図表 57 水産業発展に関するロシア連邦政府による戦略文書の概要
文書

期間

文書の概要

ステータス

“The Development Concept of
the Fishery Industry in Russian
Federation for the Period till
2020”

20032020

長期的な漁業産業開発に関する国家政策の主な方向性
を定義

既存

Federal Government Program
“Development of the fishery
industry in Russian Federation
for the period till 2020”

20142020

水産業開発における国家政策の実現に向けた詳細なス
テップを幅広く定義

既存

Strategy of development of the
fishery complex in Russian
Federation till 2030

20172030

「2020年までのロシア連邦漁業の発展」の中間結果を踏
まえ、ロシアにおける漁業関連の問題や問題点の解決を
目指す

未承認（大統領選
後に承認の見通し）

Strategy of development of sea
terminals for complex service
of fishery fleet vessels

20172030

戦略の主な目的 – 製品の売上高の増加、水産ターミナル
の積替施設の近代化、国内漁船のサービスのローカライ
ゼーション、港湾の冷蔵庫の容量の増加、その他の実用
的な措置

既存

出所）各種公開情報より NRI 作成
また、ロシア極東の地方・州政府レベルでも、水産業発展に向けたプログラムが推進されている。
沿海地方政府のプログラム「2013-2020 年の沿海地方における水産業発展」は、2012 年 12 月 7 日
に開始した。現行の最新計画は、2016 年 1 月 22 日に承認されている。
図表 58 沿海地方政府のプログラム「2013-2020 年の沿海地方における水産業発展」の概要
2

1

2

実施すべきタスク:

 国内外の市場における
ロシアの漁業生産の競
争力確保

 既存の固定資産
の近代化及び新
規創出、企業活動
の活性化、沿海地
方の漁業コンプレ
クスに対するポジ
ティブなイメージ
形成

 漁業生産におけ
る貿易の最適化
に向けた効果的
な市場メカニズム
の開発

“沿海地方における
漁業の固定資産近
代化の促進”

“沿海地方における
漁業生産の市場発
展”

 沿海地方における先進的な水生生物資源保護の
強化、密猟と犯罪の防止
 沿海地方における水生生物資源の生息地保全
 沿海地域の「利用者」に対する国家サービスの質
の向上

3

 効果的な行政の
確保

“行政システムの開
発”

 沿海地方における水産加工クラスターの創出
 沿海地方におけるオークション貿易の発展
 ウラジオストク市と沿海地方大都市における魚市
場の創出

 沿海地方における水産養殖の促進と水資源の再
生
 沿海地方における既存の水産加工及び冷凍・冷
蔵施設の近代化及び新設の促進
 近代化、平等、相互協力の原則に基づく国際統
合・協力の条件の創出

サブ・プログラムにおけるタスク:

 ロシア漁業の生産と流
通の拡大、輸入製品の
国内生産による集中的
な代替の基礎を提供す
る

サブ・プロ
グラム

到達すべき目標:

1

出所）Fish.gov.ru より NRI 作成
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3-3

ロシア極東における投資環境

3-3-1 TOR の概要及び優遇措置
ロシア極東では、特定の産業の振興及び投資促進を目的として、先行発展領域（TOR）と呼ばれ
る経済特区が設立されている。重点産業は、各 TOR により異なっており、該当する産業に対して、
各種優遇措置が設けられている。
本事業において重点分野として調査を行ってきた農業・畜産・水産事業に関する優遇措置を設け
る代表的な TOR は、農業分野ではアムール州に所在するプリアムールスカヤ TOR 及びベロゴルス
ク TOR があり、畜産分野では沿海地方に所在するミハイロフスキーTOR、水産分野ではカムチャ
ツカ地域に所在するカムチャツカ TOR が挙げられる。
以下、上述した各 TOR の概要及び当該 TOR における日本企業の参入方針を整理する。
図表 59 プリアムールスカヤ TOR の概要と日本企業の参入方針イメージ（例）

時間

目指すべき方向性

2016～ (1)
2018

実現の方法・条件

農薬、肥料、殺虫剤の生産と (1)
貯蔵・物流

(2) 温室栽培野菜・果実の倉庫

(2)

ロシアで農薬販売を行っている (1)
日本の商社系企業との業務提
携を通じて取扱商品の拡大、
販売量の拡大を目指す。
(2) 次世代冷凍保存技術の導入に (2)
よる先進フードバリューチェーン
事業参入を目指す。

2019～ (1)
2028

実現における価値・効果

Agrohim DB社の殺虫剤や農薬の生産、 現地企業による既存のプロジェクトが順調に推移す
Bisolbi-Blagoveshchensk社による農業と ることが、地域産業発展の原動力となり後に海外企
家庭用微生物学肥料や殺菌剤の生産活 業とのJV交渉にも好影響を与えることになる。
動が順調に進展するように留意する。
Amursky Agropark社の温室栽培野菜・果
実の倉庫事業が順調に進展するように留
意する。
Agrohim DB社やBisolbi付加価値の高い次世代製品を開発・販売している日
Blagoveshchensk社などの地元企業と、 本・韓国・中国の企業との提携を通じてビジネス領域
農薬分野における日本企業との業務提携 の拡大と高付加価値化を実現することができる。
を目指す。
Amursky Agropark社などの地元企業と例
えば日本の企業が保有する次世代冷凍保
存技術を導入し先進フードバリューチェー
ン事業参入を実現する。

2029～ 2019～2028で実施した事業を継続、2019～2028で実施した事業を継続、更に進展 付加価値の高い次世代製品を開発・販売している日
更に進展させる。
させる。
本・韓国・中国の企業との提携を通じてビジネス領域
の拡大と高付加価値化を実現すると共に、日本・韓
国・中国への市場開拓の可能性を高めることができ
る。

出所）各種公開情報より NRI 作成
プリアムールスカヤ TOR は、中国市場に近接しており、食品加工・物流の高度化等の産業振興
プロジェクトが計画されている。農業分野では、日本企業が技術・ノウハウを有する肥料・農薬等
の農業資材の生産や温室栽培への関心が高く、現地企業との提携による日本企業の参入の余地が大
きいと考えられる。また、コールドチェーンの導入に際する日本企業への期待も大きい。
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図表 60 ベロゴルスク TOR の概要と日本企業の参入方針イメージ（例）
時間
20162018

目指すべき方向性

実現の方法・条件

実現における価値・効果

(1) 一定以上の大豆の生産規模を確保 (1) “Amuragrocenter"や“Amur Аgrо Holding"をはじめとするアムー (1) アムール州及び極東における大豆関連ビジネスを
ル州有数の大豆生産加工会社のビジネス上のニーズやissuesを
牽引する地元企業のneedsやissuesに対応した政
する。大豆を用いた複合飼料生産体
把握する。
策を実行することで彼らの更なる発展を支援する。
制の構築し、極東の飼料生産・供給
拠点を目指す。
(2) 大豆産業の事業拡大を目指す。

(3) 養豚産業の事業拡大を目指す。

(2) Belogorsk Technological College of Food Industryなどの現地 (2) 2019～2028の時期に大豆から「イソフラボン」、「サ
の食品産業関連研究教育機関を中心に、大豆から「イソフラボ
ポニン」、「レシチン」を抽出し健康食品、医療品、美
ン」、「サポニン」、「レシチン」を抽出し健康食品、医療品、美用品
用品としての用途開拓を目指す日本企業等の外資
としての用途開拓の研究を行う。
系企業とのJVに備える。
(3) 豚から得られるHeparinを活用した医薬品（血液凝固剤：Blood
(3) 2019～2028の時期にHeparinを活用した医薬品を
clotting agent）開発を現地製薬会社で検討を開始する。
開発製造する日本企業等の外資系企業とのJVに備
える。

2019 ～ (1) 「イソフラボン」、「サポニン」、「レシチ (1) アムール州と日本の金融機関との間で「農業協力の促進」に関す (1) 日本企業とのJVにより、彼らの先進技術、生産効率
ン」に関する健康食品、医療品、美
る覚書が締結されており、そのチャネルを活用して、現地企業と
向上のノウハウを取得すると共に、日本への製品輸
2028

出の機会を創出することができる。
用品の国内市場開拓と日本、中国、
日本の「イソフラボン」、「サポニン」、「レシチン」に関する健康食
韓国等への輸出を目指す。
品、医療品、美用品メーカーとのJVを目指す。
(2) 事業領域の拡大の一環として
(2) 例えば既にロシア極東に進出している日本の製薬企業等と現地 (2) 養豚産業から健康食品産業、医薬品産業への事業
Heparinを活用した医薬品製造事業
製薬会社がJVを結成しHeparinを活用した医薬品製造を目指す。 領域の拡大と高付加価値化を図ると共に、日本への
を本格化する。
輸出の可能性を検討することができる。
(3) Belogorsk版Food Valleyの建設を
(3) Belogorsk Technological College of Food Industryなどの現地 (3) 世界的な食品産業ClusterであるオランダのFood
目指す。
の食品産業関連研究教育機関とオランダのWageningen
Valleyの経験・ノウハウを学んでBelogorskに反映さ
Universityとの提携・姉妹校化を目指す。 Belogorsk Food
せることが可能となる。オランダのFood Valleyに進
Valley Foundationを創設し、Belogorsk Food Valley建設を開始
出しているGlobal Foods Companiesとのチャネル
する。
を構築することができる。

2029～ (1) Belogorsk 版Food Valleyの定着

(1) オランダのFood Valleyと姉妹関係を締結し、Global食品企業の (1) オランダのFood Valley同様にBelogorskにGlobal食
進出を誘致する。
品企業の進出・集積を目指すことが期待できる。

出所）各種公開情報より NRI 作成
ベロゴルスク TOR では、大豆及び養豚が主要な対象であり、これら農畜産物から抽出される成
分を用いた健康食品・医薬品等の製造関連事業に日本企業の有する技術が活用できる可能性がある。
また、高度加工品の開発分野等における産学連携の拠点としての機能も期待できる。
図表 61 ミハイロフスキーTOR の概要と日本企業の参入方針イメージ（例）
時間
目指すべき方向性
実現の方法・条件
実現における価値・効果
2016- (1) 既存の養豚、牧畜、養鶏事業の推 (1) 地元企業であるMercy Trade社とPrimosky
(1) 現地企業による既存のプロジェクトが順
2018
進
Bacon社が養豚・食肉加工事業と穀物・飼料の生
調に推移することが、地域産業発展の
産事業を開始している。また、Rusagro-Primorie
原動力となり後に海外企業とのJV交渉
社が豚畜産コンプレックスの建設を開始した。
にも好影響を与えることになる。
(2) 養豚、養鶏産業の事業領域の拡 (2) 豚から得られるHeparinを活用した医薬品（血液 (2) 2019～2028の時期にHeparinを活用し
大を目指す。
凝固剤：Blood clotting agent）開発推進
た医薬品を開発製造する日本企業など
とのJVに備えることができる。
(3) 既存の穀物事業に日本企業を始 (3) 日本の商社が沿海地方で複数のPrimorye
(3) 既存の穀物事業に先進技術を取り込み
めとする海外企業とのJV等を通じ
Regionの複数の農家と契約し、200㌶弱の農地で
高付加価値化を目指すことができる。
た彼らの保有する先進技術の取得
蕎麦の生産を実施しているのでJVの可能性を探る。
(4) 食品加工及び食品に関する研究・
人材育成の地域拠点を形成する。
2019- (1) 養豚、牧畜、養鶏事業の拡大と日
2028
本、韓国、中国等への輸出の市
場拡大。
(2) 食品加工事業と連携した倉庫・物
流事業の発展を目指す。
(3) Priamurskaya版 Food Valleyの
形成を目指す。

(4) 極東連邦大学に食品加工学科を創設する。
(1)

日本のハム生産企業等の海外企業とのJVを推
進。

次世代冷凍・冷却機器等の導入によるGlobal
Food Value (Cold) Chainの品質を向上させる。
(3) 2017～2018年に設立した極東連邦大学食品加
工学科とオランダのWageningen Universityとの
提携・姉妹校化を目指す。
Mikhailovsky Food Valley Foundationを創設し、
Mikhailovsky Food Valley建設を開始する。
2029- Priamurskaya 版Food Valleyの定着 オランダのFood Valleyと姉妹関係を締結し、Global
食品企業の進出を誘致する。
(2)

(4) Mikhailovsky版Food Valley形成きっか
けを作る。
(1) 海外企業とのJVを通じて食肉加工の近
代化を図ると共に海外への輸出を図る。
(2) Cold Chain インフラの革新により輸出
市場の拡大が期待できる。
(3) 世界的な食品産業Clusterであるオラン
ダのFood Valleyの経験・ノウハウを学
ぶ事ができる。

オランダのFood Valley同様にGlobal食品企
業の進出・集積を目指すことが期待できる。

出所）各種公開情報より NRI 作成

49

ミハイロフスキーTOR は、養豚・豚肉加工事業の大規模な投資も進んでおり、日本の食肉加工事
業関連企業の技術が活用できる可能性が高い。豚肉を多く消費する中国に近接しているのも利点で
ある。
また、同 TOR は極東連邦大学を擁する沿海地方に所在するため、食品加工の高度化に際し、産
官学連携によるロシア極東版「Food Valley」の拠点となる可能性もある。
図表 62 カムチャツカ TOR の概要と日本企業の参入方針イメージ（例）
時間
目指すべき方向性
実現の方法・条件
実現における価値・効果
2016- (1)カムチャツカで栽培可能な野菜・果実 (1)カムチャツカの温室栽培「チプリチニィ」事業を (1)カムチャツカで栽培可能な野菜・果実事業
2018
事業を推進する。
推進する
を拡大できる。
(2) 食品加工及び食品に関する研究・人 (2)PetropavlovskにあるKamchatka State
(2)カムチャツカ版Food Valley形成きっかけを
材育成の地域拠点を形成する。
Technical University又はKamchatka State
作る。
(3) 養豚、養鶏産業の事業領域の拡大を
Universityに食品加工学科を創設する。
目指す。
(3)豚から得られるヘパリンを活用した医薬品（血 (3)2019～2028の時期にヘパリンを活用した
液凝固剤：Blood clotting agent）開発を現地製
医薬品を開発製造する日本企業などとの
薬会社で検討を開始する。
JVに備えることができる。
(4) 水産養殖事業の定着と高付加価値 (4)日本の養殖事業会社と現地ロシア企業とJVを (4)極東における水産養殖事業の定着と高付
化を目指す
加価値化に貢献することができる。
設立し、海鼠、帆立、雲丹等の高付加価値水産
養殖事業を開始する。
(5) 極東浅海域における漁獲枠（Quota） (5)日本の水産加工会社や商社とJVを設立し極東 (5) 浅海域魚種のドレス加工品以外の高付加
開拓による水産加工品の日本、韓国、 浅海域魚種の加工・輸出事業を検討・開始する。 価値輸出商品（フィレ、スリ身）を開拓し日
中国等への輸出の市場を開拓する。
本を始めとする輸出先の開拓が可能となる。
(6)カムチャツカ火山群（世界遺産）、天 (6) VISA制度の規制緩和の促進
(6)カムチャツカの高質な自然環境を資源とし
然の温泉療養と狩猟サービスを組み
たエコ・ツーリズムを啓蒙・普及することで
来訪者増、消費増を実現することができる。
合わせたエコ・ツーリズムを啓蒙・普
及する。
2019- (1) 温室栽培事業の大規模化を目指す。 (1)ペトロパブロフスク・カムチャツキーで実施中の (1)温室事業に再生可能エネルギー及び省エ
2028
Wind Power Generation System
ネ技術を適用し低コスト化を図ることで、価
Demonstrationプロジェクトの成果を活用して温
格競争力の強化を図ることができる。
室栽培事業のLow Cost化を図る。
(2)カムチャツカ版 Food Valleyの形成を (2)カムチャツカ国立大学食品加工学科とオランダ (2)世界的な食品産業クラスターであるオラン
目指す。
のWageningen Universityとの提携・姉妹校化
ダのFood Valleyの経験・ノウハウを学ぶ事
を目指す。Kamchatka Food Valley
ができる。
Foundationを創設し、Kamchatka Food Valley
建設を開始する。
(3) 水産加工、養豚、養鶏産業の事業領 (3)例えば既にロシア極東に進出している日本の企 (3) 水産加工、養豚、養鶏産業から健康食品
域の拡大の一環としてDHA（Docosa
業と現地製薬会社がJVを結成しヘパリンを活用
産業、医薬品産業への事業領域の拡大と
Hexaenoic Acid）、EPA（Eicosa
した医薬品製造を目指す。
高付加価値化を図ると共に、日本への輸出
Pentaenoic Acid）などの健康食品事
の可能性を検討することができる。
業や、ヘパリンを活用した医薬品製造
事業を本格化する。
(4) 水産業・水産加工業、水産養殖事業 (4)次世代冷凍・冷却機器等の導入によるGlobal (4) Cold Chain インフラの革新により輸出市
Food Value (Cold) Chainの品質を向上させる。
場の拡大が期待できる。
の拡大と日本、韓国、中国等への輸
出の市場拡大
2029- (1) カムチャツカ版Food Valleyの定着 (1) オランダのFood Valleyと姉妹関係を締結し、 (1)オランダのFood Valley同様にグローバル
グローバル食品企業の進出を誘致する。
食品企業の進出・集積を目指すことが期待
できる。

出所）各種公開情報より NRI 作成
カムチャツカ TOR では、水産養殖を含む水産業を重点としており、今後のロシア極東における
水産養殖の定着や、水産加工の高度化において日本企業の技術が活用できる可能性が高い。
一方で、養豚・養鶏事業も重視しており、ミハイロフスキーTOR と同様、食品加工分野等で日本
企業の技術が活用できる可能性が大きい。同分野では、カムチャツカ国立大学の食品加工学科を中
心とした産官学連携の可能性も検討し得る。
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以上に見てきたように、各 TOR においてそれぞれ重点とする産業が異なっているが、基本的な
優遇措置はいずれの TOR も共通である。
下図は、TOR における各種優遇措置を整理したものである。
図表 63 TOR における各種優遇措置
優遇税制・補助金
•

•

法人税・土地税の減免


法人税（20%）を、最初の5年間は免除、5～10年目は5%



10年以降はロシアの一般的な課税制度に組み込まれる

付加価値税・輸入関税の免除


•

付加価値税（18%）を免除。ロシアへの輸入関税も原則免除

社会保険料の減免


通常30%のところ、TORの場合は7.6%

•

特恵的賃貸料金の適用

•

補助金の支給


連邦政府は、2020年までの農業支援プログラムを策定し、補助金も決定（酪農における生産性向上のための補助金等）。



2017年からは、農業分野における投資のための融資利息も補助金でカバーされる（農業銀行は年利5%で融資）。

規制緩和
•

各種行政手続の簡素化・迅速化

•

外国人労働者受入基準の緩和

•

進出企業向けワンストップサービスの実施



建築許可、土地収用、送電網への接続、通関等

出所）各種公開情報より NRI 作成
3-3-2 外資規制
ロシアにおいては、一部の分野で外資規制が存在している。まず、「戦略産業」（軍需産業・原
子力産業等）は、私有化が禁止され、厳格に制限されている。
また、2011 年 5 月 4 日付連邦法第 99-FZ 号「特定種の事業に関する許可について」が定める対
象約 50 業種（航空機設計・製造、薬品・医療設備の製造、乗客・貨物輸送等）について、連邦政
府所定機関による事業許可が必要となる 。また、出資比率・土地所有についても、個別に定めがあ
る。
ロシアにおける外資規制の代表的な内容について、下表の通り整理した。
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図表 64 ロシアにおける外資に関する規制
規制内容
土地所有

業種・区分
一般

外資に対する規制内容概要
 外国人にもロシア国民と同様の土地を購入
して保有する権利を認めている。但し、外
国法人は、国境地帯など、大統領が定める
特定地域における土地の所有は認められな
い
 外国人（個人）や外国法人には、土地の無
償交付は認められない
 外国人（個人）、外国法人、ならびに外国
人（個人）・外国法人の出資が 50％を超え
るロシア法人は、賃借して使用することの
み認められる
 外国人（個人）、外国企業による所有が禁
止されている

関連法規
 土地基本法

地下資源関
連産業

 「連邦管轄埋蔵地」について、以下の規制
がある：
 株式購入等により経営権を取得する場合に
特別の事前承認手続が必要
 連邦管轄埋蔵地の利用者はロシア法人でな
ければならない
 大陸棚にある連邦管轄埋蔵地の利用者は、
ロシア連邦の定款資本の持分が 50%を超え
るロシア法人でなければならない

輸送関連産
業

 ロシア国内の自動車運送事業（乗客・貨物
とも）の外国企業による営業は禁止
 外国航空会社がロシアにおいて国内航空運
送を行うには、民間航空を管轄する国家機
関の特別免許が必要
 ロシア国内海運については、ロシアを旗国
とする船舶のみが行うことができるが、例
外的に、連邦政府の特別の許可を得て、外
国船籍の船舶も国内海運事業を行うことが
できる。外国法人と外国船籍の船舶は商業
活動として漁業を行うことができない
 外資の出資比率が直接的・間接的を問わず
20％超の企業は、マスメディア（テレビ・
ラジオ・ビデオ番組、定期出版される印刷
物やインターネット配信情報）の設立に対

 2008 年 4 月 29 日付
連邦法第 57-FZ 号
「国防および国家安
全保障について戦略
的意義を有する事業
者への外国投資の手
続きについて」
 1992 年 2 月 21 日付
連邦法第 2395-I 号
「資源について」第
9条
 1995 年 11 月 30 日
付連邦法第 187-FZ
号「ロシア連邦の大
陸棚について」
 1997 年 3 月 19 日付
連邦法第 60-FZ 号
「航空基本法」
 1999 年 4 月 30 日付
連邦法第 81-FZ 号
「商業海運基本」
 2004 年 12 月 20 日
付連邦法第 166-FZ
号「漁業および海洋
生物資源の保護につ
いて」
 1991 年 12 月 27 日
付連邦法第 2124-1 号
「マスメディアにつ
いて」（2014 年 9 月

農地

港湾用地

事業許可

マスメディ
ア等
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 農地取引法第 3 条

 2007 年 11 月 8 日付
連邦法第 261-FZ 号
「港湾について」

規制内容

出資比率

業種・区分

外資に対する規制内容概要
象となる地域・人口に制限が課せられる

関連法規
26 日改正）

建築業

 ロシアの個人または法人の建築業者との提
携が義務付けられている

金融業

 ロシアにおける銀行業務、保険業務、証券
業務ならびにその他一部の事業活動におい
ては、事業許可の取得が必要であり、多く
の事業許可はロシア現地法人であることが
必要条件
 ただし、外資 100％出資のロシア現地法人
の設立は、特定の業種を除いて認められて
いる
 外資による出資が資本金の 49％以下で、社
長がロシア国籍を有し、経営管理機関にお
ける外国国籍を有する構成員の比率が 3 分
の 1 を超えないという要件を満たす必要が
ある
 連邦保険監督局の事前認可を受けなければ
ならず、外国企業の子会社または外資の出
資率が 49％以上の保険会社が取り扱うこと
のできる保険の種類は制限されている（強
制保険、生命保険、国家資産保険は取扱う
ことができない）
 ロシアの銀行の資本金全体に占める外国資
本の上限（クオータ）は、50％と設定され
ている。また、銀行への外国投資につい
て、特別の手続きが適用される

 1995 年 11 月 17 日
付連邦法第 169-FZ
号「建築業務につい
て」
 1990 年 12 月 2 日付
連邦法第 395-I 号
「銀行および銀行業
について」第 18 条

航空業

保険業

金融業

その他

 天然ガス供給・輸送用パイプラインの運営
等においても出資制限が設けられている

 1997 年 3 月 19 日付
第 60-FZ 号「航空基
本法」

 1992 年 11 月 27 日
付連邦法第 4015-1 号
「ロシア連邦におけ
る保険業務につい
て」
 1990 年 12 月 2 日付
連邦法第 395-I 号
「銀行および銀行業
について」
 1997 年 4 月 23 日付
ロシア中央銀行規則
第 02-195 号「外国資
本出資の銀行の設立
の特例ならびに非居
住者の資金による銀
行の増資にかかわる
ロシア銀行の事前許
可の手続きについ
て」
 ―

出所）JETRO 及び各種公開情報より NRI 作成
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3-4

金融スキーム・産官学連携・異分野連携に関する提案

3-4-1 金融スキーム（案）
ロシア極東では、水産業が主要な産業の一つであるが、以降に示すように様々な課題を抱えてい
る。
現在、ロシア連邦政府及び極東地方政府では、漁業・水産加工・流通の高度化に向けた水産コン
プレクスの形成が検討されている。本項では、水産業の高付加価値化に向けた日本企業の参入に際
して有効と思われるスキームについての提案を行う。
下図は、ロシア極東における水産バリューチェーンの現状と、高付加価値・産業集約型の水産バ
リューチェーンの将来像及び日本企業の参入シナリオの概念図である。
図表 65 ロシア極東における水産バリューチェーンの現状と将来像
従来の水産バリューチェーン（イメージ）
ロシア西部・欧州向け
（コールドチェーンの未整備により、
輸送中の冷解凍により品質低下）

鉄道
トラック
船舶

トロール船漁業に偏った
漁業と浅海域用漁船・
漁具の不足、低水準の
水産養殖技術

ウラジオストク 極東陸上域において纏まった規
模の水産加工・保存設備の整備
は限定的で、更に周辺諸国より
高い人件費のため極東で陸揚げ
欧米・ASEAN
して加工し輸出するインセンティ
ブが低い

将来の水産バリューチェーン（イメージ）
ロシア西部・欧州向け
（先進コールドチェーンの導入
による市場の拡大）

鉄道
トラック
船舶（北極海航路等）

大連・
青島
釜山
中国・韓国がフィレ、
すり身にして付加
価値を上げて欧
米・ASEANで販売

「前渡し金制度」の影
響で日本による輸入
買い付けは限定的

「極東水産業開発公社
（仮称）による極東での
陸揚げ加工・養殖促進
の契機を創出する

生産の安定化・ ウラジオストク
高付加価値化

漁港

養殖

魚肉加工

物流ハブ

「極東漁船・漁具保
有管理公社（仮称）」
による浅海域用漁
4
船・漁具の導入促進
先進コールドチェーン・
の契機を創出する
物流技術の導入支援

水産業コンプレクス

欧米・ASEAN

洋上「ドレス加工」
中心で輸出し釜山、大連・青島に
おいて低価格で買い叩かれている

従来のトロール船漁業に加えて浅
海域漁業、養殖事業と水産事業の
多角化・高付加価値化を実現

欧米・
ASEAN

付加価値製品を釜山、
大連・青島市場経由
で直接欧米・ASEAN
大連・ の顧客と取引する
青島
欧米・
釜山
ASEAN

5
1

日本への水産
物・加工品の輸
入拡大

2

3

浅海域漁船・漁具
及び養殖・加工技
術の提供

日本

日本企業の参入シナリオ仮説
日本

1
2
3

浅海域漁船・漁具事業
魚肉加工事業
養殖事業

4

コールドチェーン・物流高度化

5

日本への水産物・加工品の
輸入拡大

出所）NRI 作成
まず、漁業生産において、現状のロシア極東は伝統的なトロール船漁業に偏向しており、浅海域
漁業に適する漁船・漁具が不足している。また、トロール漁船で漁獲された水産物は、洋上ドレス
加工を経て中国及び韓国の水産商社に低付加価値のまま買い叩かれている。
こうした問題を解決するために、日露共同で浅海漁船リースの SPV（特別目的事業体）を設立し、
ロシアの課題である浅海漁業の効率化を図る。また、水産物の付加価値化を図るため、日本企業が
ウラジオストク自由港における魚肉加工・養殖・物流ハブ等から成る水産コンプレクスに参入し、
生産安定化・高付加価値化に寄与することも有効である。
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水産コンプレクスの形成に際しては、日露の公的金融機関の出資の下に、「極東水産業開発公社
（仮称）」を設立することが有効と考えられる。下図は、「極東水産業開発公社（仮称）」のスキ
ーム案を示している。
図表 66 「極東水産業開発公社（仮称）」のスキーム案（イメージ）
漁業会社、水産加工会社 民間企業は施設利用料をオペレーターに支払う
民間投資家
民間企業による施設利用

冷凍庫 / 荷役機器

域内インフラ
域内道路
域内駐車場
外溝フェンス

施設・機器運営
会社（ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ）

多目的水産加工工場

投・融資
元利返済、配当

民間金融機関

施設・機器
の維持管理

養殖施設

水産加工工場

FFIDC による域内インフラ整備

極東地方政府

水産加工リサイクル
施設・機器

オークション施設

借入
元利返済

FFIDCオペレータに施設を貸与する
FFIDCによる
施設・機器の
整備と所有

極東水産業開発公社：FFIDC
(Far East Fish Industry
Development Corporation)

クレジット
ライン設定

投資

配当

漁業会社
水産加工会社

元利返済、配当

投・融資

国際金融機関

オペレーターはFFIDCに施設レンタル料を支払う

ロシア直接投資基金：RDIF
(Russian Direct Investment Fund )
極東バイカル開発基金：FEDF

100％
子会社

ロシア開発対外経済銀行：
VEB(Vnesheconombank)

(The Far East and Baikal Region Development Fund)

出所）NRI 作成
極東での水産物の陸揚げ・加工・養殖の促進を担う「極東水産業開発公社（仮称）」を設立し、
工場・施設・漁具整備を保有させ、関連する民間企業に貸し出すことで民間企業の Capex（資本経
費）負担の軽減を図る。「極東水産業開発公社（仮称）」には、ロシア側の政策金融機関である
VEB 系列の金融機関が融資を行い、必要に応じ、日本等の国際金融機関もクレジットラインを設定
することにより、リスク分散を行う。
また、漁船・漁具の不足という問題に対しては、浅海漁船リースの SPV として「極東漁船・漁具
保有公社（仮称）」の設立も有効と思われる。下図はそのスキーム案を示している。
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図表 67 「極東漁船・漁具保有公社（仮称）」のスキーム案（イメージ）
中古船舶取引市場（水産会社
・漁業組合）が漁船を買上でき
ない場合は中古市場で売却

水産会社・漁業組合
（Русское море：ルスコエモーレ
「ロシアの海」）等

100%
リース料支払

政策金融（匿名
組合融資）

International
Corporation Bank
（JBIC等）

クレジット
ライン設定

大宇造船海洋

投資
FBHC：(Far East Fishing Boat and
implements Holding and
船舶投資家
（節税したい投資家）
Maintenance Corporation)(極東船
舶保有公社：匿名組合)
減価償却・
売却益金

減価償却・
売却益金

極東バイカル開発基
金：FEDF(The Far East
and Baikal Region
Development Fund)

Zvezda Hyundai

51%

アフラマックスタンカー建造
（8～12万載貨重量トン(D/W)）

100%
子会社

20%
80%

漁船買上費用全額を出資

VEB
Lease

ズベズダ造船所のリニューアル事業に参画
49%

現代三湖重工業

漁船リース（最終的に売却）

ロシア開発対外経
済銀行：
VEB(Vnesheconom
bank)

漁船買上

浅海域漁船造船会社
(Zvezda shipyard ：ズベ
ズダ造船）等

日本企業

出資

浅海域漁船建造
／ノウハウ提供

出所）NRI 作成
造船リースの仕組みを活かし、極東の浅海域用漁船・漁具の導入促進を担う「極東漁船・漁具保
有公社（仮称）」を設立し、ロシア極東の漁業事業者に対し、漁船・漁具をリースする。「極東漁
船・漁具保有公社(仮称)」には、VEB の子会社である VEB Lease 及び極東バイカル開発基金等の
ロシア側の公的金融機関が出資を行い、日本からは JBIC 等がクレジットラインを設定する。この
スキームにより、ロシア極東の漁業事業者は、浅海域漁業に際し、漁船・漁具への初期費用を軽減
することが可能となり、より効率的な漁業生産が可能になるとともに、日本の漁船・漁具を効率的
にロシア極東に売り込むことも可能となる。
なお、 韓国勢は既に近代化協力、タンカー造船会社合弁等で動いており、日本も上述の金融スキ
ームを活用したロシア極東における取組が重要と考える。
3-4-2 産官学連携（案）
極東には「農業・食料」に重点を置いた優先的社会経済発展区域（TOR）があり、当該 TOR 制
度の活用を通じ、企業、教育・研究機関、行政機関の 3 者が緊密な協力体制を構築していくことが
地域経済の発展に貢献すると考えられる。ここでは、食品関連企業、研究機関、Wageningen
University が一体となったオランダの「Food Valley」構想を、極東の食品産業クラスター及び極
東連邦大学、極東発展基金に転用・活用し、アジア地域の産官学連携による食品産業の R&D、人材
育成、ベンチャー支援の一大拠点整備を提案する。

56

図表 68 オランダにおける「Food Valley」の概要
Wageningen University and Research
 Wageningen University

 Agrotechnology and Food Sciences Dept.
 Animal Sciences Dept.
 Environmental Sciences Dept.
 Plant Sciences Dept.
 Social Sciences Dept.

(Faculty staff: 3000, student: 8000)

 Van Hall Larenstein, University of
applied sciences
 Animals and Business Dept.
 Delta Areas and Resources Dept.
 Food and Dairy Dept.

 Accumulation of laboratories of
testing, application and
development
 Food & Biobased Research Institute
 Livestock Research Institute／
Bioveterinary Research
 Environmental Research (Alterra)
 Plant Research Institute
 Economic Research Institute／Centre
for Development Innovation
 Marine Research
 RKILT (Research into the safety and
reliability of food)

 The Dutch government
 Gelderland province government

 Domestic and
multinational companies

 Food Valley Foundation
 Guidance & support in finding
expertise, information and potential
business partners (Food Valley
Direct);
 Tailor-made tours and programs for
foreign companies interested in doing
business with Dutch companies;
 National and international
matchmaking & technology scouting;
 Building national and international
clusters of businesses, knowledge
institutions and government agencies
(Food Valley Society, European Food
Alliance, Food2Market, Net Grow);
 National and international promotion
of Dutch businesses’ innovation
capacity (Food Valley Award, Food
Valley Expo, Holland Food Valley
Pavilion).

Domestic
Companies

Multinational
Companies

Multinational
Companies

出所）各種公開情報より NRI 作成
3-4-3 異分野連携（案）
ロシア極東における水産業の発展に際しては、観光業との異分野連携も効果的と考えられる。ロ
シア極東は観光業の盛んな地域であり、TOR の中にも、サハリン・カムチャツカなど観光業を重点
産業とするものも存在する。
ここでは、ロシア極東の水産物の消費の活性化の方策として、観光業と結び付いたスキームを提
案する。
下図はその一例であり、極東地域への旅行者経験者が極東地域旅行後も極東地域との接点を持ち
続け、周りの人への情報伝播を促進し、且つ自身のリピーター化を狙えるような仕掛けを提案し、
観光事業と連携した新しい水産ビジネス構想である。
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図表 69 水産業と観光産業の相乗的発展の概念図

【@極東地域】
帰国後に極東地域
特産品と引換できる
引換券プレゼント券
を極東滞在中に
受領する
極東地域
旅行者
リピーター化

【@海外、@ロシア】
旅行後も、極東地域のイメージ
が長続きすると共に、旅行者自
ら、第三者に対して、極東地域
の魅力・楽しさを伝搬してくれる
『広告塔』となる

旅行後

海外に極東地域の特産物
の情報発信拠点を設置
極東地域特産品の引換券や
紹介者へのプレゼント券
など配布
海外でも極東地域特産品との
接点を増やす仕組みを構築

極東地域
の魅力の伝播

家族

友人

親しい人や
知人の評価
推薦は素直
に受入れる

職場

自分でも極東
地域特産品を
購入したい！
極東に旅行
したい！

帰国後の旅行者の動きをト
レースし、効果を検証する

極東地域への
新たな観光客獲得

新たな極東地域
訪問ニーズの創出

出所）NRI 作成
また、ウラジオストク市の中心部（金角湾横断橋の袂）に魚市場が計画されている。当該魚市場
内では、観光客向けの外食・販売を通じた水産物の消費拡大に対する期待も大きい。
図表 70 ウラジオストク魚市場の外観及びコンセプト
• 対応可能来客数が1日500人～千人程度の
販売スペース
• 魚料理店を含む外食企業の誘致
• 沿岸部で操業し、魚市場の敷地内にある
バースを拠点とする小型漁船団（2、3隻）
• 魚及びその他の水産物加工を行う、生産能
力約1日1.5トン/日の生産施設
• 1千トン以上の製品の貯蔵能力を持つ中度・
高度の冷凍用の冷蔵施設
• 沿海地方政府投資AgencyのMs.Yaskevich
Elena副長官から、『魚市場の建設に際して
日本の近代的な水産物貯蔵用設備（冷蔵・
冷凍）の使用並びに冷凍技術及び冷蔵装置
の使用、近代的な外食産業の誘致に関心が
ある』とコメント。

出所）各種公開情報より NRI 作成

58

ウラジオストク空港では、既に旅行者をターゲットとした地場海産物の販売コーナーが設けられ
ており、旅行者向けの冷凍海産物等が販売されている。写真のように、カニ、イクラ、サーモンな
どの地場海産物が、主に冷凍保存された状態で販売されている。ロシア極東の主要産品である水産
物の消費拡大に際して、観光業との連携は有効な方法と考えられる。
写真 1 ウラジオストク空港における地場海産物売場

販売されている商品（例）

海産物売場の外観

出所）NRI 撮影
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第4章
4-1

国内セミナーの実施

第 1 回国内セミナー（水産及び物流）

4-1-1 実施概要
ロシア極東に関する第 1 回国内セミナーは、「ロシア極東における水産・コールドチェーン関連
事業の機会と課題」をテーマとして、2017 年 6 月 30 日(金)及び 7 月 3 日(月)に、それぞれ東京及び
札幌の両都市で開催した。
本セミナーでは、今後日本企業にとってビジネスチャンスが期待される、ロシア極東の水産（養
殖・加工含む）及び物流（コールドチェーン等）をテーマとし、ロシア極東の投資環境に関する情
報提供及び関連事業者による講演・パネルディスカッションを実施した。
図表 71 第 1 回国内セミナーの実施概要
東京セミナー

札幌セミナー

日時

6月30日(金)

場所

NRI大会議室 （住所：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナ 北海道立道民活動センター「かでる２・７」（住所：札幌市中央区北
2条西7丁目 道民活動センタービル）
ンシャルシティ グランキューブ）

テーマ

13：00～15：45

7月3日(月） 13：00～15：45

ロシア極東における水産・コールドチェーン関連事業の機会と課題



冒頭挨拶等（5分）
NRI発表（「ロシア極東TOR（先行発展地域）の概況と日本
企業の事業機会仮説」）（30分）

講師による講演（3名） （60分）
 株式会社前川製作所（「コールド・チェーン・インフラ・ソリュー
ション提供主体としてのビジネスと課題」） （20分）
 株式会社JSN（「ロシア極東水産ビジネス実践主体として事
業と直面する課題」） （20分）
セミナー内容  三興メイビス株式会社（「ロシア極東の水産業における事業
機会と制約」」）（20分）
－小休憩－（10分）

パネルディスカッション（「日露水産ビジネスの促進に向けた
現状と課題」） （50分）
 講師3名及びNRIモデレーターによるパネルディスカッション
（30分）
 質疑応答 （20分）
 企業アンケート （10分）

講師

•
•
•




冒頭挨拶等（5分）
NRI発表（「ロシア極東TOR（先行発展地域）の概況と日本
企業の事業機会仮説」）（30分）

講師による講演（3名） （60分）
 株式会社前川製作所（「コールド・チェーン・インフラ・ソリュー
ション提供主体としてのビジネスと課題」） （30分）
 三興メイビス株式会社（「日露水産ビジネスの促進に向けた
現状と課題」） （30分）
－小休憩－（10分）
 パネルディスカッション（「日露水産ビジネスの促進に向けた
現状と課題」） （50分）
 講師2名及びNRIモデレーターによるパネルディスカッション
（30分）
 質疑応答 （20分）

企業アンケート （10分）

株式会社前川製作所 グローバルシステム推進センター ロシア・CISリーダー 西川 洋 様 （東京、札幌）
三興メイビス株式会社 営業第一本部 営業第一部リーダー 荒木 様 （東京、札幌）
株式会社JSN ロシア経済情報誌「週刊ボストーク通信」、「月刊ロシア通信」編集長 河尾 基様 （東京のみ）

出所）NRI 作成

4-1-2 講演内容
東京・札幌の両会を合わせて、計 3 名の外部講師より講演を実施していただいた。以下、各講師
の講演内容の要旨を記載する。
１．株式会社前川製作所 グローバルシステム推進センター ロシア・CIS リーダー 西川 洋
様
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演題

コールド・チェーン・インフラ・ソリューション提供主体としてのビジネスと課題

講演都市

東京（6/30）、札幌（7/3）

講演要旨

 当社の農畜、水産、食品、飲料関連製造プロセス・ソリューション（自動
脱骨・除骨技術、食鳥処理装置・システム、食肉処理装置・システムな
ど）及び冷凍、冷蔵倉庫冷却設備（冷凍・冷蔵ユニット製品、フリーザ
ー・解凍装置など）の紹介
 当社のロシアビジネスは、1960 年にロシアから多くの大量冷凍機を受注し
たことが海外事業のはずみとなった。現在のロシアビジネスはカムチャツ
カ等極東地域を中心に、大きく飛躍を遂げている。
 今後のロシア（極東）におけるビジネスチャンスに関しては、カムチャツ
カ、サハリン、そして沿海地方における海産物の品質を保存できる冷凍イ
ンフラ基盤整備ビジネス、冷凍船の近代化ビジネス等を、地域マーケティ
ングを考慮し、戦略的に考えている。
 当社は、極東からモスクワのコールドチェーンの整備により、極東で取れ
た水産物をモスクワに輸送・販売し、またモスクワで取れた野菜・果物を
中央アジアも系由して、極東地域で輸送・販売、加えてウラジオストクか
らの輸出までのサプライチェーンを構築しようとしている。
 水産物、農産物にそれぞれ最適な冷蔵・冷凍庫、フリーザー等を売るロシ
ア事業展開を拡大したく、ウラジオストクではエンジニアリング及びサー
ビス拠点として現地法人を設立し、イニシャルコストの高さを凌駕でき
る、ランニングコストの安さ、サービスのきめ細やかさで勝負するビジネ
スモデルを拡充。

２．三興メイビス株式会社営業第一本部営業第一部リーダー 荒木 浩様
演題

ロシア極東の水産業における事業機会と制約

講演都市

東京（6/30）、札幌（7/3）

講演要旨

 ロシア・中国・東南アジア等で事業展開。ロシアでの事業は 70 年にわた
り、現在、輸入としてロシア産水産物、カニ類、エビ類、鮭鱒、魚卵など
のほか、輸出としては水産関連設備、建資材、機械部品などを扱ってい
る。
 ロシアの水産業は、食肉不足に悩む旧ソ連において国民に肉に代わるタン
パク源として発展し、遠洋漁業が主で、船上で水産加工も行う、その当時
としては理にかなったものであった。
 1992 年のソ連崩壊に伴い、経済混乱・ハイパーインフレが起こり、民営化
された企業、公団、コルホーズのほぼ全てが倒産した。ロシアの水産業
は、全て前払いで現金払い、技術指導料未払い、出漁前に操業資金の貸付
を求める等、非常に取引先としてリスクが高くなり、現在でもその影響を
引き摺っている。
 ただし、現在ではロシア水産業も、①国内市場の拡大、②企業が極東の会
社を買収、③特にサケマス漁業、加工に積極的に投資が行われ、漁具や 加
工・ 冷凍設備の更新が積極的に行われている、④国外（中国・韓国）の買
い付け能力が高まっているなど変化・良い兆しを見せている。
 一方で、課題としては、①全額前払い決済条件、②検品・商談の難しさ、
③クレーム対応できない、④輸出手続き・輸送に時間がかかる、④生産管
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理制度の未整備、⑤未発達な沿岸魚種が多いこと等が挙げられる。

３．株式会社 JSN ロシア経済情報誌「週刊ボストーク通信」、「月刊ロシア通信」編集長 河尾
基様
演題

ロシア極東水産ビジネス実践主体として事業と直面する課題

講演都市

東京（6/30）

講演要旨

 ロシアの水産業統計に基づくと、スケソウダラとサケマスを扱う業者が大
手で投資にも積極的。特にロシア国内西部では輸入品のシェアが大きく、
輸入代替が課題。
 極東に関しては、輸出量は 1 位沿海地方、2 位サハリン州、3 位カムチャツ
カ地方で、これらの地域ではそれぞれ水産物流に関する投資事業が計画さ
れている。MSC 認証取得も増加。ただし、水産物加工に関しては、未知数
の面も多い。
 日本企業のビジネスチャンスとしては、①物流・取引システム（冷蔵倉庫
（設備、ロット管理技術）、低温物流輸送機器（貨車、コンテナ）、卸売
市場（電子取引システムとの連携））、②加工機械、③サバ・イワシ、コ
ンブ、イカ、魚粉の資源開発・商品化、④ホタテ、ナマコの養殖の国内販
売・三国間貿易、⑤M&A 等が考えられる。
 一方で、制約要因としては、①財務面の不安（経済危機による購買力の低
下と投資繰延べ需要、与信と担保）、②行政の圧力、③情報不足、④ロシ
ア水産ビジネスのイメージの悪さ、⑤高付加価値化が市場ニーズに受容さ
れるか、等が挙げられる。

4-1-3 東京セミナーの議事内容
東京セミナーでは、講師 3 名と NRI のモデレーターによるロシア極東の水産・物流ビジネスにお
ける課題についてのパネルディスカッションを行った。以下は、その要旨である。
NRI：
 各社から、ロシア極東ビジネスにおける目標や望ましい姿、課題及び課題解決に向けた要望
についてお聞きしたい。
株式会社前川製作所：
 ドイツ系及び米国系に、世界的な競合メーカーが存在している。前川製作所には、ロシアで
No1 の会社となる目標がある。現在、世界各国に自社のサービス拠点を置いているが、ロシ
ア拠点はモスクワのみ。まずはウラジオストクに拠点を創設し、中央アジアやノボシビルス
クに拠点を拡大したい。
 課題は、主に次の 2 点である。1 点目は、日本から極東に水産用の設備を出す場合、日本の
規格に合わず、金を掛けて認証が必要であること。小さなコントロールパネルを出すのにも
苦労している状況である。GOST 規格ではなく、国際認証の導入を依頼したい。2 点目は、
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技術者が少なく、冷熱について教えられる学校が少ないこと。納入後のフォローのために、
人材育成から着手する必要がある。
 要望事項としては、現在ウラジオストクで 10 件ほど冷蔵庫納入の話があるため、日本から
の融資、JBIC の活用、2 ステップローンなどを要望したい。また、冷蔵庫事業に限らず、
高価格の日本製品のロシア極東への導入には、金融支援が不可欠である。日本の中古車は、
中国製の二倍の価格である（現在、ウラジオストクの自動車の 90%は日本中古車ではある
が） 。日本政府、ロシア政府からの、ファイナンス面での対応を希望する。9 月にパイロッ
トプラントを納品する予定。具体的案件になるように短期間で対応したい。
三興メイビス株式会社：
 ロシア極東で漁獲される魚種は、北米・アラスカとほぼ同じであり、ロシア極東における水
産ビジネスが発展すれば、アラスカと同様の位置付けとなる可能性もある。但し、全てがオ
ープンになり、特殊性がなくなると、三興メイビス社の存在価値が危うくなるかも知れない。
現在大手商社も含め、ロシアで漁業の直接取引はしていない。専門商社を経由する必要があ
る。
 課題としては、決済の問題がある。契約すると即日支払が求められる。支払後に船積みされ
るが、数週間～1 ヶ月程度のタイムラグがあり、この間の信用保全はない。こうした決済の
問題の理由は、一つはロシア国内企業間取引でも同じ条件（cash and delivery）であること。
もう一つは、ルーブルの為替が不安定で、為替リスクの回避のために短期決済が求められる
こと。
 ウラジオストクの冷蔵庫は老朽化しており、保管・管理の状態が悪い。また、ロットが判ら
ない、先出しが出来ない。コンテナ船ではなく、在来線の運搬によっている。500 トン～
3000 トンのロットが基本であり、小ロットの需要には応えられていない。
 また、商談が短期的オークション形式。技術指導・ノウハウ提供をしても見返りがない。三
興メイビス社も特に示唆・指導を出していない。指導しても、オークションに掛けられるた
め、利益にならない。今後の水産物貿易の円滑化には期待したい。
株式会社 JSN：
 投資事業であれば、長期漁獲枠が重要。ロシア政府では、5～7 年の間に 100 隻の漁船を建
造予定（サンクトペテルブルク附近の造船所等）。流れとしては、大手集約が進んでいる。
冷凍設備などの高付加価値化の余地は大きく、大手企業との取り組みが望ましい。
 課題としては、市場が特殊だが、商社の役割が、金融決済リスクの負担だけでなく、スキー
ム・技術の提案を取りまとめ、オールジャパンのような（決済・サービス含め）形が望まし
い。市場も固まってきており、上記のチャンスはある。
 要望としては、ロシア側のビジネスモデルは、理想化されすぎている感もある（電子決済に
よるミドルマン排除など）。こうした認識の齟齬については、現場の人間が入って、地に足
の着いたビジネスとすべきである。
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4-1-4 札幌セミナーの議事内容
札幌セミナーでは、講師 2 名と NRI のモデレーターによるロシア極東の水産・物流ビジネスにお
ける課題についてのパネルディスカッションを実施した。以下は、パネルディスカッションの要旨
である。
NRI：
 各社から、ロシア極東ビジネスにおける目標や望ましい姿、課題及び課題解決に向けた要望
についてお聞きしたい。
株式会社前川製作所：
 ドイツ系及び米国系に、世界的な競合メーカーが存在している。前川製作所には、ロシアで
No1 の会社となる目標がある。現在、世界各国に自社のサービス拠点を置いているが、ロシ
ア拠点はモスクワのみ。ロシア・諸国で拠点を拡大したい。
 課題は、大きく次の 3 点。1 つ目は、ロシアの国自体の問題として、規格・規制に関する問
題。ロシアでは GOST 規格が標準であり、日本の JIS や欧州規格が使えない。また、自然
冷媒については、監査が厳しく、書類・現場審査・エンジニア雇用などの対応が必要。また、
アンモニアへの厳しい規制も撤廃して欲しい。2 つ目は、研究施設・大学が機能していない
こと。産業冷却設備を学ぶ学生がいない。3 つ目は、支払条件。後払い・分割払いなど、競
合動向も勘案しリスクを取る必要がある。
 要望としては、日露政府双方に対して、次の 3 点がある。1 点目は、日本の技術・安全性を
アピールして欲しい。2 点目は、ロシアにおける人材育成の推進。3 つ目は、公的資金の活
用方法の検討。契約条件で欧州・中国に負けないような金融支援が必要である。
三興メイビス株式会社：
 一番の問題は、日本の水産加工業者にとって、ロシア産が主力の原料ではないということ。
その理由は、供給が不安定であるため。この点がアラスカと全く異なる。ロシア海域で取れ
る魚種は北米の魚種と同じだが、北米では、日系企業が存在し、安定供給できる。
 日本側の視点では、ロシアは補完的な存在。ロシアから見れば、日本以外にも売る場所があ
る。双方の考え方が噛み合っていない。また、ロシア企業の株は購入することが出来ないた
め、経営に参画できない。
 洋上ですり身・フィレ加工ができないのは、ロシアの漁獲枠管理制度が、漁獲量ではなく、
製品の製造量で判定するため。このため付加価値化が進まず、ロシアで魚の加工場が出来な
い。
 生産面では、労働量（個人漁師）が足りないため、魚の供給源を捻出できない。日本側から
も、漁具・漁船の輸出は規制が厳しい。また、魚をとってもロシアの市場で売るのが大変。
卸売市場もない。取れた魚を値付けして販売する、という問題が解決しないとできない。
NRI：
 上述のような問題の多いロシア極東で事業を続けるのはなぜか。
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三興メイビス株式会社：
 先ず第一に、ロシア極東では魚が多く、品質も高い。また、ロシア人自体には親しみが持て
るという面もある。決済の問題も、長年の付き合いで信頼できる人とであれば上手く行く
（逆に信頼家関係に依存せざるを得ないともいえるが）。

4-2

第 2 回国内セミナー（農業・畜産及び物流）

4-2-1 実施概要
第 2 回国内セミナーは、「ロシア極東における農業・食品加工及び物流関連事業の機会と課題」
をテーマとして、2017 年 9 月 14 日(木)に東京で開催した。
本セミナーでは、今後日本企業にとってビジネスチャンスが期待される、ロシア極東の農業・食
品加工及び物流事業をテーマとし、ロシア極東の投資環境に関する情報提供及び関連事業者による
講演・パネルディスカッションを実施した。
図表 72 第 2 回国内セミナーの実施概要
第2回 東京セミナー
日時

2017年9月14日(木) 9：30～12：00

場所

株式会社野村総合研究所本社 29F 大会議室14番
住所：東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ

テーマ

ロシア極東における農業・食品加工及び物流関連事業の機会と課題
1.

冒頭挨拶 農林水産省大臣官房参事官 柱本様 （5分）

2.

NRI発表（「ロシア極東TORにおける農業・食品加工関連情報の提供」）（25分）

3.

講師2名による講演（50分）
 ㈱日新 尾関様（「ロシア物流の現状と課題」）（25分）
 ㈱メロス 小倉様（「ロシア極東の農業・食品加工における投資機会」）（25分）

セミナー内容 －小休憩－（15分）
1.

パネルディスカッション（45分）
 講師2名及びNRIモデレーターによるパネルディスカッション（仮題「日露農業・食品
加工ビジネスの促進に向けた現状と課題」）（25分）
 質疑応答（20分）

講師

2.

企業アンケート（10分）

•
•

株式会社日新 国際営業第一部 ロシア・CIS室長 尾関 誠様
株式会社メロス 代表取締役 小倉 千沙様

出所）NRI 作成
4-2-2 講演内容
本セミナーでは、2 名の外部講師より講演を実施していただいた。以下、各講師の講演内容の要
旨を記載する。
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１．株式会社日新 国際営業第一部 ロシア・CIS 室長 尾関 誠様
演題

講演要旨

「ロシア物流の現状と課題」
 会社概要：

当社は 1938 年設立。世界 23 ヶ国に拠点を有し、国内では 113 営業所及
び 33 社のグループ会社を保有。

1989 年にモスクワ駐在員事務所、1997 年にアルマティ駐在員事務所、
2005 年にロシア日新（現法）を設立。現在、海外 31 現法（2 事務所）を展
開している。物流企業としては、ソ連時代に駐在員事務所を出したのは同
社が唯一。

国際食品物流としては、海上輸送は輸入を主体に、航空輸送は輸出入と
もに行っている。海上の輸入品は乳製品、酒類、穀物、冷凍水産品が主
体。取扱量は約 10 万トン/月。航空輸出入では、青果、加工食品、水産品が
主体であり、取扱量は約 500 トン/月。
 ロシア物流の課題：

ロシア鉄道ではリーファーワゴンを使ってロシア国内の輸送を行ってい
る。なお、ロシア国内でリーファーコンテナによる鉄道輸送が一般的にな
ったのは、2000 年以降。1 ワゴン当たり 60 トン積載、ジェネレーターワゴ
ン 1 両の前後に 2 ワゴンずつ連結して計 5 ワゴンを 1 セットとして編成さ
れるため、相当量の貨物がないと採算が取れない点が課題。

日本から中国の連雲港を経由して中央アジアまでの鉄道輸送を行うチャ
イナランドブリッヂ（CLB）のルートも存在する。なお、このルートで
は、阿拉山口・ドスティック、ホルゴス・アルティンコリの 2 つの国境で
は、軌道が異なるため、中国の貨車から CIS の貨車へ積替えが実施され
る。

ロシアにおける輸入通関では、無償貨物においても、ほぼ有償貨物と同
等の書類を求められる。また、ロシアの通関料は欧米などの諸国に比較し
て高い傾向がある。その原因は主に以下の 4 点。

①政府が価格を規制していない、②経済が安定しておらず、マーケット
相場出来上がっていない、③ロシアの通関業者はライセンス保持に高額な
デポジットが必要である、④ロシアの通関料には VAT（18%）が掛かる。

２．株式会社メロス 代表取締役 小倉 千沙様
演題

講演要
旨

「ロシア極東の農業・食品加工における投資機会」
 食品加工の事業環境：
 ロシア極東の人口は引続き減少傾向にあり、2050 年には 400 万人まで減少す
ることが予想されているなど、経済状況は厳しい面あり。その中で、農林業の
重要性は高まっている。
 極東の農業・食品市場における事業機会は、輸入代替と将来的な輸出市場。輸
出産品としては、大豆、水産物が重要な品目。
 食肉：極東は食肉のうち、約 7 割をヨーロッパ・ロシア及びアジアの他地域か
らの輸入に依存している。極東の食肉生産は全体的には低調に推移してきた
が、沿海地方の豚肉生産は拡大傾向。
 養豚：数万頭規模の経営が拡大し、飼料作物生産も増加。ハム・ソーセージな
どの加工企業も多く、輸入原料から現地生産への代替の動きあり。養豚業界は
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大型投資を惹きつけており、今後 2～3 年で 2 倍以上に拡大する見込み。
 大豆：ロシア極東で生産された大豆は、大部分がヨーロッパ・ロシアに輸送さ
れている。大豆生産量はアムール州で大幅に増加、2013 年の洪水による生産量
減少後、急速な回復を実現。
 事業遂行上の課題：
 大豆：ヨーロッパ・ロシアへの輸送に際し、2012 年時点以降適用されている、
大豆及び大豆飼料を極東連邦管区から他の連邦管区に 1,100km を超えて輸送
する場合、50％の割引レートが今後も継続するかどうかは重要な論点。
 その他極東での農業・食品産業での課題：露中関係の進展に伴い、ロシア極東
では中国からの農業・食品産業投資も拡大しており、「一帯一路」戦略によ
る、インフラ整備と民間投資の促進が加速。中国による対露農業投資は、沿海
地方及びユダヤ自治州を中心に、大豆、トウモロコシ、水稲耕作主体で行われ
てきた経緯あり。
 日本企業への事業機会：ロシア極東の輸入代替産品としては畜産物、野菜、穀
物が、ロシア極東からの輸出機会としては大豆関連、穀物・牧草が、有望な分
野。リスクとしては。
 前者では、人口減・内需減、経済制裁対抗措置としての禁輸、ロシア政府によ
る内国企業への補助金、及び中国産産品等との競争。
 後者については、ルーブル安、家畜疾病対応、小麦に係る輸出税等。
4-2-3 議事内容
本セミナーでは、講師 2 名と NRI のモデレーターによるロシア極東の農業・食品加工・物流ビジ
ネスにおける課題についてのパネルディスカッションを実施した。以下は、パネルディスカッショ
ンの要旨である。
NRI：
 ロシア極東における農林水産業、食品加工、物流などの事業機会について、まず伺いたい。
㈱メロス：
 コールドチェーンが必要とされる産業では、畜産物、乳製品及び水産が重要になる。水産に
ついては、禁輸が継続しているため、サーモンなどの養殖業を極東で行い、ヨーロッパ・ロ
シアまで持っていくという流れ・流通の可能性があるのではないか。
NRI：
 ロシアにおいて物流で取扱われている主品目は何か。
㈱日新：
 約 9 割が日系企業である。自動車関連産業、化学産業などが多いが、農薬も含まれる。農薬
については、黒海経由で輸送している。
 危険品のシベリア・ロシア極東からの輸送は、パーミッション（輸入許可証）が必要で、こ
れを取得するのに書類も非常に多く、また待たされる時間も非常に長く、課題となっている。
 一方で、シルクロード物流（カザフスタン、ウズベキスタン）も手がけており、ここでもコ
ールドチェーン面での課題はあるが、これまでのノウハウで、税関上のトラブルは最小限に
することは 3PL として可能である。
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NRI：
 ロシア・CIS 諸国関連の引合いは、直近では増えているか。
㈱日新：
 問合せ自体は増えており、取り扱いも昨年から徐々に増えつつある。
 コールドチェーンに関しては、リーファーコンテナが存在したが、なかなか積荷の量が増え
ないという課題があり、必要ではありながらも、経済的な採算性が取れない。また中国「一
帯一路」の政策上の問題もあり、非常に関税が高い。ドキュメントの絶対量が非常に多く、
ロシア語で書かなければならない等の課題は、日本と比べると大変だと感じざるを得ない。
NRI：
 農林水産・食品分野で、今後投資がどうやったら増えるのかご意見を伺いたい。
㈱メロス：
 政治、為替等の経済的不安定性が多い。これまでは、協定等の合意が行われても立ち消えに
なった問い事例も多と聞いている。こういう「朝三暮四」政策をやめる必要がある。
 ロシア極東では、温室での果物・野菜、乳製品及び大豆・豚肉については、事業可能性は高
いが、日新が講演されたように、物流が地方と地方の間で物理的距離の長さもあり、コール
ドチェーンが存在せず、物流コストが非常に高い（製品原価の 20％～25％）ことがネック
となっている。上記の背景から、付加価値のある製品を作らざるを得ないので、輸出拠点と
しての位置づけが強まってくるであろう。
 今後、経済協力プランに従って、継続的に経済協力ができるプラットフォームが大事である
と考える。
NRI：
 投資・出資の判断に、日本企業は一般的に時間がかかり、手をこまねいていると、中国系企
業に市場を席捲されるのではないか。日本企業が持っている、チェックリストを全てクリア
しないと、投資・出資しないという傾向を拭って、柔軟に対応するなど、ある程度の判断軸
を持った上でリスクも許容するべきだと、私見では思う。
㈱メロス：
 事業機会の観点では、気候変動が、ロシア極東の農業にはプラスになるかもしれない。その
中で日本企業がとれるリスクの幅も広げていく必要がある。ビジネス環境が順風という状況
ではない中でも、他のアジア企業は成長している。ロシア極東の他にも、ロシアの他地域も
視野に入れながら検討すべきではないか。
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第5章
5-1

官民ミッションの派遣

第 1 回官民ミッション

5-1-1 実施概要
第 1 回官民ミッション派遣は、2017 年 7 月 24 日(月)～7 月 28 日(金)の日程で、ロシア極東のウ
ラジオストク及びカムチャツカにおいて、水産・コールドチェーン関連分野を対象に、①ウラジ

オストク自由港・先行発展領域（TOR）の視察・意見交換、②地方政府の訪問・意見交換会、③
現地生産・加工現場の視察などを行った。
ウラジオストク及びカムチャツカの両行程を合わせて、農林水産省及び政府機関・民間企業から
計 26 名が参加した（事務局の NRI を除く）。
第 1 回官民ミッションの日程及び訪問先の概要は、下表の通りである。
図表 73 第 1 回官民ミッションの日程及び訪問先概要
地域

日程

7 月 24 日
（月）

訪問先
午前 極東発展公社

ウラジオストク自由港・極東 TOR（先行発
展領域）で計画・期待されている水産関連
事業の情報源。投資・輸出の相談窓口。

魚市場建設予定地
（Tsesarevich
Embankment）
午後 ウラジオストク漁業港

ウラジオストク市内に建設予定の魚市場。
ウラジオストク漁業港では、4 万トン冷蔵
庫建設プロジェクトの導入計画がある。

水産養殖場“Russkaya
Marikultura”

ウラジオストクの最南端ルースキー島で、
ホタテやナマコ等の養殖を手掛る。

D. Bochkaryov 副知事
表敬訪問

－

極東海洋研究所
（FEMRI）

養殖、水産業、科学等様々な基礎・応用研
究を行う。

午後

日露官民円卓会議（場
所：極東海洋研究所）

日本と沿海地方の政府機関及び民間企業者
が一堂に会し、意見交換。

午前

移動（ウラジオストク
からカムチャッカ）

－

午後

カムチャツカ州政府及
び TOR 代表者面談

カムチャツカの先行発展領域の説明等

午前

カムチャツカ州開発公
社での官民円卓会議

日本とカムチャツカ地方の政府機関及び民
間企業者が一堂に会し、意見交換。

Seroglazka ターミナル

カムチャツカの水産物流ターミナル。

ウラジオ
ストク

7 月 25 日
（火）

7 月 26 日
（水）
カムチャ
ツカ
7 月 27 日
（木）

概要

午前

午後 “Lenin‘s Collective
Farm”社（水産加工業
者）
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白身魚の他に、サケマスも扱い、缶詰（魚
介類、スープ用）等加工食品も生産。

移動（ペトロパブロフ
午前 スク市からカムチャツ
カ西岸へ）
“Peoples of the North”
社（水産加工業者）

7 月 28 日
（金）
午後

－
大手サケマス加工工場。比較的新しい設備
の導入。

Loyd Fish 社（水産加工
白身魚・サケマスを扱う水産加工会社。
業者）
“Ozerki”（サケマスの孵 多くの槽で魚卵を生育させ、大きくなる
化・養殖場）
と、川で放流する仕組みを整備。
出所）NRI 作成
図表 74 第 1 回官民ミッションの参加者一覧
行程

所属

ｳﾗｼﾞｵｽﾄｸ
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
－
○

ｶﾑﾁｬﾂｶ
○
○
○
－
○
○
○
○
○
－
－
－
○
○

株式会社日本精米

○

○

TRM Co.Ltd

○

○

農林水産省
在ウラジオストク日本国総領事館
在ロシア日本国大使館
三井物産モスクワ（有）
双日株式会社
丸紅株式会社
横浜通商株式会社
株式会社ふくや
株式会社前川製作所
株式会社北海道銀行
渡島信用金庫
南北海道地産物流協同組合
株式会社北洋銀行
株式会社喜代村

5-1-2 訪問結果概要
以下、各訪問先における議事の概要について記載する。
1） ウラジオストク
極東発展公社
日時

2017 年 7 月 24 日（月）10:00～12:00

内容

極東発展公社の概要紹介、TOR、ウラジオストク自由港に関する説明、ロシア極
東水産事業の概要紹介

組織概要

•

TOR・ウラジオストク自由港を中心とする投資環境整備・投資支援を担う極
東発展省傘下の機関
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【日本企業による投資への期待】
 2017 年、水産物資源全体の 2 割を、外資漁獲企業に開放。投資企業が資源確
保の実現を表明すれば、資源全体の 53 万トンが与えられる。内、35 万トン
の漁獲枠については、ロシアの造船企業に船を発注する必要がある。但し、
造船作業の段階で日本の技術導入は可能。発注・造船施設の建設において
は、ロシア側パートナー探索支援が提供される。当該プログラムの漁獲枠の
有効期間は 15 年間。
今後の方針／  水産養殖部門においては、ロシア政府による投資の規制は存在しない。外国
課題・要望
企業が漁獲した魚の加工のみの場合には、規制は存在しない。また、加工工
場の建設で TOR 等の希望があれば、全面的に支援する。製品を日本に輸出
しても構わない。
 2017 年、水産養殖の為の水域が、7 年ぶりに国から提供されることになっ
た。該当水域の数は多いため、入手可能性は高い。総面積は 15～20 万 ha。
今年だけでも、25,000ha が販売された。（「販売」とは、利用権利の販売を
意味する。実際には、当該水域の 25 年間の賃貸料の一括支払）水産養殖の
可能性としては、沿海地方だけでも 35 万 ha を利用可能。
ロシア極東地域の発展に向け、以下の 4 機関が設立された：
 極東投資誘致・輸出促進エージェンシー：外国企業からの投資誘致サポー
ト
 人材開発エージェンシー：投資企業のために人材の提供・教育
 極東開発基金：投資者に対する低利融資
 極東開発公社：特別制度の運用、プロジェクトの進捗管理
• TOR 及びウラジオストク自由港への入居者に対しては、一部の税金免除・減
免が行われる。税制優遇の他にも、行政優遇（登録・手続の簡易化、外国労
働力導入への許可）がある。
• 商業用の魚種は、以下の 3 種に区分される：
1. 漁獲枠が存在する魚介類：サケマス、スケソウダラ、ホッケ、ヒラメ、オ
ヒョウ、カラスガレイ、カニ、ウニ
2. 漁獲枠がない魚介類：サンマ、イワシ、アジ、サバ
3. 魚以外の水産資源：帆立、海鼠、牡蠣、ムール貝
• 魚卵の輸出は約 90％がプサン経由。魚卵及び内臓の輸出ルートの変更（例え
ば日本への直接輸出）は不可能ではないが、現状、手続的には困難である。
•

その他情報
提供

写真

2017.07.24
極東発展公社との意見交換会

71

魚市場建設予定地（Tsesarevich Embankment）
日時

2017 年 7 月 24 日（月）13:20～13:50

内容

建設予定地視察、現地政府との意見交換

•
•
魚市場建設予 •
定地概要
•
•

今後の方針
／課題・要
望

対応可能来客数が 1 日 500 人～千人程度の販売スペース
魚料理店を含む外食企業の誘致
沿岸部で操業し、魚市場の敷地内にあるバースを拠点とする小型漁船団（2、
3 隻）
魚及びその他の水産物加工を行う、生産能力約 1 日 1.5 トン/日の生産施設
1 千トン以上の製品の貯蔵能力を持つ中度・高度の冷凍用の冷蔵施設

【日本企業による投資への期待】
• 冷蔵・冷凍設備の業者は現在選定中で、日本の事業者の提案については期待
が大きい。
• 手続的には入札に入れる段階だが、日本企業に参加して欲しいため、条件・
基準等を調整している。まだ公募を急いでいる段階ではない。日本は魚市場
建設の経験が豊富であり、参加に強く期待している。現状のゾーニング案に
対する意見・提案も欲しい。
• コンセッション形態で入りたいという意向を示しているロシア企業があり、
そのリストは提供可能。但し、決定は入札段階まで確定しない。
• 通関に関する権限は連邦・地方政府及び農業食品検査機関の管轄の為、直接
の関与はできないが、通関に関するアドバイスはできる。なお、自由港には
保税特区があり、入居者資格を得れば通関手続は簡略化される。優遇措置は
副首相の管轄である。なお、この魚市場は自由港の一部だが、保税特区の対
象となるには別途申告が必要である。

写真

2017.07.24
ウラジオストク魚市場建設予定地視察

ウラジオストク漁業港（JSC Vladmorrybport）
日時

2017 年 7 月 24 日（月）14:30～15:20

内容

担当者との意見交換、港湾設備見学

企業概要

•

1938 年に設立されたロシア極東で最初の漁港。1980 年代になって、水産物
の積替え港となった。ロシア極東の他の魚港は、ナホトカ、ザルビノ港。
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•

•

•

今後の方針
／課題・要
望

2016 年の貨物取扱量は 333 万 5,000 トン。2015 年度比で 35%向上。この
内、水産物の取り扱いは 32 万 7,000 トン（接岸して陸揚げされた量）。ロ
シア国内で第 1 位。
漁港の中には、11 箇所の埠頭がある。岸壁の総延長は 2,200m。その内特定
の貨物特化の埠頭と、多目的の埠頭がある。漁港施設としては、野外保管可
能の貨物も、貯蔵設備が必要な貨物も両方扱える。
2015 年から、コンテナターミナルがフル稼働を開始。喫水 10.1m の水深ま
で接岸可能。最深部がコンテナターミナルとなっている。年間のコンテナ取
扱量は、ウラジオストクは極東で第 2 位。1 位はウラジオストク貿易港。処
理能力は年間 500 万トン。2016 年の貨物取扱量 333 万 5,000 トンよりも増
加させる投資を行う予定である。

【日本企業との協業】
• 日露間のビジネスに関連する提案が増えているが、大部分は水産業に関する
ものである。水産業に関わる業者の紹介は可能である。
• 農業関係・林業関係の貨物を取扱っているが、近年これらの貨物はコンテナ
となっており、日本に輸出されている貨物もある。具体的な事業・提案は歓
迎する。
• 漁港会社のため、穀物の取扱量は多くないが、長期的に取扱う穀物取扱業者
があれば、取扱いを協議したい。
• 沿海地方の穀物企業「スンマグループ」の穀物計画がある。数千万 RUB の
投資規模になる。鉄道の拡大も検討されている。これが実現すれば、東南ア
ジア等に小麦などを輸出することも可能になる。
• 現在、木材製品、鉄鋼産業の原料、濃縮鉱石等をコンテナで日本に輸出して
いる。日本への輸出拡大に関して障壁を作るつもりはない。日本向け貨物は
優先的に通過させるつもりである。
• 現在港の敷地内で冷凍冷蔵保管施設が建設されており、実現すれば水産物の
オークションへの条件が整う。是非実現したい。

水産養殖場“Russkaya Marikultura”
日時

2017 年 7 月 24 日（月）17:15～18:15

内容

養殖場見学、試食会・意見交換会
•
•

企業概要

•
•

•

Antey という大手グループ会社に所属。同グループは日米両国企業とも長く
連携している。
親会社はカニの大規模事業者。他の事業としては、ベニサケ・カラフトマス
の漁獲、カレイの輸出などを行う。また、パイロットプロジェクトとして、
ムルモスクに生息するウニの漁獲・輸出を行っている。当該養殖場でも、一
区画でウニの養殖事業も開始した。
現在の生産量は、帆立 200 万個であり、2019 年には 180 万トンの生産を想
定している。他には、海鼠の養殖も行っている。
水産養殖事業の開始に当たっては、養殖用水域の入札に参加予定。更なる大
規模化を目指している。なお、当同社はウラジオストク自由港の入居者でも
ある。入居者資格を得ると、輸入においても優遇措置の対象となる。
現在 7,000 個の養殖設備を保有。牡蠣・帆立貝を生産している。
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2017.07.24

2017.07.24

↑ルースキー島の養殖場で
は、帆立、海鼠などの生産
状況が紹介された

写真

2017.07.24

←同養殖場で取れた海産物
が参加者に振舞われた

ルースキー島養殖場の視察

極東海洋研究所（FEMRI）
日時

2017 年 7 月 25 日（火）10:00～11:30

内容

極東海洋研究所（FEMRI）概要紹介、ロシア側出席者によるプレゼンテーション
（①ロシア極東における水産分野の事業環境、②ロシア極東における水産物流の
概要）、質疑応答
•

組織概要

•

同研究所はロシア政府傘下の海洋研究所であり、主に構造物設計等を行って
いる。
設立から 90 年以上の歴史を持つ。全ての港の建築に関わっていたため、港
の建築に関する蓄積は多い。

【日本企業との協業】
 ロシア極東では、水産養殖の経験のある会社が必要になる。現在 2 つの会社
今後の方針／
がるが、経験は十分ではない。成長サイクルが実現できておらず、商品はロ
課題・要望
シア向けのみであり、世界市場への経験がない。世界中で経験を有する日本
企業の経験を活用して欲しい。ロシア側パートナーの探索には協力する。
•

その他
情報提供

•
•

2014～2015 年に TINRO と NRI がコンソーシアムで、水産業コンプレクス
の建設を検討した。コンテナターミナル、貨物積替え施設を建設可能である
と考えており、立地を検討している。
現在の資源の潜在力を考えると、ロシア極東南部（沿海地方、ハバロフス
ク、サハリン州）350 万トン/年の漁獲量がある。
雇用創出の面でも、ロシア全国で最も潜在力のある地域である。海洋クラス
ターの創出を目指すことが必要である。沿岸に分散させるか、集中させる
か、2 つの考えがある。

沿海地方官民合同会議
日時
内容

2017 年 7 月 25 日（火）12:00～14:00
•
•

沿海地方政府代表者及びロシア現地企業（漁業・養殖・港湾）との面談
議事内容：日本企業プレゼンテーション、ロシア側プレゼンテーション（①
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JSC "Nakhodka Sea fishing Port"、②LLC"Company Aquaholod"、③
Antey Group、④LLC "Sea Port in the Troitsa Bauy"）、質疑応答

ロシア側の
要望事項

 水産分野における新しいパートナーを探している。冷蔵設備・水産加工工
場・養殖場を特に重視。協力したい方がいれば、情報交換したい。
 スルメイカ漁用の漁船がなく、漁民の経験もないため、スルメイカは漁獲で
きていない。日本から専門の漁船を提供している企業があれば紹介して欲し
いが、その漁船を持ち込めるかどうかは分からない。ロシア海域であれば、
漁獲は可能と思う。

日本側の提案

 ロシア極東の水産物をフィレ加工した後、トンネルフリーザーで冷凍⇒ウラ
ジオストクの 4 万トン冷蔵庫に保存⇒ロシア及び海外への輸出、というバリ
ューチェーンを実現したい。
 スケソウダラの冷凍・解凍が繰り返されると品質が下がるため避けて欲し
い。また、明太子の塩蔵を早期に行って欲しい。
 スケソウダラ、イカ、サケを日本向けに適正価格で販売して欲しい。

その他
提供情報

【ナホトカ港の概要】
• ナホトカ港は、プリモリエ 1、シベリア鉄道、シルクロード、北極海ルート
が集積する不凍港である。
• 面積は 33.5ha。岸壁の総延長は 1,271ｍ。実際に使っている冷凍保管倉庫の
容積は 6,600 トン。港に入る船の水深は 8.8m。20、40 フィートのコンテナ
がある。リーファーコンテナも使用可能。
• また、港の近く（15km）には、75ha の養殖場用地がある。帆立、海鼠、昆
布が生産可能。道路も整備されている。2018 年から利用される予定。
【ウラジオストク魚市場】
• 休憩スペース、展示スペース、子供用スペース、喫茶、レストランを設け
る。ウラジオの名所になる可能性が高い。概観はエイの形であり、尻尾はメ
インストリートまで続く回廊となる見通し。
• 内部構造としては、2 階建て。面積は 5,545 平米（テラス、尻尾部分を含
む）。建物周辺から、車でも入れる。消防車も入れる。市役所附近の緑地整
備の計画に応じて、魚市場でも緑地整備を行う予定である。コンセッション
の協定に応じて改修は可能。
• 建設期限は 24 ヶ月。開始は来年 1 月 1 日。投資総額は 8 億 8,000 万 RUB。
Aquaholod 等が 2 億 400 万 RUB を出資。残りの 70%は金融機関などから調
達予定。
• 2020 年まで純利益 2,300 万 RUB を、2030 年まで純利益 1 億 4,000 万 RUB
を見込んでいる。コンセッション協定終了から、2047 年の利益総額は 2 億
2,500 万 RUB。2032 年までに完済が可能で、投資額は 7 年で回収可能の見
通し。
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2017.07.25

2017.07.25
ロシア企業によるプレゼンテーションの様子

写真

FEMRI（極東海洋研究所）会議室において、午前中にFEMRIとの
会議が、午後からは沿海地方政府を交えた官民円卓会議が開催さ
れた。
FEMRIからは、ロシア極東における投資優遇措置の状況説明や、
交通・港湾インフラの整備を通じた水産バリューチェーンの発展に
関する発表が行われた。

2017.07.25

官民円卓会議では、日露双方の企業からのプレゼンテーションが実
施され、ロシア極東での最新のプロジェクト動向や、日本側のニー
ズ・シーズについて意見交換が行われた。

日本企業によるプレゼンテーションの様子

沿海地方政府との官民円卓会議

2） カムチャツカ
カムチャツカ地方政府担当者面談
日時
内容

2017 年 7 月 27 日（木）16:00～17:00
•
•
•

カムチャツカの概要紹介及び日本への期待
日本側参加者による自己紹介
カムチャツカにおける行程の説明

•

カムチャツ
カの概要紹
介／日本へ
の期待

日本とカムチャツカは交流の歴史が長く、業務的な関係も深い。近年、一連
の訪問団が来訪し、具体的な経済協力分野についての話し合いや、具体的プ
ロジェクトも進んでいる。
• 一例が、「ウスカムチャツカ」での風力発電所の建設。この町は送電線から
離れているが、当該発電所により電力供給が円滑化された。
• 国の政策として、カムチャツカ地方にも経済発展のための 2 つのツール
（TOR 及びウラジオストク自由港）が導入され、発展が促されることを期待
している。
• 両国間の経済協力の中の主力分野のひとつは、観光分野であると考えてい
る。カムチャツカ地方の観光資源は、ロシア国内のみならず、東南アジアで
も有名である。今後日本の観光客の増加にも期待している。
• 水産分野については、以前より日本企業との協力がある。以前より加工・保
存機械は導入されており、近年の新たな導入もある。また、漁獲量において
は、カムチャツカ地方では年間 100 万トン以上であり、ロシア国内で第 1
位、4 分の 1 以上である。さらに発展する余地がある。
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写真

2017.07.26
初日の会合後に握手を交わす日露代表

カムチャツカ地方官民合同会議
日時

2017 年 7 月 27 日（木）10:00～12:00
•
•

内容

カムチャツカ地方政府代表者及びロシア現地企業（漁業・養殖・港湾）との
面談
議事内容：ロシア側の基本情報提供、議題①「日露貿易促進について」（日
本企業 3 社のプレゼンテーション）、議題②「水産業における物流インフ
ラ」（日本企業 1 社、ロシア側企業 1 社のプレゼンテーション）、議題③
「カムチャツカにおける投資誘致」（カムチャツカ政府担当者〈投資、観
光〉のプレゼンテーション）、質疑応答

ロシア側の
要望事項

 現時点では、カムチャツカの養殖場は、商業目的ではなく資源保全で行って
いるが、日本側から商業利用の提案を歓迎する。カムチャツカの養殖場は日
本の設備を使用している。
 観光分野での日本との協業を進めたい。現在夏季限定の日本とカムチャツカ
の直行便の運行数も増やしたい。

日本側の提案

 スケソウダラの冷凍・解凍が繰り返されると品質が下がるため避けて欲し
い。また、明太子の塩蔵を早期に行って欲しい。
 サーモンの養殖を、ロシアと共同で実施したい。
 水産物の調達・漁具の供給の双方でビジネスを作りたい。
 日本のコールドチェーンの技術を導入し、ロシアの産品の高付加価値化を図
りたい。

その他
提供情報

 カムチャツカ地方の 2025 年までの水産計画の中で、沿岸に水産処理施設を
設けた漁業クラスターの設立を計画している。
 カムチャツカ政府は、養殖業の発展も推進。河川検査を行い、養魚場が建設
可能な 130 箇所の河川を特定。14 箇所の養魚場を設立予定であり、年間 1 万
トン程度の漁獲増加が見込まれる。
 Seroglazka ターミナルを経由して、ペトロパブロフスク・カムチャツキーか
ら横浜への直接輸送が開始される予定。
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2017.07.27
カムチャツカ地方政府での官民円卓会議

Seroglazka ターミナル
日時

2017 年 7 月 27 日（木）13:00～14:30

内容

ターミナル視察
•
•
•

•
施設概要

•

•
•

•

本埠頭は、Seroglazka 社の所有地。2020 年に新埠頭が完成予定である。
“Lenin‘s Collective Farm”社と近接している。また、ノレバという会社集団
も近くに位置する。
ここには、小型の冷蔵保管施設が備えられているが、2019 年末に新保管施設
が完成すると、12,000 トン／月の規模が増え、月に約 20,000 トン、年間で
約 30 万トンも保管できるようになる。
現在 150 台のリーファーコンテナがあり、来年には 300 台に増加する予定で
ある。
魚は捕獲後、冷蔵保管施設に入れられ、その後リーファーコンテナに詰め替
えられ、輸出されることが多い。捕獲後、すぐにリーファーコンテナで輸出
される場合もある。
年間輸出量は、30,000 トンである。
現在の保管倉庫は、-25℃で冷蔵されており、主にタラ、その他タラノヒレ、
スケソウダラが冷蔵保管されている。500 トン保存可能の冷蔵室が 4 室あ
り、計 2,000 トンの保管キャパシティがある。
敷地の総面積は、8.2ha。

写真

2017.07.27
Seroglazka terminal 基地建設計画場
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“Lenin‘s Collective Farm”社
日時

2017 年 7 月 27 日（木）14:45～16:30

内容

企業紹介、水産加工工場見学
•
•
•
•

企業概要
•

•

漁獲及び水産加工事業者。網上げした後、（船内で）冷却、陸揚げ、加工の
流れを全て自社で行っている。
船は 14 隻保有しており、スーパートロール船から小型漁船まで様々な種類
がある。
従業員は約 1,500 名。年間の漁獲量は、約 10 万トン。
漁獲する魚種は、すけとうだら（5 万トン）、にしん（1.5 万トン）、さけま
す類（7~8 千トン）、その他、かに、たら、おひょう、かれい、海なまこ
（ククマリャ）等。
水産物が漁場から工場に運ばれるまでの所要時間は、5 時間、また 12 時間か
ら 1 日の場合が多い。2 日間かかる場合などは、船内に海水を使った水槽を
用意し、0℃に保っている。漁法は、トロールや巻き網が多い。
製造する加工食品は、フィレ、缶詰、フィッシュミール（アルファラバル社
の遠心分離機を使用。たんぱく質 70％で飼料用）、魚油など。

【日本への水産物の輸出】
 これまでは殆ど釜山に輸出していたが、今後入札を行い、日本へ直接販売
する準備もできている。
 明太子の輸入は、獣医局の許可が必要になるであろう。
【工場の生産能力の増強・水産養殖の可能性】
 2019 年に新しい工場を設立予定。アイスランドのスカーゲン社が工場を
設計し、竣工まで 2 年間を予定。5,000 万ドルの投資が行われる。現在の
工場の製造能力は 3,000 トンだが、新工場ができると 7,000 トンに増加。
今後の方針／
 新しい工場を建てる理由は、生産量増加、及び鮮度保持による品質向上
課題・要望
（魚価向上）が目的であり、瓶詰めのニシン等も新たな商品品目に加えら
れる。
 カムチャツカ地域は、夏の水温が 16℃であり、養殖に適した環境である
ことは認識しているが、現在は行っていない。可能性としては、サーモ
ン、ブリ、フグ、カンパチ、マグロ、海老、ヒラメ、サバ等が考えられる
であろう。沖に「いけす」を設置し、養殖できるが、漁獲枠の制限もある
ので、法律を変える必要がある。2 万トンの養殖ポテンシャルがあると考
える。
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写真

2017.07.27
水産加工工場の様子

“Peoples of the North” 社
日時

2017 年 7 月 28 日（金）12:00～13:00

内容

水産加工工場の見学・紹介
•

•
•
•
•
企業概要
•
•

•

水産加工事業を行うとともに、漁獲も行う。魚種は、カレイ、タラ、スケソ
ウダラ、サケマス。年間漁獲量は、白身魚は 4 万トン、サケマスは 1 万ト
ン。製品の年間生産量は 3 万 7,000 トン。
加工工場の生産ラインはロシア製。加工工場は 2 ヶ所存在し、生産量は 230
トン/日及び 350 トン/日。従業員は 850 名。工場の総面積は 10 万 ha。
フィッシュミールの年間生産量は 30 トン。魚油の年間生産量は 2～3 トン。
「アルファワン」という会社の設備を入れているが、導入に 3 年掛かった。
加工工場は 5～9 月まで稼動。1 シーズンで 300 トンの生産量。
冷蔵庫の容量は 3,000 トン。流通経路は、ペトロパブロフスク・カムチャツ
キー⇒ウラジオストク⇒中国、韓国、日本。ロシア国内への流通が 85%。日
本の受取港は仙台港。
工場は、当地の他に、ボシリィエスク、ペトロパブロフスク・カムチャツキ
ーにも存在し、計 6 箇所。従業員の総数は 1,300 名。
米国「ライカ」製の漁船を 27 隻保有。陸揚げは夜間に行う。船の長さは 20
メートル。積載量は 3,000 トン。7 人乗り。「セーナ」という漁法を行う。
網（ケーブル）の長さは 1,500 メートル。定置網も 20 個保有。
この町の人口は 450 名。工場の労働力としては、ペトロパブロフスク・カム
チャツキーからも人が来る。労働力は不足しており、全国から人を募集して
いる。稼動シーズンの直前には大規模な動員が必要である。
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写真

2017.07.28
水産加工会社（“People of the North”）

Loyd Fish 社
日時

2017 年 7 月 28 日（金）14:00～15:30

内容

水産加工工場の見学・紹介
•
•

•

企業概要

•
•
•
•

2000 年から操業開始。
魚種はカラフトマスに特化。漁獲量は多いときで 13,000 トン/シーズン。カ
ムチャツカ西部の特徴は、嵐の日が多いこと。カラフトマスが岸に接近する
のは年間で 1 ヶ月間。漁ができるのは 10 日間だけ。
魚の多い年は海から魚を工場に投入。魚が川に入ると質が変わる。今年は魚
の少ない年。今はカラフトマスの取れる時期で本格的な接近が終わるのは 2
週間後。
漁法は縦網。漁船は 8 隻保有。車で運搬する。車には氷を搭載。運送時間は
1～2 時間。運搬中に氷が解け、工場に着く頃には丁度良くなる。
従業員は 600～1,000 名。大学生の労働部隊は 200 名を上限に勤務する。今
年は 120 名。
生産ラインは 5 つ。1 つはベニサケ専用。残りの 4 つは自動解体。ヘッドレ
ス加工及び内臓の洗浄を行う。
冷凍イクラの生産量は 30 トン/日。原材料は 1 つの業者から調達している。
塩分濃度は 2.2～2.7%。冷凍保存のため、保存剤は使用していない。

【日本企業との協業】
 日本企業とは、当社製品の購入者及び製造設備などの供給者として提携して
今後の方針／
いきたい。
課題・要望
 ベニサケ製品の最初の入札をこれから行う。購入意向のある企業は、ウラジ
オストクにある同社の代表までにコンタクトして欲しい。
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写真

2017.07.28
水産加工会社（“Loyd Fish”）

“Ozerki”
日時

2017 年 7 月 28 日（金）17:00～18:00

内容

養殖場の見学・紹介
•

企業概要

•
•

サケマスの養殖場。連邦国営企業であり、連邦水産関連組織に所属。25 年前
に日露合弁企業により創設された。
魚種はベニサケが主体であり、一部はシロサケ。従業員は 10 名。電気は完
備されている。水は自然から引いてくる。
多くの槽で魚卵を生育させ、大きくなると、川で放流する仕組みを整備。
魚卵の孵化施設。
ベニサケが主体（一部
はシロサケ）の養殖を
行う。

2017.07.28
←養殖場と稚魚を放流河川の結節点

写真
↓稚魚が放流される河川

2017.07.28

2017.07.28

カムチャツカ養殖場（”Ozerki”）
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5-2

第 2 回官民ミッション

5-2-1 実施概要
第 2 回官民ミッション派遣は、2017 年 10 月 16 日(月)～10 月 20 日(金)の日程で、ロシア極東の
沿海地方及びアムール州において、農業・飼料作物、食品加工及び物流関連分野を対象に、先行発
展領域（TOR）の視察・意見交換、地方政府の訪問・意見交換会、現地生産・加工現場の視察など
を行った。
沿海地方及びアムール州の両行程を合わせて、農林水産省及び政府機関・民間企業から計 23 名
が参加した（事務局の NRI を除く）。
第 2 回官民ミッションの日程及び訪問先の概要は、下表の通りである。
図表 75 第 2 回官民ミッションの日程及び訪問先概要
地域

日程

訪問先
午前

10 月 16 日
（月）

沿海地方
10 月 17 日
（火）

10 月 18 日
（水）
10 月 19 日
（木）
アムール
州
10 月 20 日
（金）

沿海地方官
民合同会議

概要
沿海地方政府（露側代表：スタリチコフ局長）及び現
地農業、食品加工、飼料作物事業者と面談。プレゼン
テーション、意見交換を実施
TOR・ウラジオストク自由港を中心とする投資環境整
備・投資支援を担う極東発展省傘下の機関
ウラジオストク発祥の食肉加工品製造最大手
2011 年設立の、ミハイロフスキーTOR 所在の養豚、
豚肉加工事業者

極東発展公
午後 社
Ratimir 社
JSC Mercy
Trade 社
"Nekruglov
o"サイト見 TOR “Primorye”内の投資誘致区画
午後
学
Rusagro Group 企業。TOR “Primorye”内に、配合飼
JSC
料工場、穀物用カントリーエレベーター及び養豚施設
Rusagro
Primorye
を建設中
アムール州 アムール州政府（露側代表：バクメンコ副首相）及び
午後 官民合同会 現地農業、食品加工、事業者等と面談。プレゼンテー
議
ション、意見交換を実施
午前 Amursky 社 Belogorsk TOR 所在の大豆加工企業
Zarevo 農場 1 万 ha 以上の規模の農場
午後
Ivanovka 村 Zarevo 農場隣接の Ivanovka 村を表敬訪問
全ロシア大 大豆を中心とした作物の品種改良、栽培・加工技術に
豆研究所
関する研究を行う
午前
極東農業総
ロシア極東における農業関連大学
合大学
Teplichny
温室野菜栽培を行う現地事業者
社
午後
Soya ANK 主業務は農業及び農産物の加工（植物油の製造・販
社
売）

出所）NRI 作成
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図表 76 第 2 回官民ミッションの参加者一覧
参加行程
沿海地方

所属
農林水産省
日本国ロシア大使館
在ウラジオストク日本総領事館
日本貿易振興機構（JETRO）
Mitsubishi Corporation (Russia) LLC
三井物産モスクワ有限会社
株式会社日本精米
株式会社大地の恵み
伊藤忠丸紅住商ﾃｸﾉｽﾁｰﾙ株式会社
大中物産株式会社
ティーエム株式会社
IHI アグリテック株式会社
株式会社北海道銀行
富士農産株式会社
双日株式会社

○
○
○
－
－
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ｱﾑｰﾙ州
○
○
－
○
○
－
○
○
○
－
－
○
－
－
○

5-2-2 訪問結果概要
以下、各訪問先における議事の概要について記載する。
1） 沿海地方
沿海地方官民合同会議
日時

内容

2017 年 10 月 16 日（月）10:00～12:00
•
•

沿海地方政府代表者及びロシア現地企業（農業・食品・牧草）との面談
議事内容：ロシア側プレゼンテーション（①沿海地方の投資環境、②日露貿
易関係、農産品・飼料作物輸出への期待、④日露の農業食品分野における協
業）、日本企業プレゼンテーション、質疑応答

ロシア側の
要望事項

 農業分野における日露協力の潜在力は大きく、今後の協力推進に期待する。
特に、牧草・食肉分野で期待が大きい
 日本とロシアの規格・標準が異なるため、日露間の取引の際には、規格・標
準ついて把握し、取引に向けたロードマップを作成したい
 牧草は豊富に生産されており、輸出したい企業はたくさんある。必要があれ
ば土地も見つける。加熱消毒の施設建設のための土地・資金確保の問題も検
討課題である
 農林水産省のプラットフォームに関心。

日本側の提案

 ロシア極東における農業・食品産業に高い関心を有している。具体的プロジ
ェクトの実現を検討していきたい
 牧草の輸入に関心があり、パートナー探索を行いたい
 肥料散布機、ラッピングマシンなどを販売したい。中小企業向けの機械も提
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供可能である
 ロシア側でもプラットフォームのような組織を作れば、相互交流・情報交換
は可能である

その他
提供情報

 沿海地方の農地面積は 70 万 ha（使用は 46 万 ha）であり、作付面積はトウ
モロコシが最大で、ジャガイモ、大豆が続く。日本への牧草輸出への関心も
高い。
 沿海地方の食品加工は、現状は中小主体で、大型工場が少ない一方、中国の
東北地域への輸出は好調
 沿海地方における 4 つの TOR の主要産業は、以下の通り：
 ミハイロフスキー：畜産・園芸・飼料製造
 ナムジデンスキ：木材・アセンブリ
 ネティヒミチスキ：化学製品
 ボリショイ・カーメン：造船

写真

2017.10.16
官民合同会議の様子

極東発展公社
日時

2017 年 10 月 16 日（月）14:00～15:00

内容

極東発展公社によるプレゼンテーション（①ミハイロフスキーTOR 及び
Nekruglovo 団地紹介、②インフラ整備の取組、③農業分野における投資機会）、
質疑応答

組織概要

•

TOR・ウラジオストク自由港を中心とする投資環境整備・投資支援を担う極
東発展省傘下の機関

【日本企業による投資への期待】
 ミハイロフスキーTOR 内の Nekruglovo 団地への、日本の食品関連企業の投
資に期待。
 TOR 投資案件の主な成功事例は以下：
今後の方針／  ロスアグロ社がミハイロフスキーTOR に 300 億ルーブルを投資。養豚コンプ
課題・要望
レクスを計画。
 Green Agro が酪農業に 100 億ルーブルを投資。
 Amuragrocenter が大豆加工施設に 60 億ルーブルを投資。アムール州で実現
している。
 JGC Evergreen がハバロフスクの栽温室培に 6 億ルーブルを投資。
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写真

2017.10.16
極東発展公社との面談

Ratimir 社
日時

2017 年 10 月 16 日（月）16:00～18:00

内容

食肉加工工場見学、意見交換会

企業概要

•
•
•

ウラジオストク発祥の食肉加工品製造企業最大手
ソーセージ製品、燻製品、半製品を約 300 品目販売
2017 年、日本への肉製品試験出荷を開始

【原材料調達】
 現在ロシア産原料の割合を増やしている。ロシア極東では養豚が増加してお
り、東シベリアにも大手サプライヤーがいる。
今後の方針／  日本向け輸出には、ロシア産の原料を使用。
課題・要望
【日本市場向けの製品販売】
 日本市場向けに、ウィンナーソーセージなどの製品を開発。日本の消費者の
好みに合うようなレシピを開発。
 また、日本市場に適するよう、ロシア国内よりも保存期間を長くしている。

写真

2017.10.16
Ratimir 社との面談

JSC Mercy Trade 社
日時

2017 年 10 月 17 日（火）12:00～14:00

内容

意見交換会、農場視察、穀物倉庫視察

企業概要

•
•

ミハイロフスキーTOR 所在の養豚、豚肉加工事業者
2011 年設立、現在 12 万 4,000 頭の豚を飼育。将来的に 54 万頭まで拡大予
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•

定
養豚用の飼料作物（大豆、トウモロコシ）も自社で生産

【対日輸出への関心】
 日本に豚肉を輸出したい。
 同社の優位性は以下：
今後の方針／
 高品質の豚肉
課題・要望
 作物栽培からの垂直統合
 豚肉をチルドで出荷・納品できる
 ロシア農業大臣等政府高官も同社事業に注目

写真
2017.10.17
面談の様子。モニター内は養豚施設

2017.10.17
トウモロコシの貯蔵倉庫

Nekruglovo 団地・JSC Rusagro Primorye
日時

2017 年 10 月 17 日（火）16:30～18:30

内容

団地視察、配合飼料工場・養豚場建設現場視察

Nekruglovo
団地概要

•
•

180ha の土地が空いている
農産物・食品産業、農機メンテナンス施設を設立可能

•

親会社の Rusagro Group は、ロシア最大の垂直統合型農業ホールディング会
社
現在ロシアの 80 以上の地域と海外 15 カ国以上で製品を販売
配合飼料工場の予定生産量は 60 トン/時間。年間生産量は 24 万トン
ピットの容量は 1 万トン。合計 24 個のピットを建設予定。
養豚施設は、来年 6〜7 月に竣工予定。生産量は 7 万トン/年。牛、養鶏も計
画

企業概要

•
•
•
•

写真
2017.10.17
配合飼料工場建設現場
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2017.10.17
養豚場建設現場

2） アムール州
アムール州官民合同会議
日時
内容

2017 年 10 月 18 日（水）15:00～17:30
•
•

アムール州政府代表者及びロシア現地企業（農業・食品）との面談
議事内容：ロシア側プレゼンテーション（①アムール州の農業、②アムール
州の投資環境）、日本企業プレゼンテーション、質疑応答

ロシア側の
要望事項

 現在ロシアでは遺伝子組換え作物の栽培が禁止されている。また、アムール
州の農産物の品質は高い。日本にも出荷したい
 穀物・大豆の他に輸出可能な製品は、大豆の植物油・粕、配合飼料（牛・
豚・鶏・水産養殖向け）、菓子、蜂蜜、きのこ等がある
 特に配合飼料生産の技術は日本のレベルが高い。アムール州では原料の生産
が可能。日本企業と連携し、日本・ロシア・アジア太平洋の市場性を検討
し、合弁企業の形で事業を展開したい。アムール州農業省担当者が窓口にな
る

日本側の提案






その他
提供情報

 アムール州はロシア極東全体の農地の 4 割が所在し、作付面積の 50%が所在
している。2016 年のデータでは、同州の作付面積は 1,214,000ha。
 アムール州における TOR は、以下の 3 ヶ所：
 プリアムールスカヤ：運送・物流
 ベロゴルスク：農業・農産物・食品加工
 ソヴォニ：ガス加工処理工場の建築、ガス化学製品生産コンプレクスの創設
 中国への大豆輸出は昨年は 22 万トン。アムール川の架橋が完成すれば輸出
量はさらに増え、40 万トンに至る見通し。
 日本への輸出経路については、鉄道・道路で沿海地方まで運送し、そこから
海運輸送。沿海地方のザルビノ港に穀物積み替え施設の建設計画がある。穀
物積み替え施設のカバー領域は、ロシアの極東・シベリアを包摂する。実現
すれば、最大の出荷施設になる。

ロシア極東における農産品輸入を検討したい
アムール州向けに農機を販売したい
土壌改良に向けた圃場試験を実施したい
加工食品原料として、大豆の輸入を検討したい

写真
2017.10.18
日本企業によるプレゼンテーション
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2017.10.18
官民合同会議の様子

Amursky 社
日時

2017 年 10 月 19 日（木）9:00～10:30

内容

工場見学、意見交換

企業概要

•
•
•

Belogorsk TOR 所在の大豆油工場。今春生産開始
大豆ミールと大豆油を合わせて 5 万 5 千トンを生産
大豆ミールは大部分がウラル地域及び西シベリア地域に販売され、大豆油は
中国向けに販売

【新規事業・新製品の開発】
 廃棄物を利用した配合飼料製造施設も検討。水産養殖向けの他、ニーズに応
じて製造する。
今後の方針／  オリゴサプリの製造も検討。ロシアには消費文化がないが、アジアでの販売
課題・要望
に期待している。
【アジア諸国への輸出】
 日本・中国・韓国への輸出に関する要望であれば、何にでも応じる用意があ
る。連携にも前向きである。

写真

2017.10.19

2017.10.19
製造工程の自動制御機器（中国製）

製品に関する説明の様子

Zarevo 農場
日時

2017 年 10 月 19 日（木）12:30～14:30

内容

大豆収穫サイト見学、穀物倉庫見学

企業概要

•
•
•
•
•

1 万 ha 以上の規模の農場
農機は CLAAS 社製品を使用
大豆が主要作物。他に小麦、大麦、アブラナも生産
大豆はヤクーツク、モスクワ、中国等に販売
白目大豆は、特に中国から評価される

【油菜の生産増加】
 他の作物より手間がかからないため、今後増やしたい。今年は 65 トンを生
産。
今後の方針／
【小麦の日本への輸出】
課題・要望
 昨年小麦を日本に輸出した。輸出量は 1,000 トンだったが、2,500 トンが目
標。なお、小麦の価格は 7.5 ルーブル/kg。
 顧客にはサンプリング検査をしてもらい、合格すれば販売する。
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写真
2017.10.19
倉庫前での集合写真

2017.10.19
大豆収穫サイト見学の様子

全ロシア大豆研究所
日時

2017 年 10 月 20 日（金）9:40～10:40

内容

意見交換、展示室見学
•

組織概要

今後の方針／
課題・要望

同研究所の主要事業内容：大豆基礎研究、大豆品種改良、栽培技術開発、種
子生産、ジャガイモ品種改良
• 日照時間の影響を受け難い大豆品種を開発し、ロシア極東各地で導入されて
いる
• 収穫性の向上、たんぱく質含量向上、大豆の病気への耐久性のある品種開発
にも取組む
• 中国の大豆研究機関（所在地は黒河市、ハルピン市、北京市）との共同研
究も実施。その成果として、2016 年に共同開発品種（「キトロサ」とい
う品種）が連邦の品種リストに登記された
【日本の研究機関との提携】
 2016 年の東方経済フォーラムで、新潟大学との連携合意書を締結した。
 今後も、日本の研究機関との連携を促進したい

写真

2017.10.20
研究所内展示室での集合写真

極東農業総合大学
日時

2017 年 10 月 20 日（金）9:40～10:40

内容

大学の概要説明、学長との意見交換

大学概要

•
•
•

ロシア極東における最古の大学の一つ。10 学部に 5,000 名の学生を擁する
日本・中国の研究者とも連携している。今年は、日本から 6 名が来訪し、森
林研究を行った
大手企業・中小企業双方と連携。同大学では、人材確保、技術的な面での提

90

携や研究・教育の他、種子の生産も実施
【日本との協業】
 これまでにも、何度も日本の行政機関が訪問し、協力を検討
今後の方針／
 日本の大学で、ロシアの野生生物の生息数管理に関する研究・教育方針の導
課題・要望
入が決った
 今後も日本との協業には積極的である

写真

2017.10.20

2017.10.20

大学紹介の様子 Tikhonchuk Pavel V.学長との面談

Teplichny 社
日時

2017 年 10 月 20 日（金）13:30～14:30

内容

温室見学、意見交換・試食会
•
•
•
•

企業概要

•

•

温室野菜栽培を行う現地事業者
3 つの温室栽培施設を保有。①約 3ha の温室で胡瓜、トマトを栽培。②0.3ha
の温室で葉野菜（レタス等）を栽培、③3ha の温室でキュウリを栽培
年間生産量は 2,200 トン。5～6 千トンが目標
収穫量は、トマトが 70 トン/月、キュウリが 170～200 トン/月（収穫時期は
11〜4 月）
小売出荷価格は以下：
 トマト：160 ルーブル/kg
 ミニトマト：170 ルーブル/kg
 キュウリ：130 ルーブル/kg
総工費は 5 億 1,800 万ルーブル。資金調達は、半分が自社、半分が銀行融
資。金利の一部負担、光熱費への補助金支給を受けている。

写真

2017.10.20
トマト栽培の様子
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2017.10.20
キュウリの栽培施設

Soya ANK 社
日時

2017 年 10 月 17 日（火）16:30～18:30

内容

大豆油工場見学、意見交換

企業概要

• 農業及び農産物の加工（植物油の製造・販売）
• アムール地域の 4 地区に 4 万 ha 以上の土地を保有
• 主要作物は大豆。小麦、大麦、燕麦も栽培
• 大豆の収穫は年間約 3 万 5,000 トン
• 州内に 2 ヶ所のカントリーエレベーターも保有。種子、製品保管に利用
• 補助金を得てメガ酪農場を現在建設中。乳牛 1,200 頭、肉牛 300 頭を飼育予
定

【日本への製品輸出】
 今年 8 月に北海道を訪問。北海道への大豆粕の出荷を検討。非遺伝子組換え
に関心を持たれている。
今後の方針／  製品の日本輸出に際する流通経路は、以下の 2 種類：
課題・要望
1. ロシア国内鉄道⇒ウラジオストクで積込、出荷
2. 中国経由のトランジット
【加工設備拡大】
 日本との共同プロジェクト推進にも前向き

写真
2017.10.20
加工工場制御施設
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第6章
6-1

まとめ及び今後の方向性

本調査の総括

ロシア極東における農業・畜産業については、ロシア全体に対する生産量の割合は小さいが、大
豆、豚肉の生産量は近年著しい増加が見られる。大豆については、アムール州が主要な生産地であ
り、TOR における大豆生産への投資も増加している。豚肉については、特に沿海地方での生産量が
急速に増加しており、TOR における大規模投資も進展している。
大豆、豚肉ともに、隣接する中国への輸出は多く、今後も市場は安定的に存在する見通しである。
農業・畜産業における一次産品の生産に関連した事業への日本企業の参入可能性も存在する。一方
で、現在、未加工で輸出されている産品の加工の高度化は今後の課題であり、当該分野における日
本企業の参入余地も大きいと考えられる。
加工の高度化については、大豆・豚肉を原料とする食品のみならず、それらから抽出されるサポ
ニン、イソフラボン、レシチンなどの成分を用いた医薬品・健康食品などの製造への事業参入の可
能性もある。また、こうした加工の高度化に向け、現地の政府・研究機関と連携した産官学連携の
スキームについても、今後検討すべき点である。
一方、水産物については、ロシア極東は主要な生産地であり、ロシアにおける漁獲量の大部分を
占めている。ロシア極東における水産業の主な課題として、漁獲物の多くが未加工又は洋上ドレス
加工のみで中国・韓国に買い叩かれている点、及び主要な消費地である欧州方面への鉄道輸送にお
ける品質保持の水準が低い点が挙げられる。
日本企業の進出可能性のある分野は、沿海地方を中心とするロシア極東における水産加工分野が
考えられる。また、鉄道輸送における品質保持の課題に対しては、日本のコールドチェーン技術の
導入等で、参入の可能性があると考える。
また、ロシア極東の水産関連事業への日本企業の参入における課題としては、水産物の日本への
輸出に際する前払金制度、及びロシア極東における浅海域漁業に適した漁船・漁具の不足が存在す
る。これらの課題解決のために、日露双方の公的金融機関を巻き込んだ金融スキームの構築により、
日露間の水産物及び漁船・漁具の取引を推進することも考えられる。

6-2

今後の方向性（更に検討すべき事項（案））

本事業を通じ、ロシア極東への日本企業の参入可能性として、農業・畜産業においては、一次産
品の生産に関連する事業及び食品加工事業への参入可能性が明らかとなった。また、水産業につい
ては、加工及びコールドチェーン物流に関連した事業への参入可能性、及び日露共同の金融スキー
ム構築を通じた漁業における協業の可能性が検討された。
本事業の成果を踏まえ、今後のロシア極東への日本企業の進出に向けて更に検討すべき事項とし
て、以下の項目を、弊社案として提案する。


日系企業のロシアビジネス展開支援に資する F/S 支援

93



極東から欧州ロシア向けの水産物（含水産加工品）の輸送及び欧州ロシア（含 CIS）から極東
への生鮮果実・野菜の輸送を可能とするコールド・チェーン・インフラ整備実証試験



極東浅海域での操業が可能な漁船の日露共同開発に関する F/S 調査



極東地域における水産加工事業のパイロットプロジェクト支援



大豆、穀物の高付加価値化パイロットプロジェクト支援



日露共同による「極東 Food Valley」プロジェクト構想
以上
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