／週 12 便／週 

仕向地 仁川、ブリュッセル、ウィーン、バーゼ

ル、ミラノ、ハノイ、サラゴサ 

タシケント、デリー、ムンバイ、ドバイ、

イスタンブール、フランクフルト、ビシ

ュケク、天津、モスクワ 

（出所）ナボイ空港 Webサイト 

 

図表 93 ナボイ空港からの航空ネットワーク網 

 

（出所）ナボイ空港 Webサイト 
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 また、ナボイからの仕向地としては、首都タシケントのほか欧州（ベルギー、オーストリア、

スイス、ドイツ、イタリア、スペイン）、CIS（ロシア、キルギス）、中東（UAE、トルコ、イ

スラエル）、東・南・東南アジア（韓国、インド、ベトナム）等があり、今後さらにアムステル

ダム、上海、テヘラン、カラチ等他都市への就航も計画されている模様である。 

なお、ナボイ空港の近隣にはナボイ自由工業経済区（FIEZ）があり、2015 年時点で韓国や

中国等 19 社が入居している（2016、JETRO）。今後ナボイ地区において、食料品だけでなく

工業製品や資機材等様々な貨物の取り扱いが拡大すれば、航空便のルートや運航頻度の拡大、

新規航空会社の就航により、さらに安定した物流ルートに発展する可能性がある。 
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５）日本企業等のウズベキスタンにおける活動 

①日本・ウズベキスタン間の貿易動向 

 ウズベキスタンに進出済みの日系企業数は計 18 社（JETRO、2016 年 7 月時点）と少数であ

り、フードバリューチェーン関連先となるとさらに限られる。しかし、貿易品目をみると日本

からウズベキスタンへの輸出がエネルギー・機械設備類が太宗であるのに対し、ウズベキスタ

ンから日本へ輸入されている品目では、鉱物資源（アルミニウム合金）以外に、綿・綿糸、甘

草エキス、乾燥果実等農産物・農産加工品が含まれている点が注目される。 

 

図表 94 日本・ウズベキスタンの貿易額 

単位：百万ドル 

年 2011 2012 2013 2014 2015 

輸出（日本→ウズベキスタン） 233 98 123 169 253 

輸入（ウズベキスタン→日本） 48 106 100 28 3 

 （出所）2015年財務省貿易統計 

 

図表 95 日本・ウズベキスタン間の主要貿易品目 

区分 主要品目 構成比 

輸出（日本→ウズベキスタン） ガスタービン・部品 32.2% 

発電機・発動機 22.7% 

貨物自動車 19.5% 

タイヤ 6.3% 

乗用車 4.3% 

輸入（ウズベキスタン→日本） アルミニウム合金 49.0% 

綿・綿糸 29.8% 

甘草エキス 6.6% 

乾燥果実 5.0% 

（出所）2015年財務省貿易統計 

 

②ウズベキスタンに関する日系企業等の活動状況 

日系企業のウズベキスタン関連の活動は ODA が中心であり、これまでに農業機械等ウズベ

キスタンで需要の見込まれる商品が導入されている。ウズベキスタンにおける商業ベースでの

企業活動は限定的ではあるものの、ウズベキスタンから日本へドライフルーツが輸入されてい

る例もある。 

また、㈱酉島製作所及び弘前大学・東京農工大学は JICA 事業のスキームを活用したウズベ

キスタンでの活動実績がある。酉島製作所は灌漑向けポンプの試験導入、弘前大学はリンゴ（ふ

じ）の栽培技術（青森県藤崎町と共同で実施）、東京農工大学は養蚕技術とそれぞれの強みを基

に現地での技術指導や本邦研修受入を実施している。 
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写真 3 ウズベキスタン産ドライあんず 

 

写真 4 酉島製作所の灌漑用ポンプ（両総用水） 

 

図表 96 ウズベキスタンでの JICA事業の例（FVC関連） 

事業名 採択年度 実施主体 

農業セクター支援の為の高効率で経済的な渦巻ポンプ普及

促進事業 

2015 年度 ㈱酉島製作所 

リンゴ栽培技術の近代化による農家の生計向上事業 2014 年度 弘前大学 

青森県藤崎町 

ウズベキスタン共和国シルクロード蚕業振興計画－辺境農

村における副業収入向上のための技術移転モデルの確立－ 

2012 年度 東京農工大学 

ウズベキスタン共和国シルクロード農村副業復興計画－フ

ェルガナ州における養蚕農家の生計向上モデル構築プロジ

ェクト 

2007 年度 東京農工大学 

 

なお、物流企業の中にも、ウズベキスタンに現地事務所を持つ先や、アルマティ（カザフス

タン）の事務所からウズベキスタンを商圏と捉えている先がある。しかし、日本からウズベキ

スタンへは、農機や機械類等一部の物資が過去輸送された実績があるものの、フードバリュー

チェーン関連の継続的な動きまでは確認されていない。 

 

今回、ウズベキスタンに関係のある日系企業等に対し、活動状況や今後の意向についてヒア

リング調査を実施した結果の概要については以下のとおりである。 

 

図表 97 国内ヒアリング調査結果（要旨） 

業種等 概要 

メーカー ・箱ものよりも技術移転が優先。現在のウズベキスタンには倉庫の管理技術や

設計技術、温度管理・品質管理が不足しているため。日本からの専門家派遣

等が考えられる。また、食品加工機械の場合、緊急対応のためのローカル拠

点が必須。 

・ウズベキスタンでは水供給のため地理的にポンプが必要だが、老朽化と電気

代削減が課題。 

小売 ・ウズベキスタン産のドライアンズは甘酸っぱい味のため日本人好みであり、

米国対比割安。アンズの他、価格次第ではほかのフルーツも商材として有望。 
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業種等 概要 

物流 ・ウズベキスタンは国営中心の運営で関税同盟加盟国でもない。また輸出入上

要求されるドキュメントが多すぎ、現地通関業者による手続きもスムーズに

いかないことが多い。 

・ウズベキスタン向け荷動きは、日中韓から農機・肥料・機械・資材等、欧州

間では肉・魚・果物等、中国・韓国へは綿花がそれぞれ輸送中。タシケント

には 3 つの貨物駅があり、ブロックトレインも運行。 

大学 ・JICA 事業を活用し、地域の自治体と共同でウズベキスタンの農業大学と技術

交流を開始。農業大学内にふじリンゴのモデル農場を設営し、正しい剪定・

摘果等の栽培技術を指導。防除用の農業機械も導入。 

 

③その他の動向 

ADB（アジア開発銀行）のローンを活用して、ウズベキスタンのポンプ改修プロジェクトに

日系農業機械メーカーが関与した例がある。また、過去にウズベキスタンの甘草産地の一つで

あるカラカルパクスタン共和国から甘草根を日本に輸入した企業もあるが、その後目立った進

展までは見せていない。 

 

６）現地ヒアリング調査による実例 

 文献調査及び国内ヒアリング調査の結果を基に、さらにウズベキスタンにおける実際の活動

状況や最新動向等について情報収集するため、調査メンバーはウズベキスタンにて現地ヒアリ

ング調査を実施した。 

 

①現地ヒアリング調査概要 

 調査にあたっては、本事業の調査テーマである果実・野菜、食肉加工の 2 分野及び貯蔵・保

管・輸送等物流分野を念頭に、行政・企業・大学等関係者に対し日本の技術・製品が適用でき

るような課題について聴取した。また、現地最大規模の果実・野菜に関する国際展示会である

「Fruit & Vegetable Fair」にも参加し、実際の展示・出展内容についても視察した。 

 

図表 98 現地ヒアリング調査概要 

日時 2016 年 11 月 7 日（月）～11 月 11 日（金） 5 日間 

場所 ウズベキスタン タシケント市及びサマルカンド地域 

訪問先 農業水資源省、ウズベキスタンの企業・大学、日系企業等 12 か所 

目的 果実・野菜及び食肉加工分野において、特に FVC 及びコールドチェーン等貯蔵・

保管・輸送を中心に、現状と課題について現地関係者から情報収集するため 
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図表 99 現地ヒアリング調査結果（要旨） 

分野等 概要 

野菜・果実 ・ドライフルーツ工場では、トルコ製加工機械を導入、自社の冷凍施設も所有

し、ブドウやチェリー等の果実を一次加工して加工原料として業者に販売。

チェリーは韓国経由で日本にも再輸出されている。 

・ISO9001 を取得済ではあったが、工場内の衛生管理・異物混入管理について

は改善の余地があった。 

食肉加工 ・食肉加工機械の輸入代理店では、ドイツ製食肉加工機械を技術コンサルティ

ングサービスとセットで顧客に提供し、コスト削減のため一部部材を自社製

造する等の工夫を実施。新規事業としてドライフルーツも取扱開始。 

物流 ・冷凍倉庫ではドイツ製の設備が導入され、様々なフルーツが冷凍保存されて

いた。しかし、一部は氷が付着しており、温度変化があったと想定されるも

のも見受けられた。 

行政 ・農業水資源省では、2016 年 4 月の組織改編についての説明や第 2 回共同作業

部会に対する意見を聴取。現在、輸出推進のための 17 の物流ターミナル建設

が 2016 年からの 5 年間で計画されており、2016 年 4 月に発足した企業連合

Uzbekozikovkatzahira が担当。SEZ はナボイ、ジザク、アングレンの 3 か

所にあり、今後 Urgut（サマルカンド郊外）等地方にも設置予定。 

大学 ・サマルカンドの農業大学では、技術が導入される初の国際協力プロジェクト

として、JICA 事業に教師・生徒らが参画。リンゴのモデル農園では日本製の

防除機も稼働中。日本の安全性、すべてを無駄なく使い切る手法、広告・包

装に関心あり。 

その他 

（日系機関等） 

・物流ターミナルについては、もともとウズベキスタン側としては 50 百万 USD

規模、国内 14-17 か所の設立を想定しており、本邦側にも打診されていた。 

・ウズベキスタン側はチェリー輸出に関心が高く、韓国が輸入している。 

・USAID が農業の市場経済化を目指すバリューチェーンプロジェクトを立ち上

げ、ミルザエフ研究所（フェルガナ）を相手方に活動中。 

・ロシア企業もウズベキスタンでは合弁企業を設立して外貨規制に対応してい

る。 

・韓国への食品輸出については、eMART がチェリー輸入のためウズベキスタン

に訪問したり、虫の混入対策として検疫・検査の専門家を自国から呼び寄せ

て細かく対応する等している。 

・ナボイの SEZ は 08 年当初日本向けに計画されていたが、大統領訪問により

韓国がメインゲストとなった経緯がある。 

・韓国企業はウズベキスタン進出時に外貨両替について特別な契約書を締結し

て外貨規制に対応している。 
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②現地ヒアリング調査結果 

（a）全般 

現地ヒアリング調査の結果、ウズベキスタンでは果実・野菜の生産・輸出が特に重視されて

いることが農業関係組織の改編や展示会の出展状況から確認された。実際、今回訪問した先の

うち食品加工工場では、海外製の機械設備導入や ISO 等の認証取得、大手飲料メーカーとの取

引実績はあるものの、衛生管理や温度管理による品質向上において改善余地が確認された。一

方、食肉加工については日本企業にとって参入機会となるような具体的な課題までは確認でき

なかった。今回の現地ヒアリング調査で訪問した先では、ドイツから食肉加工機械を輸入する

一方、ドライフルーツの新規事業を立ち上げている例もあった。 

 

（b）果実・野菜分野 

今回訪問した企業は EU 製もしくはライセンス製造による中国製の機械・設備を導入してお

り、製品自体は日本国内と比較してもあまり遜色がなかった。よって、例えばウズベキスタン

から日本へドライフルーツ等の製品輸入を想定する場合、ウズベキスタン企業側で機械・設備

に関しては多大な追加投資をする必要は少ないと思われる。 

一方、衛生管理・異物混入管理の面ではかなり問題があり、マニュアル化もされていないも

のと推察される。今回の調査先では、製造設備前の付帯設備として冷凍庫扉のカーテン及び製

造施設前のエアカーテン室、トイレの自動ドア、足踏み式液体石鹸等が確認できなかった。こ

れらの付帯設備はいずれも日本の施設では衛生管理、異物混入防止のため通常設置されている

ものであり、設置されていない場合、入出庫時に庫内の温度変化が起きて製品の品質劣化を招

いてしまう。 

従って、実際に商取引開始を検討するにあたっては、ウズベキスタン・日本双方の売り手・

買い手の要求する仕様や条件について充分に確認しなければならない。 

全体的には、原料の品質やコスト、企業の輸出意欲から見て潜在的な日本への輸出可能性は

あると考えられるが、海外輸出を想定した製品製造の歴史が浅く、ハード面にソフトの部分が

追いついていないと思われた。 
 

 

写真 5 目視による検品作業（ドライフルーツ加工工場） 

 

写真 6 トルコ製機械（果樹加工工場） 

 

（c）食肉加工分野 

 食肉加工関連では、加工機械の輸入代理店と食肉販売店の店舗をそれぞれ訪問した。輸入代

理店では、ドイツ等ヨーロッパ製の食肉加工機械を輸入・販売しており、さらに技術コンサル
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ティングとして衛生面でのアドバイスを顧客に提供していた。簡単な設備は自社で製造してコ

ストダウンを図る等、意識の高さと独自の工夫がうかがえた。 

 一方、食肉販売店はブランド力のある小売店が複数存在しており、訪問した店舗も計 16 店舗

を持つ現地で知名度の高い企業であった。製品は欧州規格に基づくものや消費期限が 4 か月先

までのものもあった。 

 

写真 7 欧州製の食肉加工機械（輸入代理店） 

 

 

（d）物流・コールドチェーン 

貯蔵・保管・輸送等物流・コールドチェーン面では、倉庫にて冷凍されたフルーツの一部に

氷が付着しているケースが確認され、温度を一定に保持しきれていないものと推察された。ま

た、今回訪問した現地企業ではトラックによる貨物輸送を主に選択していたが、航空貨物の拠

点であるナボイにはウズベキスタン航空と大韓航空が物流拠点を持っており、特にこの 2 社が

ウズベキスタンから東アジア・ヨーロッパへの輸送に注力しているとみられる。 

ナボイ国際空港の航空貨物共同パンフレットによれば、ウズベキスタンからアジア方面への

航空貨物直行便が仁川、天津、上海、ハノイ、バンコク、ダッカ等に設定されている。特に大

韓航空はチェリー等の輸送実績を持ち、検疫・検査専門家を直接自国から招いたり、外貨規制

に事前の交渉・契約で対応する等の工夫によりウズベキスタン市場に対応している。 

また、展示会に出展していた AIRCUZ 社の配送路線図（展示ボード）によれば、ウズベキス

タンからはトラックと航空貨物を組み合わせた形でヨーロッパとロシアの主要都市に向けて輸

送する体制をとっている模様である。同じく会場に出展の Central Asia Trans 社も含め、ウズ

ベキスタンからの輸送は、EU と CIS 圏に主眼を置いて物流網が構築されているように見受け

られた。 

 
写真 9 氷の付着した冷凍フルーツ（貯蔵倉庫） 

 

写真 8 ソーセージ等の肉製品類（小売店舗） 

写真 10 AIRCUZ 社の配送路線図（展示会） 



 

92 

（e）展示会 International Fruit and Vegetable Fair 

 ウズベキスタン国内の主な農産物・加工食品が出展される現地イベント「International Fruit 

and Vegetable Fair」（以下「フェア」という）に調査メンバーは参加し、情報収集した。 
 

図表 100 フェア概要 

名称 International Fruit and Vegetable Fair 

開催期間 2016 年 11 月 8 日～10 日（3 日間） 

場所 UZ Expo Centre（タシケント市内） 

内容 外国企業のパートナー獲得等を目指し、ウズベキスタン国内から 150 の生産者
や加工業者等が出展 

出展地域 サマルカンド、スルハンダリヤ、アンディジャン、カラカルパクスタン、フェ
ルガナ、ナマンガン、ブハラ、ホレズム、ナボイ、タシケント（地域）、タシケ
ント（市）、ジザック、シルダリア、カシカダリアの計 14 エリア 

展示品 ・果物：ブドウ、ザクロ、リンゴ、メロン、チェリー、すいか、柿、レモン等 

・野菜：キャベツ、玉ねぎ、にんじん、じゃがいも、トマト、キュウリ等 

主催 Uzbekozikovkatholding(Holding Company) 

UzAgroExport(JSC) 

Direction of the International fruit and vegetable fair(LLC) 

Uzinosanoat-Holding(Holding Company) 

Uzbekoziqovqatzaxira(Association) 

 

このフェアはウズベキスタンで開催される果実・野菜関連イベントの一つであり、2016 年 4

月に誕生した5つの新組織による主催となっている。会場は4か所のパビリオンから構成され、

ブースは地域別（計 14 エリア）、ウズベキスタン現地企業、そして外資（ロシアとカザフ関係

がそれぞれ 1 つずつ）による出展があった。展示品は生鮮品（特にフルーツ）が目立ち、加工

品ではドライフルーツ、ジュース、ジャムのほか、瓶詰製品・ワイン等も出展されていた。ま

た、少数ながら甘草、スナック、マヨネーズ等の出展や物流関係（航空会社、物流企業）のブ

ースもあった。 

現地では比較的大規模な国際イベントであり、特にフルーツは視覚的に訴える演出等各社が

注力してアピールしている様子が伺えた。一方、海外企業向けのメッセージや説明については

やや物足りないようにも感じられ、商品の特徴・優位性、品質・規格、取引実績の説明やサン

プル配布・試食等の演出については今後の課題と思われる。 

 

写真 11 地域別のブースでブドウを PR 
（アンディジャン州） 

 

写真 12 ジュース・ジャム等加工食品も出展 
（現地メーカー） 
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（f）技術協力 

 弘前大学は、2014 年度（平成 26 年度）から JICA 草の根技術協力事業「りんご栽培技術の

近代化による農家の生計向上事業」を実施している。今回調査メンバーは当該事業の連携先で

あるサマルカンド農業大学を訪問し、リンゴ栽培のモデル農場を視察した。現地ではふじの苗

木 125 本が 2016 年 3 月に植樹されたほか、防除機等の機械類も導入されている。また、リン

ゴの剪定方法のアドバイスや農民向けセミナー、農家への指導等が実施されている。当大学で

は、このプロジェクトに学年全体の生徒 60 名全員が参加しており、技術を教える初のプロジェ

クトとして注目されている。 

 

写真 13 植樹されたふじ（リンゴ）の苗木 
（モデル農園） 

 
写真 14 防除機 
（農業大学構内） 

 

（g）韓国の先行事例 

 韓国はナボイの貨物ターミナルを委託運営しており、過去にチェリーやメロン等の輸出プロ

ジェクトを大韓航空中心に推進した実績がある。その際、検疫専門家を自国から呼び寄せ、出

荷時のラッピングまで細かい指導をする等虫の混入対策をとっている。なお、チェリーについ

ては、米国産の代替需要として韓国の小売企業が輸入を検討している、韓国経由で日本への再

輸出がされているという情報が現地で得られた。 

 韓国企業によるウズベキスタン進出の背景には、大統領によるトップ外交、他の韓国企業と

の連携、外貨規制への対応、コミュニティの活用があるとされる。このうち、特に外貨規制に

ついては、売り上げの一部を現地通貨スムへの両替が必要、二重レート相場で公式レートと闇

レートが併存するという点が外資企業にとっての参入障壁となっている。これに対し韓国企業

は外貨両替について事前にウズベキスタン側と MOU（覚書）を締結する等の対策をとって対

応している模様である。 

 

写真 15 貨物ターミナル 
（ウズベキスタン航空・大韓航空） 

 

写真 16 生鮮フルーツ（メロン） 

（出所）ナボイ空港 Webサイト  
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２－２－３ 事業化可能性 

 

（１）FVC の現状と課題 

ウズベキスタン政府は、農業生産について、綿花から果物・野菜をより重視する政策により、

組織の刷新・強化や物流拠点の整備、国際展示会の開催等を進めている。実際、果物・野菜の生

産・輸出とも拡大基調にあり、輸出相手国も西ヨーロッパ諸国・中東・東アジア等へ広がりを見

せている。 

また、現地の民間企業の中には果実の加工・販売・輸出を積極的に推進し、今後さらに体制を

増強・拡大させる意向を持つ先も現地調査から確認できた。少なくとも現地の大手企業レベルで

は、一定の工場・機械設備、品質認証、貯蔵・保管・輸送手段を確保し、国内外の顧客を獲得で

きているようである。 

なお、食肉加工については、牛肉、羊肉、鶏肉の生産高拡大を背景に加工機器に対する需要も

現地でみられ、特に故障の少ない耐久性のある機械設備やメンテナンスサービス等に対するニー

ズがあることが確認された。 

物流・コールドチェーンについては、現在政府が 17 のトレード＆ロジスティックスセンター整

備を進めているほか、民間企業においても自社で必要な設備・手段を確保しており、貯蔵・保管・

輸送に関しても手当てしている先も出てきている。特にナボイを拠点とした大韓航空・ウズベキ

スタン航空による輸出促進の動向は今後も注目されるべき点といえる。 

このような現状において、今後の課題としては以下のような点が挙げられる。 
 

図表 101 ウズベキスタンにおける FVC上の課題 

・老朽化した農業インフラ（灌漑設備等）の更新（生産基盤の強化） 

・加工工場における付帯設備の追加的導入（衛生管理・温度管理の高度化） 

・物流ルートにおける連続的な温度管理（コールドチェーンの確立） 

・輸出相手国の検疫基準に合わせた製品出荷（各国の要求する品質の確保） 

・継続的な運用管理のための専門人材養成（品質管理専門家、機械設備のエンジニア等） 

 

 また、FVC の観点からは生産、製造・加工、貯蔵・物流、販売の各工程段階において価値を高

めることに加え、それぞれの工程をつなぐチェーンの継ぎ目においても品質を損なわないよう貯

蔵・保管・輸送を実現することが重要である。 
 

図表 102 ウズベキスタン及び旧ソ連圏における FVC 構築の課題整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●生産技術不足 
●インフラ老朽化 
●農業肥料等資材

調達 
●農地適正化 
●農民連携の欠如 

   

Ｆ
Ｖ
Ｃ
構
築
上
の
課
題 

 
●原料の安定調達 

設備の老朽化 
●衛生管理 

●工場管理運営 
●包装技術力不足 

 
●貯蔵・物流施設不

足・老朽化 
●輸送ネットワーク

の未整備 
●温度管理 
●信頼できる流通輸

送業者の不足 

 

 
●製品の国際競争力

向上 
●ブランド力の不足 
●市場が要求する品

質の確保 
●市場ニーズ情報の

不足 

生 産 製造・加工 貯蔵・物流 販売等 

 
●資金調達環境    ●市場アクセス    ●情報共有不足    ●人材不足 

 

【全体】 
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特に、ウズベキスタンからロシア・CIS、中東、アジア、日本等へ輸出する場合は、経由地（ト

ランジットポイント）での業者によるハンドリング状況についてもチェックしておかなければな

らない。なぜならば、経由地における業者が保管温度管理・荷捌・取扱・青果の商品知識等を精

査しなければ、多くの場合青果物の品痛・腐れ等のロスが発生しビジネスとして成立しないため

である。なお、これまでにウズベキスタンと日本間の輸送では、ボストーチヌイ（極東ロシア）、

バンダラバス（イラン）、仁川（韓国）等を経由した例がある。 

 

図表 103 ウズベキスタンにおける FVC の課題 

 項目 課題 

①
生
産 

農場の生産性 大規模農場のシェアは全体の約 3 割に留まっており、中小規模農場の集約化・規模拡大と効率的な

（intensive）農場への転換が課題。 

新たな品種の導入 国内や海外の販売市場に味・色・形状・供給時期（収穫期）が受け入れられる、収量・生産効果が高い、

ウズベキスタンの気候条件（気温・湿度）下で生産可能等の条件を満たす新品種導入が期待される。 

育苗・苗畑管理 特に従来種でない品種においては苗木の選定・育苗に関する知識と技術が求められ、苗畑の管理・運営

手法の高度化が望ましい。 

灌漑・水供給 生産する作物の種類や生産場所によっては、点滴灌漑等による水供給が必要である。 

栽培技術 剪定箇所が適切でなく、改善の余地がある。 

器具類の導入・更
新 

切れ味のよい剪定ばさみは病害虫の伝染予防上重要であり、使い勝手のよい脚立は農作業の効率向上と
安全確保につながる。 

機械化 農薬散布機の散布頻度を現地の気候条件に合わせて調節する等、現地の生産環境に合わせた機械化推進
が必要。 

病害虫対策 特にリンゴ、洋ナシ等のフルーツについて、農薬のほか病害虫の天敵の虫を導入した有機農法による病
害虫対策が考えられる。 

②
製
造
・加
工 

衛生管理・ 
異物混入管理 

訪問先では工場入口のエアカーテン室、トイレの自動ドア、足踏み式液体せっけん、金属探知機等製品
の品質劣化を防ぐための付帯設備が不十分でマニュアル化が課題。 

工場温度管理 冷凍庫扉のカーテンがない等温度変化につながるような状況が散見されている。 

食料品安全証明 ISO22000/FSSC22000、ISO9001、、HACCP 等の認証取得が特に大手の販売先向けには必要となる。
但し証明は絶対的なものではない点に留意。 

手作業工程の機械
化 

生産ラインの機械化が生産性や衛生面の向上に必要である。一部ではドイツ製・トルコ製・中国製の機
械設備を導入する例も見られる。 

製品の多様化 ジュース、ジャム、ドライフルーツのほか、ペースト、オイル等多様な加工製品への拡大が望まれる。 

③
貯
蔵
・物
流 

貯蔵設備 
（冷凍・冷蔵） 

冷蔵・冷凍倉庫内で保湿用のカーテンがなく、温度変化により保管された果実に氷が付着している例が
見受けられる。 

物流拠点 ナボイ空港にはすでに大韓航空の貨物拠点がある。一方、サマルカンド、タシケント、フェルガナやホ
リズム、カラカルパクスタン等に物流ターミナルを作る必要があると政府は考えている。 

輸送ルート・ 
手段・日数 

ロシア・CIS 向けには主に陸送。鉄道輸送よりはトラック輸送が主流。主要消費地であるロシアの場合、
ウズベキスタンからは 3～7 日程度要する（仕向地の都市や夏期／冬期により異なる）。韓国等それ以外
の国向けには航空貨物が使われるケースが多い。時間の短縮や道路や保管施設等インフラ整備が必要。 

税関での通関 通関には 1～2 日程度要することが多い。手続きは電子化されているが、最短で完了させるためには前
もって書類を準備しておかなければならない。 

貨物のロット 1 回当たりの貨物ロットが一定量（例：300t）を超過すると積み替えの必要が生じ品質劣化につながる。 

経由地での 

ハンドリング 

韓国等ウズベキスタン国外で食品・青果を取り扱う経由地においても保管温度の管理、荷捌き、青果に

対する取扱知識等が必須である。 

④
販
売
・ 

 
 

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ 

製品基準対策 商品を海外へ輸出する場合、仕向地の国における検疫基準を満たすような出荷が必須であり、出荷時点
で虫の混入防止や品質確保、品質証明の発行体制が必要である。 

認知度の向上 海外での知名度向上やブランド力の構築が必要。そのため、自国内での展示会への出展のほか、海外開
催イベント（Prod-Expo：ロシア、Agro-world：カザフスタン、FOODEX：日本 等）への出展に政

府の支援が必要。 

外貨規制対応 ウズベキスタン国内で獲得した USD 等の外貨は、海外送金時にウズベキスタン現地通貨 UZS へ強制的
に両替しなければならないため、事前の対応策を講じる必要がある。また UZS は二重レートでもある。 
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（２）日本企業にとっての参入機会 

日本企業等のウズベキスタンに関する活動はまだ限定的であり、ウズベキスタンに関する経験

を持つ企業は多くない。また、日本企業はウズベキスタンに関心を持ってはいても進出には基本

的に慎重なスタンスであり、外貨規制の緩和や一層の情報提供を求める声も多い。 

しかし、少数ながらウズベキスタン産の果実を実際に日本で輸入・販売している企業や、今後

輸入を検討している動きもあり、特にあんず、レーズン（ブドウ）、メロン、チェリー等は味や価

格の面で既存の調達先に代わる需要が見込まれる。また、JICA 事業を活用した技術指導はウズベ

キスタン側でも一定の評価を受けており、関連する専門家や資機材メーカーの製品も現地で使用

されている。ウズベキスタン現地の抱える課題に対し、リンゴの栽培技術、養蚕関連技術、灌漑

インフラ技術等日本の技術で解決を試みるアプローチは一定の効果があり、今後は関連企業のビ

ジネスへの拡がりも期待される。 

なお、物流企業については、現時点で FVC に関して活発な荷動きが継続しているような状況で

はないものの、ウズベキスタンを含む中央アジア・ユーラシア大陸での輸送ビジネスに対しては

高い期待と関心が見受けられている。 

 

（３）事業化推進のための方策 

 今後、日本・ウズベキスタン両国間で具体的に事業化を推進していくためには、ニーズの高い

テーマを絞り込んで技術・製品・サービスを特定するだけでなく、そのやり方・進め方も工夫す

ることが望ましい。以下に可能性として考えられる方策を挙げる。 

 

図表 104 事業化推進のための方策 

No 方法 内容 

1 課題解決型アプローチの推進

（コンサルティング提供） 

不十分な工場設備、古い灌漑設備等ウズベキスタンで必要性の

高い課題に対し、機械設備や資材等日本の優位性が高い製品・

サービスを導入し、解決・改善を図る 

2 双方の展示会への出展促進 

（露出機会の拡大） 

両国ではそもそもお互いに情報やイメージを持てないことが多

いため、果実・野菜、食品加工製品等個別テーマ別の展示会に

相互に出展することで互いの企業や技術・製品・サービス内容

を知り、認知度向上の機会を作る 

3 デモンストレーション実施 

（サンプル製品のお試し利用） 

海外の製品を自国の現場で実際に使用すれば効果や適合度合い

を確認できるが、日本・ウズベキスタンではモノの輸送距離が

遠く体感・実感するのに乏しいため、まずはデモ（実演）によ

りサンプル製品を試験的に利用できる「お試し機会」を設ける 

4 横断的なバリューチェーンの

提案（FVC 価値の提案） 

FVC の各工程で強みを持つ企業を組み合わせ、バリューチェー

ン全体としての導入効果・利用価値を提案する（例：衛生設備、

温度管理、品質検査に強い各企業による共同提案） 

5 他国企業との共同受注 

（分業によるコストダウン） 

日本製製品は高価で敬遠されがちのため、ハードは他国製、設

計や運用管理は日本等と役割分担してイニシャルコストを低減

し、共同受注を目指す 

6 ソフトサービスの提案 

（ガイドライン等） 

部品摩耗時のメンテナンス、製品故障時の修理対応、工場作業

員のマネジメント方法等、製品を効果的に動かすためのガイド

ライン、スタンダード（基準）、運用マニュアルを提案し、安定・

継続運用の意識が高い先を開拓する 
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No 方法 内容 

7 実務情報提供窓口の設置 

（ワンストップショップ化） 

ウズベキスタン側での窓口（ジャパンデスク）、日本側の窓口（ウ

ズベキスタン（中央アジア）デスク）の設置により、実際の商

取引に必要な実務情報をタイムリーに提供できるようにする 
 

 なお、上記に共通して考慮すべき点として、テーマを個別に絞り込む（目標の明確化）、極力複

数の企業で取り組む（相互補完）、現地拠点のある先を活用（ローカル対応）、物流コスト込みで

見積もる（トータルコスト検討）が挙げられる。 

 

（４）両国政府による事業化支援策 

ウズベキスタン政府としては、外資企業導入を促進するため、規制や許認可の緩和・撤廃、税

制優遇・インセンティブの拡大、経済特区（SEZ）への誘致等について具体的な条件や制約も含

めて情報を公表・提供していくことが望まれる。特に外貨決済については一定枠を保証し、外資

企業が通貨ウズベキスタン・スムへ両替することなく海外送金を自由に行えるような制度の改善

が望ましい。また、政府主導のプロジェクト案については、事業計画について少なくとも複数の

シナリオによる F/S 分析・将来シミュレーションを策定し、必要予算額の算定ロジック、計算の

前提条件を明示・説明していくことが必要である。 

日本政府による支援策としては、上記の外貨規制を中心とした規制緩和・撤廃についてウズベ

キスタン政府に働きかける、日本企業に対して国際展示会への出展や現地デモンストレーション

実施について支援する、その他ウズベキスタンに関する政策・プログラム、制度、SEZ 等に関す

る最新動向について日本側に情報提供を行う等の活動が考えられる。 

併せて、両国政府ともに事業の初期リスク軽減のため、企業に対し実験プロジェクト、サンプ

ル輸出、モデル事業実施のための事業スキームを企業に提供し、現実的な課題に対して具体的に

企業が対処していけるようさらに支援していくことが期待される。 

 

（５）モデル事業 

 ウズベキスタン FVC の現状と課題、日本企業等の活動状況、事業化推進のための方策、物流・

コールドチェーンに関する検討を総合的に考慮した上で、実現可能性が見込まれるモデル事業を

事業化プラン案として検討する。モデル事業では、ウズベキスタン側の課題に対し日本側民間セ

クターの技術や製品により解決し、双方のビジネス推進を図ることを目指す。なお、モデル事業

はウズベキスタン・日本双方の政府による事業化支援策を基に、両国の民間セクターが実施する

ことを想定する。 

 

図表 105 FVCのプロセスにおけるモデル事業 

FVCのプロセス モデル事業（事業化プラン案） 

生産 灌漑インフラの改善（生産基盤の強化） 

製造・加工 食品加工工場の衛生管理（食品加工工場へのパッケージ提供） 

保管・貯蔵・輸送（物流） 低温物流倉庫（コールドチェーン） 

販売・輸出 ドライフルーツ需要開拓（商流活性化） 
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１）灌漑インフラの改善（生産基盤の強化） 

水資源の調達と利用が重要なウズベキスタンでは、灌漑施設・設備の老朽化による漏水や用

水装置の故障等が発生している。また、水管理が粗放的なため水資源の配分が不適切である、

灌漑が適正量を超えて過剰になされているという理由により、綿花の収量や生産面積の減少が

生じている。さらに塩害による農地の劣化が農業生産の阻害要因となっていることも問題であ

り、塩類集積の進行により灌漑農地の放棄、食糧供給能力の低下が懸念される。 

こうしたウズベキスタンの抱える課題に対し、日本企業では灌漑用技術を持つ農業資機材関

連企業が有望先として考えられる。具体的には、新たな灌漑用設備を導入し、併せて用水路で

の漏水量や灌漑施設の診断、水管理システムや設備運用管理向けソフトウェア・運用ガイドラ

インの導入、継続利用のための技術研修を実施する。その際、JIRCAS（国立研究開発法人 国

際農林水産業研究センター）が過去実施してきた、塩害対策として圃場から塩分を除去する暗

渠排水技術や畝間灌漑法等の灌漑技術についても併せて採用されることが望ましい。 

モデル事業は、ウズベキスタン現地の環境・条件について情報収集・現状分析、F/S 策定の

上、製品のデモンストレーションとテスト運用を実施し、灌漑施設の改善や適性水資源管理シ

ステムに関する事業、技術トレーニングを実施することである。 

この結果、灌漑設備の故障リスク回避や揚水コスト（電気代等）低減、漏水低減による水資

源利用効率の向上、水資源管理の改善、塩害減少・農地拡大による農業生産拡大が効果として

期待される。 

 

図表 106 事業化プラン案（生産基盤の強化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ウズベキスタンの課題 
 
・灌漑施設の不適と老朽化による灌漑用

水の漏水と用水装置の故障等（灌漑農
地面積は 430万 ha、農場への用水路
の 62%、農場内用水路の 82%が土水路） 

・粗放的水管理による不適切な配分及び
適正量以上の灌漑（綿花収量及び生産
面積減少） 

・深刻な塩害による農地の劣化（農地の
約 47％に塩類が集積） 

 マッチング 

【モデル事業】 
 
・ウズベキスタンの農地・灌漑現場の現状分析・F/S策定 
・導入する技術・製品のデモンストレーション（実演）とテスト運用 
・灌漑施設改善事業及び適正水資源管理システム作成事業の実施 
・ウズベキスタンの現地フィールドにおける技術トレーニング 

【期待される効果】 
 
・新たな灌漑設備の導入による故障リスクの回避、揚水コスト（電気代等）の低減 
・漏水低減による水資源利用効率の向上 
・適時適切な灌漑・用水配分の実現により水資源管理が改善 
・塩害減少と農地拡大による農業生産の拡大 

日本企業の技術・製品 
 
・耐久性と効率性に優れた灌漑用設備の

更新・入れ替え 
・用水路における漏水量把握と灌漑施設

診断による改善方策提言 
・水管理システムの設計・作製・運営 
・設備運用管理のための計測・評価ソフ

トウェアや運用ガイドラインの導入 
・継続的な運用管理や修理・メンテナン

ス対応のための技術研修 
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図表 107 JIRCASの概要 

国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター（JIRCAS） 

・沿革：農林水産省国際農林水産業研究センターを母体として、2001 年 4 月に独立行政法人国際

農林水産業研究センターとして設立され、2015 年 4 月より国立研究開発法人国際農林水産業研

究センターに名称変更。 

・業務内容：熱帯及び亜熱帯地域や開発途上地域における農林水産業に関する技術向上のための

試験研究。これらの地域の農林水産業に関し、国内外の資料の収集・整理・分析結果提供を実

施し、業務を通じて世界の食料問題、環境問題の解決及び農林水産物の安定供給等への貢献を

図る。 

（出所）JIRCAS Webサイト 

 

図表 108 JIRCAS のウズベキスタンにおける塩害対策事業の要旨（JIRCAS） 

・中央アジア乾燥・半乾燥地域であるウズベキスタンのシルダリア・アムダリア両河川（アラル

海流域）沿いでは 1950 年頃から大規模な灌漑農業開発が行われ、塩類集積が生じている。 

・JIRCAS は塩類集積の進行や塩害被害の拡大について調査研究を進め、塩類集積の対策を 3 つ

に分類。さらに排水条件が悪く塩類集積リスクが高い圃場を対象に、塩類を確実に除去する浅

い暗渠排水技術について検討した。 

・ウズベキスタンにおける調査では、排水路や暗渠排水において浅層暗渠の技術を導入すること

により、綿花の収穫量がアップした。今後は、畝間灌漑法や Dehydration 法（布で塩を吸着捕

獲する）を組み合わせた灌漑技術についても検証予定である。 

・課題として、浅層暗渠のリーチング（塩分を洗い流す）試験には継続的なデータ収集が必要で

あること、従来のカットドレーンでは適用できない土壌に対しても資材を埋設可能なカットソ

イラーの導入がある。同時に、排水性が改善された圃場では、水分の変化がこれまでとは違っ

てくることが想定されるため、浅層暗渠に対応した必要灌漑水量についても今後の検討事項で

ある。 

（出所）第 2回共同作業部会 JIRCAS発表資料 

 

＜想定案①＞ 灌漑用農業資機材販売のためのサービス事業導入 

ウズベキスタン農業水資源省が現在灌漑事業に使用している農業資機材は旧ソビエト時代の製

品で老朽化しており、エネルギー効率が悪い。このため、資機材の更新とサービスを組み合わせ

た導入を図る。その際、ウズベキスタン現地に関する大学・研究機関の調査研究結果も活用し、

施工工事についてはウズベキスタン現地の工事業者・エンジニアを活用したコストダウンを検討

する。 

 

 

 

 

 

 

JICA 農業資機材関連企業 
ウズベキスタン 

農業水資源省 

民間連携

事業 資機材 

サービス 

連携 

大学・研究機関 
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図表 109 ビジネスモデル（成功事例）実現のためのロードマップ（農業資機材関連企業のケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 110 関係者に期待される役割（農業資機材関連企業のケース） 

 ウズベキスタン側 日本側 

行政 
（農林水産省、
農業水資源省） 

＜情報共有の場の設定＞ 

双方の政府機関が現状や課題を共有するため、政府・民間企業・学術機関等が一
同に会する機会を設け、本ビジネスモデルの成果や課題について検討を行う。 

＜ビジネス環境改善＞ 

・外貨管理や各種煩雑な手続き等日本企
業がウズベキスタン進出を行う際の
障壁改善を検討する 

＜本邦技術等の情報提供＞ 

・日本製品・サービスの有用性等に関す
る情報を関係機関にタイムリーに提
供する（実施中） 

政府関係団体 
（JICA） 

＜成功事例の普及＞ 

カウンターパートとなる団体（商工会議
所等）が中心になり、成果や課題をウズ
ベキスタン国内で共有する。 

＜JICA による民間企業の支援＞ 

JICA 事業（基礎調査、案件化調査、民
間技術普及促進事業等） 

ステップ 6  日本・ウズベキスタンの協力による FVC の構築 

農業資機材関連企業は、上記の活動を進める際に発生する課題を日本・ウズベキスタン共同

作業部会等で報告し、課題解決について両国関係者で協議する。 

ステップ 1  現状把握と課題の抽出（情報収集） 

ウズベキスタンにおける農業資機材やその導入環境に関する情報を収集する。 

ステップ 2  展示会への出展（情報提供） 

農業資機材関連企業はウズベキスタンでの展示会に製品を出展・PR する。 

ステップ 3  サンプル・デモンストレーション実施（体験機会） 

農業資機材関連企業は灌漑地域でデモンストレーションを実施する。 

ステップ 4  単一企業による実施体制構築 

上記ステップの結果を基に、農業資機材関連企業は製品・技術・サービスの普及体制を構築

する。 

ステップ 5  複数企業間での連携体制構築 

農業資機材関連企業は大学・研究機関等と連携し、より効果的な事業展開を目指す。また、

ウズベキスタンの工事業者・エンジニアの活用を検討する。 

ステップ 7  農業資機材の販売 

農業資機材関連企業は、農業水資源省へ農業資機材をサービスと併せて販売する。この結果

として、施設の老朽化、不適切な水資源の配分、塩害等ウズベキスタンにおける課題が改善さ

れることが想定される。 
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 ウズベキスタン側 日本側 

学術機関 
（大学） 

（研究機関） 

＜研究成果の産官学での共有・人材育成分野での協力＞ 

大学・研究機関等はウズベキスタンでの調査研究結果を農業資機材関連企業に提
供し、連携の可能性を検討する。 

民間企業 
（農業資機材
関連企業） 

＜ビジネスモデル（成功事例）の実現＞ 

・農業資機材関連企業はデモンストレーションやウズベキスタンでの展示会出展
により現地への製品・技術・サービスの導入を推進する。 

・共同作業部会等の場で、両国関係者との間で連携を深める。 

 

＜想定案②＞ リースを活用した農業機械の導入 

ウズベキスタンでは果樹生産が成長中であり、果樹園でのリンゴ栽培も拡大傾向にある。リン

ゴ農園では病害虫対策のための防除が必要であり、手作業より機械による農薬散布が無駄なく効

率的である。日本製農機は他国と比較して高額であるため、農機向け設備投資資金を対象とした

リース会社による初期投資負担の軽減が考えられる。また、国際機関（ADB,WB）はすでにウズ

ベキスタンでツーステップローンの仕組みを構築済みで実際に融資事例もあり、その活用も想定

できる。 

なお、実際の導入に際しては、同一地域内で一時期に集中して農家が農薬散布する可能性があ

るため、組合組織を設立して効率的に共同使用する体制作りを行うことが望ましい。また、メン

テナンス対応やスペアパーツの部品供給体制の構築、農機オペレーターの養成等も必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 111 アジア開発銀行（ADB）による融資事例 

園芸のバリューチェーン開発プロジェクト15（融資 3471） 

・プロジェクト適用期間：2017 年 1 月から 2021 年 12 月まで 
・担当窓口：Rural Restructuring Agency（RRA） 
・予算規模：154 百万ドル（アジア開発基金） 
・対象地域：全 12 地域及びカラカルパクスタン共和国 
・プロジェクト内容： 
－集中化された果樹園の改良・設立、近代的で効率的な温室、加工、貯蔵、冷蔵施設 
－ウズベキスタン銀行システムにおける長期的な資源不足という重要な制約条件への対処 

  

                                                   
15 アジア開発銀行 Web サイト（https://www.adb.org/projects/47305-002/main） 
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現地教育機関 

ウズベキスタン 

リース会社 

ウズベキスタン

農業法人・農家 

リース 

融資 

農機メーカー 打診 

本邦大学 

連携 

提携 

パートナー企業 
メンテナンス・部品交換対応 

農機の供給・技術指導 

連携 

https://www.adb.org/projects/47305-002/main
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図表 112 世界銀行(WB)による融資事例 

園芸開発プロジェクト16（融資） 

・プロジェクト適用期間：2014 年 6 月から 2021 年 6 月まで 
・担当窓口：農業水資源省 
・予算規模：183 百万ドル（融資） 
・対象地域：アンディジャン、フェルガナ、ホレズム、ジザク、カラカルパクスタン、カシュダ

リヤ、ナマンガン、サマルカンド、タシケント 
・プロジェクト内容： 
－需要増加に伴う供給対応のため、研究機関・植物防疫サービスを強化 
－農産物の品質と生産性を改善するための農家の生産強化 
－バリューチェーン開発向けの先進的なストラクチャードファイナンスを運営する能力を強化
するための、金融機関に対する技術支援と研修の提供 

－当プロジェクトを実行するために必要な、RRA に対する商品と技術支援・研修の提供 

 

図表 113 FVCビジネスモデル（成功事例）実現のためのロードマップ（農機メーカー） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                   
16 世界銀行 Web サイト（http://projects.worldbank.org/P133703?lang=en） 

ステップ 2  展示会への出展（情報提供） 

農機メーカーは、ウズベキスタンで開催される農業機械関連の展示会に農機を出展すること

で、市場における潜在顧客やパートナー候補の発掘、競合他社の状況確認等を行う。 

ステップ 1  現状把握と課題の抽出（情報収集） 

ウズベキスタンの果樹園における栽培環境や農薬散布の状況を中心に現地事情を把握する。 

ステップ 3  サンプル・デモンストレーション実施（体験機会） 

農機メーカーは、現地でデモンストレーションを実施し、従来型農機や手作業との違い、農

機使用の前提となる栽培技術等必要なノウハウも含めた技術指導・研修を提供する。 

ステップ 4  単一企業による実施体制構築 

農機メーカーは、カウンターパートとなる相手先を選定し、農薬調達も検討する。また、必

要なメンテナンスや購入資金手当ての方策を検討する。 

ステップ 5  複数企業間での連携体制構築 

農機を効率的に活用するため、本邦大学や現地教育機関と連携して果樹園整備、栽培技術向

上、人材育成を図る。 

ステップ 6  日本・ウズベキスタンの協力による FVC の構築 

農機メーカーは、上記の活動を進める際に発生する課題を日本・ウズベキスタン共同作業部

会等の場で報告し、課題解決について両国関係者で協議・共有する。 

ステップ 7  農機の販売 

農機メーカーは、農機（防除機）の販売とウズベキスタン市場の開拓を行い、ウズベキスタ

ン側では、リンゴ等果樹の生産プロセスを強化することで品質の向上につながり、FVC 全体の

付加価値高向上が期待される。 

http://projects.worldbank.org/P133703?lang=en
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図表 114 関係者に期待される役割（農機メーカーのケース） 

 ウズベキスタン側 日本側 

行政 
（農林水産省、 
農業水資源省） 

＜情報共有の場の設定＞ 

双方の政府機関が現状や課題を共有するため、政府・民間企業・学術機関等が一
同に会する機会を設け、本ビジネスモデルの成果や課題について検討を行う。 
同時に、資金供給スキームに関連する作業部会分科会の設置を検討する。 

＜ビジネス環境改善＞ 

外貨管理や各種煩雑な手続き等日
本企業がウズベキスタン進出を行
う際の障壁改善を検討する 

＜対日輸出や本邦技術等の情報提供＞ 

各種規制に関する情報を関係機関にタイム
リーに提供する（実施中） 

政府関係団体 
（JETRO） 
（JBIC） 

＜成功事例の紹介＞ 

カウンターパートとなる団体（商
工会議所等）が中心になり、成果
や課題をウズベキスタン国内で共
有する。 

＜JETRO 等による民間企業への支援＞ 

ウズベキスタンでの農機関連展示会に関す
る情報提供。 

＜ファイナンス・スキームの検討＞ 
現地でのリースや融資の仕組みを検討する。 

学術機関 
(本邦大学) 

（現地教育機関） 

＜研究成果の産官学での共有・人材育成分野での協力＞ 

本邦大学や現地教育機関は、栽培技術や人材育成について農機メーカーと連携す
る。 

民間 
（農機メーカー） 

＜ビジネスモデル（成功事例）の実現＞ 

・農機メーカーは上記のステップにおける中心的存在として、リンゴ等果樹生産
のサプライチェーン構築の役割を担い、パートナー企業、本邦大学、現地教育
機関、金融機関等と連携しながら農機を含めた農園経営の向上に貢献する。 

・共同作業部会等の場で、両国関係者との連携を進める。 

 

【参考：韓国企業に倣った外貨送金枠の確保】 

日本を含む外資系企業にとって、ウズベキスタンにおける外貨の持ち出し規制は最大のボトル

ネックであるという声が多い。実際、Doing Business 2017（世界銀行）において、ウズベキス

タンは全 190 国中 87 位（ロシアは 40 位、日本は 34 位）であり、特に対外貿易に関する Trading 

across borders の項目は 165 位（ロシアは 140 位、日本は 49 位）と低順位である。 

この参入障壁に対し、ウズベキスタン政府に対して農林水産省等行政や日本企業が交渉・協議

等を行う、あるいは日本企業がウズベキスタン企業との提携や合弁を検討することで、外貨の自

由な海外送金が実現することが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

  

日本企業 

ウズベキスタン政府 

ウズベキスタン企業 

交渉 

提携・合弁 

交渉・協議 

農林水産省等 
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２）食品加工工場の衛生管理（食品加工工場へのパッケージ提供） 

 果実・野菜の生産・輸出が拡大基調にあるウズベキスタンでは、ドライフルーツ等の食品加

工産業が成長中である。製品の種類はジュース、ピュレ、ペースト、コンセントレート等に多

様化し、輸出先地域も CIS、欧州、トルコ、中東等へ拡大傾向にある。しかし、食品加工の製

造工場の中には、衛生・消毒・異物混入防止・防虫のための設備・機材が不足している先も確

認されている。今後ウズベキスタン企業が海外輸出を拡大するにあたり、食品衛生法の規格基

準等様々な基準に対応したさらなる品質・衛生管理の改善・向上が不可欠である。 

 こうしたウズベキスタンの抱える課題に対し、日本側の製品・技術として冷凍庫扉カーテン

及び製造施設前のエアカーテン室、トイレの自動ドア、足踏み式液体石鹸等食品工場向けの付

帯設備の導入促進と、導入後の運用を確実に定着・機能させるためのマニュアル・ガイドライ

ンの策定や現地スタッフへの実務トレーニングを一つのパッケージにして販売・実施すること

が考えられる。さらに、5S や FSSC22000 等工場運営のための管理システムの導入も考えられ

る。 

 モデル事業は、導入する製品のスペックを具体的に検討するための工場での実地調査やサン

プル製品・機材の輸出、設置・据付、テスト運用、さらに現地スタッフを対象とした実務トレ

ーニング（ウズベキスタン現地または日本での技術研修）を輸出志向の高い食品企業に対し、

導入・実施することである。 

 この結果、ウズベキスタンで製造される加工食品が輸出対象国の品質基準に適合し、日本を

はじめ先進国やその他の第三国への輸出可能性が広がる。また、日本企業にとってはウズベキ

スタンへの付帯設備販売及び品質の安定した原料の調達が効果として期待される。 

 
図表 115 事業化プラン案（食品加工工場へのパッケージ提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ウズベキスタンの課題 
 
・食品加工工場では、衛生・消毒・異物
混入防止・防虫のための設備・機材が
不足 

・輸出拡大には食品衛生法の規格基準等
に対応した品質・衛生管理の改善・向
上が不可欠（レーズンのサイズ、色等） 

・加工工場全体の運営を高度化させるた
め、工場マネジメントシステムの導入
が望ましい（FSSC22000等） 

 マッチング 

【モデル事業】 
 
・製品スペック検討のための工場実地調査 
・サンプル製品・機材の輸出、設置・据付、テスト運用 
・実務トレーニング（ウズベキスタンまたは日本での技術研修） 

【期待される効果】 
 
・製造される加工食品が輸出相手国の品質基準に適合する 
・日本をはじめ先進国やその他の第三国への輸出可能性が広がる 
・日本企業にとっては付帯設備販売及び品質の安定した原料の調達につながる 

日本企業の技術・製品 
 
・食品工場向け設備（冷凍庫扉カーテン

及び製造施設前のエアカーテン室、ト
イレの自動ドア、足踏み式液体石鹸
等） 

・運用を確実に定着・機能させるための
マニュアル・ガイドラインの策定と実
務トレーニングの実施（日本の品質基
準に基づいた技術指導） 

・工場運営のための管理システム（5S
等） 
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＜想定案③＞ 食品企業によるドライフルーツ輸入 

ウズベキスタンの活発な果樹生産と輸出拡大を背景として、ウズベキスタンから日本の食品企

業がドライフルーツを輸入することが考えられる。例えば JETRO により、ウズベキスタン側の

輸出窓口である Uzagroexport 及びその構成企業に対して展示会 FOODEX への出展支援をする、

あるいは日本からウズベキスタンへの視察ミッションを企画・実行する等により、ウズベキスタ

ンからの輸入に向けた地ならしを行う。なお、Uzagroexport はウズベキスタンから CIS や欧州

圏等世界各国への輸出に関する窓口機能を果たしているが、対日本向けの輸出・マーケティング・

PR に当たっては JETRO が日本側でサポート役となり得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 116 FVCビジネスモデル（成功事例）実現のためのロードマップ（食品企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ 2  ウズベキスタン側が日本の展示会へ出展する（情報提供） 

Uzagroexport あるいはその構成企業が日本での展示会（FOODEX 等）に出展する。 

ステップ 1  現状把握と課題の抽出（情報収集） 

食品企業は原料調達のために必要となるウズベキスタン側の情報について確認する。 

ステップ 3  現地加工工場の視察やブドウ生産状況の確認 

JETRO 事業によるウズベキスタン視察ミッションや次回の日本ウズベキスタン共同作業部

会へ食品企業が参加し、現地のドライフルーツ加工工場やブドウ生産農場を視察・確認する。 

ステップ 4  単一企業による実施体制構築 

食品企業は JETRO や Uzagroexport 等ウズベキスタン側関係機関の協力を得て、サンプル

輸入や日本からの技術指導、輸入契約等について協議・交渉する。なお、果実の生産・栽培技

術や加工技術について、日本の大学や研究機関と連携を図る。 

ステップ 5  複数企業間での連携体制構築 

食品企業は、果樹生産や加工分野を得意とする日本企業（加工機械メーカー等）と連携して、

品質の高い原料を生産から加工、流通（日本への供給）まで一貫した FVC 構築を目指す。 

JETRO 

Uzagroexport 

（＋構成企業） 
食品企業 

出展支援 

取引交渉 

連携 

研究機関 

連携 

大学 

視察支援 

加工機械メーカー 

連携 
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図表 117 関係者に期待される役割（食品企業のケース） 

 ウズベキスタン側 日本側 

行政 
（農林水産省、 
農業水資源省） 

＜情報共有の場の設定＞ 

双方の政府機関が現状や課題を共有するため、政府・民間企業・学術機関等が一同
に会する機会を設け、本ビジネスモデルの成果や課題について検討を行う。 

＜ビジネス環境改善＞ 

外貨管理や各種煩雑な手続き等日本企業が
ウズベキスタン進出を行う際の障壁改善を
検討する 

＜対日輸出や本邦技術等の情報提供＞ 

検疫や各種規制に関する情報を関係機
関にタイムリーに提供する（実施中） 

政府関係団体 
（Uzagroexport） 

（JETRO） 

＜Uzagroexport による日本向け情報発信＞ 

・ドライフルーツのサンプル品提供、構成企
業情報の共有 

・FOODEX 等日本で開催される展示会への
出展支援 

＜JETRO による民間企業への支援＞ 

・ウズベキスタン視察ミッションの企
画・運営・実行 

・FOODEX 2018 の出展案内 

学術機関 
（大学） 

（研究機関） 

＜研究成果の産官学での共有・人材育成分野での協力＞ 

ウズベキスタンでの果樹生産における品質・防虫等に関する情報や加工時の品質管
理等について食品企業と大学・研究機関の間で共有し日本のスタンダードや嗜好に
あった原料生産や加工プロセスについて検討する。 

民間企業 
（食品企業） 

＜ビジネスモデル（成功事例）の実現＞ 

・ウズベキスタン側から提供されたサンプル品の品質確認や価格・納期条件等の詳
細を確認する。 

・食品企業が課す品質条件を満たすため、現地加工工場での衛生・品質基準に関し
て協議し、必要に応じて技術協力も検討する。また、加工機械メーカーとも適宜
連携を図る。 

・こうした結果を基に、ドライフルーツ輸入に向けた具体的なビジネス推進を図る。 
・課題については共同作業部会の場等で関係者と共有し、両国で解決策を模索する。 

 

  

ステップ 6  日本・ウズベキスタンの協力による FVC の構築 

食品企業は、上記の活動を進める際発生する課題を日本・ウズベキスタン作業部会等で報告

し、課題解決について両国関係者で協議を行う。 

ステップ 7  ドライフルーツの対日輸出 

食品企業は品質や調達条件を確認した上で、調達先の多様化を進めるとともに、加工機械メ

ーカー等日本企業と連携して品質の安定したウズベキスタン産ドライフルーツを調達する。ウ

ズベキスタン側としては日本市場の開拓を図るとともに、日本企業のアドバイスや指導により

商品の品質向上が可能となる。 
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＜過去の JETROにおける実施事業例＞ 

図表 118 2016 年 ウズベキスタン・カザフスタン BOP／ボリュームゾーンビジネス・ミッション概要 

日時 2016 年 10 月 9 日（日）～10 月 15 日（土）（予定） 

訪問都市 タシケント（ウズベキスタン）、アルマトイ（カザフスタン） 

ミッションの
内容 

タシケントおよびアルマトイでの、現地企業とのビジネスマッチング、企業訪問、
市場視察および家庭訪問等。 

募集対象 ウズベキスタンもしくはカザフスタンの BOP/ボリュームゾーンビジネスに関心が
あり、事業を行う日本企業ご所属の方。また全行程へのご参加が可能な方。 

参加費 【A コース】 成田空港集合・解散 

258,880 円（エコノミークラス利用）／363,680 円（ビジネスクラス利用） 

【B コース】 現地（タシケント）集合・現地（アルマトイ）解散 

127,780 円（エコノミークラス利用）／152,580 円（ビジネスクラス利用） 

定員 20 名（最少催行人数 10 名）先着順 

（出所）JETRO Webサイト 

 

図表 119 「FOODEX JAPAN 2017」概要 

日時 2017 年 3 月 7 日（火）～10 日（金）10 時 00 分～17 時 00 分 

場所 幕張メッセホール 5-5A02（千葉市美浜区中瀬 2-1） 

概要 展示規模：3,250 社、3,800 ブース（予定） 

出展対象：食品全般および飲料全般 

来場者数：77,000 名（見込み） 

主催・共催 一般社団法人日本能率協会、他 4 団体、ジェトロゾーンはジェトロ主催 

後援 外務省、厚生労働省、農林水産省、観光庁、千葉県、千葉市、ジェトロ 

参加費 入場料：5,000 円（税込） 

（出所）JETRO Webサイト 
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３）低温物流倉庫（コールドチェーン） 

ウズベキスタンは二重内陸国のため海外の大消費地までの輸送距離があり、また季節や昼夜

の気温変化が大きいため、低温物流が特に重要な課題である。冷蔵・冷凍倉庫等の設備（ハー

ド）の導入は一部で進んでいるが、運用管理面（ソフト）ではさらなる高度化の余地がある。

特に果実・野菜や肉製品等の生鮮品は、生産地‐倉庫‐仕向地に至るまで低温を維持した保管・

輸送の工夫が必要と考えられる。 

こうしたウズベキスタンの抱える課題に対し、日本企業の技術・製品として低温物流倉庫の

設計・導入や導入後の在庫管理・倉庫管理・配送のオペレーション等運用管理の強化に向けた

マニュアル作成、運用手順に係る人材指導が有効と考えられる。また、鮮度保持のための部材・

資材等の製品（冷蔵装置、保冷包装材等）の併用も効果的と想定される。 

モデル事業は、コールドチェーン強化事業として低温維持のための運用管理強化を目指すも

のとし、保管・貯蔵・輸送の物流プロセスにおける温度変化データの取得・分析や鮮度保持の

ための製品のテスト利用による温度や品質面での効果を検証することである。 

この結果、低温維持物流がウズベキスタン国内で強化され、倉庫や配送トラック等運用に関

わる人材の動きも規律化されることで温度変化が最小化されることが想定される。このことに

より、コールドチェーンが改善し、ウズベキスタンから輸出される生鮮品の品質向上が期待さ

れる。 

 

図表 120 事業化プラン案（コールドチェーン） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

ウズベキスタンの課題 
 
・冷蔵・冷凍倉庫等の設備導入は一部で

進んでいるが、運用管理面ではさらな
る高度化の余地があり得る 

・果実・野菜や肉製品等の生鮮品は、生
産地－倉庫－仕向地に至るまで低温
を維持した保管・輸送の工夫が必要 

 マッチング 

【モデル事業】 
 
・コールドチェーン強化事業として、低温維持のための運用管理強化を目指す 
・保管・貯蔵・輸送の物流プロセスにおける温度変化データを取得し分析する 
・鮮度保持のための製品をテストし、温度や品質の確認により効果を検証する 

【期待される効果】 
 
・低温維持物流がウズベキスタン国内で実現される 
・倉庫や配送トラック等運用に関わる人材の動きが規律化され、温度変化が最小化される 
・結果としてコールドチェーンが改善し、ウズベキスタンから輸出される生鮮品の品質が向上す

る 
 

日本企業の技術・製品 
 
・低温物流倉庫における設計・導入、導

入後の在庫管理・倉庫管理・仕分け・
配送のオペレーション（マニュアル作
成、運用手順に係る人材指導） 

・鮮度保持のための部材・資材等の製品
（冷蔵装置、保冷包装材等） 
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＜想定案④＞ 機械製造・販売企業による段階的なコールドチェーン構築  

ウズベキスタンでは公的セクター、民間セクターともに果実・野菜加工工場や冷蔵冷凍施設の

整備が進んでおり、日本製の冷蔵庫等の機械製品はウズベキスタン市場への参入余地がある。同

時に現地での不具合や故障に対応するための現地拠点も不可欠であり、技術者の養成も課題であ

る。したがって、すでにウズベキスタンでの施工、サービス対応、資金決済に実績を持つ第三国

企業との連携や、専門家派遣等による技術指導の仕組みも検討する必要がある。 

これにより、製品の不具合等、緊急対応を要する状況でも現地対応できるサービス提供が可能

となる。なお、必要な資金供給については JICA、JBIC、国際機関等による融資が望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 121 FVCビジネスモデル（成功事例）実現のためのロードマップ（機械製造・販売企業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウズベキスタン 

農業水資源省等 

技術・製品 
機械製造・販売企業 

専門家派遣 

JICA 

(連携) 

第三国企業 

融資 
JICA、JBIC、国際機関等 

ステップ 2  日本への視察受入による先進モデルの紹介 

製品の実際の導入・運用事例を機械製造・販売企業からウズベキスタン側に紹介する。 

ステップ 1  現状把握と課題の抽出（情報収集） 

機械製造・販売企業は、必要な基礎データや現状把握のため、統計資料や既存の調査研究結

果のほか、ウズベキスタンへの派遣ミッションや共同作業部会等により現地ニーズを把握する。 

ステップ 3  ウズベキスタン側が施設建設を予定する地域に専門家を派遣 

専門家による具体的な設計のため、ウズベキスタン側からの要請を受け、日本側から本邦技

術者（大学・研究機関の研究者・技術者）を派遣する。 

ステップ 4  単一企業による実施体制構築 

機械製造・販売企業は、ウズベキスタンの相手企業との間で供給条件を定める。その際、ウ

ズベキスタン現地での施工、サービス対応、資金決済の経験を持つ第三国の企業との連携も検

討する。 

ステップ 5  複数企業間での連携体制構築 

機械製造・販売企業は、関連サービスを提供する他の日本企業と共同でチームを結成し、事

業展開上相乗効果を持てるような連携体制を構築する。 
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図表 122 関係者に期待される役割（機械製造・販売企業のケース） 

 ウズベキスタン側 日本側 

行政 

（農林水産省、
農業水資源省） 

＜情報共有の場の設定＞ 

双方の政府機関が現状や課題を共有するため、政府・民間企業・学術機関等が一
同に会する機会を設け、本ビジネスモデルの成果や課題について検討を行う。 
同時に、必要に応じてコールドチェーンに関連する民間中心の作業部会分科会の
設置を検討する。 

＜ビジネス環境改善＞ 

外貨管理や各種煩雑な手続き等
日本企業がウズベキスタン進出
を行う際の障壁改善を検討する 

＜対日輸出や本邦技術等の情報提供＞ 

各種規制に関する情報を関係機関にタイムリ
ーに提供する（実施中） 

政府関係団体 
（JICA、JBIC） 

＜成功事例の紹介＞ 

カウンターパートとなる団体（商
工会議所等）が中心になり、成果
や課題をウズベキスタン国内で
共有する。 

＜JICA による相手国への専門家派遣＞ 

ウズベキスタン側の要請に基づく専門家派遣
を検討 

＜ファイナンス・スキームの検討＞ 

円借款、輸出信用や現在進行中の国際機関の
支援策も含め幅広く検討する。 

学術機関 
（大学） 

（研究機関） 

＜研究成果の産官学での共有・人材育成分野での協力＞ 

ウズベキスタン側・日本側ともに、専門家が来訪した際に研修受入・技術指導等
の側面的サポートを実施する。 

民間企業 
（機械製造・販

売企業） 

＜ビジネスモデル（成功事例）の実現＞ 

・機械製造・販売企業は上記ステップにおける中心的存在として、導入候補先や
関係省庁と連携し、具体的なビジネスの準備を進める。 

・共同作業部会等の場で両国関係者との連携を進める。 

  

ステップ 6  日本・ウズベキスタンの協力による FVC の構築 

機械製造・販売企業は、上記の活動を進める際に発生する課題を日本・ウズベキスタン共同

作業部会等の場で報告し、課題解決について両国関係者で協議・共有する。特に、コールドチ

ェーンに関する企業（倉庫、運送会社等）や第三国との共同実績を持つ企業との情報共有も検

討する。 

ステップ 7  機械製造・販売企業の製品の納入 

機械製造・販売企業は、倉庫管理技術や予冷等現地の課題に対し、専門家による技術指導を

行い、資金調達手段を確保し、製品を販売・納入する。 
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４）ドライフルーツ需要開拓（商流活性化） 

果実をウズベキスタンから日本へ輸出する場合、長距離の輸送や検疫を考慮すると生鮮品よ

りもドライフルーツが現実的である。ウズベキスタンにとって日本はドライフルーツの有望な

輸出市場だが、現時点ではまだ日本でウズベキスタン産製品の認知度は高いとはいえない。一

方、ウズベキスタンも日本の市場特性や求められる品質に関する情報は必ずしも十分ではなく、

取引機会を逸している可能性がある。これは日本以外の海外市場についても同様のケースが考

えられる。 

こうしたウズベキスタンの抱える課題がある一方、日本側の需要としては、パン等の個人・

一般家庭向け食材が具体的な製品として考えられ、ドライフルーツはすでに日本国内でもウズ

ベキスタンからの輸入・販売事例がある。しかし、ウズベキスタン産のドライフルーツに関す

る情報や知名度、ブランドは高くないため、農薬や添加物の少ない天然かつオーガニックな品

質、人気のある房付きドライフルーツへの対応、安定供給や品質確保、そして米国等他国産に

対する価格優位性等について訴求し、アピールしていく必要がある。 

モデル事業は、見積もり、サンプル品、産地・生産者や食品企業等に関する情報をウズベキ

スタン・日本の間で相互に情報発信・共有し一括窓口を設け、テスト輸送による輸送コスト、

日数、品質変化等について検証した結果を共有することである。 

この結果、日本におけるドライフルーツの潜在的需要に対し、ウズベキスタンからの具体的

な輸出に向けた情報が十分に提供され、具体的な商流の創出に向けた検討材料が相互に行き渡

ることが期待される。 

 

図表 123 事業化プラン案（ドライフルーツ輸入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウズベキスタンの課題 
 
・ドライフルーツは主要輸出品であり、
今後の輸出先市場として日本も選択
肢の一つだが、日本での認知度は限定
的 

・日本の市場特性や求められる品質につ
いての情報は必ずしも十分ではなく、
取引機会を失っている可能性 

 マッチング 

【モデル事業】 
 
・見積もり、サンプル品、産地・生産者やメーカー関連情報の一括提供 
・テスト輸送による輸送コスト、日数、品質変化等に関する検証結果の共有 

【期待される効果】 
 
・日本におけるドライフルーツの潜在的需要に対して、ウズベキスタンからの具体的な輸出に向

けた情報が十分に提供される 
・輸送に関する諸条件がテスト輸送により明らかになる 

・具体的な商流の創出に向けた検討材料がウズベキスタン・日本間で共有される 

日本企業の製品 
 
・個人・一般家庭向け食材の一つとして

ドライフルーツの輸入・販売需要あり 
・食品企業向けにはドライフルーツの需

要がある 
・他国産対比の割安感、安定供給、品質

確保等が条件 
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＜想定案⑤＞ 日本におけるドライフルーツ需要の開拓  

ウズベキスタンの加工食品企業及び日本の食品企業は、見積もり、サンプル提供、テスト輸送

等取引に必要な準備を進める。また、Uzagroexport 及び JETRO はそれぞれの輸出入に関する窓

口として必要な情報提供を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 124 FVCビジネスモデル（成功事例）実現のためのロードマップ（ドライフルーツ需要開拓） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ステップ 1  現状把握と課題の抽出（情報収集） 

企業情報・製品情報など取引の基礎となる情報を収集し、ニーズと課題を把握する。 

 

ステップ 2  展示会への出展（情報提供） 

日本の食品企業は、Fruits & Vegetable Fair 等ウズベキスタンでの展示会に参加し、ウズベ

キスタンの食品加工企業も FOODEX 等日本の展示会へ出展する。 

ステップ 3  サンプル提供・デモンストレーション実施（体験機会） 

民間企業双方で、原料となるドライフルーツのサンプル提供や加工プロセスのデモンストレ

ーションを実施し、供給量・頻度や品質について確認する。 

ステップ 4  単一企業による実施体制構築 

日本の食品企業は、ウズベキスタンの食品加工企業との間で取引条件について交渉する。 

ステップ 5  複数企業間での連携体制構築 

両国の民間企業は、取引開始について、Uzagroexport、JETRO 等貿易窓口となる機関より

適宜情報提供を受ける。 

ステップ 6  日本・ウズベキスタンの協力による FVC の構築 

日本の食品企業は、ウズベキスタンの食品加工企業との間で原料となる果実について、生産、

加工、保存・輸送、販売まで一連の FVC について取引準備する。 

農業水資源省 

見積もり 

サンプル提供 

テスト輸送 

情報発信 

加工食品企業 

ステップ 7  ドライフルーツの輸入促進 

双方の民間企業同士での取引が開始され、ウズベキスタン産のドライフルーツが日本に供給

される。 

 農林水産省 

食品企業 

Uzagroexport JETRO 

ウズベキスタン側 日本側 
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図表 125 関係者に期待される役割（食品企業のケース） 

 ウズベキスタン側 日本側 

行政 
（農林水産省、 
農業水資源省） 

＜情報共有の場の設定＞ 

双方の政府機関が現状や課題を共有するため、政府・民間企業・学術機関等が一同
に会する機会を設け、本ビジネスモデルの成果や課題について検討を行う。 

＜ビジネス環境改善＞ 

外貨管理や各種煩雑な手続き等日本企業が
ウズベキスタン進出を行う際の障壁改善を
検討する 

＜対日輸出や本邦技術等の情報提供＞ 

検疫や各種規制に関する情報を関係機
関にタイムリーに提供する（実施中） 

政府関係団体 
（Uzagroexport） 

（JETRO） 

＜Uzagroexport による日本向け情報発信＞ 

・ドライフルーツのサンプル品提供、構成企
業情報の共有 

・FOODEX 等日本で開催される展示会への
出展支援 

＜JETRO による民間企業への支援＞ 

・ウズベキスタン視察ミッションの企
画・運営・実行 

・FOODEX 2018 の出展案内 

学術機関 
（大学） 

（研究機関） 

＜研究成果の産官学での共有・人材育成分野での協力＞ 

食品企業は、ウズベキスタンでの果樹生産における品質・防虫等に関する情報や大
学・研究機関の研究成果を適宜活用し、日本のスタンダードや嗜好にあった原料生
産について検討する。 

民間企業 
（食品企業） 

＜ビジネスモデル（成功事例）の実現＞ 

・ウズベキスタン側から提供されたサンプル品の品質確認や価格・納期条件等の詳
細を確認する。 

・食品企業が課す品質条件を満たすため、現地加工工場での衛生・品質基準に関し
て協議し、必要に応じて技術協力も検討する。 

・こうした結果を基に、ドライフルーツ輸入に向けた具体的なビジネス推進を図る。 
・課題については共同作業部会の場等で関係者と共有し、両国で解決策を模索する。 
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５）その他（シルク製品と養蚕） 

ウズベキスタンは古来よりシルクの産地として知られており、伝統的に養蚕業が盛んである。

絹糸の生産は低所得者層の多い蚕糸農家によって支えられており、農家にとっても蚕糸は貴重な

現金獲得手段となっている。一方、日本の繊維関連企業にとってもウズベキスタン産の原料には

一定の魅力があり、新たな調達先としての可能性がある。 

こうした双方の現状を基に、モデル事業として国連の SDGs（途上国の課題解決型ビジネス）

に則った BOP ビジネスがスキームとして考えられる。SDGs は従前の MDGs（ミレニアム開発

目標、2000 年発足）が 2015 年以降に継承されたものであり、積み残された課題として最貧層と

最富裕層、農村部と都市部の間の経済格差が挙げられている。 

また、外務省による対ウズベキスタン共和国 国別援助方針（平成 24 年 4 月）においても、援

助の基本方針（大目標）として「経済成長の促進と格差の是正に向けた支援の実施」が掲げられ、

重点分野（中目標）の中には「社会セクターの再構築支援（農業改革・地域開発，保健医療）」と

して、ウズベキスタンにおける都市部と地方部との格差の拡大を課題に対し、特に貧困層や社会

的弱者が直接恩恵を受けられることを目指すこと、同時に地方部の主要産業である農業分野の支

援を行うことについて述べられている。 

なお、JICA では、2015 年 9 月に国連で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」に基づいた「途上国の課題解決型ビジネス（SDGs ビジネス）調査」スキームが設定されて

おり、特に貧困層の課題に焦点を当てた BOP ビジネスが優先分野とされている。ウズベキスタン

での養蚕分野に対する BOP ビジネス支援は JICA の SDGs ビジネス調査事業と親和性のある形

態と考えられ、貧困層の解消を図りながら原料調達のビジネスも同時に推進することが想定しう

る。 

したがって、繊維関連企業はウズベキスタンから良質なシルク原料を調達して製品の品質向上

と多様化を実現し、ウズベキスタン側は養蚕農家の所得向上と貧困層の解消が期待される。 
 

図表 126 事業化プラン案（養蚕分野） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウズベキスタンの課題 
 
・古来より絹糸の産地であるが、蚕糸技

術についてはさらなる向上の余地が
ある 

・低所得者の多い養蚕農家にとって養蚕
分野は貴重な現金手段となっている 

 マッチング 

【モデル事業】 
 
・ウズベキスタンでの養蚕分野に対する BOPビジネス支援の可能性を検討する 
・絹糸の調達と貧困層の所得向上の両立を図る 
 

【期待される効果】 
 
・繊維関連企業は良質な原料をウズベキスタン側から調達して品質向上と多様化ができる 
・ウズベキスタン側においては、養蚕農家の所得向上が期待される 

日本企業の技術・ニーズ 
 
・蚕糸技術や絹糸を原料とした製造・販

売について、実績を持つ企業・大学・
自治体が存在する 

・高品質な製品提供のための良質な原料
供給が課題 
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＜想定案⑥＞ 繊維関連企業による養蚕農家支援 

繊維関連企業はまずウズベキスタン産の製糸について品質や供給体制、輸送面等の情報を収集

し、展示会出展等を進めることが一つの方法である。同時に、繊維関連企業が過去実施された大

学・研究機関による養蚕分野関連の調査研究成果を活用することも望ましい。最終的には、繊維

関連企業はウズベキスタンからシルク原料を調達し、ウズベキスタン側は養蚕農家の所得が向上

することが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 127 ビジネスモデル（成功事例）実現のためのロードマップ（繊維関連企業のケース） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA 
ウズベキスタン 

農業水資源省 

（養蚕担当部門） 

SDGs事業 

大学・研究機関 

連携 

蚕糸技術協力(計画) 

 

繊維関連企業 

ステップ 6  日本・ウズベキスタンの協力による FVC の構築 

繊維関連企業は、上記の活動を進める際に発生する課題を日本・ウズベキスタン共同作業部

会等の場で報告・共有し、課題解決策について両国関係者で協議する。 

ステップ 1  現状把握と課題の抽出（情報収集） 

繊維関連企業は、絹糸等天然素材等の原料について情報収集する。 

ステップ 2  展示会への出展（情報提供） 

繊維関連企業が現地の展示会に出展し、情報提供する。 

ステップ 3  サンプル・デモンストレーション実施（体験機会） 

繊維関連企業がウズベキスタン製の製品サンプルを入手して製品を評価する。 

ステップ 4  単一企業による実施体制構築 

繊維関連企業はウズベキスタンから日本への原料供給（輸出入）に向けた条件を確認する。 

ステップ 5  複数企業間での連携体制構築 

繊維関連企業は、大学・研究機関による調査研究結果をし、連携する。 

SDGs ビジネス支援 

取引可能性検討 

JETRO 
視察支援 

ステップ 7  繊維関連企業の高品質な繊維調達 

繊維関連企業はウズベキスタン産の絹糸等天然素材を調達し、高品質な繊維を商材として取

り扱うことが可能となる。同時に、ウズベキスタン養蚕農家が安定した品質と供給を確保でき

れば、繊維関連企業および養蚕農家双方にとって安定した収益源となりうる。 
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図表 128 関係者に期待される役割（繊維関連企業のケース） 

 ウズベキスタン側 日本側 

行政 
（農林水産省、
農業水資源省） 

＜情報共有の場の設定＞ 

双方の政府機関が現状や課題を共有するため、政府・民間企業・学術機関等が
一同に会する機会を設け、本ビジネスモデルの成果や課題について検討を行う。 

＜ビジネス環境改善＞ 

外貨管理や各種煩雑な手続き等日
本企業がウズベキスタン進出を行
う際の障壁改善を検討する 

＜対日輸出や本邦技術等の情報提供＞ 

各種規制に関する情報を関係機関にタイ
ムリーに提供する（実施中） 

政府関係団体 
(JETRO) 
（JICA） 

＜成功事例の普及＞ 

カウンターパートとなる団体（商
工会議所等）が中心になり、成果
や課題をウズベキスタン国内で共
有する。 

＜JETRO による民間企業の支援＞ 

JETRO によるウズベキスタン視察ミッシ
ョン等 

＜JICA による民間企業支援＞ 

JICA の SDGs 事業による BOP ビジネス
支援 

学術機関 
（大学） 

（研究機関） 

＜研究成果の産官学での共有・人材育成分野での協力＞ 

大学・研究機関による養蚕分野の調査研究成果、人的ネットワークを繊維関連
企業と共有し、ウズベキスタン養蚕分野での産学連携・相互の進展を図る。大
学・研究機関としては蚕種製造自立化に関する技術協力を、繊維関連企業とし
ては良質な絹糸等天然素材の原料調達をそれぞれ目指す。 

民間企業 
（繊維関連企業） 

＜ビジネスモデル（成功事例）の実現＞ 

・JETRO 等関係機関の協力を得ながら、繊維関連企業はウズベキスタン養蚕業
界、絹糸等天然素材等に関する情報収集を進め、ウズベキスタンでの展示会
への出展を目指す。最終的には、ウズベキスタン養蚕農家からの原料調達が
実現することが期待される。 

・今後、ステップを進めるにあたっては、共同作業部会等の場で両国関係者と
の間でさらに連携を深める。 

 

  



 

117 

２－２－４ 第 2 回共同作業部会 

 

（１）目的 

 共同作業部会は、ウズベキスタン－日本間での食・農業分野での協力に関し具体的な検討を進

めるための場であり、政府間協力や民間企業同士での事業展開について両国の関係者が協議する

官民共同プラットフォームの役割を持っている。前回の第 1 回共同作業部会（2016 年 3 月、タシ

ケント開催）でウズベキスタン農業水資源省から提案された 4 つの協力分野（① 野菜・果実の輸

出のためのロジスティックセンターの建設、② 養蚕、③ 果樹（サクランボ）の日本への輸出促

進、④ 人材開発と科学技術）を受け、第 2 回共同作業部会が 2017 年 2 月に東京で開催された。 

 

（２）内容及び結果 

 第 2 回共同作業部会の概要は以下のとおりである。 

 

図表 129 第 2回共同作業部会開催要領 

日時 2017 年 2 月 14 日（火）9:30～18:00 

場所 農林水産省三番町共用会議所 

出席者 ・ウズベキスタン側 15 名（農業水資源省・公的機関 6 名、民間企業 8 名、

駐日ウズベキスタン大使館 1 名） 

・日本側 51 名（農林水産省・公的機関、民間企業、大学、自治体等） 

議長 柱本 修 共同議長：農林水産省大臣官房参事官（国際） 

KOSIMOV Muhammadjon 共同議長：農業水資源省 主局 副局長 

議題 ウズベキスタン、日本双方による発表・提案及び質疑応答 

（野菜・果実分野、養蚕分野等） 

 

共同作業部会は、柱本 修 氏（農林水産省大臣官房参事官（国際））及び MUHAMMADJON 

KOSIMOV 氏（ウズベキスタン農業水資源省 主局 副局長）の両氏を共同議長として進行。 

まず、ウズベキスタン側からは、農業分野において日本の先進的技術導入や日本への農産物輸

出に対して大きな関心があること、現在日本企業等により実施されているウズベキスタンへの投

資プロジェクト及び設備・技術導入等の取り組みや、農業部門・水産部門における二国間の協力

関係がさらに発展していくことへの期待が示された。 

また、日本側からは第 1 回共同作業部会でウズベキスタン側から提案された「園芸分野の効率

化」「蚕の生産、高品質な絹の生産」「日本への農産物の輸出」について日本の関係企業と情報共

有しており、これらの分野に関心のある関係企業等が本会議に参加している点について触れられ

た。 

続いて、ウズベキスタン及び日本それぞれの関係企業等によるプレゼンテーション形式での発

表及び質疑応答があった。 

最後に、ウズベキスタンと日本と官民双方で検討を続け次の作業部会に向けてより具体的な提

案、案件に向けて検討を続けていくことについて柱本共同議長から提言があり、KOSIMOV 共同

議長からは十分な情報交換ができたこと、農業水資源省としてパートナー開拓等民間企業の活動
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を全面的にバックアップすること、そして農業部門・水産部門、農産物の加工、物流部門で二国

間の協力を真剣に発展させたい意向であることについて、次回共同作業部会への期待を込めた発

言があった。 

 

図表 130 プログラム要旨 

【日本側プレゼンテーション】 

第 1 回共同作業部会のフォローアップ 農林水産省 

農協の現状 農林水産省 

コールドチェーン構築委託事業（中間報告） HIT 

塩害対策事業 JIRCAS 

養蚕協力プロジェクトの現状と方向性 東京農工大学 

ウズベキスタン産メロン・スイカ栽培活動 北海道東川町 

日本企業等によるプレゼン 

（メビオール㈱、㈱酉島製作所、㈱前川製作所、㈱やまびこ） 

日本企業 

【ウズベキスタン側プレゼンテーション】 

タシケント農業大学の農業協力について タシケント農業大学 

日ウズベキスタン優先協力分野（日本への要望） ウズベキスタン農業水資源省 

ウズベキスタンの農産物・食品分野の現状と潜在力 ㈱Uzagroexport 

ウズベキスタン中小企業の発展 ウズベキスタン商工会議所 

 

図表 131 第 2回共同作業部会における総括要旨 

日本側（柱本共同議長） 

・JICA 等による ODA 等を活用し、今後実際の民間企業の活動にどうつなげるかが重要である。 

・ウズベキスタンと日本の官民双方でより具体的な提案や検討を続けていくことが望ましい。 

・日本企業による投資を呼び込むためのウズベキスタン側の政策は重要なテーマの一つである。 

ウズベキスタン側（コシモフ共同議長） 

・本会合後、ウズベキスタン民間企業の代表が日本のパートナー発見のために注力する。 

・農業水資源省としては、農業、水産、農産物加工、物流の各部門で二国間関係がさらに発展

するよう、民間企業の活動を全面的にバックアップする。 

・第 3 回共同作業部会（タシケント開催を想定）までに、ウズベキスタン企業が日本のパート

ナーを見つけて関係を構築し、投資や日本技術の導入、ウズベキスタン産農産物の日本への

輸出について具体化していることを期待する。 

 

（３）視察 

 共同作業部会開催後、ウズベキスタン関係者を対象とした視察（エクスカーション）を 2 日間

実施した。これは、ウズベキスタン側が日本滞在中に実際の日本の技術・製品を見ることで、今

後より具体的な検討を進めるための機会となることを想定したものである。 

 



 

119 

図表 132 視察（エクスカーション）実施要領 

日時 2017 年 2 月 15 日（水）・2 月 16 日（木）（2 日間） 

場所 千葉県・埼玉県 

対象者 ウズベキスタン側 14 名（官公庁 6 名、民間企業 8 名） 

目的 日本の技術・製品に関する理解促進 

 

図表 133 視察概要 

【視察 1】スーパーマーケット・トレードショー（千葉市美浜区：幕張メッセ） 

概

要 

・（一社）新日本スーパーマーケット協会の主催により小売・中食・外食産業向けに開催さ

れる日本最大規模の展示会。毎年開催で今回は第 51 回目 

・2016 年の実績は来場者数 90,518 人、出展社数 1,918 社で全国最大規模のイベント 

結

果 

・ウズベキスタン関係者は、食品のほか食品加工機器・包装機器や冷蔵・冷凍ショーケー

ス等の店舗資材も含め多数のブースを視察。 

 

【視察 2】両総用水 第 3揚水機場（千葉県山武市） 

概

要 

・用水不足と排水改良のため建設された大規模灌漑用水事業 

・揚水場では使用するポンプを毎年メンテナンスすることで繁忙期の汲み上げ機能を維持

（第 3 揚水機場のポンプは㈱酉島製作所納入） 

・総延長 78km にわたるエリア内での用水状況を集中制御室にて一括管理 

結

果 

・ウズベキスタン関係者は揚水機場内部のポンプ、制御室及び揚水場上部にある貯水槽を

視察し、水の使用量、ポンプの電力、貯水量等に関する説明・質疑があった。 

 

【視察 3】農業生産法人 エムズ水楽園ファーム㈱ （埼玉県上尾市） 

概

要 

・メビオールのフィルム農法を採用する農園で主にフルーツトマトを栽培する農業生産法

人。エムズ社は元々地場の建設会社だが 2 年前に農業に新規参入。メビオールの技術を

導入して販路を開拓中 

・栄養分と太陽光のバランスをコントロールして、甘さと美味しさを追求（糖度 9～12°） 

結

果 

・ウズベキスタン関係者 12 名はハウス内でフィルム農法やハウス設置方法等についてメビ

オール坂巻氏及びエムズ社箕輪社長と意見交換し、トマトを試食した。 

 

【視察 4】東京豊海冷蔵㈱ 船橋物流センター（千葉県船橋市） 

概

要 

・㈱前川製作所の最新式冷蔵凍結設備 4 棟（－20℃から－40℃までの温度管理機能付き）

が設置された物流施設 

結

果 

・ウズベキスタン関係者は、前川製作所による案内・説明のもと施設内の冷蔵設備「ニュ

ートン」「クリス」等を見学し、待機中は前川製作所の紹介 DVD（英語版）を閲覧した。

参加者からは、「除外機に発電機がついている点で日本は一番よい技術だと思う」「心臓

部だけ欲しい」「いい冷蔵庫の絶対量が足りない」等の意見があった。 
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２－２－５ とりまとめ 

 

（１）双方にとっての事業機会 

本稿では、ウズベキスタンと日本との二国間におけるフードバリューチェーン（FVC）構築に

向けて実施した調査活動及び第 2 回共同作業部会での報告内容をまとめた。この結果、ウズベキ

スタンでは、特に果実・野菜の生産・輸出が拡大傾向にあり、日本にとっても関連する冷蔵・冷

凍設備類の輸出や、安価で品質のよい原材料輸入のチャンスがあるといえる。 

 

まず、冷蔵・冷凍設備は、貯蔵・保管・輸送において低温の条件が求められるウズベキスタン

において有効な技術・製品であり、すでにナボイの航空貨物施設や民間企業にも導入されている。

現地での必要性についてはすでに顕在化しており、実際に中国製等他国製品も使われているため、

今後、後発として日本企業が参入するためには、既存製品との差別化や棲み分けを図る、中核と

なるメインの物流センターに投入する、マニュアルやガイドライン等製品にサービスと組み合わ

せてパッケージ提供する等の工夫が不可欠と思われる。 

なお、ウズベキスタン側からは冷蔵・冷凍施設等 FVC に関連する提案が日本に提示されている

が、提案内容・金額はまだ具体的な数字の算定根拠や前提条件等が明確でない点があり、今後よ

り説得力のある内容へのブラッシュアップが望まれる。 

 

そして、ドライフルーツ等原材料の供給地としてもウズベキスタンは可能性を秘めている。味

がよい、米国等既存の産地の代替になるというメリットがある一方、衛生管理や異物混入リスク

に対する懸念が残る点が日本や他の先進国（第三国）への輸出促進の妨げとなる。サンプルを品

種別・産地別・季節別に提供して検証する、消毒設備等の付帯設備を食品加工工場に導入する、

韓国のように自国の衛生専門家を派遣して対応する等の対応策が今後求められよう。 

 

なお、食肉加工分野については明確なマッチングのニーズを見出すまでには至らなかった。ウ

ズベキスタンでは食肉生産高そのものは年々増加傾向にあることから、食肉加工機械やその付帯

サービスについての事業化可能性については今後さらなる調査が待たれる。 

 

（２）FVC 構築のための要件 

FVC の観点から考えると、食品はまさに連続したチェーンが生命線であり、温度や衛生状態、

商品の品質が一定あるいは微小の変化幅で川上から川下まで連続的に流れていくことが肝要であ

る。日本は食品の生産から製造・加工、保管・貯蔵・輸送、販売・輸出まで食に関してトータル

で品質を確保するシステムを構築しているため、こうした統括的なプロデュース、全体設計にお

いて優位性を発揮できる可能性がある。 

 

今回の報告書では、調査結果を考慮し今後に向けた実現可能性のある事業化案として 4 つのモ

デルプランを提示した。いずれもウズベキスタンの課題に対して日本企業の技術・製品をマッチ

ングさせるアプローチを想定しているが、実際に実現させるための要件として以下の 3 点を挙げ

る。 
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図表 134 モデルプラン実現のための要件 

① 関係各者が具体的に役割を果たす 

ウズベキスタン・日本側それぞれの行政・民間がそれぞれの役割を明確にして実行する。 
 

② 小さくても目に見える活動を進める 

サンプル提供、デモ（実演）等を活用して製品・サービス利用者の理解と協力を引き出す。 
 

③ 分業・混成チームを検討する 

単独での活動に拘らず、他社・他国との協業・分業や業種を越えた混成チームを検討する。 

 

 なお、すべてのモデルプランに共通することとして、ウズベキスタンの外貨規制への対応が挙

げられる。実際にウズベキスタン－日本間で企業間取引を活性化するためには、ウズベキスタン

政府の関与、海外送金枠の確保等何らかの公的な支援や措置が必要であると思われる。 

 

図表 135 フードバリューチェーン構築の図 

 

（出所）「グローバル・フードバリューチェーン戦略」 
（平成 26年 6月 6日 グローバル・フードバリューチェーン戦略検討会）より抜粋 
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（３）関係者に期待される役割 

今後ウズベキスタン－日本間で FVC が発展していくためには、企業独自による活動に加えて、

企業が事業活動を推進しやすくするための行政、政府関係団体、学術機関、民間企業等関係者に

よる基盤づくりや支援も望まれる。具体的には、共同作業部会の継続的な開催のほか、展示会参

加を目的とした派遣ミッションの企画、サンプル品の提供・活用、冷蔵冷凍設備やドライフルー

ツ等製品を絞り込んだテストプロジェクト、そして果樹栽培、果実加工、温度・衛生・品質管理、

物流等特定のテーマに焦点を当てた調査事業やプロジェクトの組成も一案である。 

この際、ウズベキスタン・日本における各関係先がそれぞれの役割を認識して果たすことが成

功の鍵となる。今後、ウズベキスタン－日本双方の産官学による活動が相俟って進展していくこ

とで、両国間における事業の具体化、さらなる進展が得られることが期待される。 

 

図表 136 関係者に期待される役割 

 ウズベキスタン側 日本側 

行政 ＜情報共有の場の設定＞ 

双方の政府機関が現状や課題を共有するため、政府・民間企業・学術機関等が一同に
会する機会を設ける。 

＜ビジネス環境改善＞ 

外貨管理や各種煩雑な手続き等日本企業
がウズベキスタン進出を行う際の障壁改
善を検討する。 

＜対日輸出や本邦技術等の情報提供＞ 

検疫や各種規制に関する情報を関係機関
にタイムリーに提供する。（実施中） 

政府 

関係 
団体 

＜情報発信の強化＞ 

商工会議所や Uzagroexport 等が中心と
なり、ウズベキスタン側の農産加工品等
に関する情報を本邦企業に発信する。 

＜民間企業の支援＞ 

JETRO、JICA 等の関係機関はそれぞれ
の企業支援制度、民間連携促進事業等を
通して、両国のビジネス交流促進に努め
る。 

学術 
機関 

＜研究成果の産官学での共有・人材育成分野での協力＞ 

学術機関同士の連携事業の成果を両国の産官学の関係者に共有するとともに、双方の
学生や研究者の派遣・受入を拡大し、人的交流を深める。 

民間 
企業 

＜ビジネスモデル（成功事例）の実現＞ 

上記のような政府や学術機関からの情報やサポートを活用し、個社別の中期経営計
画・事業計画、リスク管理に基づき、日本企業や第三国との取引・提携による事業推
進を図る。 

 

（４）FVC 実現に向けた本邦企業支援のためのステップ 

FVC 構築を実現するためには、以下のようなステップを視野に入れ、引き続きプラットフォー

ムとしての共同作業部会を継続していくことが望まれる。なお、民間企業がビジネスモデル構築

により成功事例を実現するためには、企業が取り組む各段階において我が国の公的な企業支援制

度を活用する方法もある。 

なお、具体的な各種支援制度等の活用イメージについては後述するが、JETRO、JICA 等の支

援制度には企業の業種や規模等、制度の適用条件に留意する必要がある。 
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図表 137 民間企業によるビジネスモデル（成功事例）実現ためのロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

ステップ 1  現状把握と課題の抽出（情報収集） 

以下のような情報源により情報収集し、現状の把握と課題の抽出をする。 

・政府や関係機関による調査、研究結果 

・官民作業部会等における情報 

・JETRO 現地事務所等から発信される情報 

・現地派遣ミッション、視察ツアー等への参加 

ステップ 2  展示会への出展（情報提供） 

JETRO や中小機構等公的機関の支援事業を活用し、現地の展示会・見本市等に出展

することで、現地で実際に製品・技術を説明・PR する機会を作る。 

ステップ 3  サンプル提供・デモンストレーション実施（体験機会） 

製品のサンプル入手・提供や機械・機材等製品のデモンストレーションによる実演

により、実際に技術を体験できる機会を設ける。JICA 民間連携促進事業等を活用した

モデル事業や調査を実施する。 

ステップ 4  単一企業による実施体制構築 

・ステップ 1～3 を踏まえて、企業単独で専門家のアドバイスを活用しながら実施体制

を構築する。 

・国際機関（ドナー）のローン活用等も検討する。 

ステップ 5  複数企業間での連携体制構築 

ウズベキスタンに関心の高い他の企業、特に省庁や JETRO 等が主催するウズベキ

スタン関連のミッションや会議への参加実績がある先との間で情報共有や連携促進を

図る。 

ステップ 6  日本・ウズベキスタンの協力による FVC の構築 

上記のステップ1～5を踏まえたビジネスモデルや課題について共同作業部会やFVC

関連の会議等の場で共有し、FVC 全体の改善を進める。 

ステップ 7  日本企業によるビジネス推進 

構築された FVC に基づいて、日本企業は製品納入・サービス提供等の具体的なビジ

ネスを推進する。 
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