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図 9 日本技術を活用した通年型温室施設の事業化可能性 
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なお、ロシアで未登録である品目を栽培する場合は、下記の登録手続きを行なわなければならな

い。 

 

表 13 ロシア国内における品種登録の手続き方法 
（出所：ロシア連邦品種改良成果試験保護国家委員会 HP、北海道総合商事㈱聞き取りに基づき作
成） 

 

  

登録先 ロシア連邦品種改良成果試験保護国家委員会 
（略称：品種国家委員会） 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Государственная комиссия Российской Федерации по 
иcпытанию и охране селекционных достижений» (ФГБУ 
«Госсорткомиссия») 

登録に必要な書類 １)登録申請書 
２)登録対象品種についての仕様書、規格書 
３)登録対象品種の写真 
４)日本の育成者権を所有している企業からの委任状 
５)手数料（※登録品種によって手数料が異なる） 

登録書類の提出 １)ロシア連邦品種改良成果試験保護国家委員会のホームページ
から申請書をダウンロードすることができる。提出について
は原本を提出する。 
ダウンロード先：http://gossort.com/ 

２)申請書締め切りは 12月 15日、翌年の１月 15日。但し、登録
品種によっては締め切り期日が異なる場合もある。 

登録までの流れ １)書類提出後、登録対象品種がロシア国内で登録可能かを書類
で確認。確認については１ヶ月から３ヶ月程度要する。場合
によっては追加書類を提出することもある。 

２)ロシア国内で試験栽培の実施 
・試験栽培を実施するため、登録対象品種の種苗 820 株を用意す

る。 
・登録対象品種との比較対象試験も実施するためロシア国内で登

録されている類似品種 820株を用意する。 
・用意する株数については調整、協議する場合があり、概ね 100

株単位で用意する。 
３)試験栽培の実施 
・温室施設で原則２年間程度試験栽培を実施する。また冬期 

間の栽培も実施する。 
・試験栽培地域（栽培予定地域）を申請する際は対象となる連邦

管区を明記するとともに、試験栽培の概要等も記載する。 
・試験栽培を民間事業者の温室施設で行なう場合は事前に調整を

行なう。 
・ロシア国内の農業機関関係者が日本での栽培状況を確認 

する場合もある。 
・試験栽培の結果を踏まえ品種国家委員会が品種登録の可否を判

断、許可が下りれば新品種として登録される。 
・登録後、商業用の使用許可も下りる。 

その他 申請書を提出する際は、ロシア現地法人の連絡担当者を記入、
以降、栽培登録に関しては現地連絡担当者と調整、協議を行なっ
ていく。 
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（９）まとめ 

 

日本技術を活用した通年型野菜温室の事業化については、設計・建設技術、環境制御、生産技

術、人材育成等を一括してロシア側に提案することが重要である。対象地域によって求められる

ニーズも異なるため、各ニーズに対応した技術の提案を行うことで、事業化に向けた取組みを図

っていく必要がある。このためスキームについては複数の日本国内メーカーと資金回収まで幅広

い範囲でコーディネート機能を有する商社等と連携して進めていくことが想定される。 

また、事業化に向けたスキームについては、ロシア連邦農業省の補助金、金利優遇制度の他、

ツーステップローンや日露投資ファンド等の活用が期待される。 

  

 

 

図 10 想定する事業化のスキーム 
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５．木材加工品の生産施設の建設、日本向け輸出及び日本国内での供給の可能性 

 

（１）背景・目的 

 

日本国内においては、2012 年７月の再生可能エネルギーの固定価格買取制度開始以降、再生可

能エネルギーの利用は拡大が続いており、バイオマス発電所の建設増加に伴う国内産の燃料供給

懸念解消のため、ロシア産の木質ペレット利活用が期待されているところである。 

 そのため日本国内のバイオマス発電向けのロシア産木質ペレットの長期的安定的な供給の実施

可能性を検討するため、企業ヒアリング調査を実施するとともに、また将来的な極東での木質ペ

レット生産施設の建設、日本向け輸出及び供給の可能性について情報収集を行なった。 

 

（２）日本国内における木質ペレットの現状 

 

①背景 

 

日本においては、2011年の東日本大震災の影響により、ほとんどの原子力発電所が運転停止と

なったため、火力発電の燃料となるＬＮＧ（液化天然ガス）と石炭の消費量は増加傾向が続いて

いる。 

その一方で、2012年７月の固定価格買取制度開始以降、再生可能エネルギーの利活用も進んで

おり、2015年 7月に経済産業省が公表した「長期エネルギー需給見通し」によると、2030年度に

は再生可能エネルギーは 22～24％に拡大、そのうちバイオマスは 3.7～4.6％に増加するとしてい

る。 

また、2015年に開催された国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）において合意さ

れたパリ協定では、産業革命前からの気温上昇を２℃未満に抑制することを目指し全ての国が削

減目標を策定し国内措置を実施することとされた。これにともない日本は 2030 年度までに 2013

年度比で 26％削減の目標を掲げており、再生可能エネルギーの普及促進及び温室効果ガスの削減

が急務となっている。 
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図 1 2030 年度のエネルギー需給構造の見通し 電源構成 
(出所：経済産業省「長期エネルギー需給見通し」) 

 

②木質ペレットの現状 

 

我が国は、国内においては自然再生エネルギーによる発電の普及、推進を図るため、2012 年、

FIT 法（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法）を創設した。 

成立当初は再生エネルギー発電の多くを太陽光発電が占めていたが、現在は風力、バイオマス

に移行しつつある。特にバイオマス発電においては、原料を木質チップ、ＰＫＳ（パーム椰子殻）、

木質ペレット等の輸入材を中心に考えている事業者が多い一方で、原料の長期調達が困難な状態

となっている。また、日本国内の急激なバイオマス発電所の建設増加に伴い、国内産・燃料供給

の懸念から、主にカナダ、ベトナム等の海外からの原料調達が増加している。 

 

 
図 2 日本国内の木質ペレット生産量の推移（出所：林野庁） 
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図 3 木質ペレット輸入量、自給率の推移（出所：林野庁） 

 

 

（３）海外の木質ペレットの現状 

 

①世界の森林資源 

 

国連食糧農業機関の「世界森林資源評価 2010」によると、世界の森林面積約 40億 haのうち上

位５ヶ国で約 50％を占めている。その中でもロシアは世界最大の森林国（日本の森林面積の約 30

倍）であり、世界の森林面積の２割、特に針葉樹林面積では６割以上を占めており、資源量は膨

大である。 

 
図 4 世界の森林資源（出所：Global Forest Resources Assessment 2015） 

 

②世界の木質ペレットの現状 

 

ＥＵは木質ペレットの生産、消費ともに世界一で、主に発電用、熱供給用に使用されている。

木質ペレットのＥＵ域内の需要増加により、不足分を北米、ロシア・東欧の諸国が補っており、

これらの地域ではペレット生産の増強を行なっている。なお、ロシアの森林資源は世界一である
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が、ＥＵと比較すると木質ペレットの生産量は 1/10、消費量は 1/20程度である。 

 

 

図 5 世界のペレット市場 2014（出所：AEBIOM Statistial Report 2015） 

 

 

（４）ロシア国内の木質ペレットの現状 

 

①ロシア国内の木質ペレット生産状況 

 

ロシアのペレット生産量は、2010 年から 2016 年の６年間で３倍強の成長を続けており、国内

市場向けに製造されているペレットは、主に工業用小型ボイラー、民間用暖房に使われている。 

ロシア国内のペレット生産量の上位はレニングラード州、次いでアルハンゲリスク州、クラス

ノヤルスク地方、ノヴゴロド州の順である。また、2016年にイルクーツク州で４棟のペレット生

産工場が建設され、ロシア国内の木質ペレットの発展に寄与することが期待されている。 

現在、ロシア国内で木質ペレットの製造を行っている大手企業は 17社、大部分は北西連邦管区

に集中していて、次いでウラル連邦管区、シベリア連邦管区である。その他、ハバロフスク地方

の「ARKAIM」、アルハンゲリスク州の「LESOZAVOD 25」と「LDK-3」、クラスノヤルスク地方の「DOK 

ENISEY」と「NOVOENISEISKIY LHK」、イルクーツク州の「SIBERIAN PELLET」と「LESRESURS]、ブ

リャンスク州の「DOTS PLUS」が木質ペレットの生産を行なっている。 

 

図 6 ロシア国内のペレット生産量（出所：ロシア連邦国家統計局「農業、林業統計」） 
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図 7 ロシア連邦管区別ペレット生産量の割合  
（出所：ロシア連邦国家統計局「農業、林業統計」） 

 
 
 

表 1 ロシア国内の木質ペレットの主要メーカー（出所：道銀地域総合研究所調べ） 

 

 

②ロシアから他国への輸出 

 

ロシア連邦の欧州部の森林が集中している北西連邦区では木材を利用したバイオエネルギーの

発展が徐々にではあるが見られており、中央連邦管区やシベリア連邦管区でも発展している状況

である。しかしながら、森林資源の規模からするとロシア国内のペレット市場はまだ非常に小さ

く、そのポテンシャルを発揮していない状況である。 

ロシア連邦関税局によると、2017年上半期に約 60万トンの木質ペレットが輸出されたが、2017

年の上半期だけで 2013年の年間輸出量を超えており、輸出量は年々増加している状況である。ま

た、2015年のロシア産ペレットの輸出先についてはデンマークが約 40％を占めており、大部分を

海上輸送によりＥＵに輸出している。 

企業名 州・地方 

㈲ヴィーボルグスク林業コーポレーション レニングラード州 

ARKAIM  ハバロフスク地方 

LESOZAVOD 25  アルハンゲリスク州 

LDK-3 アルハンゲリスク州 

DOK ENISEY クラスノヤルスク地方 

NOVOENISEISKIY LHK クラスノヤルスク地方 

SIBERIAN PELLET  イルクーツク州 

LESRESURS イルクーツク州 

・DOTS PLUS ・ブリャンスク州 
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また、ロシア連邦産業貿易省はロシア輸出センターを通じて木質ペレット輸送の補助を行うと

している(表２)。 

 

 

図 8 ロシアのペレット輸出量 2015（国別) 
（出所：ロシア連邦税関局「貿易通関統計」） 

 

 

 

図 9 ロシアのペレット輸出量（輸送機関別) 
（出所：ロシア連邦税関局「貿易通関統計」） 
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表 2 自動車製造、農業機械製造、貨物自動車製造、電力機械製造の企業を含むロシアの企業に
製品の輸送費用の一部を補償するために連邦予算からの補助金の供与について（訳：一部
抜粋）（出所：RFPグループ提供資料） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ロシア連邦政府 法規№496、2017年４月 26日付け 

「自動車製造、農業機械製造、貨物自動車製造、電力機械製造の企業を含むロシアの企業に製

品の輸送費用の一部を補償するために連邦予算からの補助金の供与について」 

１.ロシア連邦産業貿易省は、ロシア連邦政府を代表して㈱「ロシア輸出センター」を補助金

の供与に関するロシア連邦政府の代理人とし、業務契約を締結する。 

２．自動車製造、農業機械製造、貨物自動車製造、電力機械製造の企業を含むロシアの 

企業に製品の輸送費用の一部を補償するために連邦予算から補助金を供与する規定。 

３．補助金は、以下の条件の下で提供される： 

A)企業は生産会社である。 

B)企業はロシア連邦で登録されている法人である。 

C)企業は製品の輸送における、代理契約および補助金供与協定に定められた製品供給契約

に基づく費用を負担した。 

D)製品の輸送は、前年 10月 1 日以降ロシア連邦の領土内にある出発地から、道路、鉄道

および水上で最終目的地まで行われた。 

E)企業の資本において、ロシア連邦財務省に確定された登録簿に入っている国や領域で登

録されている外国法人のシェアが合計で 50％を超えない。 

F)企業は納税の負債や、その他ロシア連邦予算制度の負債がない。改造や、倒産手続き中

ではない。 

４．補助金は、相当する年度および計画期間の連邦予算に関する連邦法に規定された予算限界

内で供与される。 

５．補助金額は次の式で設定される 

   

P – 補助金   n – 輸送機関の台数  i – 輸送機関の種類   Pi – i の種類による金額  

Si3 – i の種類による会社が負担した金額  k -補助金の比率 
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（５）ロシア国内での木質ペレット製造の可能性 

 

①ロシアの木質ペレットのポテンシャル 

 

森林資源が豊富なロシアは木質ペレット製造、輸出のポテンシャルは有しているとともに、国

内市場にも開拓の余地があり、成長、発展の可能性もある。 

特にロシア極東は豊富な森林資源を有してはいるが、木質ペレットの生産量はまだ少なく、今

後、ペレットの製造が発展することにより距離的に近い日本への輸出及び日本国内のバイオマス

発電所での利用が期待できる。 

 

②ロシア極東の木質ペレット製造会社 

 

ロシア極東の大手製材会社では既に木質ペレットを製造、また日本企業との共同による木質ペ

レット製造工場建設を検討している状況にある。これら製材会社を対象に実施したヒアリングの

概要は表３及び４のとおりである。 

 

表 3 ＲＦＰグループ（ハバロフスク地方）の取組概要 

 

企業名 RFPグループ（Russia Forest Products） 
所在地 ハバロフスク地方ハバロフスク市プーシキン通 23Ａ 
企業概要 極東ロシア最大の林業事業者で、ロシア全体でも最大手の１社である。木材

の伐採から加工まで総合的にカバーする企業群で構成され、450万ヘクタールの
森林伐採権を保有している。現在、ハバロフスク地方アムールスクに複合木材
加工施設を建設中。 

取組概要 ・長期的に廃材原料を用いた 50万トンの木質ペレット生産を検討中。 
・木質ペレットの製造工場を経済特区であるハバロフスク地方のアムールスク
に建設予定。 

・将来的には、丸太の輸出を減らして、木質ペレット、ベニヤ及び角材等の製
材の輸出を増やしていきたい。 

・RFPグループ傘下に船舶を所有している企業があるため海上輸送にも柔軟に 
対応できる。 

・日露首脳会談(2016年 12月 15日-16日)において、木質ペレットの共同開発、
木質ペレット製造工場の建設プロジェクトについて日本企業と覚書を交わし
ている。 
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表 4 アルカイム（ハバロフスク地方）の取組概要 

 

写真１ RFPグループの概要 

ハバロフスク市の RFPグループ本社 アムールスク市の RFPグループ製材工場 

製材工場から出るおがくず ペレット製造工場予定地(アムールスク市) 

 

 

 

 

 

 

企業名 アルカイム 
所在地 ハバロフスク地方ワニノ地区アクチャブリー村 
企業概要 1993 年設立。伐採を主たる事業としており、建設、船舶、輸送、金属構造物

の製造、重機および特殊機械の販売とメンテナンス業務も行っている。2008 年
に製材工場が完成、ハバロフスク地方を代表する大規模製材工場。現在は、木
質ペレット(ホワイトペレット)、角材、合板、合板等を製造しており、主にヨ
ーロッパへコンテナで輸出、また昨年は主として韓国にペレットを輸出した。 

取組概要 ・倉庫には 6,000ｔのペレットを保管（2017 年 10 月）。最大で 15,000ｔの収容
能力がある。 

・ペレットは車で 10分程度のワニノ港からバルクで出荷。 
・現在は月間 1万ｔ、年間で 12万ｔの木質ペレットを製造しており、全て韓国

に輸出している。工場がフル稼働すると年間 24万ｔの生産能力となる。 
・ペレットの輸出については 2017年末まで韓国企業と契約をしている。 
・日本の FIT 制度による買取りは、輸入材の場合、トレーサビリティー（認証
書類）として「FSC(Forest Stewardship Council)」等があれば適応となるが、
現時点で、アルカイム社はその認証を取得していない。 
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写真２ アルカイムの概要 

アルカイム社 工場敷地 ペレット保管倉庫 

製造したペレット① 製造したペレット② 

 

③ロシア木質ペレットの課題 

 

 木質ペレット供給先として魅力あるロシアではあるが、長期間にわたる安定した供給と価格設

定に必要な、ロシア国内のインフラ（鉄道輸送、トラック輸送、その後の船積みする際の港等）

の整備が課題である。 

特に極東地域におけるインフラ整備は、日本へのペレットの安定供給を図る上でも最も重要で

ある。 

 

④木質ペレット製造施設の建設可能性 

 

上記の課題を克服するために、木質ペレット製造、輸出に向けた日露の合弁会社設立により安

定した供給が実現する可能性がある。 

特に日本側が重要視しているのはインフラ整備であり、日本の環境と比較すると非常に脆弱で、

長期的かつ安定的な取引を行うためにも、日露の合弁会社設立を検討することにより、日本のノ

ウハウを活用したインフラ整備が不可欠であると考えられる。 

日本企業単独で進出する場合、現地事業運営のノウハウがないため投資額が膨らむといったリ

スク要因を抱える。このため現地有力企業との合弁企業を設立することにより、現地企業の経営

リソース、人的資源、設備等を活用することが可能となり、投資額やリスクを軽減できるメリッ

トがある。 

他方、日本側から合弁企業への技術提供をする場合は技術流出のリスクの懸念があるため、機
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密情報の保護を目的とした契約等による保護が必要である。また、合弁企業設立においては日本

側とロシア側の間での責任の所在や不履行時の条件等を契約書に明記することによりリスク回避

を図る必要がある。 

将来的な木質ペレットの安定供給に向けて、合弁企業によるロシア国内で製造工場建設やイン

フラ整備を行なうための留意点を表５に整理した。 

 

表 5 ロシア国内で合弁企業による工場建設等する際の留意点（出所：ミナト国際コンサルティ

ング）  

 

 

投資環境 ・ロシアでは道路網や鉄道網が十分に整備されていない状況にあり、特
に極東地域においてはそれが顕著である。そのため土地の取得費や水
道光熱費といった直接的な費用以外にも原料調達や製品の販売先へ
の搬送といった商流、物流を含めた全体の費用を考慮する必要があ
る。 

・ロシアにおいては現時点では日系企業によるレンタル工場や工業団地
等の整備は行われていない状況である。土地の権利関係が不明確な場
合や複雑なケースも見受けられるため、そのような権利関係の調査や
整理に多くの時間と労力を要することもある。 

・対米関係を中心とする政治面や安全保障面においては依然として不安
定な状況であるとともに、通貨ルーブルが原油価格に大きく影響され
るという点もロシアでの事業運営上留意が必要である。 

合弁会社 
の設立 

・日本企業を含む外国企業が合弁パートナー企業と合弁事業（ＪＶ）を
立ち上げる場合、ロシア国内で合弁企業を設立するケース（オンショ
ア）と第三国（オフショア）に合弁企業を設立し、ロシアにその 100％
子会社を設立する２つのケースがある。 

投資方法 ・日本企業によるロシア合弁事業への投資にあたっては、出資として拠
出する方法と融資として貸付を行う方法の二つがある。 

・合弁事業においては、合弁パートナー企業との出資比率を変更する事
が難しいケースや事後的な増資の際に合弁パートナー企業が増資に
応じないケースもあるため、合弁事業を開始するにあたって合弁パー
トナー企業との間で将来的な増資の際の出資義務や融資枠等につい
て契約書で予め定めておく場合がある。 

合弁会社 
の組織設計 

・ロシアでの合弁事業をスタートするにあたり合弁企業の組織、運営、
管理といった会社の基本的なルールを設計する。 

・「ロシア会社法による規定」、「定款による規定」、「株主間契約による
規定」の３つの規定を作成することを考慮する。 

・合弁事業をスタートするにあたっては株主間契約の締結前に合弁設立
の合意書（メモランダム）が締結される事がある。当該合意書は契約
ではないが、合弁設立の趣旨や設立時期、設立場所、株主比率等の基
本的な要件について合弁当事者間の合意内容を確認するため書面化
されるものである。 

工場建設 ・ロシアでの工場建設にあたっては工場用地に様々な問題があるため、
既存の工場施設や倉庫を利用した形で生産体制を構築するブラウン
フィールド投資が外資系企業を中心に一般的に行われている。 

・ブラウンフィールド投資は、コスト面では立ち上げ時には新規設立と
比べ費用及び時間で大幅な低減が可能である一方、工場が生産に適し
ていない場合には大規模改修が必要となり、時間とコスト増になるこ
ともあり得る。 
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⑤経済特区での投資家支援策の活用 

 

2015年、ロシア極東に新型経済特区として優先的社会経済発展区域（ＴＯＲ）とウラジオスト

ク自由港が設けられた。税の優遇措置や大胆な規制緩和が受けられる特別なビジネス環境の創出

により国内外から投資を呼び込もうという政策である。これに伴うロシア極東への投資の増加に

より生産活動が拡大し、付加価値増加、雇用増加を通じた同地域の発展が期待されている。 

将来的にロシア極東で木質ペレットの製造施建設設及びインフラ整備を行なう際は、経済特区

の支援策を活用することで税の各種優遇措置や規制緩和を受けられるメリットがあるため、日本

の中小・中堅規模の企業による投資に対しても可能性があるものと考えられる。 

 

表 6 優先的社会経済発展区域（ＴＯＲ）とウラジオストク自由港の概要（出所：ミナト国際コ

ンサルティング）  

 

 

 

 
図 10 ロシア極東の優先的社会経済発展区域（ＴＯＲ）とウラジオストク自由港 

(出所：ＪＥＴＲＯ) 

 優先的社会経済発展区域(ＴＯＲ) ウラジオストク自由港 

入居条件 ロシア極東地域に登記、拠点があることと、業種が各地域のＴＯＲ、自由

港の活動対象と合致している。 

最低投資額 50万ルーブル 500万ルーブル 

法人税 利益計上の期から 

最初の５年間  ０～５％ 

その次の５年間 10～12％ 

利益計上の期から 

最初の５年間  無税 

その次の５年間 10～12％ 

固定資産税 最初の５年間は無税 最初の５年間  無税 

その次の５年間 0.5％ 

社会保障費 10年間 7.6％の優遇率を適応 

土地税 免税  

付加価値税 還付手続きの早期化 

関税 免税措置の適応可能 

有効期間 最初の利益が計上されてから 10年間 

 



109 

 

 

図 11 ＴＯＲ登録の流れ（出所：農林水産省平成 28年度フードバリューチェーン構築推進事業） 

 

⑥事業化に向けた有効なファイナンススキームの検討 

 

2014年の経済制裁以降、ロシア国内の銀行による融資は短期で高金利商品が大半となり、長期

融資の不足が国内企業の育成の障害となっている場合もある。このため、合弁会社による木質ペ

レット製造施設建設を検討する際の必要なファイナンススキームについては、ロシア国内の運営

会社や開発案件に直接融資せず、現地銀行を介すことで貸し倒れリスクを下げる「ツーステップ

ローン」の活用が検討できる。 

手法としては、日本国内銀行と国際協力銀行が共同で、信用保証などを使ったロシア企業向け

融資の枠組みによりロシア国内の民間銀行（※アメリカの制裁対象外）に融資し、ロシア国内の

民間銀行がロシア企業に資金を貸し出すものである。ロシアの民間銀行は国営銀行と比較して信

用力が低いため、信用保証等を活用して損失リスクを抑えるものである。 

現在は米国による対ロシア経済制裁の一環でロシアの主要銀行向けのドル建での貸付が制限さ

れている状況にあるため、現実的にはドル以外の通貨での融資となる可能性が高いものと考えら

れる。 

 また、ツーステップローンに加え日露投資ファンド等を複合的に組み合わせた形でのファイナ

ンススキームも想定される。日本企業が事業主体となる場合、調達金利や返済期間、為替リスク

等の諸条件を勘案し、最適なファイナンス手法及び組み合わせを検討することになる。 

 日露投資ファンドによる投資案件の選考にあたっては、事業性の評価のほか、日露の合弁当事

者企業に対する与信審査や投資案件の社会性等、様々な観点から評価が行われる点にも留意が必

要と考えられる。 

 

⑦想定される木質ペレット製造施設の事業収支 

 

 ロシア極東の林業事業者であるＲＦＰグループからのヒアリングによると、優先的社会経済発

展区域（ＴＯＲ）の投資家支援策を活用し、木質ペレット製造施設を建設、稼動した場合、内部

収益率 29.4％、投資回収期間 6.3 年が想定される（木質ペレットの生産量を 134,000 トン/年を

ベースとする）。 
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表 7 ロシア極東における木質ペレット施設事業収支(出所: RFPグループ提供資料) 

 

 

 

 

（６）木質ペレットの対日輸出の可能性 

 

①対日輸出の可能性 

 

 ロシア極東の林業最大手のＲＦＰグループは 2016年の「日露ビジネス対話」において日本企業

と木質ペレットの共同開発、生産事業への共同投資に向けた覚書を締結した。覚書を交わしたプ

ロスペクト（東京都）のプレスリリースによると、今後、第１プロジェクトではロシア極東で ９

万トン/年の木質ペレットの生産を行い 100％日本向けに輸出予定、また第２プロジェクトでも 50

万トン/年を生産して日本市場への輸出を目指すものとしている。 

 今後のプロジェクトの推進に向けた対日輸出の可能性や現状課題についてＲＦＰグループにヒ

アリング調査を実施した。主な見解は表 8のとおり。 

 

単位(千米ドル）

投資額 28,930

資金回収期間（PB　年） 6.3

内部収益率（IRR　％） 29.4

売上高 24,750

売上原価 5,060

売上総利益 19,690

税引き後純利益 8,995

項目

投
資
効
果

事
業
収
支
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表 8 木質ペレットの対日輸出の可能性及び現状課題(出所:RFPグループからの聞取りに基づき

作成) 

 

輸送経路 

【アムールスク→(500km)→ワニノ→日本】 

・距離的に近いため鉄道運賃のコストが割安となるが、海上運賃は

20-25$/トンとなるためコストが割高となる。 

・アムールスク・ワニノ間のバム鉄道は石炭輸送が増加。また石炭を優先

的に輸送し、それ以外の輸送は規制されているため、安定的且つ定時の

鉄道輸送が担保されない可能性がある。 

・ワニノ港は冬場に凍結する可能性が高い。 

【アムールスク→(900～1,100km)→ナホトカ・ウラジオストク→日本】 

・ワニノと比較して距離的に遠くなるため鉄道運賃のコストが割高となる

が、海上運賃は 15$/トンとなりコストが割安となる。 

・冬期間、ナホトカ港は凍結しない。 

輸送方法 ・コンテナ輸送により鉄道でナホトカへ輸送することを想定。 

・港の倉庫建設に投資しない代わりに、6,000ｔ～7,000ｔのペレットのコ

ンテナ保管を検討。または、バルクでコンテナに積む方法もあり、バル

ク用のコンテナは 2,000台の準備をする予定。 

輸出手続き ・ロシア側のペレットの輸出手続きについては、原産地証明書、植物検疫

証明書が必要。 

その他 ・RFP グループは FSC(「Forest Stewardship Council(森林管理協議会)」)

と PEFC(「Programme for the Endorsement of Forest Certification 

Schemes(国際森林認証制度)」) のトレーサビリティー認証を取得して

いるため、日本国内においては FIT適応の電力買取価格となる。 
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図 12 想定されるロシア極東からの物流ルート(出所:RFP グループからの聞取りに基づ 

き作成) 

 

写真 3 候補となるロシア極東の積出港 

 

 

 

 

 

  

 

ナホトカ港               ウラジオストク港 
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表 9 FSC 森林管理協議会の概要(2013年現在)(出所：環境省) 

 

  

表 10  PEFC 森 林 認 証 プ ロ グ ラ ム の 概 要 (2013 年 現 在 )( 出 所 ： 環 境 省 )

 

 

図 13 認証ラベル(出所：環境省) 

運営主体名 FSC 森林管理協議会（Forest Stewardship Council） 

概要 環境団体、林業者、木材取引企業、先住民団体、地域林業組合等の代表

者から構成される NPO。適切な森林管理の推進が目的。 

運営開始年 1993年 

対象物品等 森林管理認証（ FM 認証）は、全世界で 1,203 ヶ所、認証面積

176,735,471ha。日本は 35ヶ所、認証面積 399,925ha。 

加工・流通過程の管理の認証（CoC 認証）は、全世界で 25,723 件(113

ヶ国)。日本は 1,101件。 

着目する環境影響 適切な森林管理が行われているか、そういった森林からの資源で製品が

つくられているかどうかに着目。森林管理では、生物の多様性、水資源・

土壌等への環境影響のほかに、社会的・経済的側面の森林機能の維持を

考慮している。 

 

運営主体名 PEFC 森林認証プログラム (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification Schemes) 

概要 PEFC は、各国で地元の関係者によって独立に設立運営されている森林

認証制度を国際的に承認するための国際的 NGO。現在は、36か国の森林

認証制度が加盟している。各国の森林認証制度が PEFC の承認を得るた

めには、PEFC が策定する要求事項や条件との適合性審査をクリアする

ことが必要で、PEFC の承認を得た森林認証制度から認証を受けた森林

は PEFC 認証林として認められる。 

運営開始年 1999年 

対象物品等 林産品：紙商品、木材商品、森林から産出される非木材製品 

着目する環境影響 森林が有する各種の価値（1．森林資源とカーボンサイクル、2．森林が

有する各種の機能、3．森林生態系の維持と保全、4．森林の生産機能、

5．水質・土壌、6．森林に関わる社会的、経済的な価値など）の維持や

増進に着目している。 

 

 

FSC認証ラベル  PEFC認証ラベル  
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②木質ペレットの対日試験輸出の実施 

 

 2017 年 11 月、ロシア極東の林業最大手のＲＦＰグループの協力により木質ペレットのロシア

極東からの対日試験輸出を以下の内容で実施した。 

 

a)輸送ルート等 

 ハバロフスク地方～(陸路)～ウラジオストク～（海上輸送）～富山県伏木富山港 

20 フィートコンテナ（木質ペレット約 20トン）を使用 

 

b)輸出入事業者 

＜ロシア側輸出事業者＞ 

ロシアからの輸出取引の実績を有しており、また日本側事業者の北海道総合商事㈱と取引実績が

あるペガス HCとした。 

＜日本側輸入事業者＞ 

日本国内に幅広いネットワーク網を有しているロシア向け専門商社で、ロシア側事業者との取引

実績のある北海道総合商事㈱を輸入者とした。 

 

c）試験輸出手続き一覧 

表 11 試験輸出手続き一覧 

試験輸出手続き 主な内容 

契約 
ロシア側輸出企業と日本側輸入企業との間の取引契約に基づき輸出
準備を進める。 

出品企業との契約及び
輸入用商品の発注 

輸入商品を提供するロシア企業との契約、製品の発注を行う。 

輸出商品のラベル作
成、貼付 

日本国内で輸入品を販売する場合は「国内他法令」に基づき商品情報
記載事項の規定に基づき、最小単位の商品毎に日本語で表記したラベ
ルの貼付を行う。原材料名、製造年月日等々がラベルの主な記載事項
である。 

輸出に必要な書類の作
成 

輸出する製品詳細データを作成するとともに、輸出手続き及び日本の
通関で必要となるインボイス及びパッキングリストを作成し、国内の
通関業者に送付する。 

植物検疫検査 
木質ペレットを輸出する場合は植物検疫検査を行い、検疫証明書を取
得する。 

輸出 
製品を集荷、搬入、通関後、コンテナを船積みして輸出する。併せて
植物検疫証明書は通関時に必要となる際はインボイス、海上貨物運送
状と一緒に船で託送する。(もしくはサレンダーBLで対応する) 

輸入 
日本国内到着後、通関手続きを行う。通関に必要な書類は、インボイ
ス、パッキングリスト、木質ペレットの成分表、製造行程表。 
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表 12 日露双方の通関で必要な書類一覧 

＜ロシアの通関で必要な主な書類等＞ ＜日本の通関で必要な主な書類等＞ 

・商品詳細（成分分析表、原材料割合表） 

・植物検疫証明書 

・パッキングリスト（貨物リスト） 

・インボイス（貨物価格の明細書、納品書） 

・B／L（船荷証券） 

・売買契約書 

・パッキングリスト（貨物リスト） 

・インボイス（貨物価格の明細書、納品書） 

・B／L（船荷証券） 

・輸出申告書コピー  

・保険証券コピー          

・植物検疫手続きの際に提出する製造工程 

 表、成分表 

 

d）対日試験輸出の結果概要 

 対日試験輸出の結果は以下のとおりであった。 

 

 

図 14 木質ペレット対日試験輸出の結果概要 

 

※ウラジオストク港は「商業港」と「漁業港」と呼ばれる ２つの港に分かれている。商業港は主に食品を取り扱

う港であり、通関体制や倉庫設備なども食品に対応したものとなっている。一方、漁業港は主に自動車や機械

製品等を取り扱う港であるため、今回の木質ペレットの対日輸出は漁業港から行なった。 
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【輸出スケジュール】 

 今回のルートでの輸出にかかった合計日数は 25 日で、特に日本側の通関で 10 日間を要した。

この原因としては、日本側の植物検疫検査の際に木質ペレットの製造行程表、成分表の提出を求

められたため、書類作成後、申告と許可に時間がかかった。 

 今後、ペレットの輸出の際はそれらの書類を前もって準備することと、集成材を原料とするペ

レットであれば初回以降は植物検疫検査が免除となることから、輸出に係る日数は軽減され、約

２週間程度となることが予想される。 

 

【輸出コスト】 

 ロシア極東から日本まで 20 フィートコンテナ（木質ペレット約 20 トン）による輸送コストは

24,500 円/トンとなり、輸出コストが高い結果であった。本結果を受け、ＲＦＰグループに問い

合わせたところ、輸出に関してはベニヤ製品等、他の製品と併せて輸送することと、１回当たり

6,000 トンを想定しており、その場合、ロシア国内輸送費は 30 ドル/トン(１ドル 106 円換算で

3,180円)、海上輸送費は 21.3ドル/トン(１ドル 106円換算で 2,257円)となり、日本側の手続き

費用を含めても、輸出コストは約 12,000円前後になることを想定しているとの回答があった。 

 

【輸出コストの低減】 

 2017 年の木質ペレットの輸入単価は表 11 のとおりである。ＲＦＰグループは日本向けの計画

単価は初期段階で 179 ドル/トン(１ドル 106 円換算で 18,974 円)と想定している。一方、ペレッ

トの主要輸出国であるカナダ産の単価は 200 ドル/トン(１ドル 106 円換算で 21,200 円)程度で推

移している。 

 ＲＦＰグループが想定している上記単価は物流コストが約６割前後占めるので、今後日本への

安定供給を図る上では物流コストの低減が必要であると考えられる。そのためには、物量増加に

よる輸出コスト低減のほか、前述したロシア連邦政府の補助金の活用を検討することもコスト低

減に向けた一つの方法であると思われる。 

 

表 13 木質ペレットの国内輸入単価(2017年９月現在)(出所：プロスペクト) 

輸出国 トン当たりの単価(円) 

中国 21,000 円 

ベトナム 15,000 円 

タイ 15,000 円 

マレーシア 16,000 円 

インドネシア 13,000 円 

ノルウェー 49,000 円 

カナダ 21,000 円 

アメリカ 51,000 円 

ニュージーランド 72,000 円 
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（７）まとめ 事業化に向けた可能性 

 

①日露双方の木質ペレットの事業化のメリット 

 

 急速に拡大しつつある日本のバイオマス発電において、ロシア極東が燃料となる木質ペレット

の主要な供給源となる可能性がある。事業化に向けた日露双方のメリットとして以下のことが想

定される。 

表 14 木質ペレットの事業化に向けた日露双方のメリット 

 

 

②ロシア極東での木質ペレット生産施設の建設、日本向け輸出及び日本国内での供給の可能性 

 

 日本国内においては固定価格買取制度開始以降、再生可能エネルギーの需要が拡大しており、

急激なバイオマス発電所の増加に伴う国内産・燃料供給懸念解消のため海外産の木質ペレットの

需要が高まっている。 

 木質ペレットの国内自給率が減少している中、今後、消費量は数百万トンに達する可能性があ

り、国内の総生産量が 30 万トンにも満たない現状からすると、海外産の木質ペレットの需要が

年々高くなっていくことが予想される。 

 現在、カナダ産の木質ペレットについては他国からの引き合いが多いため今後の大幅な輸入増

及び安定的な供給は難しい可能性がある。他方、豊富な森林資源を有しているものの木質ペレッ

トの生産量はまだ高くなく、今後、木質ペレットの製造の伸びが期待され、地理的に近いロシア

極東は日本にとって有望な供給元として期待される。 

木質ペレットの対日輸出については、現地の物流事情やコスト等を考慮すると、現時点ではハ

バロフスク地方から鉄道輸送等によりウラジオストク・ナホトカまで運び、その港から対日輸出

を行っていく。木質ペレットの保管については、ロシア国内での投資を抑制するため、ストック

ヤードについては当面は輸送コンテナを倉庫代わりとして利用していく。 

今後、ロシア産木質ペレットの製造や対日輸出、日本国内での安定的な販売を目的に、経済特

区での投資家支援策の活用しつつ、ロシア極東の製材会社との合弁会社を設立し、廃材を利用し

た日本向け木質ペレットの製造を図っていく一方、長期間に亘る安定した供給と価格設定を実現

のため、日本へ輸出する際のロシア国内のインフラ整備への課題を日露間で解決を図っていくこ

とが重要である。 

日本側 ・北米とアセアンと比較して近距離のロシア極東から木質ペレットを安価に

かつ安定的に入手することができる。 

 

ロシア側 ・国内に木質ペレットの製造工場を建設することにより、新規雇用を生むこ

とが可能となる。 

・製材等の製造過程に発生するおが屑や廃材を木質ペレットの材料として活

用することが可能となり、付加価値を生み出すことができる。 
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具体的にはまずホワイトペレットを日本国内バイオマス発電所向けの燃料として製造し、長期

的には石炭火力発電所で混焼に使用するブラックペレットの製造可能性も視野に入れていく。 

 

③想定される事業化可能性のスキーム 

 

今後の事業化に向けたスキームについては、合弁企業を軸として日露双方の企業が出資すると

ともにツーステップローンや日露投資ファンド等のファイナンススキームの活用を検討すること

により、木質ペレットの生産施設を建設、日本国内への安定且つ長期的な木質ペレットの輸出、

供給が検討できる。 

 

 

図 15 想定される事業化可能性のスキーム 
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６．水産加工における日本企業の投資に関する課題と将来性 

 

（１）背景・目的 

 

ロシア極東の水産加工業、生産効率の悪さ、生産能力の貧弱さが指摘されている。また、老朽

化した加工機械の使用やコールドチェーンの不整備等により、加工品の品質維持の難しさが課題

となっている。 

 本調査では、日本の加工技術の導入による付加価値を高めた水産加工品の生産可能性、設備投

資や技術導入の可能性について、現地の水産加工業者等を対象に情報収集、ヒアリング調査を行

ない、検討を行った。 

 

（２）ロシア極東の水産業の現状 

 

①ロシア極東の水産業の現状 

 

近年、世界的な需要拡大を背景にロシア極東においても水産物の水揚げ量、生産額は増加傾向

で、その水産物の多くは中国をはじめ日本や韓国に輸出されている。特に近年、中国で消費され

る水産物についてはロシア極東産の需要が高まっている。タラバガニをはじめとするカニ類、サ

ケ・マスの人気は高く、ロシア企業も中国をターゲットに生産を行なっている。韓国においても

従来から人気のあるカニ類等はロシア極東産が定着している。また、ロシア国内においてもニシ

ン、サケ・マスのほか、カニ、イクラの需要は高く、これらの水産物をもちいた寿司などの日本

料理の人気も高まっている。 

以上のことから、ロシア極東の漁業及び水産加工分野は今後も成長が期待されるとともに水産

業は地域の発展戦略の最重要事項となっている。 

 

 

 

写真 1 ロシア国内のレストランで人気のある寿司料理 
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②ロシア極東地域の水産業概況 

 

ロシア極東の漁業は、ロシア国内漁獲高（2016年 4,812千トン）の 61％を占め、その大部分を

沿海地方、カムチャツカ地方、ハバロフスク地方、サハリン州の４地域が担っている。これら主

要地域の水産業概況は以下のとおりである。 

 

 

図 1 ロシア極東の水産業の生産額（出所：国家統計局「ロシアの地域 2015年」） 

 

 

図 2 ロシア極東の水揚げ量（出所：国家統計局「ロシアの地域 2015年」） 
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図 3 ロシア極東の水産加工品の輸出量（出所：ロシア連邦関税局「貿易通関統計」） 

 

 

図 4 ロシア極東の冷凍加工品の輸出量（出所：ロシア連邦関税局「貿易通関統計」） 
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（３）ロシア極東沿海地方の漁業と水産加工 

 

 ロシア極東の水産業において中心的な役割を果たすとともに物流拠点でもある沿海地方の水産

業の現状と課題について沿海地方政府水産局にヒアリング調査を実施した。 

 

①沿海地方の漁業と水産加工 

 

沿海地方の漁獲高は極東管区の 27％であり、毎年 70～80 万トンの範囲で推移している。主な

漁場はオホーツク海、ベーリング海、千島列島で、沿海地方近海は約２万トン程度である。 

沿海地方の漁獲高は 2016年に増えているが、これはクォータ制度の変更が大きい。これまでの

クォータは、割当量の 50％以上の漁獲実績が次年度の取得条件であったが、2016 年より 75％以

上に引き上げられたことにより、各企業の漁獲量が増えた。 

魚種別の漁獲割合をみると、68.8％がタラ、ニシンの 19.1％を合わせると全体の 88％を占める。

近年増えている魚種はイワシ、サバ、そして加工・輸出を期待するスルメイカである。 

沿海地方の水産物輸出実績の約９割が冷凍品で、魚種別にはスケトウダラが 60％と過半を占め

ている。沿海地方政府水産局によれば漁獲した魚は海上冷凍し貨物船に積載してウラジオストク

港まで運び通関手続きを行って中国の青島、韓国の釜山に輸出される。つまり通関の手続きのた

め入港しており、実質的には漁場から青島、釜山に直接運ばれることに変わりない。したがって、

フィレやすり身等の加工品の輸出は僅かであり、沿海地方における水産加工業の処理能力につい

ては課題であると政府担当者から話があった。 

 

 

図 5 ロシア極東及び沿海地方の漁獲高（出所：ロシア連邦漁業局の資料をもとに作成） 
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表 1 沿海地方における種別漁獲高 

（出所：沿海地方水産局聞取りに基づき作成） 

 

 

 

表 2 2016年の沿海地方の水産物輸出実績 

（出所：ロシア極東税関 HPの資料をもとに作成） 

 

 

 

 

 

 

沿海地方、魚種別漁獲高

魚種 漁獲量（千ﾄﾝ） 割合

タラ 540            68.8%

ニシン 150            19.1%

カニ 20              2.5%

エビ 3                0.4%

イカ 35              4.5%

サケ 3                0.4%

その他 34              4.3%

計 785            100.0%

品名 数量（ﾄﾝ）

全製品

全水産品 561,878  100%

うち鮮魚・冷蔵魚貝類 26          -       

うち冷凍品 485,131   86% 100%

サーモン 55,319     11%

ｵﾋｮｳ、ﾋﾗﾒ、ｶﾚｲ等 35,914     7%

ニシン 62,170     13%

タラ 13,313     3%

スケトウダラ 290,266   60%

スズキ 57             -      

肝、魚卵や白子 16,694     3%

フィレ、すり身等 17,646     3%

乾燥、塩漬け、燻製等 606           -       

甲殻類（カニ、エビ） 18,469     3%

アサリ、ホタテ 20,183     4%

イカ、タコ 4,964        -       

ウニ、ナマコ 1,709        -       

他　貝類、甲殻類、軟体動物 13,144    2%

構成比
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②沿海地方での今後の取組み 

 

ヒアリング調査によると、最近の沿海地方漁業は魚種の多様化が進みつつあるため、同地方は

今後も 80 万トン程度の安定した漁獲量を見込んでいる。また、2016 年からイワシとサバの漁獲

量が増えてきているため 25 万トンを目標にしているとともに、沿海地方では漁獲実績の無いスル

メイカの漁獲を今後は７万トンまで拡大させることを目指している。 

このようにスケトウダラに偏った漁業から、魚種を多様化することによる漁獲量の安定化と加

工による付加価値向上を図るために、沿海地方政府では以下の取組みを行なっている。 

 

ａ）投資の誘導 

漁船の更新や水産加工業等の新規投資を誘導するため、法改正により 2019年１月から新たなク

ォータ制度に変更される。全割当量の 80％をこれまでどおりに配分し、投資枠として残り 20％に

ついて新造船を装備した企業や新施設を導入する水産加工企業に配分するもので、新規事業創出

に向けた企業努力を促そうとするものである。 

 

 

図 6 新規のクォータの配分枠の設定 

（出所：沿海地方政府ヒアリング調査をもとに作成） 

 

ｂ）金融支援 

 先進経済特区では、市中銀行から借り入れた機械施設の投資資金に対する利子補給制度がある。 

 

ｃ）養殖漁業の振興 

 対象はホタテ、ナマコ、カキ、コンブ、ウニで、こヒアリング調査によるとれらの養殖実績は

2010 年の 1,600 トンから 2016 年には 6,900 トンと４年間で 4.3 倍に急拡大した。最近でも 2016

年 1～6月が 5,142トンに対して 2017年 1～6月が 7,872トンと右肩上がりに増加している。 

 沿海地方における 2016年の養殖面積は 123カ所で 18haであったが、2017年には 200ヶ所 123ha

に広げて企業の養殖参入を促進しており、今後も拡大を図る計画である。その要として極東連邦

大学水産学部や太平洋漁業研究所による技術開発と支援により養殖技術のレベルアップを推進し

ている。 

 

ｄ）水産加工業の近代化 

先述のとおり輸出した水産物は中国等で最終商品に加工されている現状を踏まえて、例えば、
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スケトウダラの卵を沿海地方内での加工・製品化する事業等が検討可能である。沿海地方政府の

水産加工対策プロジェクトの柱は「冷凍ターミナルの建設による保存施設の確保」、「ウラジオス

トク港自由港の特区制度による投資誘導と輸出促進」、「水産加工コンプレックスへの支援により

冷凍から加工への転換」の３つである。沿海地方政府として、この実現のために海外企業の参入

促進を促しているところである。 

 

（４）ロシア極東の水産加工関連企業 

 

主に沿海地方の水産加工関連企業を対象に水産業の現状や課題についてヒアリング調査を実施

した。 

 

①Far East Auction Fish House（沿海地方ウラジオストク市） 

 

Far East Auction Fish Houseは 2014年にサンクトペテルブルグ水産物取引所の傘下としてウ

ラジオストクに設立された、リアルタイムのオンライン電子水産取引所と。2017年の９月の東方

経済フォーラムではオンライン電子水産取引システムをブース出展した。 

現在、Far East Auction Fish House はサハリン州コルサコフ市に建設予定の大型水産加工施

設プロジェクトに参画している。2020年に稼動予定のこのプロジェクトはユジヌィーターミナル

社が極東発展公社と協定書を締結、水産物流加工センターを建設することにより約 200 人の雇用

創出を目指している。新施設の総面積は約２万 3,000 ㎡、水産物の保管用冷却設備や１万 t の大

型冷蔵設備、選別システム、水産物取引所、商品の展示会用場所を併設した水産加工工場、コン

テナターミナルを建設する予定である。 

Far East Auction Fish House によれば、中国開発銀行はロシア農業銀行を経由して本プロジ

ェクトに 10億ルーブルの融資を検討している。また建設費用の不足分は外国企業からの投資が必

要であるため、興味を示していた韓国企業と協力に向けた協定を内々に締結予定である。本プロ

ジェクトでは日本製の大型冷蔵設備の導入等にも関心があるものの投資プランを日本企業から提

案してもらった上で設備導入を検討したい旨の意向があった。 

 

写真２：東方経済フォーラムでの電子取引のデ
モンストレーション 

写真３：コルサコフ市に建設予定の大型水産加
工施設プロジェクト 

（出所：ロシア極東発展省 HP） 
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②ドブロフロート社（沿海地方ウラジオストク市） 

 

 ドブロフロート社は 1911 年の設立、21隻の船舶を所有しており、その内訳は漁船 12隻、冷蔵

船６隻、洋上水産加工船３隻である。また、ロシア大都市圏（モスクワ、エカテリンブルグ、ノ

ボシビルスク、イルクーツク他）を中心に倉庫を保有し、ロシアと CIS の各地までの配達システ

ム、様々なタイプのトラックや積み下ろし設備、鉄道車両の停車場等のロジスティック機能を保

有している。 

主力製品はサンマ、カラフトマス、紅ザケ、ニシン、マグロ、イワシの油入り無添加缶詰、サ

バ、イワシ、サンマ油入り缶詰、イカ、コンブサラダ、スケトウダラの肝臓ペースト、イクラの

缶詰。イワシ、サバについては主に保有している 12隻の漁船で漁獲し、洋上水産加工船で缶詰加

工作業を行なっている。缶詰の年間生産量は１億２千万個、ロシアを代表する水産加工会社であ

る。 

 水産加工技術については、洋上水産加工船専用の魚のカッティングマシーン等を導入している

（機械の輸入元については企業秘密）。また、衛生管理については、８年前に HACCPを取得したが、

更新料が高いため２年前に手放し、現在は HACCPの規則に則って運用しつつ、EUへの輸出にも対

応している。 

 近年、養殖業にも力を入れており、現在はナホトカでコンブの養殖を行なっている。以前、ホ

タテの養殖も行なっていたが採算が合わないため撤退した。コンブはロシア国内のみならず中国

からの需要が高い。 

 今後の課題としては、韓国や中国が求めている真空冷凍にはまだ対応できていない。また、缶

詰製品と冷凍半製品をメインに事業を展開しているが、将来的にはフィレ専用の設備導入も検討

している。 

 

写真４：ドブロフロート社の缶詰製品一覧 

 
写真５：ドブロフロート社が保有する洋上水産

加工船（模型） 
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③ボストーチニーリマン社（沿海地方ウラジオストク市） 

 

ボストーチニーリマン社は 2005年の設立、水産物の加工生産（塩漬け、燻製、乾燥、びん詰め、

缶詰等）、販売を行っている。主力製品は紅ザケ、ニシン、オヒョウ、イカの燻製製品、タコ、カ

ニ、ツブ貝、エビ、イクラの缶詰製品。これら製品は「リュバチカ・ソニア」のブランド名で販

売されていてロシア極東では認知度が高い。 

現在は、ロシアの国境付近の中国黒龍江省にある水産加工工場を借りて製品製造も行っている。

立地場所は中国の新型経済特区地域で賃貸料は月 200ドルある（1,200㎡）。この地域は投資誘致

の条件が整っているため、ロシア連邦消費監督庁、中国側の投資担当者を含め中露関係者が交渉

を積み重ねた結果、初の海外進出が実現した。 

ウラジオストク市内にあるボストーチニーリマン社の加工施設は、冷凍設備は設置されている

が急冷設備が無いため、鮮度保持の観点と海外需要に対応すべき点から急冷設備の導入を検討し

ている。作業工程においてはスライサー以外に魚の処理設備はなく、基本的に手作業が中心で、

その他新規設備の導入に関しては、会社規模拡大の予定が無いため消極的な回答であった。 

衛生管理については 2017年９月１日から HACCPを取得、また、製品の海外輸出に必要なロシア

農業省が導入したツェルベル制度にも登録している。(次ページ参考) 
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参考：ツェルベル制度 

【ツェルベル制度】 

管轄：ロシア農業省、ロシア連邦動植物衛生監督庁 

導入：2016年 12月 

対象：農作物・食料品の生産、加工、保管に携わっていて、輸出活動を行っている企業 

概要：2016年から農作物や食料品（加工品）の輸出業者及び生産、加工、保管に係る全ての関

係企業はロシア農業監督機関へ登録することにより海外への輸出許可がおりる。衛生管

理も含め国家が一元的に管理するシステム。ロシア国内の農作物・食料品の輸出企業は

各地域にあるロシア連邦動植物衛生監督庁の支部の監査を受けなければならない。2017

年 7 月から企業はオンラインで企業情報の登録が条件となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真６：ツェルベル制度登録証明書(出所：トロ社提供資料) 

 

写真７：ボストーチニーリマン社の 
加工場 

写真８：ボストーチニーリマン社 
の水産加工製品 
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④トロ社（沿海地方ウラジオストク市） 

 

 トロ社は 2002年の設立、燻製、ニシンのオイル漬け、鮭トバをはじめとする水産物の加工生産

を行なっており、加工品は主にロシア極東のスーパーマーケット等で販売されている。加工用原

料はウラジオストクの卸売会社、メーカーから直接買取しているが、原料価格は一年中変動して

おり、原料が不足する場合もある。その原因としては増加する中国の需要に対応した中国向けの

輸出による在庫不足によるものである。そのような背景もあり、最近では中国及び韓国企業から

の水産加工品のオーダーや相談が多くきている。 

 工場で稼動している水産加工機械は主にロシア製と韓国製で、ロシア製は魚の乾燥機（２台）、

燻製機（１台）、冷凍庫（３台）で、二次加工用の機械は全て韓国製である。韓国製を購入したの

はリーズナブルな価格設定と、中国製は安価であるが故障も多いので購入には至らなかったとい

う理由であった。また、加工機械導入の際、日本製の場合は変圧器が必要となるが、韓国製はロ

シアと同じ電圧であるため変圧器の必要が無いメリットがあるとのこと。 

 一方、韓国製機械は購入後、現在に至るまで故障等のトラブルは無い一方、ロシアに代理店が

無いため刃物（ナイフ）等のスペアパーツを韓国に発注しなれければなないとの話があった。 

将来的にはロシア向け及び日本向けの水産加工品や加工原料の種類を増やすために日本製の加

工機械導入の検討も含め新規機械の購入の意向があった。また、沿海地方でも昨今イカが獲れる

ようになったので、日本向けのイカの燻製や珍味等の製造にも関心を寄せており、日本の生産方

法やノウハウについての技術指導、加工機械の導入についても前向きであった。 

 

写真９：韓国製の二次加工用の機械 写真 10：ロシア製の冷凍機 

 

 

⑤ペガスＨＣ（沿海地方ウラジオストク市） 

 

ペガスＨＣは 2016年の設立、日系企業のロシア進出サポートを行っているロシア極東の貿易専

門商社で水産加工品の輸出入業務及び水産加工機械の対露輸入業務を行っている。 

 

ａ）日本製の水産加工機械の導入状況 

 

ペガスＨＣのヒアリング調査によれば、ロシア極東における日本製の水産加工機械の導入状況
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は、サケ・マス用の水産加工機械については日本製を約 10社が使用している。一次加工用のヘッ

ドカッターが主流でニッコー（北海道釧路市）、タイヨー製作所（北海道函館市）の機械である。 

大規模工場には大型冷蔵設備が導入されており、前川製作所（東京都）の冷蔵設備のほかフィ

ンランド製のものも導入されている。日本製とフィンランド製は価格、性能ともにほぼ同じであ

る。 

サケ・マスの将来的な需要はロシア国内及び中国では高い。そのためサケ・マスの養殖技術に

ついてはロシア極東でも期待が高く、日本製の孵化機に対する需要があり、既に導入または導入

見込み企業は約 100 社程度ある。孵化機は機械のみならず工具等の需要があるのと、ロシア企業

の要望に対して製品提供が柔軟に対応できるため、今後、日本製の機械や設備等の更なる導入の

可能性が高いと考えられる。 

 

ｂ）海外の水産加工機械の導入状況 

 

 ドイツ製の水産加工機械はスケトウダラに特化しており、解体やフィレ専用の機械が主で、ロ

シア極東の市場をほぼ独占している。また、缶詰等の製品化のための高度加工機械や中小加工工

場の冷凍設備は中国、韓国が独占している。韓国製は規格がロシアに合っているのとアフターメ

ンテナンスにも対応しており、価格や性能も含めロシアにマッチしている。他方、中国製は性能

が悪いものの安価なためロシア極東で普及している。 

 

図 7 海外からの水産加工機械の導入状況(2013年) 
(出所：ロシア連邦税関局「貿易通関統計」) 

    中国から輸入している主な機械は魚のカッティングマシーン、イカの加工機、魚の皮むき機、魚のうろ

こ取り、骨抜き機、昆布スライサー、魚スライサー、イクラ選別機、真空パック機、グリル機器、缶詰

加工機等 

 

ｃ）日本製の水産加工機械の導入の課題 

 

ロシア政府は自国及びユーラシア関税同盟国の水産加工機械の導入については税金等の優遇

（原則免税）を行なっているが、日本をはじめ海外製加工機械の導入については付加価値税(18％)

のほか輸入税(20％程度)がかかってくる。 

水産加工機械を導入するときの補助金制度については各地方政府によって支援メニューが異な

る。沿海地方政府では新規機械・設備の導入、養殖設備・機器、缶詰等の最終加工機械は補助対
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象であるが一時的な加工機械・設備は補助対象外、サハ共和国では水産加工機械を導入する際は

共和国政府から一部補助がなされるが、対象はロシア企業のみで海外企業や海外との合併会社は

対象にならない。 

日本製の加工機械については、高性能ではあるが高価格であるということがロシア国内での大

方の評価で、価格の高さが導入に向けた大きなハードルになっている。今後、日本企業と行政が

一体となった働きかけが必要と考えられる。 

 

⑥クリスタル社(カムチャツカ地方ペトロパブロフスク・カムチャツキー市) 

 

2001年の設立で従業員数は 20名、サケ・マス、白身魚を中心とした水産加工業を営んでいる。

同社では、タイヨー製作所（北海道函館市）から一次加工用のヘッドカッターを導入している。 

2012年頃から特に日本と中国において頭部無しの魚の需要が高くなったこと、手作業による解

体作業では多くの人手が必要となるとともに長時間の作業で魚の鮮度が著しく劣化することから、

ヘッドカッターを導入。これより人件費の圧縮と鮮度保持が実現した。 

クリスタル社で加工した水産物は冷凍してウラジオストクへ輸送後、他国へ輸出される。ウラ

ジオストクでは冷凍水産品を一旦解凍した後、品質検査を行っているが、同社のものは品質が良

く、ヘッドカッターの導入が品質向上に寄与しているとの評価であった。 

２次加工（フィレ専用）、３次加工（オーダーメード加工）の機械導入の予定は現時点では無い

が、将来的に２次、３次加工を行うのであれば消費地近郊の工場が必要であり、３次加工につい

ては安定した納入先を確保しなければならないとの考えであった。 

 

 

（５）ロシア極東における水産業の課題、ニーズ 

 

①ヒアリング調査結果からの水産業の課題 

 

ロシア極東は豊富な水産資源を有し漁獲量の多い地域であるが、加工技術やコールドチェーン

の未整備により鮮魚の流通には課題を抱えている。水産加工品は主に缶詰、燻製、塩漬け魚に限

定されていて、付加価値のある水産加工品の製造が進んでいないのが現状である。 
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写真 11：スーパーマーケットで 
販売している水産加工品 

写真 12：加工現場では多くが手作業 

 

 

②国家プログラムから見る主な課題 

 

ロシア極東の主要地域の今後の水産業振興策を定める国家プログラム（2013年～2020年）から

見る主な課題としては、「水産関連企業の振興、近代化」「加工設備の老朽化による設備更新」「生

産技術の向上、効率化」「養殖技術の振興、レベルアップ」「水産関連企業に対する国家の支援」

等である。 

 

表 3 ロシア極東各地域の水産業振興策を定める国家プログラム（2013年～2020年） 
（出所：農林水産省平成 28年度フードバリューチェーン構築推進事業報告書ロシア極東９地域の
農林水産概況・国家プログラム） 

 

 

地域別 水産業の課題 

沿海地方 

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企業活動の振興、沿海地方水産業の良いイメージづくり 
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 

カムチャツカ地方 

①漁業資源の基盤保全及び増大 
②沿岸水産加工分野の発展のための環境整備 
③水産分野の実務関係の専門家とスタッフの確保 
④水産分野を管理する国家機関の効率的な業務 

ハバロフスク地方 
①養殖漁業による海洋生物資源の再生 
②沿岸加工の振興 
③水産関連の個人事業主に対する国家支援の供与 

サハリン州 

①水産関連インフラの開発及び高付加価値な水産製品を生産する企業
の近代化 

②労働生産率の向上、通年雇用の増加 
③海洋養殖業の振興、河川地域の生殖量の増加、効率化 
④水産関連の企業への支援 
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③ロシア極東における水産業のニーズ 

 

ａ）養殖漁業の発展 

 

ロシア極東でも養殖漁業の取組みが進められており、国家プログラムにおいても重要なプロジ

ェクトの目標として位置づけられている。世界的にニーズの高いホタテ、ナマコの養殖について

は沿海地方を中心に取組みが進められている。サケのふ化場についても既にロシア極東の一部の

地域では取組みが進んでおり、特にカムチャツカ地方においては 2014-2020 年の国家プログラム

の枠内で 14 のサケ・マスふ化場の建設が計画されている。 

 

ｂ）加工技術の高度化、加工品の付加価値化 

 

 現時点ではウラジオストクを経由して中国等で加工品が製造されている場合が多いが、将来的

にはロシア極東でも加工機械や技術・ノウハウを導入することにより、現地加工品の付加価値化、

流通拡大が期待できる。 

 モスクワ等で販売されているサケ・マスのフィレ製品は大消費地に近い工場で二次加工を行っ

ている。ロシア極東で同様のことを行うのであれば、人口が多く、物流拠点でもあるウラジオス

トク市近郊等が候補先と想定される。 

 

 

図 8 ロシア国内での付加価値加工イメージ図 
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（６）日本の技術の導入可能性 

 

極東では水産物の養殖技術、付加価値化に向けた加工機械、冷凍・冷蔵設備の鮮度保持技術に

対する関心は高く、これらの分野においては日本の技術導入の可能性は高いと考えられる。 

 

①サケ・マスふ化器 

 

 サケ・マスふ化器をロシアに納入しているフラット合成（北海道札幌市）によると、昨今、海

水温上昇等によりロシア極東でもサケ・マスの回帰率の低下(１％程度)が見られており、そのた

め日本製のふ化器への関心が高く、健康で強い稚魚を育成、放流することにより、回帰率と漁獲

量の向上に期待している。 

 また、ふ化場において特に未受精などにより発生する死卵は水生菌の発生源となり，生卵への

影響が大きいため、自動検卵機にて正常な受精卵と白濁した未受精卵や死卵の選別が行われてい

る。日本製の処理能力は 40 万粒/１時間の処理能力を有しており、死卵混入率は約１％程度であ

る。これに対し日本製より安価なアメリカ製の場合、20 万粒/１時間の処理能力で死卵混入率は

約 10％であるため死卵を目視観察と手作業により取り除くことが必要となる。アメリカ製と比較

して高価ではあるが、日本製を導入することにより作業の効率化や省力化が実現できる。 

 

写真 13：日本製のふ化器 
（出所：フラット合成） 

写真 14：日本製の自動検卵機で 
選別した死卵（出所：フラット合成） 

 

②水産物の養殖技術 

 

 ロシア極東各地域の水産業振興策を定める国家プログラムでは養殖技術の振興、レベルアップ

がプロジェクトの目標の一つとして位置づけられており、沿海地方においても企業の養殖参入を

促進しており、研究機関による技術開発と支援で養殖技術のレベルアップを推進している状況で

ある。 

 また、養殖漁業の実現により、計画的な供給体制が可能となり、育種や飼育方法の改善によっ

て高品質の水産物を効率的に生産することができる。 

 ロシア極東で養殖のニーズがあるホタテ、ナマコ、カキ、コンブ、ウニについては、種類に応

じて、浅瀬でのいかだ養殖、箱や網を海中に沈める網箱養殖、海底に種苗を放流して後に収穫す
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る増殖方法等があるため、日本で培ったノウハウや技術指導を提供できる可能性がある。これら

の技術支援により、生産性向上及び高付加価値な水産物生産が期待される。 

 

③水産加工機械 

 

 ロシア極東のサケ・マス加工場では、ヘッドカッターをはじめ日本製の一次加工用機械が導入

されている。人手による加工は多くの時間を要し、品質の劣化をもたらすため、日本製の加工機

械の導入により短時間での加工の実現、人件費削減や品質の安定化に大きく寄与していると、納

品先企業から評価されている。 

 水産加工機械の競合国は主にドイツやアイスランドであるが、ヨーロッパとロシアでは一次加

工の方法が異なっている。ヨーロッパでは魚の頭を残した状態で一次加工を行なっているが、ロ

シアでは頭を切り落として加工している。ロシアと日本では一次加工方法の共通点があるため、

日本で一般的に使用している加工機械の導入が可能と考えられる。 

 将来的にはロシア国内でフィレ加工、オーダーメード加工を実施し、加工品の高度化を図るこ

とで加工品の付加価値化が進むと考えられる。加工機械の導入も含め、ソフト面での技術支援や

日本式の加工ノウハウの導入も検討できる。 

 他方、日本製をコピーした安価な中国製も出回っており、資金的な事情により安価な中国製を

購入し、故障も多く、後々苦労している加工業者も多いという話も聞かれた。 

 

 

写真 15：サケの一次加工用機械 
「ヘッドカッター」 

（出所：タイヨー製作所） 

写真 16：サケのフィレ加工用機械 
（出所：ニッコー） 

 

④冷蔵・冷凍技術 

 

 ロシア極東では鮮魚での流通は少なく、漁船内または加工工場で一次加工を施し、冷凍品を水

揚する割合が多い。水産物を国内外に輸送しているが、冷蔵・冷凍技術の未発達により鮮度劣化

等の課題を抱えている。また、真空冷凍の技術も少ないため、日本をはじめとする海外の新鮮な

水産物のニーズに対応しきれていない。 

 高度な冷蔵・冷凍技術の導入により、加工原料としての食材や半製品の新鮮さを維持しながら

保存、必要な時に原料を解凍して加工、出荷することが可能になることで生産効率の上昇、商品
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の安定供給、水産物の付加価値化に寄与すると考えられる。 

 

図 9 日本の技術の導入可能性 

 

（７）まとめ 想定する事業化のスキーム 

 

①想定する事業化のスキーム 

 

日本の水産加工機械や技術の導入に向けては、輸出手続きや資金回収などを含めた幅広い内容

の取組みが必要となるため、事業化のスキームについては日本国内メーカー単体だけではなく、

加工技術から物流や資金回収まで幅広い範囲でコーディネート機能を有する商社等と連携して進

めていくことが想定される。 

 

 

図 10 想定する事業化のスキーム 
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②資金回収の課題や留意点 

 

水産加工機械導入に当たっての資金回収の留意点としては、ロシア国内銀行はロシア企業に対

して L/C（信用状）を発行せず、発行するのであれば預金（デポジット）を収めるケースがある

ため、前払いが主流となっている。前払いについては、100％前払いするケースがほとんどである

が、場合によっては「マイルストーン方式」（分割払い）を採用する場合もある。 

また、機械等を納入した会社が売却されることにより資金回収ができない場合もある。また、

導入した機械や技術により中国や韓国への加工品販売も可能となるため、契約書に日本側が不利

にならない条件を明記する必要がある。 

その他、ロシアの取引先や銀行が倒産、取引先の資金繰りが悪化して回収不能となるリスクを

避けるため、日本貿易保険、場合によってはツーステップローンの活用も検討する（日本国内銀

行が信用保証等を活用し、ロシア企業向け融資の枠組みにより、ロシア国内の民間銀行（※アメ

リカの制裁対象外）に融資し、ロシア国内の民間銀行がロシア企業に資金を貸し出すもの）。ロシ

アの民間銀行は国営銀行と比較して信用力が低いため、信用保証等を活用して損失リスクを抑え

るものである。 

 

③水産加工品用ロシア産原料の対日輸出の可能性 

 

 近年、漁業資源の悪化により日本国内の原料供給が減少しているため、一部の国内水産加工業

者においては輸入原料の使用を増やし対応しているものの必ずしも安定供給が可能であるとはい

えず、安定的な原料確保が重要な課題となっている。国産、輸入ともに加工原料不足、高騰に見

舞われている珍味業界をはじめとする日本の水産加工業者においては水産資源が豊富なロシアに

対しての期待や関心が高まっている。 

 日本の既存の水産加工関係企業の経営を圧迫しない配慮を前提として、今後、ロシア国内での

水産加工分野での事業化を図る上では、機械の納入だけではなく技術指導を通じて日本仕様に合

う原料、半製品の対日輸出を行うことで、加工原料の安定確保を図っていくことが考えられる。

将来的には、日本のニーズに対応した日本製の加工機械の導入促進も期待される。 
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図 11 ロシア産水産加工品原料の対日輸出の流れ(出所：北海道総合商事) 
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７．ロシア国内における建設許可等の行政手続の整理及び投資環境制度とファイナ

ンスの観点から事業化可能性に向けた整理、課題の検討 

 

（１）背景・目的 

 

本章では極東地域での生産施設建設にあたっての法的な手続や建設許可等の行政手続に

ついて弁護士及びコンサルタントへのヒアリングにより必要な情報収集を行なうとともに、

生産施設建設におけるファイナンススキームやカントリーリスクについての検証及びヘッ

ジ方法について調査を実施した。 

 

（２）ロシアにおける合弁企業設立にあたっての留意点 

 

① ロシアでの合弁スキーム策定時における留意事項 

 

a. オンショアＪＶ vs オフショアＪＶについて 

 

 日本企業を含む外国企業がパートナー企業と合弁事業（ＪＶ）を立ち上げる場合、ロシ

ア国内（オンショア）で合弁企業を設立するケースと第三国（オフショア）に合弁企業を

設立し、ロシアにその 100％子会社を設立するケースの二つのケースが見受けられる。 

ロシアでは歴史的に国内の会社法制の整備が十分ではない点、また外国企業にとっても

ロシアへの直接投資ではなく法制度の整備が進んだ第三国の法人へ出資することで投資リ

スクを軽減できる点からオフショアＪＶが外国企業には多く利用されている。この点は他

国と比べロシアの特筆すべき特徴と考えられる。 

一方で、オフショアＪＶの場合、国外での中間持株会社とロシア事業会社の二つの法人

による合弁事業運営となることから会計や税務といった会社運営業務負荷がロシア国内で

の合弁と比べ大きくなるというデメリットも発生する。中間持株会社への配当やロイヤリ

ティーによる分配スキームの策定や会計監査対象会社が２社となるなど、設計・運用フェ

ーズのいずれにおいても費用がかさむことになり、結果として合弁事業の収益性の低下に

つながる可能性がある。 

また、合弁パートナー企業の意向や産業特性上の理由でオフショアＪＶの設立が難しい

ケースもあり、最近はオンショアＪＶを設立するケースも見受けられる。農業事業に関す

るロシアでのオフショアＪＶについては、農地取得に関する外資規制等がある事もあり、

実際の適用事例は少数或いは無いものと推測される。オフショアＪＶとオンショアＪＶの

比較一覧は次ページのとおりとなる。 
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表 1 オフショアＪＶとオンショアＪＶの比較一覧 

 

 

b. 出資及び融資の方法について 

 

 日本企業によるロシア合弁事業への投資にあたっては、出資として拠出する方法と融資

として貸付を行う方法の二つがある。合弁事業においては、合弁パートナー企業との出資

比率を変更する事が難しいケースや事後的な増資の際に合弁パートナー企業が増資に応じ

ないケースもある。そのため合弁事業を開始するにあたって合弁パートナー企業との間で

将来的な増資の際の出資義務や融資枠等について合弁契約書で予め定めておくケースがあ

る。 

また、投資資金の早期回収や迅速な資金拠出を図る目的で出資ではなく融資としてロシ

ア合弁事業に投資を行う場合もある。融資の場合には増資に比べ登記手続等の行政手続が

無いため迅速な資金の融通が可能となるとともに貸手である日本企業の債権保全の観点か

らも出資に比べ保護されている点で好まれるケースがある。但し融資金額が出資金額に比

べ極端に大きくなると、ロシア国内での過小資本税制等に抵触する可能性があるため注意

が必要である。 

 

 オフショア（第三国）合弁 オンショア（国内）合弁 

メリット ・法制度の安定した第三国での合弁

契約によるビジネスリスク低減 

・ロシア国内では事実上難しい競業

避止義務等を法律的に締結する

事が可能 

・税金コスト低減 

・日本を経由することなく効率的に

再投資を行うことが可能 

 

・オフショアに比べシンプルであり運

用コスト低減 

・実ビジネスがロシア国内で行われる

以上、ロシア法による一元的な判

断、執行が可能 

・本社による直接的管理が可能 

デメリット ・運用コスト増（２社運営＋帳簿作

成、税務申告、監査） 

・余剰資金の発生（中間持株会社に

資金が残るためグループ全体での

資金運用上は不効率が生じる） 

・第三国での決定事項のロシア国内

での実際の執行可能性 

・税金コスト 

・競業避止等を合弁相手に遵守させる

ことが法律的に難しい 

・株主間契約の解釈が限定的（定款規

定が優先）となる可能性 
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c. ロシアでの合弁事業における組織設計 

 

 ロシアでの合弁事業をスタートするにあたり合弁企業の組織、運営、管理といった会社

の基本的なルールを設計するに際しては、通常以下の三つのレベルを考慮する必要がある。 

 

(ア)ロシア会社法による規定 

ロシア合弁企業がどの会社形態を採用するかにより準拠すべき会社法の規定が異なる。

有限責任会社（OOO）においては有限責任会社法が、閉鎖型株式会社（AO）の場合には株

式会社法の規定がそれぞれ適用となる。有限責任会社法、閉鎖型株式会社法のいずれに

も、会社の設立、機関、運営、管理に関する基本的なルールが規定されている。 

  

(イ)定款による規定 

上記の両会社法の規定は全てのロシア企業に共通する一般的なルールを規定している

に過ぎないため、より詳細な事業運営上のルールについては定款により別途会社毎に設

定を行う事になる。また会社法による基本ルールを自社用にカスタマイズして変更する

事も可能であるが会社法の基本趣旨に反する変更（例：株主総会の専決事項として規定

されている事項を取締役会等の下位組織での決定事項とする、といった定款規定）は原

則として認められない点には注意を要する。 

 

(ウ)株主間契約による規定 

合弁事業にあたっては、合弁会社の運営に関する基本的な方針をまとめた株主間契約

を出資者間で締結することがある。合弁会社の最高意思決定機関は株主総会であり、そ

の株主は合弁事業の出資者であるため、株主間契約で合意した基本方針に基づき実質的

に合弁会社は運営される事になる。 

なお、合弁事業をスタートするにあたっては株主間契約の締結前に合弁設立の合意書

（メモランダム）が締結される事がある。当該合意書は契約ではないが、合弁設立の趣

旨や設立時期、設立場所、株主比率等の基本的な要件について合弁当事者間の合意内容

を確認するため書面化されるものである。 
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② ロシアにおける会社形態及び合弁企業に適した会社形態 

有限責任会社（OOO）／株式会社（AO） 

 

 ロシアには様々な会社形態があるが、合弁事業で多く利用されている会社形態は有限責

任会社（OOO）と株式会社（AO）の二つである。有限責任会社は有限責任会社法、株式会社

は株式会社法がそれぞれ詳細な規定を定めている。 

ロシアでの合弁事業を行う際にこれら二つの会社形態の選定は原則として自由であるが、

合弁事業の特性により選択の余地がないケースも存在する。例えばロシアで銀行業を営む

場合には有限責任会社は認められず、合弁企業を設立する際には少なくとも株式会社を設

立する必要がある。 

 

表 2 有限責任会社と閉鎖型株式会社との基本的な事項に関する比較 

 有限責任会社(OOO) 閉鎖型株式会社 (AO) 

最低資本金 10,000ルーブル 10,000 ルーブル 

登記方法 国家登記 国家登記＋中央銀行への株式登録 

定款資本の期

限期限 

法人登記後 4か月以内 半分以上を登記後 3 か月以内、残り

は 1年以内 

出資者の除外 出資者が重大な違反行為を犯し

た場合、裁判所の決定により出

資者を会社から除外することが

できる 

株主を除外することはできない 

出資者の退出 定款で特段の規定がない限り会

社への買取請求権が認められて

いる 

会社への買取請求は認められない 

譲渡制限 可能 不可 

 

③ 会社設立手続及び関連留意事項 

 

 ロシアでの代表的な会社形態である、有限責任会社（OOO）設立手続き及び所要期間を纏

めると次ページの図のとおりとなる。 




