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Ⅰ 業務の実施目的
１．業務実施の背景、目的
世界の食市場規模は 340 兆円（ 平成 21 年） から 680 兆円（ 平成 32 年） に倍増する
と予測されており、急速に拡大する世界の食市場を取り込み、我が国農林水産業・食関連
産業の海外展開を図っていくことが必要とされている。
このため、我が国の農林水産業・食関連企業（ 以下「日本企業」という。）の「強み」
を活かし、農林水産物の生産から加工、製造、流通、消費に至るフードバリューチェーン
（ 以下「ＦＶＣ」という。） の構築を各国と協力して進めていくための指針として取りま
とめたグローバル・フードバリューチェーン戦略に基づき、食のインフラシステムの輸出
による中小企業も含めた食産業の海外展開を促進するための具体的取組を進めていく必要
がある。
ロシア連邦（ 以下「ロシア」という。） については、平成 28 年 10 月に官民ミッショ
ンをハバロフスク地方、サハリン州及び沿海地方に派遣し、これら極東地域におけるＦＶ
Ｃ構築に係る日本企業の協力の可能性の調査を行い、その実施に当たっての課題等につい
て情報を収集し、その蓄積及び民間企業へのフィードバックを進めてきたところである。
こうした中、平成 28 年 12 月の日露首脳会談の結果を受け、官民が連携して８項目の日
露協力プランの具体化を更に促進していくため、具体的な検討の推進に資する更なる情報
収集が必要である。
こうした具体的な検討には、日本企業、金融機関等の関係者間の情報共有・連携が重要
であることから、日本側においては、極東等の農林水産業開発のためのプラットフォーム
を立ち上げたところであり、このプラットフォームを活用した官民連携により具体的な案
件形成及び日本企業の進出支援を進めていくことが必要となっている。
このため、本業務の実施により、必要な情報収集やプラットフォームの効果的な運営等
を行うことで、ロシアとの経済協力の案件形成や日本企業のロシア進出の促進を図り、両
国にメリットをもたらすＦＶＣ構築を推進することを目 的とする。

２．業務実施方針
本業務では日露双方の農業生産から製造・加工、流通、消費に至るフードバリューチェ
ーン構築を目指すために、日露双方の経済協力の進展の促進、中小企業の進出促進・展開
に向けた情報交換やビジネスマッチングに向けた取組み、今後のロシアでの展開に向けた
事業化可能性調査を中心に行っていくものとする。
これらの取組みを通じて、我が国食産業のロシアへの進出展開促進や民間投資と経済協
力との連携による日露双方の経済成長、 食のインフラ輸出と日本食品の輸出環境の整備が
期待されるとともに、日露の中小企業においては、互いの国で市場拡大を図り、受注確保・
拡大につなげ、両国の経済発展に寄与することが期待される。
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３．業務実施内容
（１）ロシアにおける事業化可能性調査
今後の日露協力プランの具体化に向けて、現在計画中の民間企業の案件形成状況を勘案
しつつ、広く民間企業が裨益可能な個別支援案件を特定し、その案件実現のため、ロシア
極東等農林水産業プラットフォーム会合等において把握する民間企業のニーズを踏まえ、
以下の項目による事業化可能性調査を実施した。
①事業化可能性調査に向けた民間企業のニーズ
②土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の投資に関
する課題と将来性
③園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査
④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
⑤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
⑥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
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Ⅱ ロシアにおける事業化可能性調査
１．日本国内の民間企業のニーズ調査
ロシアにおける事業化可能性調査を行う前段として、ロシア極東等農林水産業プラット
フォームメンバー企業を対象にロシアビジネスの取組み状況、課題等係るニーズ調査を行
い、その結果を踏まえて調査対象項目及びロシア国内における事業化可能性調査の具体案
の検討を行った。
（１）アンケート調査票

（２）アンケート調査結果
①調査の目的
・

ロシア極東等農林水産業プラットフォームメンバー を対象に事業化可能性調査のニー
ズを把握する。

②調査の方法
・

対象者：ロシア極東等農林水産業プラットフォーム メンバー

・

実施方法：e メールに調査票を添付し送信 。e メールにて 回収

③調査の集計結果
・

送信数：137 件

・

回収数：19

・

回収率：13.9％
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＜集計結果＞
質問１. 本年度実施するロシアにおける事業化可能性調査については以下の４項目のテー
マで実施する予定です。貴社において関心のあるテーマについて当てはまるもの１
つに○印をおつけください。

1.(25.0%)

4

2.(12.5%)

2

3.(6.3%)

1

4.(56.3%)

9
0

2

4

6

8

10

人

１.土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の投資
に関する課題と将来性
２.園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査
３.木材加工品の生産施設の建設、日本向け輸出及び日本国内での供給の可能性
４.水産加工における日本企業の投資に関する課題と将来性
（ 注 ） 回答 数 16（無 回 答 3 人を の ぞ く）
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質問２．貴社において、ロシアの農林水産分野におけるビジネス展開により成長が期待で
きる分野について、当てはまるもの３つに○印をお付けください。また、その理由
と具体的な品目等がありましたら下記回答欄に併せてご記入ください。

1.農業・林業・漁業(68.8%)

11

2.食料品製造業（以下の3.4.5を除く）(31.3%)

5

3.水産食料品製造業(37.5%)

6

4.製茶業(0.0%)

0

5.酒類製造業(0.0%)

0

6.たばこ製造業(0.0%)

0

7.飼料製造業(6.3%)

1

8.包装・農業用資材製造業(6.3%)

1

9.製材業，木製品製造業(6.3%)

1

10.造作材・合板・建築用組立材料製造業(0.0%)

0

11.その他の木製品製造業 (木質燃料含む）(6.3%)

1

12.冷蔵（冷凍）運輸・保管・貯蔵業(43.8%)

7

13.卸売業、小売業(12.5%)

2

14.飲食サービス業(6.3%)

1

15.衛生(6.3%)

1

16.分析・検査(12.5%)

2

17.その他(18.8%)

3
0

2

4

6

8

10

（ 注 ）回 答 数 16（ 複 数回 答 ３人を の ぞ く）。カ ッコ 内 は構 成 比を あ ら わす 。
「 17.そ の 他 」の 内訳 は「 漁 港施 設 の整 備 、
漁 場 環 境の 調 査」１、
「 バイ オマ ス 利 活用 計 画、再生 可 能エネ ル ギ ー利 活 用計 画 他」１、
「水 産 増 養殖 、水 産 開
発」１。

【成長が期待できる理由や可能性のある品目等】
・

豚肉輸出（対ロシア向け）

・

水産食料品だけではなく、農産物においても食品製造業は可能性は残されていると思
う。現在もないわけではないが、日本向け加工品となると衛生面、品質面に問題有。
わざわざコストをかけて第三国加工を行う事が多い中、ロシア現地加工ができるので
あれば競争力も出ると思われる。包装材についても、同様にロシアの梱包材は品質が
良くない。ダンボールも単層の物が多く潰れ易い。また、中国や韓国から買っている
ようだが、結局品質の悪い物を買っている。その品質の悪いダンボールを洋上に持っ
ていって水産物原料の梱包に使用している。せっかく木材があるのに、なぜ自国で高
品質の梱包材を作れないのか。プラスチック容器も割れ易い物が多く輸送時に割れて
しまうという事もよくある。冷蔵・冷凍保管施設にしても日本のようなしっかりとし

9

12 人

た保管施設は少ないので可能性としてはあるのかもしれない。また、ロシア国内での
輸送距離の長さから運輸業、配送機能の充実をさせていけば需要はあると思う。
・

全ての業種においてそれぞれ成長が期待できる分野があると思うが、政治、法令等々
のロシア独特の環境によってすべてが左右されると思われる。また、持続性にも同様
に疑問が残る。

・

日本の畜産向け飼料（牧草、穀物）は北米や豪州に依存している現状からロシア極東
からの開発は実現可能性が高いと考えます。ロシア極東における製材、木製品、チッ
プ、木質ペレット等は日本の需要にマッチングしており今後大きく伸びる可能性が高
いと考えます。

・

当社は日本→極東ロシア、極東ロシア→日本での食品輸出入拡大を目指しております。
日本→極東ロシアにおいてはロシアの中食文化が盛んなことから米やカレールーが有
望と思われたので 13 を、極東ロシア→日本においては、はちみつ等の加工食品が有望
と思われたので２を選択しました。

・

１．農業・林業・漁業：農機（ヘーベーラーなど牧草用）穀物用クレーン、漁船用エ
ンジン

・

12．冷蔵（冷凍）運輸・保管・貯蔵業：（冷凍）自動倉庫

沿海州、樺太、北方４島周辺は良い漁場であり、乱獲を防ぎ、持続可能な水産資源の
活用のためには、漁港施設の整備、漁場環境の整備、それに伴う各種測量、調査、設
計等が必要となってくる。

・

サケマス増殖事業に期待。海水温の上昇に依りロシア極東地域が中心に残るであろう
が、増殖技術家が少ないしレベルが低過ぎる為、技術指導、ビジネスチャンスが大い
に有り。他、海南、陸上養殖に可能性有り。

・

現時点ではビジネス展開により成長が期待できる分野は見出せませんが、北海道農畜
産物のロシアへの輸出の可能性について調査を開始した所です。

・

（漁業、水産加工、水産増養殖、水産開発）の専門家を抱えており、これまで日本の
政府開発援助の取組みとして世界各国 で技術指導、技術調査の豊富な経験があります。
その知見を活かしてロシアの水産分野で必要とされる支援について可能性を模索して
みたいと思います。

・

・蕎麦：世界最大の蕎麦生産国であり、原産国表示義務のルール変更を見越して China
Free の動きもある事から、中国に替わるサプライソースとして検討余地はある。
・麦類他穀物類：欧州と比べ日本に近い距離にあり、供給基地としては魅力的。栽培
技術のサポートや機械での効率化を進めて国際競争力が増す事を期待。

・

問１の回答と同様で具体的な品目はありませんが、ニーズがあれば可能性が あるので
はないかと思います。
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質問３．貴社の概要について、下記項目について該当するもの１つに○印をおつけくださ
い。
1.農業生産・食品製造(17.6%)

3

2.機械・資材・IT(5.9%)

1

3.物流(5.9%)

1

4.流通（卸・小売含む）(0.0%)

0

5.外食(0.0%)

0

6.商社業(29.4%)

5

7.金融(5.9%)

1

8.コンサル・サービス(11.8%)

2

9.政府機関・団体(11.8%)

2

10.官公庁(0.0%)

0

11.その他(11.8%)

2
0

1

2

11

3

4

5

6

人

２．土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の
投資に関する課題と将来性の事業化可能性調査（ハンカ地区を中心に）
（１）背景、目的
ロシア沿海地方やハバロフスク地方では、日本企業によりソバなど穀物の試作が行われ
たことがある。しかし、生産基盤である農地や灌漑施設などのインフラ、農業の生産技術、
生産物の流通・販売、諸制度等について十分な現地情報がないことから日本企業の投資が
進まない状況にある。
特に沿海地方では大規模な寒地稲作が行われているが、その実態は明らかにされていな
い。そこで、沿海地方政府などから農業振興と基盤整備、法制度などの実情を確認すると
ともに、ハンカ湖周辺の行政府や農業者から現地稲作の生産基盤や経営実態をヒアリング
し、我が国農業技術の現地適応性と日本企業の事業化に必要な情報を収集 した。

図 1

沿海地方と北海道（Google ﾏｯﾌﾟより）

（２）沿海地方農業の概要と稲作
沿海地方の土地面積は、166 千ｋ㎡（北海道の約 2 倍）で約 70％が森林地帯である。
西部はハンカ湖周辺の低地が大部分を占める。南部は岬や入り江に富み，天然の良港で
あるウラジオストク港やナホトカ港をはじめ多くの港を有する。
沿海地方の人口は、192 万人（2017 年１月）で、州都のウラジオストク市は 63 万人、
農業と食品産業を中心とする第２の都市ウスリースク市は 20 万人である。
沿海地方の気候は全体的に湿度の高いモンスーン気候であり、ロシア極東の他地域に
比べて温暖で、大豆、麦、米などの農作物が栽培されている 1 。

1

沿海地方概要―在ウラジオストク日本国総領事館
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2017.8 より

①

沿海地方の気象
緯度が札幌市と変わらないウラジオストク市と北海道稲作の北限で高緯度の名寄市の

気象を比べると（図 2、図 3）、前者の平均気温は後者を６，７月で下回り９、10 月でや
や上回る。また、年間降水量は前者が 840mm で後者の 969 mm を下回るが、５～８月の農
耕期間は降水量が多くなっている。また、ロシア国内で最大の米産地であるクラスノダ
ール地方と比べると、気温は大きく下回り降水量が多い。ただし、ウラジオストク市の
７～９月には 33℃以上の最高気温が記録されている。内陸性気候で農業が盛んなウスリ
ースク市などの夏季の気温は、海洋性気象であるウラジオストク市を上回ると思料され
るが、ハンカ湖周辺の農業者からは、
「降雨など気象変動への対応が最大の課題」と言う
声が多く聞かれた。

図 2 平均気温（平年値） 2

図 3 年間降水量（平年値） 3

沿海地方農業の概要 4

②

ａ）耕地面積
沿海地方の耕地面積は 70 万 ha で、日本の東北６県から福島県を差し引いた面積に匹敵
する。しかし、実際に耕作されている面積は 50 万 ha で、残りが未耕作地である。農地の
耕作率が 70％程度しかない大きな要因は、旧ソビエト連邦からの移行過程で国営・集団農
場の一部や条件不利地が新たな担い手に引き継がれなかったことと度重なる洪水の影響に
よる。このため、農地は長期間の未耕作で荒廃が進み、再耕作には多額の投資が必要にな
り、放置されている状況という。
ｂ）農業の担い手
沿海地方の農業の担い手は、大きく以下の３タイプと一部海 外企業との合弁会社がある。
タイプ１

企業法人：120 社

数千ヘクタールの大規模面積で、外部資本家の出資などで資金力があり、最新鋭の施
2

Pogota（http://www.pogodaiklimat.ru）及び気象庁 HP 過去の気象データ検索より

3

同上

4

沿海地方農業局からの聞取りを中心に記載
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設・機械を装備する企業型の法人経営である。主に大豆などの土地利用型作物が栽培され
ており、後述するアリアンス社が該当する。
タイプ２

個人農家：958 社

ソビエト連邦崩壊により解体された国営・集団農場の構成者が中心となり農場を引き継
いだケースが多く、資金力に乏しいためか旧式の施設・機械が多い。このタイプも土地利
用型作物が中心で後述するビリテンコ社が該当する。

写真 1
タイプ３

現役の旧式トラクター

市民農園：18 万戸

このタイプにはダーチャ（菜園付き別荘）を含むが、数ヘクタールの農地で野菜等を栽
培、牛や豚、鶏を少頭数飼養し食料を自給するとともに余剰農畜産物を市場や露店などで
販売する形態である。
栽培作物は、馬鈴しょやニンジンなどの外、トマト、スイカなどの果菜類を含め多様で
ある。特に馬鈴しょはこのタイプが主たる生産者である。
沿海地方の耕地面積 50 万 ha のうちタイプ１と２が合わせて 30 万 ha に対し、タイプ３
は 20 万 ha を耕作することから、市民農園は住民の食料確保に重要な役割を果たしている。

写真 2 市民の市場 5

写真 3 市場で販売される地元産野菜

沿海地方の農業には、これらの外にロシア企業＋海外企業による合弁会社が 30 社あり
（タイプ１、２に含まれる）、その組合せはロシア＋中国が 21 社、ロシア＋韓国が 9 社で、
うち９社で稲作が行われている。
海外企業が沿海地方の農業に参入するには、農地を賃借し合弁会社を設立する必要があ
る。ただし、農地制度上、借地期間は出資比率が海外資本 50％未満では 49 年、50％を超
えと 15～20 年に短縮される。そのため出資比率が 50％を越えると設備投資が難しくなり
海外資本が経営権を持つ会社は無い。
こうした農地制度のもと、多くの海外企業は農地を保有するロシア企業に資本参加する
ことで事業展開しており、沿海地方農業局によれば中国企業の参入が法的に規制されてい

5

市民が利用するウラジオストク市内の市場
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る事実はないとのことである。
ｃ）農畜産物の産出額と作物の栽培状況
沿海地方の農業産出額は 363 億ルーブル 6 で、その構成は農産物が 78％（282 億ルーブル）、
畜産物は 22％（80 億ルーブル）であり、日本全体の 64：36 7 に比べて畜産物の割合が低い。
飼料作物を含めた年次ごとの播種面積の推移をみると近年漸増し、2016 年は 2014 年比
で 20％近く増加している（図 4）。
また、主要作物の播種面積は（表 1）、大豆が 71％でトウモロコシ、麦類、米が各 10％
弱であり、大豆に偏った作付け構成になっている。2012 年からの推移をみても、大幅に増
えたのが大豆とトウモロコシで、この２品目が図 4 に示した播種面積の増加に寄与してい
る。一方、麦類と米は２万 ha 強ではあるが近年は減少傾向にある。

図 4
表 1
2016年
順位

作物名

沿海地方の穀類および馬鈴しょの播種面積(ha)

7
8

2016年

2016年/
2012年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

146,125

151,454

186,132

183,536

214,864

71.1%

147%

構成比

1

大豆

2

とうもろこし

14,965

22,184

22,243

23,848

29,501

9.8%

197%

3

麦類

44,295

35,433

43,212

26,258

25,851

8.6%

58%

4

米

23,284

22,551

24,602

18,778

21,248

7.0%

91%

5

ばれいしょ

9,904

18,090

17,710

5,651

10,538

3.5%

106%

6

そば

2,894

838

1,630

1,165

20

0.0%

1%

合計

241,466

250,549

295,529

259,236

302,022

100.0%

125%

※野菜、多年生作物を除く

6

沿海地方の播種面積 8

出所）ロシア連邦統計局

2016 年、ロシア連邦統計局のデータベースより、沿海地方の農産物と畜産物の生産額を加算した。
生産農業所得統計（農林水産省 2015 年）
出所：ロシア連邦統計局、果樹類、牧草などの多年生作物を除く
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表 2
順位

主要野菜の播種面積
作物名

面積(ha）

1

たまねぎ

762

2

トマト

681

3

にんじん

518

4

キャベツ

414

5

きゅうり

398

6

かぶ

371

7

ズッキーニ

197

8

かぼちゃ

141

出所）ロシア連邦統計局

ｄ）沿海地方の稲作
沿海地方における水稲栽培の起源は、19 世紀末、悪化した食料事情により朝鮮北部から
移住してきた朝鮮人の手による。ロシア革命後、スターリンの政策により朝鮮系の人々が
中央アジアに強制移住させられたことで、この地方における稲作はその担い手を失ってし
まった。
その後、旧ソビエト政府の開発計画により 1960 年代からハンカ湖周辺を中心に、60 万
ha の水田とその灌漑施設を整備する大規模な開発計画が立案されたものの、実際には 4.8
万 ha の造成に留まった。そして、1991 年のロシア連邦移行によりそれまで稲作農業を担
った集団農場が解体され、その後は先述したタイプ①、タイプ②そして海外資本との合弁
企業などによって担われてきた。
灌漑用水の水源は、中国黒竜江省と沿海地方間の国境地帯に位置し、水面面積 4,190k
㎡をもつハンカ湖である。この水面面積は、琵琶湖の約６倍に相当する。ハンカ湖の平均
の深さは 4.5m で最大でも 10.6m と浅く、夏季には水温が高くなり寒地稲作には好条件をも
たらしている。また、ロ・中両国の自然保護区はともにラムサール条約登録地になってお
り、ロシア側の水田排水は水質検査が行われている。
稲作はこのハンカ湖を囲む５地区で行われ、近年の水稲栽培面積は 2 万 ha 強で推移し、
ハンカ、ホロリスキー、スパスキーの３地区で全体面積の 83％を占める（図 5）。しかし、
稲作面積は全水田面積 4.8 万 ha の 42％でしかない。これは、ハンカ湖周辺の農地に度々
発生する洪水被害が大きな要因になっている。
ハンカ湖には 23 の河川が流れ込むが、流れ出す川はソンガチャ川１つであることと、
ハンカ湖の水位と農地との高低差が少なく地形的に洪水のリスク を高くしている。さらに
排水施設の能力が増水に対応し切れていないことも要因といわれる 9 。
このため、ハンカ湖の水位上昇と洪水により排水能力を越えた水田が湖状態になって放
置され、稲作面積は 2014 年の 27 千 ha 10 から 2017 年には 20 千 ha に減少した。この減少し
た面積は和歌山県の米作付面積に匹敵する。
また、他の要因として、畑作物の連作を回避するため田畑輪換が行われることや、米と
9

2017 年 8 月 7～8 日に洪水 が発生し、ウスリースクなどで 5 千 ha の農地に被害 が発生―沿海地方政府
HP より
10
沿海地方農業局からの聞取りであるが、表 1 の統計値との誤差に注意

16

畑作物との価格関係で栽培面積が変動することもある。特に 2015 年の減少は、前年の米価
格の下落で水稲から大豆に大きく置き換わったことによ る。収穫量は過去５年間では４～
６万 t で収量はほぼ 2.5t/ha の水準である 11 （表 3）。

図5

沿海地方の稲作地帯

※Google マップに加筆、面積の出所はロシア連邦統計局

表 3

沿海地方の水稲播種面積、収穫量、収量の推移

項目
面積(ha)

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

23,284

22,551

24,602

18,778

21,248

収穫量（千ﾄﾝ）

38.5

50.2

61.5

45.9

49.9

収量（ﾄﾝ/ha）

2.66

2.34

2.50

2.65

2.34

出所）ロシア連邦統計局

11

収量に関し、ハンカ地区農企業では 3～4ｔ/ha、農業科学研究所からは 4～5ｔ/ha の実績と回答され

た
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（３）沿海地方政府の農業及び稲作振興 12
①沿海地方農業発展計画（2013～2020 年）と農業施策
2020 年を目標とした農業発展プログラムで、総額 123 億ルーブル、2017 年には 30 億
ルーブルの事業が予定されている。
表 4 は、その発展計画で示された 10 のプログラムから優先順位の４位までを抜粋した
ものである。その１、２位は、生産技術向上のための補助事業、保険制度による生産施設
と機械への投資誘導である。
表 4

沿海地方農業発展計画（2013～2020 年）

第１位：農企業の競争力強化を図る生産技術の近代化
・革新技術の導入・普及、農村のアドバイザリーサービ
ス
・食品加工、ハイテク機器、機械・装置産業の育成
第２位：金融支援や災害等のリスク軽減による投資誘導
・施設・機械の導入補助、借入金の利子補給
・災害等の損害保険制度
第３位：土地の肥沃度を維持し、農業生産条件の整備
・気候条件に即応した合理的な農業生産
・農地の肥沃度の体系的な維持（土壌汚染防止を含む）
第４位：気象変動など自然災害への対応
・灌漑、排水システムの復元
・排水対策などによる洪水防止で耕作放棄地の抑制

施設・機械導入の補助制度
農業経営者の投資に対する補助制度で、例えばトラクター導入には 30％、コンバインは
50％の補助金が支給される。ただし、農業経営者は購入代金の領収書を添えて補助申請す
る仕組みであるため、補助金が交付されるまでは一時的ではあるが購入代金の全額を資金
調達しなければならない。また、補助金申請には(ｱ)農業経営者からの申請書、(ｲ)専門家
による更新の必要性に関する証明書、(ｳ)更新計画書が必要となり、手続きの煩雑さと申請
から補助決定まで時間がかかることなどから、農業経営者の利用は少ない。
利子補給制度
ロシア農業銀行により、１次産業者等が利用する事業資金等に対して利子補助する制度
である（詳細は 22 ページ参照）。
新型経済特区制度による農業投資の誘導
ロシア連邦政府が優先的発展区域（ＴＯＲ）を設置し、当該地域を対象に一連の優遇措

12

沿海地方政府農業局からの聞取り及び農業局 HP（http://www.agrodv.ru/）より
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置を適用するもので、沿海地方ではミハイロフスキー地区が指定され、農業進出に対して
水路、電気、ガスなどのインフラ利用で優遇措置が適用される。
沿海地方のＴＯＲは、農作物に供給不足が無いため畜産振興が柱で、酪農と養豚に力を
入れている。海外企業の参入も認められ、現在ベトナムの企業が畜産経営で沿海地方政府
と協議を進めている。
②

沿海地方産米の位置づけ
ロシア国内の米生産量は 120 万トンであるが、うち 100 万トンがクラスノダール地方で

生産されており、沿海地方産は５万トン（表 3）と国内内生産量の４％のシェアしかない。
また、国民一人当たり消費量は年間 8.0kg で推移し食生活においては主食の位置付けにな
く、今後も国内需要の拡大は難しい状況にある。
スーパーマーケットにおける沿海地方産米の販売価格は、kg 当たり 55 ルーブルで、中
国産の 100 ルーブルやクラスノダール産 148 ルーブルに比べて大幅に安く、売り場面積も
他産地の米に比べて狭い 13 。この理由は不明であるが、 沿海地方産米は国内市場での地位
が低く市場競争力は弱い状況にある。

写真 4 沿海地方産の米
（55 ルーブル/1kg）
③

写真 5 中国産の米
（左 70、右 100 ルーブル/1kg）

写真 6 ｸﾗｽﾉﾀﾞｰﾙ産の米
（左 99、右 111 ルーブル/800g）

地方政府の稲作振興方針
ロシア国内の米消費量 120 万トンと日本の 1/7 程度であり、現在、沿海地方でも十分量

が生産されていること、さらに、クラスノダール産や中国産の米が供給され需要を満たし
ているため、地方政府では重点的に稲作振興を進める方針は無い。
また、輸出拡大には関連施設の整備などに対して補助が必要になるため、地方政府では
現状以上の増産を望んでいない。このため沿海地方産米は現在精米で１万トン程度を 主に
中国、一部韓国に輸出しているが、今後も地方政府による輸出振興は期待することができ
ない。
以上、沿海地方政府の農業振興は畜産に力点が置かれ稲作の優先順位は低く、そのこと
が灌漑・排水など農業インフラの老朽化と洪水対策の遅れになっている一因と思料される。
（４）沿海地方の農業関係機関
①

連邦国家研究機関「沿海地方農業科学研究所」

13

ウラジオストク市内スーパーマーケット（インディカ、ジャポニカの両タイプは同価格で販売されて
いた）
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沿海地方の農業研究機関で大豆、穀物（冬・春小麦、大麦、そばなど）、水稲、農業・
農芸化学の分野の研究部署がある。その他に野菜と養蜂の研究所が配置されている。
水稲研究室では、試験用水田を 12ha 所有し、収量と品質の安定化をめざし、極東地方に
適応した新品種の開発や栽培技術の研究が行われている。
研究方針は、ロシア全体の米消費量 120 万トンに対して沿海地方の米生産量は僅かで国
内の競争力が弱いことを課題とし、将来的には輸出能力を高めるための技術開発を目指し
ている。
育種部門では現在まで８品種を作出し、最近ではニーズが高いジャポニカタイプの育種
に取り組み、その収量目標は現状の ha 当たり 4.0～5.0 トンから 7.0 トンで、耐冷、耐病、
倒伏性（草丈 80cm）の強化、さらに米のワレや形状の品質向上を目指している。
これらの品種試験は、研究所内の水田で実施するものと現地農場で実施するものがあり、
両者を含めて 3 年間の品種比較試験を行い品種リストに登録して、現地での栽培に供され
る。これはヨーロッパ等で行われているナショナルリスト制度と同様なシステムと推察さ
れる。
また、栽培研究では多収栽培技術の確立に向け土壌改良や水管理、施肥法、除草剤など
総合的な技術改善に取り組んでいる。特に寒地の水稲栽培であるため、耐冷性の向上と農
業機械の改良を重点としている。
これらの技術開発のため、諸外国との研究協力には積極的な姿勢を示しており、海外か
らの資材や品種の試験では、沿海地方農業局の許可があれば、沿海地方での適応性を認め
るリストアップに向けた試験が可能で、日本の除草剤もリストに登録されているとのこと
である。現在、韓国から 30 種類程度の系統品種が導入され、研究所で試験栽培を実施して
いる。この他、種子増殖のために年間 20～30 トンの原種生産を行い、農業者に 60 ルーブ
ル／㎏で配布している。この種子は更に現地で増殖し栽培に供される。

写真 7 農業科学研究所

写真 8 右 列 中 央
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ニコラエヴィッチ所 長

写真
②

9 水 稲 の試 験 ほ場 （出 穂 始 め）

写真 10 水稲の試験ほ場

沿海地方農業アカデミー
日本の大学と同様に学生教育と農業研究を行う機関で、国際交流部、農業技術部、畜産・

動物検査部、畑作部、林産部の５部から構成されている。畑 340ha、山林 28 千 ha、苗畑
11 千 ha を所有し、沿海地方で盛んな養蜂の研究も行われている。
国際交流は、日本、中国、韓国、アメリカ、ドイツ、チェコ、オランダなど広範囲に行
われ、日本とは新潟大学や㈱クボタとの間で連携協定を締結し、大豆の栽培研究は現在も
継続中である。
ロボット技術やＩＣＴを活用した超省力・高品質生産に関する技術研究は緒についたと
ころと思料され、ロシア極東で事業化されている植物工場の研究は未着手である。
また、広大な耕地を活かした家畜飼料生産の研究を行っており、日本へのサイレージ、
乾牧草の輸出に強い関心を持っていた。日本に対しては、連携協定の締結により共同研究
や人材交流をしたいとの強い要望があった。

写真 11 農業アカデミー

写真 12 新潟大学との共同

正門

試験ほ場（大豆）

写真 14 ロータリーハロー（日本製 ）

写真 13

トラクター
（クボタ社製）

写真 15 アカデミー付属農場の作業機械
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③

ロシア農業銀行ウラジオストク支店
ロシア農業銀行は、2000 年に大統領特別令を持って設立された政府資本 100％の銀行で、

資産規模は全ロシアの銀行の４番目に位置し、全国に 70 地方支店と 1,200 の事務所があり
国内第２位の支店ネットワークをもつ。
主な取引先は、農業、水産業、林業の生産と加工に関する個人と企業などで、一次産業
とその関連ビジネスに金融サービスを行っている。
沿海地方には 12 の支店・事務所があり、コンサルティングと融資相談に応じている。
沿海地方の農業投資額は年間 50 億ルーブルで、投資を行った農家戸数の 75％が同行を利
用している。
＜融資と利子補給制度＞
2016 年までの利子補給制度は、事業者がロシア農業銀行から 9.6～14.0％の金利で融資
を受け、その後、事業者が州政府に利子補給の申請を行い、最終金利の１～５％の差額を
受け取る仕組みであった。
2017 年からはロシア農業銀行が、直接１～５％の利息で貸出しを行うもので、借り手の
事業者にとっては手続きが簡素化し利便性が増したものである。
融資判断は、農業者の経験年数、事業規模と内容、財務・税務資料、個人や会社の資産
などで判断される。
資金の種類
融資資金の種類は 15 種類あるが主なものを上げると以下の通りである
 春の播種用種子の購入や秋の収穫費用などに必要な短期の運転資金
 機械・設備資金は償還期間 7 年で融資される
 ハウスなどの整備資金である新施設の建設資金
 乳牛、肉牛などの導入資金で、償還期間は 5 年以上
 養蜂用の蜂の購入資金
 養殖施設の整備資金
 漁船の整備資金
借入限度額
限度額は設定されておらず、事業の内容により決定される
償還期間
７～15 年で、畜産の大規模プロジェクトでは最大 15 年間である
申請から融資実行までの期間
通常の事業規模では２～３週間で、大規模プロジェクトで大口融資案件は３か月程
度で融資される
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（５）沿海地方の水田・灌漑施設と稲作技術
①

灌漑システムの現状
沿海地方の水田と灌漑システムは、1960～1970 年にかけて盛んに整備され 1990 年まで

続いたが、ロシア連邦になってからは途絶えている。
ホロリスキー地区の灌漑施設（写真 16～写真 19）は、1981 年に整備された比較的新し
いものである。水田の灌漑用水は、図６のようにハンカ湖の湖畔に設置された第１揚水場
でポンプアップし、さらに第２揚水場で第２幹線水路にポンプアップされ、各企業が利用
する支線に給水される（図 6）。

図 6

ハンカ湖周辺における灌漑用水路（模式図）

設置された６基のポンプは隣接する電源施設が供給する電気を動力としている（写真
17）。1981 年以来、ポンプを含めて更新されておらず、更新時期を迎えた施設は資金手当
てが不十分な中で維持管理を続けている。
水田の区画は、１区 4～10ha が 15 圃場前後にまとまった約 100ha を単位として農道と
支線水路、排水路が設置され、稲作経営体に勤務する水田管理専門家が１日３回の水管理
を行っている。

図 7

水田と水路の配置（ホロリスキー地区ビリテンコ社）
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幹線水路と支線水路は、日本の様にコンクリートブロックで整備されたものではなく、
素掘り状態で水門も簡素なものである。支線水路は日常の維持管理が行われていない様子
で、雑草に覆われて水温上昇が阻害され、迅速な入水は難しいと思われた（ 写真 20～写真
23）。また、農道の整備も不十分で凸凹が激しく、降雨後は乗用車での走行が困難な状況で
あった。
地域における灌漑用水の供給は、各稲作企業の水田管理責任者が揚水場や幹線水路を管
理する国営管理会社に申請して給水期間や量を決定する仕組みで、これまでに灌漑用水が
不足したことはなく稲作農場間の調整は行われていない。これはハンカ地区、ホロリスキ
ー地区ともに灌漑施設の揚水能力に比べて水稲の作付面積が少ないためと思われる。
以上のように水田周辺の農道、灌漑・排水などのインフラは老朽化し管理状態も良好で
はなく、訪問した稲作経営体が指摘するように、灌漑施設に関する政府の補助が無いこと
が大きな要因といえる。
②

水田・灌漑システムの再整備と治水対策
灌漑水量に不足は無いものの、既存の灌漑施設は更新期を過ぎているという現実がある。

しかし、灌漑施設の運営管理は国営管理会社が担っていることを考えると、施設更新には
国家レベルの整備事業が必要となり、稲作に関する地方政府の姿勢に鑑み、早期の実現は
難しいものとみられる。
こうした状況下でも、近年頻発する洪水から優良農地を守る対策は避けられないが、ハ
ンカ湖の自然保護区はラムサール条約の登録地であることから、土木工事による大規模な
治水対策には制約があるとみられる。さらに今後も稲作面積の大幅な増加は望めないこと
を考え合わせると、既存水田の貯水力を活用する方策について調査の重要性が指摘できる。

写真 16 第１幹線水路

写真 17 第２揚水場のポンプ室（左奥に電源設備）

写真 18 第２揚水場（第２幹線水路 出水口）

写真 19 第２揚水場（揚水ポンプ 1981 年製６基）
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写真 20 第２幹線水路（水門）

写 真 21 第 ２幹 線 水 路 から支 線 水 路 の取 水 口

写真 22 支線水路の取水口

写真 23 支線水路

沿海地方の稲作技術 14

③

水稲は、大豆やトウモロコシ、麦類との輪作体系に組み込まれることが多く、圃場は前
年秋に耕起し４月後半から施肥、砕土、均平などの作業を行い、５月 10 日～25 日の概ね
15 日間で発芽籾が播種される。その方法には、前半に行われる乾田直播と後半の湛水直播
の２種類があり概ね半々の割合である。
乾田直播はグレンドリルで地表下３cm 前後に播種し、後半の湛水直播はブロードキャス
ターで地表下１cm 前後に播種し出芽時期を調整している（図 8）。
種籾の播種量は ha 当たり 150～250kg と北海道の 100kg に比べて量が多い。このため北
海道の直播栽培に比べて苗立本数が多く超密植状態であった。
施肥量は、播種前または播種時に ha 当たり N:39～52kg、P：39～52kg、K：15～20kg、
追肥として播種後に N：46kg を施用することもあるが、北海道に比べて低投入である。
除草剤は粒剤を施用しているが、除草効果は一様でなく雑草が繁茂する水田も多くみら
れた。また病害虫防除は、必要に応じて行われ無防除のこともある。
出穂期は、平年で８月 15 日前後、同時期に水田は落水され 10 月上旬からの収穫に備え
る。
平年の収量は 3.5～4.0 トン/ha であるが不良年では 3.0 トン/ha を下回ることもあり、
年次間の収量変動が大きな課題である。
図 8 に使用する農業機械を表記したが、そのほとんどは大豆や麦類、トウモロコシにも
使われるもので、水稲の専用機械は選別機だけであった。このため、水稲の栽培技術は、
大豆や麦類と同じ機械を使用する技術体系となり、違いは、圃場を湛水状態にするか否か
でしかない。

14

ハンカ地区の２稲作農場及び農業科学研究所からの聞取りにより整理
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図 8

沿海州の水稲直播栽培行程と農業機械

26

表 5

沿海州の栽培技術（kg/ha）

項目

現地農場

播種量

農業科学研究所

150～250

240

施肥量（基肥）

(追肥）

N

39～52

P

39～52

K

15～20

N

46

苗立本数

200本／㎡

出穂始め

8月1日

出穂期

8月15日

8月15日

収穫始め

10月5日

10月1日

4,000

4,000

収量（玄米kg）

（６）沿海地方における既存稲作経営の現状
沿海地方政府の紹介により、ハンカ湖周辺で稲作が行われている２地区の農場で、経営
概要や栽培技術及び水稲の生育と管理状況などの調査を実施した。
①

アリアンス社（ハンカ地区カーメニ・ルイバロフ

企業法人）

ハンカ地区は、耕地面積 59 千 ha のうち水田は 20 千 ha で 34％を占める。2017 年の作付
面積は 44,540ha で耕地利用率は 83％であるが、水稲だけを見ると 3,000ha（15％）に留ま
り、主要作物である大豆、トウモロコシに比べて栽培面積は少ない（表 6）。
アリアンス社は、親会社の水産企業（ベニザケ）の出資により 2010 年に設立し、2013
年より農業生産がスタートした地区では最大規模の企業の一つである。耕地は 6,500ha を
所有し、大豆の作付けが最も多く水稲は 1,300ha である。この耕地面積は北海道の１市町
村の規模に匹敵する。単作では収量や価格の変動が大きく、リスク分散のた め３作物を栽
培している。また、水稲と畑作物は休閑地を含めて田畑輪換が実施されている。
表 6

土地利用の概要（2017 年 ha）

項目

ハ ン カ 地区 ※

耕地面積

ア リ ア ンス 農 場

59,000
20,000

6,500

大豆

30,000

3,500

水稲

3,000

1,300

うち水田

作
付 小 麦 、 エン 麦
面 ト ウ モ ロコ シ
積 そば

3,000

計

7,500
1,040

850

44,540

5,650

水稲品種

650
650

ク バ ン シュ （ ｲﾝﾃﾞｨｶ T）
マ ン シ ュウ （ ｼﾞｬﾎﾟﾆｶ T)
※ ハンカ地区行政府から聞取り
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資金力が豊かな親会社が整備した農場施設には、カントリーエレベーター（3,500ｔ収
容）が３基あり、耕起、播種、収穫などの機械はアメリカ、中国、ロシア国内メーカーの
大型農業機械が導入されている。また、大豆は農場内の搾油工場で大豆油に加工し、大豆
粕は家畜飼料用として販売する。
ロシア国産の機械導入には国からの補助金が交付され、日本製機械は性能がよいものの
価格が高いとの認識で、唯一パワーショベルが所有されていた。
栽培する米は、「マンシュウ」と呼ばれる中国産のジャポニカタイプとロシア産品種で
インディカタイプの「クバンシュ」の２品種である。ジャポニカタイプの栽培は、近年の
寿司ブームによりロシア国内での需要が伸びていること、そして中国やカザフスタンへの
輸出が好調なことから徐々に増やしてきており、2017 年では水稲面積の 50％に作付けされ
た。
米の収量は、ha 当たり 3.0～6.0 トン、平均 3.0～4.0 トンで、2016 年は 4.0 トンであ
った。収穫した米は、自社施設で乾燥調製してカントリーエレベーターに貯蔵、その後品
質検査を行い玄米または精米で卸業者を通じて出荷する。主な販路は、2016 年は全量を玄
米でロシア国内、2017 年はロシア国内のほか、中国、カザフスタンへ玄米で輸出を行う予
定である。同社が海外輸出を強化する理由は、クラスノダール産に比較して市場競争力は
弱いものの農薬の使用量が少なく安全性で優位なこと、人気の高いジャポニカタイプを栽
培していることが挙げられる。特に中国輸出は品質管理を重 視し、中国製の色彩選別機を
導入している。
また輸出用の米は、ウスリースク市にある農業科学研究所に付設する検査所で品種、品
質、残留農薬などの検査と証明書の交付を受け出荷される。
販売価格は、kg 当たり 2016 年 38～40 ルーブル、2017 年は 28～32 ルーブル（予想）で
クラスノダール地方の作柄のほかルーブルの為替相場に左右され変動が大きい。
同社の水田は、１枚の面積が平均８ha（４.5～11ha）と広い。水稲の生育は、分けつが
少なく生育ムラとヒエ等の雑草が目立つ。また、視察した８月２日時点で止葉期であり、
出穂期は８月 20 日前後でとみられ、北海道の同時期の移植栽培に比べて 20 日程度の遅れ
があると判断された。

写真 24 貯蔵施設（３基）

写真 25 大型の砕土・整地機械
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写真 26 乾燥調製施設

写真 27 品質検査室と大豆油搾油施設

写真 28 品質検査室と検査担当者

写 真 29 2016 年 産 白 米 （ジャポニカタイプ）

写真 30 水稲栽培ほ場
②

ビリテンコ社（ホロリスキー地区ホロリ村

個人農家）

旧ソビエト時代の集団農場が解体し、複数の農業者が出資し３千 ha の農地（代表者 1.8
千 ha、他オーナー1.2 千 ha）で経営を行う会社で、水稲と大豆、麦類の作物で田畑輪換の
作付体系をとる。
代表者のニコライ氏は、水稲栽培の経験が長く、その技術は沿海地方の中でも高く評価
され、農業科学研究所の現地品種試験の協力農場して新品種の育成に貢献している。現地
における水稲の生育状況は、前出のアリアンス社に比べて良好であった。
水稲品種は、中国産のジャポニカタイプ「マンシュウ」と農業科学研究所が育成し同社
で現地試験を行った「ルゴボイ」をそれぞれ 50％の割合で作付けしている。
生産施設をみると資金力が十分でないためか、旧式の施設や機械が多く、作業能率に課
題を残しているとみられた。所有する農業機械はトラクター２台、コンバイン２台が中国
製、その他はロシア国内メーカーの製品で、アメリカ製やＥＵ製はない。
生産した米は自社で乾燥・調製後に、ウラジオストクやウスリースク市内の卸業者に販
売される。2016 年産玄米の取引価格は 17 ルーブル、精米 20～30 ルーブルで、前記アリア
ンス社の取引価格に比べて安価であり、その差は販売方法の違いと思料される。
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同社は今後の稲作について、ロシア国内で米の需給は保たれており、しかも主食が米で
は無いことから消費の拡大は期待できず、海外輸出が増加しなければ作付面積の拡大は難
しいとの見解であった。
表 7

耕地面積と作付状況（2017 年）
項目

ピ リ テ ンコ 社 (ha）

耕地面積

3,000

大豆

作
付 水稲
面
小 麦 、 エン 麦
積

800
1,000
1,200

水稲品種

500
500

ルゴボイ
マ ン シ ュウ

写真 31 ビリテンコ社(中央 ニコライ代表)

写真 32 年代物のトラック

写真 33 中国製コンバイン

写真 34 水稲の生育状況
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（７）既存稲作経営の課題とニーズ
現地の稲作経営が装備する施設と機械は、水稲や大豆、麦、トウモロコシの栽培に汎用
利用するものが大部分で、専用機械は米の選別・調製機械だけであった。このように装備
す る こ と で 各 作 物 の 作 付 面 積 が 大 き く 変 わ っ て も 、 経 営 全 体 の 面 積 に 変 化 が 無 け れ ば施
設・機械の稼働率を一定に保つことが可能になる。こうしたことにより、経営者は各作物
の経済性を比較しながら作付面積を決定しリスク分散を図っており、稲作優先の農業経営
では無い。
ここでは、このような経営対応で営農する２農場から ヒアリングした現状の課題と今後
の稲作に向けたニーズを整理したが、その中心は寒地稲作における収量の安定化と経済性
での確保であった。
＜ヒアリングした稲作経営の課題＞
 近年、気象変動が大きくなり、特に７月、８月は降雨量が多く洪水のリスクが高
い。
 その年の気象により収量の豊凶差が大きく、ha 当たりの平年収量は 3.5～4.0 トン
ではあるが、不良年では 3.0 トンを下回ることがある。
 価格変動の幅が非常に大きい。
（アリアンス社の kg 当たり販売価格

2016 年 38～40 ルーブル、2017 年 28～32

ルーブル）
 施設・機械の新規投資や更新が進まない（ビリテンコ社）。

①

収量の安定化技術
現地の稲作経営や農業研究機関に稲作の課題を尋ねると、最初に指摘することは収量の

安定化を図ることであった。沿海地方の農耕期間の積算気温が少なく、気象変動も大きい
中で直播栽培が行われており、これに対応した技術が蓄積されていないためである。
こうした課題に対応するためのニーズは、品種開発と適期作業の推進技術であった。
ａ）沿海地方の気象条件に対応した優良品種の開発
現地の農場では、収量の安定化のため沿海地方の気象条件に適応した品種の供給を強く
望んでおり、そのためには耐冷性に優れた品種の育成が最優先事項になる。しかし、現状
ではそのニーズは満たされていない。また、近年作付けが増加しているジャポニカタイプ
は、農業科学研究所でも育成に取り組んでいるが普及段階には無く、現地は中国産品種の
「マンシュウ」が栽培されている。
以上のように、地域の栽培条件に適応した品種選択ができないことは、収量の向上と安
定化ばかりではなく沿海地方産米のブランド力と市場競争力の確保にも大きな弱点といえ
る。農業科学研究所や沿海地方農業アカデミーが、日本との研究機関と連携協定や共同研
究に強い要望を示すのはこうした背景によるものと推察された。
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ｂ）収量を安定化する栽培技術
収穫期までの積算気温を確保し期待する収量を得るには、春作業を可能な限り早く始め
て早く終わらす適期作業が重要なことから、春作業の改善技術が主なニーズであった。
現地農場では、種子を均一に散布することで播種ムラを防ぎ、しかも夜間作業を可能に
することで 1 日の播種面積を増やして作業期間を短縮する技術に期待を寄せている。
また、農場の水田を観察すると、生育ムラが大きい。これは播種ムラだけではなく、肥
料や除草剤の散布ムラによるものとみられ、均一な生育と雑草の発生を抑制する技術への
ニーズもある。
さらに、播種後の稲の生育促進には天候にあわせた水管理が重要であるが、１枚が 10ha
前後の大区画水田で、しかも経営面積が数千 ha の大規模であるため粗放的な管理をせざる
を得ない現実があり、その対応技術への期待があった。
②

米価格の安定
調査した２農場では、米価格の不安定性を課題の一つとしていた。 これはロシア国内に

米の需給調整機能がないため、沿海地方産の米価格は、当地から 9,000km 以上も離れたク
ラスノダール地方の生産動向に大きく影響されること、中国からの輸入米と競合するため
ルーブルの為替相場にも影響されること、及び品質的には中国産と大きな違いが無いため
地元産の優位性を発揮することができていないことなどが理由である。
以上の状況が稲作経営の動向を左右し毎年の水稲作付面積が増減する要因 とみ られ る。
こうした課題の対応にあたっても、産地としての地位を確立し米価格の安定化を図るこ
とが必要と認識され、優良品種の育成と収量の安定にむけた栽培技術・ノウハウに期待し
ている。
③

個人農家における稲作の経済性と施設・機械への投資
個人農家のビリテンコ社では、老朽化した農業機械が現役で稼動しメンテナンスに相当

の時間を要しているとみられ、作業能率もアリアンス社に比べて大きく劣っていると思わ
れた。また、社長のニコライ氏からは、GPS ガイダンスシステムや水田水管理システムに
は関心はあるが、経済性を伴わなければ導入は困難との回答もあった。
以上のことから、同農場の投資判断は、経営の効率化や労働生産性の向上といった中長
期的な視点ではなく、短期の収支を強く意識した経営方針がとられていることがうかがわ
れた。そこで、稲作の経済性について沿海地方と北海道を米の売上高で比較し検討する（ 表
8）。
ビリテンコ社の米の ha 当たり売上高は 127,500 円と北海道の 10％程度でしかない。当
社が利益を確保するための生産コストはこの額が上限となり、新資材や機械の導入に伴う
コスト負担力は日本に比べて極めて低いといえる。そして、売上高における北海道との差
異は、収量の低さより販売単価の安さによるものである。
販売価格が低く採算性が厳しい経営では、生産コストを左右する種苗、肥料、諸材料な
ど資材の投入に対してシビアになり固定資本への投資も抑制することが多い。これが、現
地の社長が語った「価格が合わなければ・・」という声につながり、旧式機械が多いのも
こうした理由と思料される。
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以上のように、アリアンス社のように潤沢な資本を有する企業経営を除き、個人農家で
は行政府による補助や新たな資本家の支援が無ければ、積極的な投資は難しいと見られる。
このため個人農家における日本技術の事業化には、資材や機械の性能と日本での実績を
中心に道筋を組み立てるだけではなく、現地の稲作経営が期待できる経済効果、及び導入
条件の提示が必要と思われた。
表 8

沿海地方と北海道乾田直播の経済性比較（収量、販売単価は 2016 年ビリテンコ社の
実績）
備考（北海道）

項目

ビリテンコ社(a)

北海道(b)

(a)/(b)

売上高（円/ｈa）

127,500

1,275,120

10%

3,750

5,520

68%

生産費調査（北海道H28)

34

231

15%

H28年産きらら397相対価格

収量（玄米 kg/ha）
販売単価（玄米 円/kg）
※

1Rubを2円で換算、ビリテンコ社2016年実績、アリアンス社農耕期間の売上高は266,000円

（８）ロシア国内の投資会社による沿海地方稲作プロジェクト
これまで報告したように、沿海地方の行政府や研究機関からは稲作振興が重要課題であ
るという言葉や、現地の個人農家からは、積極的な投資で生産拡大を図ろうとする声は希
薄であった。このため、沿海地方で稲作と畑作の大規模な農業ビジネスの展開を目指すプ
ロジェクトについて調査した。
このプロジェクトは、モスクワに本社を置き、ＩＴコンサルティングやビジネスサポー
ト、ＣＲＭ（顧客関係管理）、コンピューターサービスなどを行う投資会社が、ロシア政府
の支援を受けながら、沿海地方ハンカ地区の農地 12,000～14,000ha に水稲、小麦、大豆を
栽培する大規模な農業事業体を建設するものである。これは先に紹介したアリアンス農場
の約２倍の規模に相当する。
①

投資対象としてのロシア国内稲作
ソビエト時代、稲作に特化した地域はクリミア、カザフスタン、クラスノダール、ロス

トフ、極東地域であるが、クリミア、カザフスタンは、水源が無く灌漑用水の確保が困難
であるため現在は稲作ができない状態にある。また、クラスノダールとロストフは農地価
格が 25～30 万ルーブル/ha と高く、資金回収に 10 年以上を必要とし投資は難しい。
さらに、クラスノダール地方の稲作は２社の農場が独占し寡占状態で、しかも、それぞ
れの代表者はウクライナ問題による経済制裁の対象者であるため、外資の導入や海外企業
との協力関係を構築できない。
以上のことから、クラスノダール地方は農業投資の対象にならないため、当社はロシア
極東に着目して農業プロジェクトを計画している。特にハンカ湖周辺地域については、市
場と経済性を検討のうえ、稲作プロジェクトが実現可能であると判断している。
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②

ハンカ地区稲作プロジェクトの概要
ａ）プロジェクト投資の背景
投資会社では、ロシア及び中国における米のマーケット、沿海地方における水田基盤、

そして極東農業発展のための国家プログラムを背景に、稲作プロジェクトの可能性を見出
している。
米を巡るロシア国内の情勢
国内では、カーシャやプロフに使われる米の消費量は減少しているが、寿司や日本食用
のジャポニカタイプ米は需要が右肩上がりである。また、中国ではロシア産の白米の需要
があるものの自国農業の保護のためクラスノダール地方等を含めたバイカル湖以西からの
輸出は承認されていない。一方、沿海地方産米は中国から輸出承認を受けており、中国国
内におけるロシア産白米の人気が高いことから輸出価格は国内販売価格を上回る見通しで
ある。
農地の現状
ハンカ湖周辺の水田は、ソビエト時代に 4.8 万 ha の水田が造成され、現在約 2 万 ha で
稲作が行われているが、利用可能な農地が残されていること、さらに農地価格は ha 当たり
６～10 万ルーブルと安価なことである。
そして、ハンカ地区稲作の主体である中小規模の個人農家を再編すると同時に、水田１
枚をより大区画に整備することで生産性の向上を図ることが可能になる。
国家プログラムによる諸制度と金融サービス
農業基盤の整備ではＴＯＲ、輸出はウラジオストク自由港などの優遇措置を含め、極東
発展省など行政レベルの支援があること、そして資金調達では極東・バイカル地方開発フ
ァンド、ロシア・中国農業開発ファンドなど様々な支援措置の活用が可能で投資環境が整
っている。
ｂ）プロジェトの概要と推進体制
ハンカ湖に近い３地域で 12,000～14,000ha の農地を確保し、農業用施設と従業員の居
住施設の建設、機械導入などに最大 33 億ルーブルを投資して農場を建設し、米と大豆等の
生産を行う予定である(図 9)。
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図 9

プロジェクト予定地（Google ﾏｯﾌﾟに加筆）

ハンカ湖周辺の農業地帯では、既にいくつかの企業法人が大規模な農業を行っているも
のの、多くは中小規模の個人農家であり、生産性に課題を残している。このため、未利用
地や個人農家の農地を取得・集積し、大区画化と土地改良、洪水対策などを実施すること
で大型機械の作業条件を整える。さらに、休閑地を含めて米、大豆 等の輪作を行うことで
地力の向上を図り環境負荷を軽減するとともに、収量向上と安定化を実現する。
また、現状の農業労働力は中国や北朝鮮からの出稼ぎ労働者に頼られているが、ロシア
人労働者の雇用を促進し農業技術の蓄積を図り、地域経済にも貢献する。
その推進体制は、プロジェクト全体を統括する同社と投資家、技術パートナーにより、
現地に農場運営会社を設立し、そこに土地所有者や沿海地方農業者、金融機関が参画し、
実際の農場運営を担うものである（図 10）。
プロジェクト参加者の役割は以下の通りである。
プロジェクトオペレータ（ロシア国内投資会社）
 プロジェクトの法的制度とファイナンスのスキームの形成と実施
 農地の調達と再編
 投資段階でのプロジェクトの管理と調整、運営会社へ資産の引渡し
 ロシア極東開発基金、ロシア極東開発省、ロシア国内投資家、日本企業との連携
プロジェクトの投資家
 農地への投資
 プロジェクト実施に当たる資本の形成
 投資フェーズ完了時の資産管理
日本企業（技術協力）
 稲作技術の提供
 日本の設備と機械の導入支援
 米の品種改良への協力
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ロシア極東発展省、ロシア極東開発基金
 先行発展地域（ＴＯＲ ）とウラジオストク自由港への加入に関する行政府からのサ
ポート
 プロジェクトの推進 PR

図 10

プロジェクト体制図（投資会社資料より作成）

ｃ）プロジェクトの事業計画
既に準備段階に入り、第１段階 6,000ha、第２段階では 12,000～14,000ha まで拡大して
農地や施設整備、機械導入を実施して 2020 年４月からフル操業を予定する。栽培作物は、
第１段階で水稲、大豆、春まき小麦を生産し、第２段階で水稲と大豆の２作物とし、休閑
地を加えた輪作栽培を行う。
表 10 に事業収支計画を示したが、第２段階の農場整備が終了した年度から利益が見込
まれ、2025 年の当期純利益率 40.6％、IRR（内部収益率）27.9％、投資回収期間 5.6 年を
計画している。
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表 9

大規模農場への工程表 15

表 10

事業収支計画 16
2020年

2025年

12,000

12,000

水稲

5,812

5,812

大豆

6,188

6,188

1,530

1,924

製造原価

755

935

売上総利益

776

989

販売一般管理費

154

97

営業利益

621

893

支払利息

231

112

作付計画(ha)

収支計画（百万ルーブル）
売上高

③

当期純利益

390

781

営業利益率

40.6%

46.4%

当期純利益率

25.5%

40.6%

IRR（％）

27.9

回収期間(年）

5.6

事業計画推進の課題
プロジェクトの中核を担う投資会社では、ハンカ湖周辺の稲作農業を調査し事業性評価

を進めているが、現地における既存の稲作技術では事業性に乏しく投資資金の回収は難し
いと判断している。
15
16

投資会社の事業計画書より
同上
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特に技術的な課題は、収量性の改善が中心で、先に紹介した既存の稲作経営と同様の認
識であった。
ａ）収量向上と安定
沿海地方の米生産は、平均収量が 2.5～2.8 トン/ha で気象による毎年の変動が大きい。
現在、沿海地方で行われている稲作技術には改善すべき点が多く残されており、その対応
として、寒地稲作で重要となる施肥や播種作業を精度高く適期に完了することとしている。
また、播種後の稲の生育を促進するために水田の管理技術が必要としている
いずれにしても、収量の向上と安定性が、当該事業の成否を大きく左右するとし、日本
技術への期待が大きい。
ｂ）生産管理
12,000ha の圃場作業を効率的に行うためには、適切に人と機械を配置する必要があり、
圃場管理や生産管理を充実し組織的に行うことが重要としている。
ｃ）米の品質管理（収穫から販売まで）
米の収穫から販売まで一貫した施設・機械により輸出に対応した品質を確保するもので、
沿海地方には現時点で確立した技術が無いと判断している。そのため、日本の各地で運営
されているライスターミナルの実績に期待が寄せられている。
ｄ）品種開発
主要マーケットとして想定する中国では、沿海地方産のジャポニカタイプが安全性の点
でも好まれており、このニーズに対応するためには、収量と品質の安定が重要であり、沿
海地方の気象条件に適応した優良種子の開発が待たれている。
しかし、沿海地方の研究機関では品種開発のスピードが遅く、日本の技術協力が望まれ
ている。

（９）まとめ 日本の稲作技術の事業化可能性
記述したように、資金力に乏しい個人農家の投資場面では、性能より価格が優先され、
高性能な日本の施設・機械ではあっても、安価なロシア製や中国製が採用される可能性は
高いと試料される。一方、投資会社による農場建設プロジェクトでは、その資本力をもと
に改善技術を導入することで沿海地方稲作の事業性を高めようとしている。
以下では、沿海地方の企業法人やロシアの投資会社のニーズに適い、事業化の可能性が
あると考えられる日本の稲作技術を整理する。
技術分野
栽培管理

その内容
種子の管理
（種子予措）

〇播種前の種子を大量に消毒、催芽する技術とその施設
沿海地方の現行技術では 240kg/ha の種子が必要。6,000ｈａで
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は 1,440ｔとなる。
〇水田面の均平化技術と機械
適切な水管理が可能になり、播種後の出芽率が向上して稲の初
期生育を促す。また、除草剤の殺草効果を高める。
〇GPS ガイダンスシステム。
重 複 作 業 を防 ぎ夜 間 作 業 による作 業 時 間 の延 長 で作 業 効 率 を
向上する。
日本製で１台 30 万円以下の機種やスマホを利用した廉価システ
圃場と稲の
生育管理

ムが開発され、価格面で導入のハードルが下がっている。
〇少量精密散布機械
肥料や除草剤を均一に散布するもので、稲の生育ムラを防ぎ除草
効 果 を高 める。ＧＰＳガイダンスシステムとの併 用 でより効 果 が上 が
る。
〇ＩＣＴによる生育・農作業管理
・水位など各種モニタリングシステムにより適切な生育管理を実行す
る。
・スマホなどによる営 農 管 理 システムにより人 と機 械 を適 切 に配 置
し、大規模農場における農作業管理を円滑に行う。
〇ライスターミナル（ＲＴ）
収穫 したモミの受入れから乾燥 、貯蔵 、実 需に対 応した包 装・出

品質管理

乾燥、調製、

荷 まで一 貫 処 理 する施 設 。日 本 国 内 には大 型 のＲＴが稼 働 してお

出荷システム

り、沿海地方稲作プロジェクトの規模にも対応できる技術力がある。
また、輸 出 基準 を満たすため米の品 質分 析 機器も必要 性が高いと
みられる。
〇品種改良のスピードアップ
多収、耐冷性に優れたジャポニカ米の早期育 成が強いニーズで

研究交流

あり、日 ・ロ間の育 種技 術 の交流 は沿 海 地方 産 米 の安定 生産 を図
るとともに、日本技術の事業化機会を増やすことに結び付くと考えら

研究・

れる。

技術交流

〇沿海地方稲作技術の改善支援
栽培技術交
流

日 本 のハード技 術 を導 入 して収 量 性 を高 めるために、適 正 な栽
植本数、施肥量 、雑草対 策、遅延型・障害型 冷害 の回避など栽培
技術に関する交流支援。

※ただし、将来的な事業化においては、以下の点に留意する必要がある。
・ロシアにおける稲作は近隣諸国への輸出を視野に入れており、今後の生産規模の拡大
次第では、ロシアの稲作地帯から近距離の日本への輸出圧力につながる可能性がある。
・ロシア国内市場や中国等に安い価格で流通し、現在増加 傾向にある日本産米の輸出と
競合する可能性がある。
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３．土地利用型農業生産や灌漑排水システム等の農業インフラに対する日本企業の
投資に関する課題と将来性の事業化可能性調査（サハリン州）
（１）背景・目的
サハリン州の農業は、寒冷地作物である馬鈴しょの生産が主体で、 その他の多くの野菜
類が不足し、自給率が低い。中でも様々な調理に用いられ消費量が多いタマネギは、中国
等からの輸入に頼らざるを得ない状況で、州政府は安全・安心の観点からも自給率の向上
を目指している。
一方、北海道のタマネギ栽培は、1878 年から本格的に始まり、現在では国内生産量の
70％を占め、10a 当たり平均収量は 5,900kg と他県を大きく上回っている。このため北海
道で築いてきたタマネギの栽培技術は、同じ寒冷地であるサハリン州においても、その生
産振興に貢献する可能性が高い。
こうした背景のもと、我が国のタマネギ栽培技術の提供を通じたサハリン州における関
連事業の可能性について調査・検討を行った。
調査に当たっては、サハリン州のチプリチ二ー社とタマネギの試験栽培を通じて技術交
流をしている“つちから農場”17 の協力を得て、当地でのタマネギ栽培の実態を把握した。
さらに、試験栽培の結果から我が国技術の活用による作付面積の拡大と収量向上の可能性、
そのことがチプリチ二ー社のタマネギ栽培事業に及ぼす効果を検討した。
併せて、我が国民間企業が関連事業を円滑に進めるための体制について、検討を行った。
（２）サハリン州と農業の概要
①

サハリン州の概要
サハリン州の面積は、87 千 km 2 で北海道の 83 千 km 2 をやや上回る。人口は約 49 万人

（2016 年）であるが南部 9 地区に集中し、特にユジノサハリンスク市は約 20 万人と州全
体の 41％が居住する。主要産業は石油ガス産業、石炭産業、水産業、電力産業などである。
産業を担う企業・組織数は 2015 年 1 月 1 日現在 17,762 社で、海外企業は 104 社（うち
日本 7 社）、ロシア企業との合弁企業は 121 社（うち日露合弁企業 12 社）である。
同州の 2015 年の輸出総額は 116 億米ドルで、エネルギー資源（石油，天然ガス，石炭），
水産物・水産加工品が中心である。輸入は機械設備・輸送機器、燃料製品、鉄・非鉄金属・
金属製品が主で、その総額は 11 億米ドルと大幅な輸出超過になっている。また、 日・サ
ハリン貿易は日・露貿易の約 25％を占めている。
2015 年の一人当たり平均賃金は月 26 千ルーブル（約 13 万円）で、2010 年と比較する
と 175％の伸びで、サハリン大陸棚石油ガス開発プロジェクトが牽引している 18 。
②

サハリン州の農業
農地面積は 82.5 千 ha で、うち耕地面積が 35.7 千 ha とその利用率は 43％である。ま

た、牧草等の永年作物を除く 2016 年の播種面積は 31.4 千 ha である。農村人口は全人口
の 20％で、農村地域の発展と州内の食料供給に重要な役割を果たしている。
17
18

北海道石狩郡新篠津村
出所：サハリン州の概要～2016 年版（北海道サハリン事務所）
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ａ）気象条件
サハリン州は亜寒帯に属し、シベリア大陸からの季節風やオホーツク海の寒流の影響を
受け、ロシア極東の同緯度の他地方と比べると寒冷である。例年 10 月後半には雪がちら
つきはじめ、対馬海流の影響を受ける南西部の一部（トマリ港等）を除き 、海岸は 12 月
から 4 月まで氷結する。湿潤大陸性気候で、夏の最高気温は 20℃前後で大陸のハバロフス
クやウラジオストクより涼しく霧が多発する 19 。このため５～９月の農耕期間の気温は日
本最北端の北海道稚内市と比べて各月とも 1～2℃程度下回る。
また、10 月後半から降雪があるものの、冬季間の積雪は北海道札幌市の半分以下と少な
く、土壌が凍結する。５月に残雪を観測する年もあり、春の農作業は５月 中旬に開始され
る。このため、積算気温が必要な畑作物等の栽培には不利な気象条件といえる。

図1

図2

月別平均気温（平年値） 20

月別の積雪深（平年値） 21

ｂ）農業の担い手
サハリン州農業の担い手は以下の３タイプがあり、そのうち商業生産はタイプ１とタイ
プ２で行われている。また、農業分野における海外企業との合弁事業は制度上の制約はな
いものの、海外企業からの提案が無く現時点では存在しない
タイプ１

企業法人

32 社

ソ連時代のソフォーズ等を前身とし、数百 ha 規模で農業生産を行う企業法人で、農業
生産額では州内の 47％を占める。特に南部地域では企業法人が生産の中核を担う。
タイプ２

個人農家

648 戸

1991 年以降、コルホーズの解散を受け独立した農業者で、概ね 30～100ha の農地を保
有し農畜産物を生産し販売する。
州全体でみると農業生産額に占める割合は 12％であり、そのシェアは低い。

19
20
21

在ユジノサハリンスク総領事館（www.sakhalin.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ja/sakhalin.html）より
Pogota(http://www.pogodaiklimat.ru）及び気象庁 HP 過去の気象データ検索より
同上
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タイプ３

市民農園

26,599 戸

ダーチャ等の家庭菜園が中心で、家庭消費の余剰分を販売する形態である。サハリン州
の中・北部地域やクリル地域では、この形態が農業生産の中心になっている。
ｃ）サハリン州の農業生産額と主要な農業地帯
サハリン州の農業生産額は 161 億ルーブルで、地域別にみると南部地区が 80％を占め
る。中部、北部地域は農業の条件不利地域であるため生産額は州全体の 15％しかなく、そ
の主体はダーチャを含む市民農園である（表 1）。
また、州南部の主要５地域で商業生産を行う企業法人と個人農家の農業生産額をみると（ 表
2）、ユジノサハリンスクとアニワが突出し、農産物が 68.8％を占め畜産物の割合が低い。

表 1

農業形態別の農業生産額 22 （百万ルーブル）

地域
北部地域

サハリン州国家統計委員会

個人農家

市民農園

合計

8

34

475

517

中部地域

62

420

1,366

1,848

南部地域

7,384

1,378

4,123

12,885

クリル地域

141

57

619

817

合計

7,595

1,889

6,583

16,067

（％）

(47)

(12)

(41)

(100)

図 3 農業地帯区分

22

企業法人

2016 年
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表 2 サハリン州南部主要 ５地区の企業法人と個人農家の農業生産額 23 （百万ルーブル ）
企業法人と個人農家の合計
地域

農作物

ユジノサハリンスク

2,997

アニワ

畜産物

州全体に占め
る割合

合計

1,635

4,632

49%

1,639

526

2,165

23%

ドリンスク

422

248

670

7%

トマリ

422

122

544

6%

コルサコフ

294

89

384

4%

5,774

2,621

8,395

89%

(68.8%)

(31.2%)

(100.0%)

6,588

2,894

9,483

５地区の合計
州全体の農業生産額

ｄ）サハリン州の土地利用と農業生産
サハリン州では、過去に大豆や麦類など畑作物の栽培を試みたものの十分な収穫が得ら
れず、播種後３～４か月程度で収穫期に達する露地野菜を中心とした集約型農業が行われ
ている。そのため、ロシア極東の他地域のように数千 ha の農地を耕作する大規模経営は
存在しない。
野菜類の作付面積のうち馬鈴しょが 67％を占める。これは、ロシア国内の一人当たり馬
鈴しょ消費量が年間 95kg に対し、サハリン州では 123kg が消費され主食としての位置づ
けが高いことによる。このほかの露地野菜は、ニンジンやビートテーブルなどの根菜類と
キャベツなどの葉茎菜類がある。
また、施設野菜はビニールハウスによる夏季栽培とガラスハウスによる通年栽培が行わ
れ、近年はトマト、キュウリ、ナスなど果菜類の生産量が増えている 24 。
表3

サハリン州の播種面積 25 (ha

％)

州全体（構成比）

作物名
馬鈴しょ

6,610

(66.9)

その他野菜

1,741

(17.6)

キャベツ

441

(4.5)

ニンジン

314

(3.2)

ビートテーブル

235

(2.4)

トマト

187

(1.9)

きゅうり

153

(1.6)

タマネギ

81

(0.8)

ニンニク

51

(0.5)

ズッキーニ

45

(0.5)

カボチャ

14

(0.1)

6

(0.1)

エンドウ豆
野菜類合計

9,877 (100.0)

飼料作物合計

21,532

23

サハリン州国家統計委員会 2016 年
ガラスハウスを所有する企業法人の栽培面積が増え通年供給が実現している（サハリン州農業省から
の聞取り）
25
サハリン州国家統計委員会 2016 年
24
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③

サハリン州農業の課題
サハリン州産の農畜産物の全ては州内で消費されるが、食料の多くは州外からの調達や

中国、韓国などからの輸入品に依存している。品目別に自給率をみると、馬鈴しょと卵は
100％を達成しているが、トマト、キュウリなどの施設野菜と畜産物は低い。特に肉類の
自給率は 9.3％しかなく、大部分を州外と輸入品に頼っている（ 表）。また、タマネギは年
間 3,000 トンの消費量に対して州内生産量は極僅かで、自給率は１％以下とされている 26 。
その要因は厳しい気象条件にあり、穀物や豆類の栽培が困難で、野菜類では寒さに強い
馬鈴しょを除いては生産拡大が進んでいないからである。また、ソビエト崩壊によりコル
ホーズ、ソフォーズが解散して担い手が喪失し、その後、ソフォーズの後継企業や個人経
営の参入があるものの農業投資が遅れ、1991 年以降大量に発生した未耕作地問題が解消さ
れていないことも大きな要因である。
また、生産した農産物の貯蔵施設が未整備で物流面にも課題があり、州内農産物の通年
供給を難しくしている。

図 4

表4

サハリン州農業の課題

サハリン州の品目別食料自給率（ 2016 年） 27

品目

自給率(%)

馬鈴しょ

生産量

100.0 1,046,000

露地野菜類

87.7

施設野菜

62.4

牛乳

40.6

28,546

食肉

9.3

375

100.0

132,009

卵

431,400

※自給率：重量ベース
生産量単位：卵は千個、その他はﾄﾝ

④

サハリン州政府による農業振興方針と支援策
州政府の重点目標は野菜と畜産物の州内自給率を上げるために農業を振興することで

あり、2020～2025 年の計画では野菜と牛乳、豚肉は完全自給、食肉全体では生産量を現
在の６倍とし自給率 54％を目標にしている
ａ）農業振興の方針
その方法は次の３点である。
26
27

サハリン州農業省からの聞取りによる
サハリン州農業省資料
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土地生産性の向上
膨大な未耕作地への投資を行うのではなく、現在耕作している農地の土地改良と技術導
入により生産性の向上を図る。
また、馬鈴しょ以外の野菜生産を強化すために、2013 年よりニンジン、キャベツの生産
拡大に取り組んでいる。
野菜類の長期保存による安定供給
収穫が 秋に 集中 する 馬 鈴しょ やニ ンジ ンな ど は長期 の安 定供 給の た めには 貯蔵 施設 が
必要になる。しかし、サハリン州における農産物貯蔵は、生産する企業法人や個人農家が
行っているのみであり、貯蔵施設が不足し野菜の作付け拡大を阻んでいる。
このため貯蔵能力と品質管理を高めた施設を整備する。
農畜産物の加工促進
特に乳・肉製品の加工食品の需要が多いことから酪農と肉牛、養豚の振興と同時に加工
施設の整備を急ぐ。
ｂ）具体的な方策
州政府は農業発展計画(2014～2020 年)に基づき 2016 年は農業の生産振興に 20.5 億ル
ーブル、食料及び加工産業に 1.3 億ルーブル、農村地域の住宅やインフラ整備に 1.7 億ル
ーブルを投入し、農業振興に取り組んだ。
農業経営体の投資誘導と生産支援
優良種子や土壌改良資材購入に対する助成、農業機械の投資支援。


優良種子馬鈴しょの購入費用の 30～50％を補助



農業保険の契約料の 50％を補助



土壌の肥沃土を改善する土地改良への補助



温室栽培の暖房エネルギーコストに対して 20％を補助



市中銀行から借入れた事業資金の金利に対して、ロシア中央銀行の政策レート分

を控除した金利を適応 28


休閑地の土地改良や洪水対策費用の 90％を補助

 農業用施設や機械の購入費用について、サハリンまでの輸送費を含め、ロシア国
内、ベラルーシ、カザフスタンの製品は 50％、その他海外製品は 30％を補助（（2016
年は 458 台の農業機械が導入され、うち 78％が新規導入、残りが更新のための買
い換えであった）。
州プロジェクトによる拠点農場と施設の整備
農業生産拠点として重点的に実施されているプロジェクトを図 6 に示したが、この外に

28

2018 年 2 月では（市中銀 行の金利 11.7％）―（ロシア中央銀行の政策金利 7.5％）＝4.2％程度が
借入者の実質金利とみられる。
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新規参入した個人農家の支援、極東ヘクタール農場 29 の支援のため農地の区画整理や小型
機械のリース事業などが行われている。

図 5

サハリン州政府農業省の農業振興施策

図 6

州の重点プロジェクト

29

2016 年 6 月 1 日に発行し た「極東 1 ヘクタール」法により、希望者に極東の土地 1 ヘクタールを無
償提供する制度を利用した農場
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⑤

サハリン州の農業関係機関
ａ）サハリン州農業研究所
国立の農業研究機関。主要な農産物である馬鈴しょや野菜の育種と栽培、土壌肥料と病害虫、

さらに機械工学やサハリン州の重要課題である畜産の研究室があり技術開発を担う。
ｂ）国家農業サービスセンター「サハリン」
土壌や病害虫、飼料、食物の分析室があり、サハリン農業研究所と連携し土壌や病害虫
診断などの業務と生産技術情報の提供などを通じ農業生産をサポートする機関。日本の農
業改良普及センターに近い機能を持つ。
ｃ）ロシア農業銀行
農業、水産業、林業に係る個人や企業の事業資金を融資する政府資本 100％の金融機関。
ロシア政府の支援のもと市中銀行に比べて低金利資金の融資を行う。
ｄ）サハリン農業経営者連合会
1991 年に設立し中小規模の個人農家が参加する組織で、全国組織であるロシア総合農業
協同組合に加盟している。主な業務は、行政、法務、税務など諸手続のワンストップサー
ビス。行政面では補助金申請手続き支援の他に、企業法人に比べて発言力が弱い中小規模
の個人農家を代表し州政府の農業施策への要望・意見を具申する。
会員数は 74 戸で、その平均農地面積は 30ha 程度である。
ｅ）国立サハリン農業機械中等専門学校
農業技術者を養成する専門学校で州内には２カ所ある。農業機械学科と電気学科があり、
それぞれ３年と４年のコースを通じて、トラクター機関士や電気士を養成する。ロシアの
義務教育を終了した学生が入校し、ユジノサハリンスク校では 400 人の学生が在籍。
卒業生のほとんどはロシア軍に入隊し、除隊後に農業機械学科生は企業法人や建築企業、
電気学科生はエプソンやガスプロムに就職している。
教育課程では、州内の企業法人など民間企業での現場研修を組み入れており、州内農業
技術者の 80％が同校の卒業生という。また、日本の大学などとの教育交流に強い関心を示
している。
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図 7

サハリン州の農業関係機関
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（３）サハリン州のタマネギ生産
①

サハリン州におけるタマネギの位置づけと生産振興への期待
ａ）サハリン州のタマネギ生産と市場価格
ロシア連邦のタマネギは、作付面積 89 千 ha、生産量は世界で第６位の 2,023 千トンである30。

また 2013 年のタマネギの自給率は 89％であり、輸入依存度は比較的低い。
一方、サハリン州農業は馬鈴しょ栽培に特化し、タマネギ栽培は数年前から試験栽培が行われ
てきたが十分な成果が得られず、本格的な栽培には至らなかった。このため、サハリン州産は少
量の試作品が市場に出回るだけで、タマネギの大部分は州外産地や中国などからの輸入品が供給
され、その量は年間 3000 トンである31。
スーパーマーケットにおけるタマネギの 1kg 当たり販売価格は、中国産 38 ルーブル、カザフ
スタン産 33 ルーブルであるのに対して、
サハリン州産が 59 ルーブルと高価格で販売されている。
なお日本産タマネギは 250 ルーブルであった。

中国産

カザフスタン産

サハリン州産

（38 ルーブル/kg）

（33 ルーブル/kg）

（59 ルーブル/kg）

写真 1 スーパーマーケットで販売中のタマネギ（ユジノサハリンスク市内）
ｂ）タマネギの生産振興とサハリン州政府の期待
サハリン州のタマネギは、3,000 トンの消費量に対して自給率が１％以下であるため、自給率
50％を目標に栽培面積を 30ha まで拡大する計画である32。2016 年から行われてきた北海道新篠
津村“つちから農場”による技術指導がその推進に貢献している。
試験的な栽培ではあるが、北海道の栽培技術を採用したタマネギは 50 トン/ha 程度の収量が見
込まれ、馬鈴しょの収量 30 トン/ha に比べて生産性と収益性が高い。そのため農業生産が耕地面
積の少ない南部に偏るサハリン州では、土地生産性の向上を図る有望な作物と位置づけている33。
また、大規模経営であるチプリチニー社での本格栽培に留まらず、個人農家での栽培普及も視野
に入れ、日本からの技術導入と栽培指導に期待が大きい。

30
31
32
33

ＦＡＯ 2016 年資料
サハリン州農業省からの聞取り
同上
同上
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②

チプリチニー社のタマネギ栽培
ａ）チプリチニー社の概要
ソビエト時代の 1970 年に国営の集団農場として農地 64ha と 0.2ha の温室で野菜栽培を開始し

た。現在では 220ha の畑で馬鈴しょ、ニンジン、キャベツなどの露地野菜を栽培する。また 10ha
の温室のうち 8ha は州政府のプロジェクトを受けて建設されたガラスハウスで、トマトやキュウ
リなどを通年栽培し、州の食料自給率向上に貢献している。この外にバラなどの切り花や野菜と
花の苗を生産し販売している。
生産物の多くは自社でパッケージし 11 ヶ所ある直売所で販売する他、スーパーマーケットと学
校等の公共施設に出荷される。
なお、タマネギは 10 年ほど前から試験的栽培が行われてきた。

写真 2 チプリチニー社のガラス温室
ｂ）2016 年までの試験栽培結果の概要
チプリチニー社のタマネギ栽培は直播、セット球、移植の３方法で試験的に実施されてきた。
日本を除く世界のタマネギ生産が直播栽培であることから、ヨーロッパ等の技術が主体で、ロシ
アに技術蓄積が無い移植栽培は、同社の工夫で既存の野菜育苗方式とキャベツの移植機械を用い
て試行している。
表5

試験栽培の方法

栽培方法
直播栽培

概

要

タマネギの種子を直接圃場に播種する方法で、日本では省力栽培技術として
加工向けタマネギの生産に一部取り入れられている。

セット球栽培

セット球（小球のタマネギ）を苗代わりに植えつける。日本では 8 月に定植
し 11 月後半から 12 月に収穫する。

移植栽培

タマネギの種子を育苗トレイに播種し、ビニールハウスやビニールトンネル
内で苗を育て、畑に移植する方法。日本では一般的であるが、世界では例が
少ない

10 年ほど試作を繰り返したが、直播、セット球栽培は著しい生育不足でタマネギとして販売で
きるサイズにはならず、葉部を切り取り葉タマネギでしか出荷できなかった34。また、試みた移
植栽培は 4 月中旬に播種し２ヶ月間の育苗後、6 月中旬に定植するスケジュールであった。その
結果は、販売可能なサイズまで生育したものの小球のうえバラツキが多く収量は 20 トン/ha 程度
34

ロシアでは、葉タマネギをサラダやスープのトッピングとして利用されている。
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で著しく低かった。
これら生育不良の要因は、使用しているヨーロッパの品種がサハリンの栽培条件では熟期が遅
いこと、しかも直播と移植栽培は春作業のスタートが遅く、タマネギの生育に必要な積算気温が
不足していたためと考えられる。さらに、栽培技術の情報収集が不十分で、試験栽培を繰り返し
ても改善技術を組み立てることができなかったようである。

図 8

2016 年以前の試験栽培結果の概要

ｃ）
“つちから農場”における技術支援
“つちから農場”によるチプリチニー社への技術支援は、2016 年 9 月に代表取締役中村氏がサ
ハリンを訪問した際、同社を紹介されことから始まる。その際、州政府や同社からタマネギ栽培
の実態や生産拡大に対する期待を聞き、以下のスケジュールで、現地のタマネギ栽培の技術課題
を整理するとともに、技術改善を図ってきた。

表6

技術指導の経過

年・月・日

内

容

2016 年

サハリン州政府とチプリチニー社を訪問。タマネギ栽培の現状把握と技術協

9 月 20 日

力のニーズについて話し合う。

12 月 3 日

チプリチニー社の要望に基づき、技術支援のスケジュールや試験栽培の内容
などについて提案、協議。

2017 年

栽培の現状把握と技術協力の内容や移植栽培の方法について協議。

2 月 9～10 日

（チプリチニー社、国家農業サービスセンター「サハリン」、サハリン州地方政府）

5 月 18～19 日

タマネギの移植に関する技術指導（チプリチニー社圃場）

7 月 25～26 日

技術指導と試験栽培の生育状況調査（チプリチニー社圃場）

8 月 21～23 日

チプリチニー社の北海道訪問（つちから農場、北海道農業試験場、農機具メ
ーカー等）

2018 年

日本技術による育苗技術の指導（チプリチニー社）

3 月 13～15 日

・機械類の搬入・設定、種子の確認、育苗作業とコンサルの打合せ
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現地タマネギの予備調査

栽植密度の確認（2017/5/18）

（2016/9/20）

生育状況確認
（2017/7/26）

播種機械の設置

育苗ハウスの土壌確認

（2018/3/13）

（2018/3/13）

現地種子のコーティング状態
を確認（2018/3/14）

写真 3 チプリチニー社における事前調査と技術支援（つちから農場）
ｄ）2017 年の試験栽培と結果
当初は、５ha の面積で直播、セット球、移植の３方法について試験栽培が計画された。しかし、
直播とセット球栽培は土壌凍結があり北海道に比べて春作業が大幅に遅れることなどから、現在
の品種では栽培が困難と判断された。この点についてはチプリチニー社も同様の見方をしており、
日本側から提案した移植栽培の技術改善、特に播種の時期を早め収穫期までの生育期間を延長す
ることの増収効果を確認することとした。
試験栽培の方法
播種日は従来と同様に３月中旬、移植日は約 30 日早め５月中旬とし、そのほかの育苗と移植方
法、施肥、病害虫防除はチプリチニー社の慣行技術で実施することとした。これにより育苗期間
は昨年までの約 80 日から 60 日に短縮し、移植後の栽培期間は 20 日延長される。
品種は同社が従来から栽培しているエキビジションを用いた。

育苗
３月 17 日にチプリチニー社の真空播種機を用い、大きさ 40×40cm の 144 穴（12×12）のセ
ルトレイに播種した。使用した培土は同社が前年に確保したものを使用した。
播種したセルトレイは催芽室で加温し、出芽後に育苗ハウスに設置し管理した。
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