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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。

10

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

②

図 3 年間降水量（平年値） 3

沿海地方農業の概要 4

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
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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
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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

28

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。

31

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

畜産物

州全体に占め
る割合

合計

ユジノサハリンスク

2,997

1,635

4,632

49%

アニワ

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

43

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

48

（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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真空播種機

育苗セルトレイ(144 穴)

育苗ハウス

育苗中の苗
写真 4

育苗用培土

播種と育苗行程（チプリチニー社）

移植
5 月 18 日、チプリチニー社のキャベツ用半自動移植機械（カップ式、６条植え）を用い約 60
日間育苗した苗を移植した。作業人員は機械オペレータ１人、苗供給６人、苗運搬２人、補植５
人の計 14 人で作業能率は ha 当たり 12 時間であった。
キャベツ用の機械では 25×60cm の間隔でしか苗を移植できず、ｈa 当たり 67 千株と栽植密度
が非常に少ない。このため、人力による補植作業で株間を 1/2（12×60cm）に詰め 139 千株/ha
の栽植密度を確保した。しかし、この株数は北海道の約 1/2 で粗植である。

図 9

2017 年の栽植密度（ha 当たり 139 千株）
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キャベツ用機械による移植

移植時の苗

人力による補植作業

作業
写真 5

移植作業（2017/5/18）

結果
7 月下旬に観察した際は、生育が遅れていたことから収穫期においてもＭサイズ（150～200g）
もしくはそれ以下の大きさと予測された。
しかし、その後の天候回復と収穫期を遅らせたことで収穫時には２L サイズ（300g 以上）の球
もあり収量は 25～30 トン/ha であった。これは、播種日を早め収穫期までの生育期間を伸ばし積
算温度を確保した効果が現れたものである。
しかし、タマネギの一球重が平均 200g であることから、現在の栽植密度である限り収量は 139
千株×200g＝27.8 トン/ha となり、これ以上は期待できない。また、タマネギの大きさは S サイ
ズに達しない小球から２L サイズまでバラツキが大きかった。
このように収量の向上とタマネギ個体のバラツキ抑制の課題については、今回のようなキャベ
ツ用移植機による粗植栽培では解決は難しいと判断された。

現地圃場（2017/7/26）

生育状況（2017/7/26）

市 販 さ れ た タ マ ネ ギ

葉鞘 25mm、玉直径 25mm、 （2017/12/15）
葉長 68cm、葉数 9.5 枚
写真 6 生育状況と収穫されたタマネギ（現地慣行品種）
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（４）提案する日本の技術と事業化の可能性
① 提案する日本の栽培技術
タマネギの生育期間は 180～200 日と野菜の中でも成長が遅く、そのため寒冷地である北海道
では２月上～下旬に播種してビニールハウスで育苗し、４月下旬に移植することで生育期間を確
保し 8 月～９月下旬までに成熟させて収穫する。一方、サハリン州では、土壌凍結等により５月
中旬までは移植する圃場の準備ができないことから、播種日を３月中旬、移植日を５月中旬より
早めることは難しい。
タマネギは移植苗の資質が秋の収量の 80％に影響するといわれることから、残された課題は、
育苗技術の改善で良質苗をつくることと、適切な栽植密度で短期間に移植することである。その
ため、播種から移植まで一貫した栽培技術を検討した（図 10）
。

図 10

計画するタマネギ栽培スケジュール

ａ）育苗技術
後述する移植機にあわせて、北海道のタマネギ栽培で一般的に使用されている育苗用のセルト
レイ 448 穴（14×32 穴、61.9×31.5cm）を使用し、専用の播種機械で種をまく。このセルトレ
イは、チプリチニー社が現在使用しているものに比べて同一面積で 2.5 倍の苗生産が可能で、作
付面積の拡大を可能にする。また、育苗中の夜間は保温資材で被覆し暖房コストを削減する。
あわせて、育苗中の管理技術を指導し、写真 8 のような健苗生産を進める。

播種作業

生育を始めた苗

生育を始めた苗

写真 7 提案する育苗技術（つちから農場）
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育苗中のハウス

軟弱に育った苗

丈夫に育った苗

（チプリチニー社）

（つちから農場）

写真 8

目標とするタマネギ苗

ｂ）移植技術
タマネギは根が浅く養分競合が少ない作物であるため、密植でも生産性を高めることができる。
そのため、収量向上にはタマネギが隣り合うように密植し、面積当たりの株数を増やすことが重
要になる（写真 9）
。したがって、適正な栽植密度を実現するには育苗システムにあわせた専用の
移植機械が必要になる。
その技術目標は、タマネギ専用の移植機械により 11×30cm＝303 千株/ha の栽植密度を確保す
ることである。また、移植機械の作業能率は ha 当たり 6.5 時間前後であることから、チプリチニ
ー社が計画する 10ha の移植作業を労働力３人で 8 日前後で完了する。
なお、栽培圃場の施肥管理については、北海道の栽培基準と同等で課題は見られなかった。

図 11

目標とする栽植密度（ha 当たり 303 千株）

ｃ）目標とする収量
理論的には 303 千株/ha でタマネギの一球重が 200g であれば約 60 トンの収量が可能になるが、
欠株などがあり難しい。しかし、現在 139 千株/ha で収量 25～30 トンの実績があることから、栽
培株数を２倍にすることで 50 トン/ha の目標収量は達成可能と判断できる。
また、タマネギの球肥大の適温は 15～25℃とされており、暑さには弱く 25℃以上では肥大が
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抑制される。一方、寒さに強く氷点下でも凍害を受けにくいことから、サハリン州の気象条件下
においてもタマネギ移植栽培の収量性は、日本技術の導入と栽培ノウハウの蓄積で十分に期待で
きる。

密植した収穫前のタマネギ

北海道の移植作業

写真 9 つちから農場でのタマネギ栽培

移植後、寝た状態の苗

ほぼ垂直に植えられた苗

（チプリチニー社）

（つちから農場）
写真 10 移植の改善目標

② 日本技術によるタマネギ栽培の事業化可能性
ここでは、提案する技術をチプリチニー社が採用した際に、生産面、経済面で期待される効果
と日本技術の有効性を検討する。

ａ）日本技術の導入で期待できる生産効果
図 12 はチプリチニー社が日本技術を導入し 10ha まで作付けを増やし収量 50 トン/ha を達成
した場合の生産量と販売額、及び移植の作業時間に及ぼす効果を概算したものである。
生産量と販売額は大幅に増加し、約 3.3 倍の生産量が期待できる。その増加量は ha 当たり収量
の増加より面積を拡大する効果が大きい。そして、移植作業は大幅に時間短縮され、10ha を 8 日
程度で終えることができる35。
また、参考にチプリチニー社の作付面積が最も多い馬鈴しょ 10ha の販売額を示したが、販売
35

移植作業時間は、サハリン慣行を作業能率 12 時間/ha×作業者 14 人×5ha、日本技術では 6.5 時間/ha×3 人×
10ha とした。
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額はタマネギの 1/3 でしかなく、本格的にタマネギ栽培に取り組むことの意義は大きい。
以上のことから、チプリチニー社では日本技術により収量向上を図るだけではなく、タマネギ
移植機の性能を最大限に活用し栽培面積を拡大することが重要となる。
そのためには、今後も育苗施設の確保とタマネギ生産に適した圃場の整備が必要であり、その
課題が解決されるとチプリチニー社の将来目標である 20～30ha の栽培も可能になる。

図 12

面積拡大と収量向上で期待される効果

（参考）馬鈴しょの生産高

ｂ）投資の経済性
日本技術によるタマネギ 10ha の栽培に必要な育苗施設や播種機、移植機などのイニシャルコ
スト、及び付随して発生するランニングコストについて投資の経済性を試算した。その結果、投
資利益率は 22.6％、投資回収期間は 3.2 年となり、投資経済性は高いと評価できる。
また、表 8 でサハリン州のタマネギの販売価格をみると、北海道札幌市場とほぼ同額である。
また、サハリン州のタマネギは馬鈴しょの 1.8 倍の価格で取引されて経済的に優位である。
したがって、日本と同程度の売り上げが見込まれ、また賃金水準が低いことからランニングコス
トが低くおさえられるため、タマネギの栽培に 1,000 万ルーブル程度（日本円で約 2.0 千万円 表
７）の投資を行っても、経済性は十分に期待することができる。
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表 7 投資経済性（万ルーブル）36

表 8 販売価格の比較（円/kg）

設備投資額

821

項目

増加資材費

174

馬鈴しょ

50

91

合計

995

タマネギ

90

86

225

※1

311

※2

利益増加額
キャッシュフロー増加額
投資利益率（％)
投資回収期間（年)

サハリン

札幌市場

札幌市場（2012～2016年平均）
1ルーブル２円で換算

22.6
3.2

ｃ）事業化に向けた留意事項
日本の栽培システムに対応した育苗技術の習得
タマネギの移植栽培では育苗作業が最も技術力を要し、苗質の良否が秋の収量量を大きく左右
するといわれている。
この育苗過程では、苗の成長に合わせた緻密な温度管理と潅水技術が求められ、その判断力を
養うには経験が必要になる。特に面積あたりの苗立ち本数が多く育苗密度が高い日本技術では重
要度が高い。
このため、日本の施設と機械の導入に加え、育苗中の管理技術や早期移植を確実に行う栽培圃
場の管理技術が必要条件となる。
試験栽培成果の情報提供と普及
チプリチニー社以外の個人農家からタマネギ栽培に関する意向を聞取りしたが、気象条件から
サハリン州はタマネギ栽培に不適とする回答があった。このような誤った認識や、移植栽培に関
する正しい情報が伝達されていないことは今後の普及を阻む恐れがある。
そのため、チプリチニー社の試験栽培の成果やタマネギの正しい栽培技術を州内の企業法人や
個人農家に伝達する必要がある。

36

・導入設備と機材は、播種機、育苗トレイ、人工培土、全自動移植機、保温被覆資材、ハウスなど
・投資額と資材額には輸送経費、関税を含む
・投資額には、技術指導料、州政府からの補助金は参入していない
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（５）その他のニーズと事業化が見込まれる内容
① 日本の種子
2017 年 8 月、チプリチニー社が来日し“つちから農場”を訪問し、実際の収穫圃場でサハリン
との違いを確認した際、タマネギの生育が進んでいること、大きさが均一であること、そして収
量性の高さについて確認し、提案する栽培技術の可能性を認識するとともに、日本品種の能力の
高さも注目され、その導入について関心が示された。

写真 11 チプリチニー社の現地視察（つちから農場）
② 小規模面積に対応したタマネギ栽培技術
サハリン州では、チプリチニー社の試験栽培が軌道に乗れば、他の企業法人や個人農家に当該
タマネギ技術を普及させたい考えである。
そのためには、トライアル・モデルとして、育苗はサハリン州の農場がキャベツなどで行って
いる方式を用い、移植は日本の兵庫県などで使われている小型機械による小規模型の技術体系が
有効と考えられる。
このように新規投資を抑制した体系の紹介により、小規模な個人農家でも本格的な栽培が可能
となり普及が進む可能性がある。

図 13

日本の小型移植機を導入した中小規模向けのタマネギ栽培

③ 野菜類の貯蔵技術
サハリン州政府では、農業振興の課題の一つに野菜の長期保存による安定供給体制の確立を上
げ、州のプロジェクトでも企業法人の貯蔵庫建設を支援している。
サハリン州は、夏季間の気温が低く農産物の貯蔵には有利な条件を備える。しかし、現地の実
態は写真 12、写真 13 のように断熱性に欠ける倉庫に平積み貯蔵されており、容積あたりの貯蔵
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量は少ない。
これは、日本のＪＡのような組織が無く、流通・販売は個々の生産者が対応するため、選別や
貯蔵、包装などの施設投資が十分に行われてこなかったものと思料される。
この現状とニーズから、同じ寒冷地である北海道の冷涼な気候を利用した低コスト貯蔵施設は
期待に応えられる技術といえる。具体的には、貯蔵庫の断熱処理技術、そして雪冷熱の利用技術
により、貯蔵ロスの低減、操業度向上による貯蔵コストの削減が図られ野菜の出荷期間の延長と
安定供給が見込まれる。

写真 12 タマネギ貯蔵庫

（チプリチニー社）

写真 13 馬鈴しょ貯蔵庫

（個人農家―ＲＵＳ）

写真 14

つちから農場のタマ

ネギ貯蔵庫

（６）まとめ 事業化に向けた取り組み体制
サハリン州タマネギ栽培関連事業を日本企業が持続的に展開するには、農業機械と施設の輸出
にあわせて、栽培技術の習得に向けた支援を行う体制の整備が必要と考えられる。特にタマネギ
の移植栽培は日本で築き上げられた技術で、供給する機械もその栽培方法に併せて開発されたも
のであり、使用方法やメンテナンスを含めてロシア国内はもちろん他の国からも学ぶことができ
ない。
① ソフト面～栽培技術支援と研究交流
サハリン州でタマネギ栽培を定着させるには、日本の移植栽培技術に改良を加え、現地の栽培
環境に適応した技術を確立することが重要であろう。
そのためには、日・露の生産者と研究者の交流によりサハリン版の移植栽培マニュアルを策定
することが重要である。その内容は、育苗から収穫、貯蔵、選別、出荷までの広範囲を網羅する
必要がある。
マニュアル化することで栽培技術の見える化が図られ、さらなる改善技術や農業者の工夫が生
まれ、州内への栽培普及が促進される。
② ハード面～栽培マニュアルに対応した農業機械、生産資材の供給
本報告では、春の育苗と移植作業の重要性に即して事業化の方向をみてきたが、サハリン州の
タマネギ生産では栽培圃場の管理、収穫、乾燥、貯蔵、選別、包装などにも課題を残しており、
これら改善するための機械と施設の提案が期待される。
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③ 事業化の必要条件
円滑かつ持続的な事業化にはハードとソフトの一体化が必要であることを指摘したが、これに
加えて、ソフトでは現地パートナー農場との関係構築とコンサルフィー、ハードでは輸出手続き
や資金回収などを含めた幅広い内容の取り組みが必要になる。このため、事業化のスキームには
生産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を中心に位置
づける必要がある。

図 14

事業化に向けた取り組み体制（想定）
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４．園芸作物生産における日本技術の適用可能性及び現地実証調査
（１）背景・目的
ロシア極東は、冬期間の最低気温がマイナス 20℃～マイナス 60℃に達するほか、日照時間が短
いなど、厳しい気象環境にあり、特に冬期間の野菜栽培が困難である。
こうした中、現状では、域内で消費される野菜は中国等からの輸入に依存しているが、現地の
消費者からは安心・安全な野菜を求める声は大きく、州・地方政府としても、輸入代替を進め、
現地で安心・安全な食品・野菜を生産することに注力しつつある。
このため、厳冬期でも生産できる寒冷地技術を活用した温室施設による野菜栽培が求められて
おり、サハ共和国ヤクーツク市で温室事業を開始した SAYURI 社の協力を得て、ロシア極東地域で
の温室事業の現状と課題を調査し、我が国民間企業が参入可能性について調査を実施した。
（２）ロシア極東における野菜事情
①ロシア極東における野菜事情
ロシア国内では健康食材ブームやヨーロッパの食文化の影響により、日々の食生活の中で多く
の野菜を摂取するようになってきている一方、ロシア極東は気候条件が厳しいため通年の野菜栽
培が困難な環境である。ロシア国内で最も野菜栽培に適した南西部でさえ生鮮野菜を摂取できる
期間は年間４～５ヶ月程度に過ぎず、特にロシア極東においては生鮮野菜の出回る期間は年間２
～３ヶ月程度である。
このためロシアの国産野菜が不足する期間は、トマトを筆頭にタマネギやネギ、キュウリ等の
生鮮野菜を近隣である中国からの輸入に依存している。
また、世界保健機関(WHO)が推奨する一人当たりの野菜の年間最低摂取量は 146kg であるが、ロ
シア極東で最も極寒地に位置するサハ共和国においては年間約 80kg 程度しかなく、共和国政府は
住民のビタミン不足を懸念している。
ロシア極東連邦管区における野菜生産量は沿海地方とサハリン州では年々生産量が増加傾向に
あるが、他地域においては前年より生産量が下回っている場合もあり、寒冷地での野菜栽培の厳
しい実態がうかがえる。
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図 1 ロシア極東における野菜の生産量
(出所：国家統計局「ロシアの地域 2015 年」)

図 2 ロシア極東における野菜の輸入量
(出所：ロシア連邦関税局「対外貿易統計」)
※サハ共和国は 2016 年に 2.9t の缶詰野菜を輸入したが、2017 年は輸入野菜をロシア国内の他地域か
ら購入しており、直接輸入ではないため輸入量は 0.0t となっている。
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図 3 ロシア極東における輸入野菜の内訳(2017 年)
(出所：ロシア連邦関税局「対外貿易統計」)

図 4 ロシア極東における輸入野菜の国別内訳(2017 年)
(出所：ロシア連邦関税局「対外貿易統計」)
②ロシア極東の野菜市場
ロシア極東において通年で野菜栽培を行うことができる農業者、事業者は非常に少ない。夏か
ら秋（７～９月）にかけては個人菜園または露地物の作物が多く出回り、８月は野菜価格の底値
となる。輸入野菜がロシア国内に流通するのが 10 月初旬頃からで、そのほとんどが中国産野菜で
ある。
2014 年よりウクライナ情勢をめぐる対ロ経済制裁の報復措置として、米国と欧州連合（ＥＵ）、
オーストラリア、カナダ、ノルウェー等からの青果物、肉類、魚、乳製品の輸入禁止が継続され
ている。また 2016 年よりトルコ産の一部青果物も輸入禁止となったが、現在はトマトの輸入制限
を除き輸入禁止が解除された。
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参考 1 輸入禁止品目(出所：JETRO 一部抜粋)
2014 年 8 月 6 日付ロシア連邦大統領令第 560 号「ロシア連邦の安全確保のための個別特別
経済措置の適用について」
、および同大統領令の実施措置に関する 2014 年 8 月 7 日付第 778
号政府決定に従い、米国、EU、カナダ、オーストラリア、ノルウェー産の農産品・原材料・食
料品の輸入が１年間禁止された。2015 年６月 25 日付政府決定第 625 号によって、政府決定第
778 号も改正され、日用食料品で輸入禁止品目が拡大された。また同年８月には、アルバニア、
モンテネグロ、アイスランド、リヒテンシュタイン、および条件付きでウクライナ（2016 年
１月１日から適用）が、禁止措置の対象国に加えられた。同禁止措置は、2017 年６月 30 日付
ロシア連邦大統領令第 293 号により、2018 年 12 月 31 日まで延長された。
また連邦政府は、貿易に対する国家規制法に定める例外的な場合には、農産物または水産物
の輸入を禁止あるいは制限することができる。
2015 年 11 月 28 日付ロシア連邦大統領令第 583 号「ロシア連邦の安全確保及び犯罪その他
の違法行為からのロシア国民保護のための措置について、ならびに、トルコ共和国に対する特
別経済措置の適用について」
、および同大統領令の実施措置に関する 2015 年 11 月 30 日付政府
決定第 1296 号に従い、2016 年１月１日より野菜・果物・肉などのトルコ産農産品・食料品 17
品目の輸入が禁止されたが、2016 年 10 月 9 日付政府決定第 1020 号に従い、2016 年 10 月 20
日より一部の果物が禁止リストから外され、2017 年６月２日付政府決定第 672 号に従ってほ
とんどの禁止が解除された。2017 年 11 月 16 日現在、トマトの輸入だけが制限されている。

③ロシア極東の野菜販売価格
ロシア極東のスーパーマーケット、市場等を対象にロシア国内でニーズの高いトマト、キュウ
リについて夏季（６月～９月）
、冬季（11 月～12 月）に価格調査を行った。
夏季については先述した通り露地物、地元産の野菜が多い一方、冬季はロシア国内の温室施設
で栽培されたものが出回っている他、中国産をはじめとする海外産が出回っている。
夏季、冬季を通じて、中国産の価格は大きな変動は無いが、ロシア国内産の冬季の価格は夏季
と比較すると約２～３倍の価格となっている。また、カムチャツカ地方においては栽培環境や物
流等の事情により、ロシア極東の他地域と比較すると割高となっている。
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表 1 ロシア極東におけるトマト、キュウリの価格(kg 当たりの価格)
(道銀地域総合研究所調べ)
夏季
ウ
（ラ
沿ジ
海オ
地ス
方ト
）ク
市

大玉トマト（中国産）
中玉トマト（沿海地方産 露天販売）
中玉トマト（沿海地方産）

250R
350R
130R

ミニトマト（中国産）

50～100R ミニトマト（中国産）

200～220R

キュウリ(大)（沿海地方産）

大玉トマト(イスラエル産）
中玉トマト（ハバロフスク地方産）
ミニトマト（中国産）

130R キュウリ（沿海地方産）
55R キュウリ（ノボシビルスク州産）
100R 中玉トマト（アムール州ブラゴベチェンスク産）
1,000R 中玉トマト（カザフスタン産）

キュウリ(大)（ハバロフスク地方JGC Evergreen産）

110R キュウリ(大)（中国産）

190R
110～150R

130R
210R 中玉トマト（中国産）

大玉トマト（中国産）

250R

中玉トマト（サハ共和国ヤクーツク産）

150R キュウリ(大)（ノボシビルスク州産）

中玉トマト（沿海地方ウスリースク産）

100R キュウリ(大)（中国産）

ミニトマト（サハ共和国ヤクーツク産 露天販売）

130R

枝付き中玉トマト（中国産）

160R

ミニトマト（中国産）

320R

キュウリ(小）（サハ共和国ヤクーツク産）

205R

65～70R

大玉トマト（ユダ自治州産）

キュウリ(大)（サハ共和国ヤクーツク産）

130R
100R

1,100R キュウリ(大)（ロシア産）

枝付きミニトマト（タンザニア産）

220R

150～200R

ミニトマト（モロッコ産）
キュウリ(大)（ブラゴベチェンスク産）

260R

75R 中玉トマト（中国産）
1,100R

キュウリ(大)（ハバロフスク産）

250R

100～130R ミニトマト（中国産）

ミニトマト(イスラエル産）

キュウリ(小）(ユダ自治州産）

（ ペ
カカト
ムムロ
チチパ
ャャ ブ
ツツロ
カキフ
地ー ス
方市ク
） ・

110～115R 中玉トマト（ウズベキスタン産）

280R

75R 中玉トマト（中国産）

大玉トマト（ハバロフスク地方産）

（
ヤ
サ
ク
ハー
共
ツ
和
ク
国
）市

50R 中玉トマト（沿海地方パルチザンスク産）

中玉トマト（中国産）

キュウリ(小）（沿海地方産 露天販売）

（
ハ
ハ
バ
バ
ロ
ロ
フ
フ
ス
ス
ク
ク
地
市
方
）

冬季
100R 中玉トマト（沿海地方産）

キュウリ(大)（サハ共和国ヤクーツク市SAYURI産）

180～220R
300R
200R
180～200R

380R
100～150R
50R

大玉トマト（カムチャッカ地方産）

380R 枝付き中玉トマト（ロシア産）

中玉トマト（カムチャッカ地方産）

350～450R 中玉トマト（アゼルバイジャン産）

750R
600～850R

中玉トマト（アゼルバイジャン産）

700R 中玉トマト（中国産）

180R

中玉トマト（中国産）

130R ミニトマト(中国産）

220R

枝付きミニトマト(モロッコ産）

400R キュウリ(大)（カムチャツカ地方産）

800R

ミニトマト(中国産）

160R キュウリ(大)（ノボシビルスク州産）

250～300R

キュウリ(大)（カムチャツカ地方産）
キュウリ(大)（ロシア産）

150～200R キュウリ(大)（ロシア産）
280R キュウリ(大)（中国産）
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330R
100R

写真１ ロシア極東でのトマト、キュウリの販売状況(夏季・冬季)

ヤクーツク市で露天販売されている露地物
（夏季）

ウラジオストク市で露天販売されている露地物
（夏季）

ﾍﾟﾄﾛﾊﾟﾌﾞﾛﾌｽｸ・ｶﾑﾁｬﾂｷｰ市の市場で販売されている露
地物（夏季）

ウラジオストク市のスーパーマーケットで販売され
ている中国産のトマト（夏季）

ヤクーツク市のスーパーマーケットで販売されてい
るタンザニア産のトマト（夏季）

ﾍﾟﾄﾛﾊﾟﾌﾞﾛﾌｽｸ・ｶﾑﾁｬﾂｷｰ市のスーパーマーケットで販
売されているロシア産キュウリとアゼルバイジャン
産トマト（冬季）

ハバロフスク市のスーパーマーケットで販売されて
いる中国産トマト（冬季）

ヤクーツク市の個人商店で販売しているロシア産キ
ュウリと中国産トマト（冬季）
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（３）ロシア極東の温室施設の現状
①ロシア極東の温室施設の現状
ソビエト連邦の崩壊によりコルホーズやソフホーズが運営していた温室施設農場の大部分が経
営破たんし、半数以上が解体された。また、国からの資金供給が途絶え、地域をまたぐ流通シス
テムが分断され、ハイパーインフレや国民生活レベルの低下、その後に起きたエネルギー価格高
騰等により温室施設の経営はほとんど立ち行かなくなった。
現在、ロシア連邦政府が進める輸入代替政策により、温室施設での野菜栽培は農業振興政策の
優先政策課題の１つとなっている。ロシア連邦農業省の「2013～2020 年農業の発展と農作物、原
料、食糧市場の調整のための特別国家プログラム」によると、現在ロシア国内で消費されている
国内外産の温室施設野菜については、国内産を 90％まで引き上げるとともに、最新の通年型ハウ
スを 2,000ha 建設することを目標に掲げている。
2017 年の段階でロシア国内における温室施設事業者は大小合わせると約 180 社・団体があり、
そのうち約９割がロシア南西部、欧露部に集中している。ロシア極東、シベリア地域にも温室施
設は存在するが、生産規模はまだ小さく、地域の小さな需要に対応できる程度である。

図 5 ロシア国内における温室施設分布図(出所：ロシア温室協会)
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表 2 ロシア極東、シベリア地域の主たる温室施設の概要
(道銀地域総合研究所調べ)
温室施設名
ノボシビルスクハウス農場
（ノボシビルスク州、トル
マチョーヴォ町）

(有)TyumenAgro 農場
（チュメニ州、チュメニ市）

公開型株式会社 Agrofirma
（ハンティ・マンシ自治管
区ヤルキー町）

国営農業企業
ダリネボストーチノエ
（沿海地方、アルチョム市）

(株)チプリチニィ
（サハリン州、
ユジノサハリンスク市）

(有)JGC Evergreen
（ハバロフスク地方、
ハバロフスク市）
農場経営者 V.Butkov
（ハバロフスク地方、
ハバロフスク市）
ＡＴＢ社
（ハバロフスク地方、
ハバロフスク市）

主な概要
・総面積：17 ha
・栽培作物：トマト、キュウリ、ラディッシュ、サラ
ダ菜、セロリ、ほうれん草、バジル、
パセリ等
・年間生産量：12,000 トン
（トマト 50 kg/㎡、キュウリ 120 kg/㎡）
・設備：オランダ製
・総面積：16 ha
・栽培作物：トマト、キュウリ、葉物野菜
・年間生産量：8,950 トン
・設備：オランダ製
・面積：１棟目 3.1ha、２棟目 5.35ha
・栽培作物：トマト、キュウリ、葉物野菜
・年間生産量：トマト 333 トン、キュウリ 1,429 トン
葉物野菜約 50 万株
２棟目稼動後は総計 3,800 トンの予定
・設備：ロシア製、オランダ製、ドイツ製、スイス製
・温室面積：18ha
・栽培作物：トマト、キュウリ、
葉物野菜（サラダ葉、ハーブ類）
・年間生産量：野菜 5,280 トン
（温室作物 4,580 トン）
・設備：ロシア製
・温室面積：10ha
・栽培作物：キャベツ、ジャガイモ、タマネギ、
ニンジン、ビート、キュウリ、トマト、葉物
野菜
・年間生産量:温室 4,100 トン
(うちキュウリ 104kg/㎡）
・設備：オランダ製
・温室面積：１棟目 2.5ha、２棟目 2.5ha
・作物：トマト、キュウリ、ラディッシュ、葉物野菜
・年間生産量：1,000 トン
・収量（キュウリ）
：約 1,000kg/日
・設備：オランダ製
・温室面積：0.5ha
・作物：葉物野菜（14 種類）
・年間生産量：175 トン
・収量：6,000 株/日
・設備：オランダ製
・工場面積：5,000 ㎡（うち育苗用面積 1,200 ㎡）
・工場容積：6,000 ㎥
・作物：葉物野菜、ハーブ（現在、６種類）
・収量：10,800 株/日（約 800kg）
・設備：ロシア製、日本製(システム)

※ＡＴＢ社のみ完全人工光型植物工場、それ以外は太陽光型温室施設
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写真 2 ロシア極東での温室施設野菜の販売状況

ノボシビルスクハウス農場のキュウリ(ペトロパブロ
フスク･カムチャツキー市内の市場)

ダリネボストーチノエのキュウリとトマト(ウラジオ
ストク市内スーパーマーケット)

チプリチーニーのキュウリ（ユジノサハリンスク市内
のスーパーマーケット）

JGC Evergreen のサラダ菜(ハバロフスク市内スーパー
マーケット)

農場経営者 V.Butkov のフリルレタス(ハバロフスク
市内スーパーマーケット)

ＡＴＢ社のサラダ菜(ハバロフスク市内スーパーマー
ケット)

②ロシア極東の温室施設のニーズ
ロシア農業省によると、ロシア国内の温室施設で栽培された野菜の摂取量は全国平均で１人当
たり年間４kg 程度であるが、地域差が極めて大きい状況にある。また、ロシア人が購入する温室
施設野菜のうち国産はわずか 24％に過ぎず、残りは中国等からの輸入に頼っている。輸入野菜は
安価であるが、ロシアで禁止されている化学薬品等を使用していることも少なくなく、輸入野菜
より自国産に対する信用のほうが高い。
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今後、ロシア極東での野菜温室の普及により、既存のスーパーマーケットチェーンの他、直売
所や公設市場、外食産業、教育機関（幼稚園、学校等）
、医療機関等へのマーケットの拡がりが期
待できるとともに、安全な食材に対する関心が高まり、生鮮野菜の有用性が認知されるにつれ、
温室施設野菜の需要は安定して伸びていくことが期待できる。

（４）ロシア極東での日本企業による野菜温室プロジェクトの現状
前述のとおり、ロシア極東では消費する野菜の大半を海外に依存しているが、現地の消費者か
らは安心・安全な食品を求めるニーズが強く、ロシア政府としても、輸入代替を進め、現地で安
心・安全な食品・野菜を生産することに注力しつつある。
一方でロシア極東における野菜温室の普及は立ち後れており、寒冷地での栽培技術や高品質・
高付加価値の食品生産・供給に関し、距離的に近い日本企業からの協力に対する期待は高い状況
である。
既にロシア極東では日本企業による野菜温室プロジェクトが徐々にではあるが進んでおり、現
時点ではハバロフスク市の JGC Evergreen（日揮）
、ヤクーツク市の SAYURI（北海道総合商事）が
温室施設による野菜生産を実施している。それぞれの企業の取組概要には表３、写真３、表４及
び写真４のとおり。
表 3 JGC Evergreen（ハバロフスク市）の取組概要
所在地
概要

主な取組

ハバロフスク地方ハバロフスク市ドンスカヤ２a
トマト、キュウリ、葉物野菜等の栽培、販売を行っている。同社は現地の自然
環境に適した設備で、品質を重視する日本型農業を実施することにより、消費
者の求める農作物をほぼ通年で地域に供給することを可能にし、地域課題への
ソリューションを提供している。
・優先的社会経済発展区域（TOR）ハバロフスクの工業団地「アバンギャルド」
に 2015 年に野菜温室を建設、トマトとキュウリの栽培を開始。
・温室稼動期間は９ヶ月/年、年間の生産量はキュウリ、トマト合わせて約 1,000
トン。
・主な販路先は、ハバロフスク市内の中央市場内の直売所、市内スーパーマー
ケット、レストラン等、約 70 店舗。
・温室施設は断熱性の高いガラス温室を採用、オランダのプリバ社による環境
制御を行なっている。
・天然ガスボイラーを設置、温水によって施設内の温度を維持する他、補光処
理を行うことで作物の成長を促す。
・現在の栽培面積 5.0ha(2017 年 12 月 2.5ha 拡張済み)
・将来的にはイチゴの栽培を目指しており、2018 年３月よりイチゴの試験栽培
を実施する予定。試験栽培を実施する温室施設も建設予定で、日本企業が参
画予定。
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写真 3 JGC Evergreen 施設概要

2017 年 12 月、2.5ha の温室を拡張

JGC Evergreen 温室施設

拡張した温室ではトマトを栽培

ハバロフスク市内の中央市場内にある直売所
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表 4 SAYURI（ヤクーツク市）の取組概要
所在地
概要

主な取組

サハ共和国ヤクーツク市カンガラシー地区
コムソモルスカヤ通り７
極寒地域であるサハ共和国からの「安心、安全な地産の野菜を通年で収穫した
い」との要請に応えるため、気候の近い北海道の温室建設の実績や野菜栽培の
ノウハウをもとに、厳しい気候にも耐えうる通年型温室施設（0.1ha）を 2016
年に設置。冬期間、トマト栽培の実証実験を実施。
・サハ共和国では通年型温室施設による本格的な野菜栽培はこれまで実績な
し。
・現地行政関係者によるとソ連時代も含めドイツやオランダ等の海外企業が設
置に向けて検討を行ったが極寒地のため実現には至らなかった。
・2014 年ヤクーツク市、アルマズエルギエン銀行が中心となって日本技術に
よる温室施設設置を検討、日本企業への要請があった。
・事業者の SAYURI はヤクーツク市、アルマゼルギエンバンク等の出資により
2016 年３月を設立。
・2016 年日本国内商社、農業施設建設会社、農業生産法人等 10 社が参画して
0.1ha の試験温室施設をサハ共和国ヤクーツク市に設置。
・温室施設には日本製の耐久性・耐寒性に優れたフッ素フィルム、環境制御装
置を導入した。
・試験栽培に当たっては現地の栽培技術者を日本に派遣し、技術指導を実施。
・2016 年 11 月～2017 年７月、試験温室にて厳冬期でのトマトの試験栽培を実
施。0.1ha 換算で約 24t の収量。
・2018 年から 1.2ha の温室を建設、同年９月に完成、トマト、キュウリの栽
培がスタートする予定。
・2020 年までに約 3.2ha の通年型温室施設の設置を目指す。

写真 4 サハ共和国ヤクーツク市温室施設概要

ヤクーツク市の通年型温室栽培施設

極寒期のトマトの試験栽培
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（５）サハ共和国ヤクーツク市の野菜温室の現状、今後の見通し
サハ共和国ヤクーツク市で SAYURI が展開している野菜温室については、前述のように現地行政
機関等の要請により日本企業が参画、日本製の技術、設備を導入して 2016 年に設置し、厳冬期の
トマトの試験栽培を実施したところである。2020 年までには 3.2ha の通年型温室の設置を目指し
ている。
ロシア極東の極寒地域で日本の技術、設備を導入した事例として本プロジェクトの概要、栽培
状況、今後に向けた取組み状況等について調査を実施した。
①日本の技術、設備の導入状況
SAYURI の温室施設は、
日本国内の積雪寒冷地での温室事業に豊富な経験を有する㈱ホッコウ
（北
海道札幌市）を中心に国内の農業関連企業が参画、2016 年７月より施工、建設を開始、同年９月
末に完成した。
ロシア極東の温室施設はガラス温室が一般的であるが、永久凍土地域であるヤクーツク市は夏
冬の寒暖差による地盤の歪みによりガラス温室施設は破損する恐れがあった。そのため日本国内
の積雪寒冷地で実績のあるフッ素フィルムを温室施設に導入した。併せて、厳冬期の最低気温が
マイナス 60℃という気象条件のためフッ素フィルムを３層にする複層エアハウスを採用。これに
より高い断熱性、耐寒性、耐雪性を有する。
また、環境制御装置については、日本国内の積雪寒冷地の環境制御ノウハウを活用することに
より、現地事情に応じた温室施設内の環境制御を設定できるとともに、インターネット通信環境
が整っていれば制御プログラムの変更も日本国内で可能である。
②2016 年～2017 年のトマトの試験栽培の実施概要
トマトの試験栽培に当たっては、サハ共和国から農業技術者を日本に受入れて、３ヶ月間、国
内野菜温室で農業技術、栽培技術を学習させた後、2016 年 11 月～2017 年７月、試験温室施設に
てトマトの試験栽培を実施した。試験結果としては、0.1ha 換算で約 24 トンの収量であった。
収穫したトマトは教育機関（幼稚園、学校等）への提供、市内スーパーマーケットで試験販売
を実施した。中国産等の輸入のトマトと比較して高い価格設定(345 ルーブル/１kg)としたが、地
元消費者からはトマトの風味が強く、味が濃い等、食味の良さが評価された。また、販売開始後
も常時人気が高く、スーパーマーケットでは品薄の状態が続き、店員、消費者より、取扱量の増
加が期待される状況である。
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表 5 2016 年のトマトの試験栽培概要
温室面積

0.1ha(10a=1,000 ㎡)

栽培面積

７a(700 ㎡)※無補光区で生育不良のため３a 分廃耕

栽培株数

1,440 株/７a

栽培スケジュール

■播種:2016 年９月７日
■定植:2016 年 11 月１日
■収穫:2016 年 12 月 16 日
■収穫終了:2017 年７月 24 日

表 6 2016 年～2017 年トマトの試験栽培の月別収量実績
収穫月
栽培面積
(7a)
収量(kg)
栽培面積
(0.1ha 換算)
収量(kg)

12 月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

計

1,018

2,450

1,753

2,344

2,947

3,042

2,394

2,117

18,065

1,324

3,185

2,278

3,047

3,831

3,955

3,112

2,752

23,484

写真 5 トマトの試験栽培の概要

試験栽培したトマトの果実

試験栽培したトマトの販売状況
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③温室施設の投資計画、事業収支
日本の技術、設備の導入により 2016 年に試験温室施設を設置後、2018 年に 1.2ha、2020 年ま
でに 3.2ha の温室施設設置を目指している。栽培野菜はトマトのほか、ロシア極東で需要の高い
キュウリを予定しており、将来的には葉物野菜の栽培も検討している。
ヤクーツク市、SAYURI 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
家支援策を活用し野菜温室を建設、稼動した場合、内部収益率 25.8％、投資回収期間 8.1 年が計
画されている。ヤクーツク市によれば売上高、投資額、生産コストの変動により数値が 10％程度
悪化しても黒字化を確保できると見込んでいる。
表 7 SAYURI 温室施設の投資効果、事業収支（出所: ヤクーツク市役所提供資料)
単位(百万ルーブル）
項目

一般税制

投資額
投
資
効
果

1,335

1,335

10

10

132.5

231.8

8.8

8.1

20.0

25.8

売上高

3,540

3,540

売上原価

1,744

1,706

売上総利益

1,796

1,834

税引き後純利益

1,137

1,495

積分指標算定期間（年）
正味現在価値（ＮＰＶ）
割引回収期間（ＤＰＢ 年）
内部収益率（IRR ％）

事
業
収
支

TOR

④温室施設のコスト概算
SAYURI のヒアリング調査によると温室施設の運営コスト（種苗、肥料、農薬等購入費）と光熱
費（ガス、電気料金）がそれぞれ概ね３割、減価償却費が概ね２割という概算となる。特に光熱
費は厳冬時の暖房、日照不足を補うための照明の費用で、ロシア極東極寒地で温室施設を展開す
る際はロシア他地域と比較して光熱費が高くなると想定される。
2017 年末頃からロシア連邦政府の政策の一環として、地域間格差を無くすためロシア極東の光
熱費の値下げがあった。これによりサハ共和国においては夜間の電気料金は昼間の半額となり、
日照不足を補う照明を夜間に使用できるメリットがあるなど、温室施設の光熱費の削減も期待で
きる。
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図 6 SAYURI の温室施設のコスト概算
(出所：ヤクーツク市役所資料、SAYURI の聞取りに基づき作成)

表 8 サハ共和国の光熱費(2017 年 11 月現在) （SAYURI 社聞取りに基づき作成）
光熱費の種類

料金

電気

昼間：4.4 ルーブル/1Kw
夜間：2.2 ルーブル/1Kw

ガス

４ルーブル/1 ㎥

⑤今後の見通し
ヤクーツク市、SAYURI によると 3.2ha の野菜温室の設置に向けて、ロシア連邦政府の補助金、
金利優遇制度、日露投資ファンド、現地銀行を介す融資方法で貸し倒れリスクを下げるツーステ
ップローン等の活用を検討しており、それらにより採算性や運営コストの軽減を図ることによっ
て、市場に出回っている中国等の輸入野菜に対抗できる可能性があると見込んでいる。
ヤクーツク市は 3.2ha の野菜温室によりヤクーツク市内近郊の年間消費量ベースでキュウリは
約７割、トマトは約３割を補えると見込んでいる。
今後、ヤクーツク市はもとよりサハ共和国で日本の技術、設備を導入した野菜温室が普及する
ことにより、冬期間の野菜需要を満たすことが可能になるとともに、販路先については小売チェ
ーン店以外にも直売所や公設市場、外食産業、教育機関（幼稚園、学校等）
、医療機関等の潜在的
なマーケットの掘り起こしにより、野菜消費量が伸びることが予想される。
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図 7 ヤクーツク市内近郊（人口規模約 450,000 人）のキュウリ・トマトの年間消費量に占める通
年型温室施設栽培（規模：3.2ha,栽培期間 10 ヶ月程度）のシェアの可能性（出所：ヤクー
ツク市資料、SAYURI 社聞取りに基づき作成）

参考 2 温室施設の建設及び改造に関する補助金概要（出所：ロシア連邦農業省）
温室施設の建設及び改造に関する補助金概要
URL http://static.government.ru/media/files/CtyGe4fKXnJ9usyy5zvLZLtYXvG4U62E.pdf
2015 年６月 24 日付けロシア連邦政府法令第 624 号（2017 年 1 月 21 日付け第 48 号改正版）
「ロシア連邦政府予算からロシア連邦構成主体予算へ農業生産物件の新規建設または改造、
および機械、設備の購入にかかる直接費用の一部補填の提供と分配の実施規則」に基づく
a)補助金対象者
農産物生産者およびロシア企業（個人農家を除く）
b)補助対象事業
ロシア連邦の国家プログラムおよび地方自治体プログラムの実施に当たる業務。農業生産
者（個人農家を除く）が所有する温室施設の建設または改造事業。新技術、設備の導入及
びインフラ開発も含む。
c)補助対象
【建設・改造用資材】
【暖房システム】
【環境制御設備】
【収穫用設備】
【インフラ設備】
d)補助率
補助対象の経費のうちロシア各地域（極東連邦管区を除く）20％、極東連邦管区 25％を補
助する。
e)補助金の申請
・補助金申請書と建設に係る計算書を地方政府農業担当部局に提出する。
・補助金の採択に当たっては温室施設運営の経済性を重視、経費根拠を示さなければならな
い。
・施設完成後、地方政府農業担当部局の検査を経た後、補助金が交付される。
f)その他
・温室施設の建設および改造に当たっては、年５％の貸出優遇金利制度がある。
・2018 年にロシア連邦政府の温室施設の建設及び改造への政府支援額は 41 億ルーブルを計画
している。
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（６）サハ共和国ヤクーツク市の温室施設での新規品目の栽培可能性
ロシア極東では冬期間の野菜需要を満たすため温室施設でのトマトやキュウリ等の生産が行な
われており、2016 年に日本企業が参画してサハ共和国ヤクーツク市に設置した通年型試験温室に
おいてもトマトに加えキュウリの栽培も期待されている。
このため、キュウリの栽培可能性について、SAYURI の協力を得て、試験栽培を通じた検討を行
なった。
①新規品目(キュウリ)の試験栽培
キュウリの試験栽培に当たっては、日本国内の寒冷地温室施設での栽培実績を豊富に有してお
り、SAYURI の試験温室施設設置に参画したホッコウ（北海道札幌市）の栽培技術員を専門家とし
て派遣し（８月、11 月の計２回）
、実施した。
表 9 キュウリの試験栽培概要
栽培面積

0.1ha(10a=1,000 ㎡)

栽培株数

1,900 株

栽培スケジ

2017 年８月〜2018 年５月まで計３作

ュール

[１作目]
8/4 播種→8/22 移植→9/10 定植→9/25〜収穫開始→1 月下旬収穫終了
[２作目]
9/8 播種→10/15 定植→11/20 収穫開始→3 月下旬収穫終了(予定)
[３作目:(※収穫中の株を残したまま新苗を定植)]
11/15 播種→12 月下旬定植→1 月下旬収穫開始→5 月下収穫終了(予定)

栽培品種

冬期間の栽培に適する２種を選定した。

パクト（左） ジャウエル（右）
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写真 6 キュウリの試験栽培の様子(2017 年８月)

キュウリの播種作業

移植前のキュウリの苗

移植後のキュウリ苗①

移植後のキュウリ苗②

キュウリの生育状況①

キュウリの生育状況②
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②キュウリの試験栽培技術
2017 年８月から開始したキュウリの試験栽培の詳細は以下のとおり。
・温室施設内の温度管理
補光を行う時間帯(夜間)は 23℃～25℃、行わない時間帯は 20℃程度で温度管理を行なう。日本
での栽培は、日中の気温は 25℃程度、夜間は 15℃以上を目標に温度管理する事が一般的である。
ただ、夜間の管理する温度を高くするほど、生育速度は速まるが、それに応じて高熱費もかかる。
ヤクーツク市の場合は、夜間のハウス保温に使用するガス代は高くないため、夜温の温度を 20℃
程度で維持、管理し、生育スピードの促進を図ることにより栽培期間中に多くの収量を確保でき
ることを見込んだ。
・補光管理
電気料金が安価な夜間の時間帯を利用して、夜間から日中にかけて 14 時間(23:00～13:00)の補
光を実施、光熱費の削減を兼ねた補光の管理を行なった(※冬期間のヤクーツク市の日の出時刻は
午前９時、日の入り時刻は午後３時)。
日本では果菜類の栽培時、補光管理をすることが少なく国内の栽培技術を参考にすることは難
しいが、補光管理を積極的に取り入れているオランダの栽培事例では、太陽光が利用可能な日中
の時間帯につなげるように補光管理をする例が多くみられる。
・給液管理
EC：2.5、pH：5.5 を目標に行い、給水量は１回あたり 0.12ℓ/１株とし、補光を行う 23 時～13
時を中心に１日６回実施、１日当たりの給液量は約 0.7ℓ/１株を基本とした。日本では EC:1.5〜
3.0、pH：5.5〜6.5 で給水するのが一般的であり、栽培現場の気象条件や、栽培管理者の方針に
より、１回あたりの給液量と１日当たりの給水回数を調整するが、ヤクーツクで行っている管理
は、日本の基準から外れるものではなく、実際の作物の生育の様子を確認した上で、各時期で給
液方法の微調整を行なった。
・二酸化炭素管理
二酸化炭素発生器により CO2 施用を実施し、時間帯により数値を変動させた。
23:00～11:00 900ppm
11:00～19:00 600ppm
19:00～22:00 350ppm
日本国内の温室施設でも冬期間の増収を目的に果菜類を中心に 450〜1,000ppm を目安にしてボ
ンベ等による二酸化炭素を施用している。ヤクーツク市の場合、補光を行う時間帯を中心に二酸
化炭素の施用量を多くすることで、その効果を高める管理を行なった。また、冬期間は天窓、側
窓を開けた換気が不可能、外気からの二酸化炭素を取り入れることができないため、二酸化炭素
発生器を利用することで光合成の能力を高め、生育促進、収量増加を図った。
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・整枝と摘葉管理
整枝は節位に関係なく全てのわき芽を除去し主枝１本で仕立てるハイワイヤー方式を実施した。
摘葉管理は吊り下ろし誘引時前に、ハンガーにかかる部位を対象に適宜行なった(週１度程度)。
少数の栽培スタッフの作業では、わき芽を伸ばして花数(果実数)を増やす方法では整枝作業が
多くなり作業が回らなくなる可能性が高いため、現行の SAYURI の栽培スタッフ数（２名）を考慮
した上で、ハイワイヤー方式による栽培管理を行うことで収量確保に努めた。
写真 7 ハイワイヤー方式による栽培

ハイワイヤー方式②

ハイワイヤー方式①

・誘引管理
誘引管理は誘引ひもを直接主枝に巻きつけ固定するツイスト誘引の方式で実施した。上記に述
べたハイワイヤー方式での整枝方法の場合、果実の重さ等による主枝の折れ等がないため、この
方法をとるのが一般的である。週５日の中で３日間程度は誘引管理の作業となる。
写真 8 誘引管理

ツイスト誘引

整枝、誘引の様子

・病害虫防除
うどん粉病の発生が一部確認されたが、罹病している部位は株元のみのため薬散等による防除
は行なわなかった。また、害虫アザミウマの発生も確認されたが開花後の花（柱頭）の中のみの
発生で、健全な生育や収量に影響を及ぼしてはいなかった。
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日本での栽培の場合、定期的に薬剤散布による防除を行うことが一般的であるが、ヤクーツク
市の場合は、収穫したキュウリの販売先が幼稚園等の教育機関であるため薬剤使用を極力控える
防除体系とした。
写真 9 病害虫の状況

株元のうどん粉病の状況

害虫アザミウマ（赤矢印）

③キュウリの収穫・収量
表９記載の第１作については、播種後 51 日後となる９月 25 日に収穫を開始した。収穫作業は
月〜金曜日の週５日を基本として１日１回行なった。収穫した１本当たりのキュウリの長さは
22cm 以上、重さは 180g 程度、歩留まりは約 97％であった。12 月、１月は冬期間の日射量の減少
が生育条件に影響を及ぼし収量が低下した。
高緯度地帯であるヤクーツク市は 12 月、１月は１年の中でもっとも日射量が少なく、それを補
うため捕光を行なったが収量は他の月と比較して低かった。加えて、１作目の収穫開始から日数
が経っておりキュウリの生育を保つことが難しくなった。このように収量が落ちやすくなる要因
が同じ時期に重なったためキュウリの栽培経験が少ないスタッフにとっては、安定した収量確保
が難しかったと考えられる。
今後、12 月、１月の厳冬期に合わせた収穫量確保を目指すのであれば、今回の栽培スケジュー
ルを参考に栽培開始時期を遅らせる等の調整を行なうとともに、今回の経験をもとに適切に給液、
肥料管理をすることにより収量増加が期待される。
表 10 試験栽培したキュウリの収量
収穫月

収穫日数

総収量

収穫面積

㎡当たり収量

９月

10 日間

44 kg

425 ㎡

0.1 kg

10 月

31 日間

2,279 kg

516 ㎡

4.4 kg

11 月

27 日間

2,481 kg

683 ㎡

3.6 kg

12 月

19 日間

1,687 kg

836 ㎡

2.0 kg

１月

19 日間

1,549 kg

836 ㎡

1.8 kg
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写真 10 キュウリの収穫状況（2017 年 11 月）

収穫したキュウリ

キュウリの収穫作業

④試験栽培したキュウリの販売状況
主な販路先としてはヤクーツク市内の幼稚園の他、収穫量等の状況に応じて市内のスーパーマ
ーケットへ卸販売を行った。幼稚園への販売価格は 250 ルーブル/kg、スーパーマーケットの販売
価格は 300 ルーブル/kg（卸値は 250 ルーブル/kg）であった。スーパーマーケットでの売れ行き
は好調で商品が店頭に並んだ後はすぐに完売した。冬期間、温室施設で栽培したキュウリに対す
る地元消費者のニーズが非常に高い証拠と考えられる。
写真 11 試験栽培したキュウリの販売状況

ヤクーツク市内のスーパーマーケットでの販売状況
①

ヤクーツク市内のスーパーマーケットでの販売状況
②

⑤輸送と鮮度保持技術
温室施設でのキュウリの試験栽培に加えて、栽培した野菜の輸送や鮮度保持についても検討を
行った。
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・野菜の輸送方法
冬期の輸送の場合、凍結対策が不可欠だが、現在は発泡スチロールの箱を利用し対応している。
トマトやキュウリの果菜類に比べ、葉物野菜はより凍結の害を受けやすいため、将来的に冬期に
温室で葉物野菜等を栽培する場合には、輸送時の取扱いに注意が必要となる。日本では、鮮度保
持のためにリーファーコンテナ(５℃〜10℃)のあるトラックを使用しており、冬期間の凍結防止
にもなっている。将来的な収量増大及び広範囲の輸送の際には、リーファーコンテナの活用が有
効な方法と考えられる。
・鮮度保持技術及び包装
現在、市内スーパーマーケットや市場で販売されている野菜は梱包されず、裸売りが主流であ
る。日本で一般的に利用されている袋内での結露を防ぐため防曇加工がされた梱包資材や、プラ
スチックフィルムによるラッピングを行うことにより鮮度保持の効果向上につながり、商品価値
を高める手段になることが期待できる。また、ロシア国内の野菜温室事業者は既に取組みを行な
っているが、ブランド名を記した小分け袋やケースを活用することにより産地偽装を防ぐことも
可能となる。
写真 12 ロシア極東のスーパーマーケットでの野菜の販売状況

⑥キュウリの栽培可能性
SAYURI はサハ共和国ヤクーツク市の試験温室において、2016 年にはトマトの試験栽培、2017
年８月からキュウリの試験栽培を実施したが、これらを踏まえたキュウリの栽培可能性について
は以下のとおり。
・キュウリの試験栽培結果
日本から派遣した専門家によると、キュウリの試験栽培については、時期により収量の増減は
あるものの、ヤクーツク市での気象条件を考慮すれば、及第点の結果であると評価される。2017
年１月中旬、ロシア極東は大寒波に襲われ、ヤクーツク市はマイナス 67℃を記録したが、キュウ
リの栽培及び温室施設には大きな影響はなかった。
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2016 年～2017 年のトマトの試験栽培を含めると、２つの品目での実績と栽培スタッフの経験が
増すことで、栽培技術、知識も年々向上することが期待される。前述のとおり、12 月、１月の最
も日射量が少ない時期にキュウリの収量が低下したため、今後は栽培開始時期の調整、気象条件
や作物の生育状況に合わせて給液、肥料管理等の調整を図ることで、安定収量の確保を期待でき
る。
・キュウリの栽培の課題
キュウリは野菜の中でも生育が特に早く、最盛期にはつる先が１日で５cm も伸びる上に葉も大
きいため、整枝と摘葉管理が収量安定に直接結びつく重要な項目である。今回のキュウリの技術
指導のうちの１つである整枝の方法は、少ない現地スタッフの人数に対応したもので、安定した
収量が確保しやすい方法であった。
トマトと比較して、収穫適期が短く、整枝や摘葉管理、誘引等の必要な作業が一時的に増加す
るため、これらに対応できない場合は生育や、その後の栽培管理の予定に影響を及ぼす可能性が
高いと考えられる。そのため、将来的に温室施設を拡張してキュウリを栽培する場合は、栽培ス
タッフを増員して、摘葉、誘引、収穫の各作業を３チームに分散化することで作業効率性の向上、
収量増加を図っていく必要がある。

（７）他地域での日本技術を活用した通年型野菜温室の導入可能性
ロシア極東以外の地域において日本技術を活用した通年型野菜温室の導入可能性について調査
を実施した。
①日本技術を活用した通年型野菜温室の可能性に関するヒアリング
まず、日本技術を活用した通年型野菜温室の可能性について、主にロシア国内の行政機関を対
象にヒアリングを実施した。ヒアリング結果は以下のとおり。
・サハ共和国開発公社（サハ共和国）
サハ共和国ヤクーツク市南西 78km に位置するポクロフスク市で、現在、２ha の野菜温室の設
置計画が検討されている。ポクロフスク市は人口約 9,000 人で、農業、林業と建築業が主な産業。
サハ共和国の北方農業の中心地で農業研究所も設置されている。
ポクロフスク市の野菜温室プロジェクトではヤクーツク市で実績のあるフッ素フィルムによる
温室施設の導入可能性を検討しているとともに、建設費用圧縮のためロシア国内の設計会社、建
設会社との連携、ロシアの設計基準を満たすためにロシア製資材の導入も検討している。
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・ロシア連邦農業省（モスクワ州）
ロシアの首都モスクワ市の GRP(地域内総生産)はロシアの GDP の 16.4%を占め(2014 年)、人口
はロシア全体(１億 4,684 万人)の 8.4%に相当する 1,238 万人(2017 年)、有望な大消費地である。
ロシア連邦政府としても野菜温室施設は重要度の高い項目の１つとして優先的に支援しており、
トマトやキュウリを栽培する温室施設が徐々に普及しているが、既にモスクワ州周辺地域、特に
ロシア南西部は野菜の露地栽培や温室施設が飽和状態である。欧露部では温室施設の需要はある
が、海外企業の参入の場合、建設コストも含めロシア国内の事業者と競合関係になる。他方、ロ
シア極東地域は輸入農産物が多く、冬期間の野菜需要を満たすためにも日本技術を活かした野菜
温室建設の可能性はある。
・ボロネジ州投資戦略プロジェクト機構（ボロネジ州）
ボロネジ州はロシア南西部に位置しており人口は約 240 万人。2016 年 12 月の日露首脳会談で
日本政府がロシアの都市環境開発やインフラ整備を支援していくことで合意し、モデル都市とし
てボロネジとウラジオストクが選定された。
ボロネジ市では野菜栽培クラスターの創設が優先度の高いプロジェクトの１つで、これには野
菜温室も含まれているが、野菜温室の競争環境は激化している。新規品目（高付加価値作物）の
栽培については日本の技術協力の可能性に期待している。
・スモレンスク州政府（スモレンスク州）
スモレンスク州はロシア西部に位置し（モスクワから約 350km）、またベラルーシにも隣接して
おり、人口は約 95 万人である。2017 年９月２日～５日、ロシアの大手企業代表やスモレンスク
州知事等が構成メンバーの「露日ビジネスカウンシル」が北海道を訪問し、J ファーム（北海道
苫小牧市）の施設視察を行なった。スモレンスク州政府はＪファームに関心を寄せており、関連
会社であるＪＦＥエンジニアリング㈱に野菜温室設置の可能性を打診した。
州都スモレンスク市から 500km 圏内にモスクワ、近隣都市、隣国（ベラルーシ等）も含め大規
模商圏があるものの、ボロネジ州同様、野菜温室の競争環境は激化しており、新規品目（高付加
価値作物）の栽培に関する日本の技術協力の可能性に期待している。
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図 8 ヒアリング調査対象都市

②欧露部の野菜事情
欧露部は野菜温室が多く、また特にモスクワは輸入農産物の拠点であるため、ロシア極東と比
較して野菜の価格は安価である。ロシア極東では中国産野菜が非常に多いが、欧露部においては
ほぼ皆無で、アゼルバイジャン、ウズベキスタンの中央アジア産や中東産の野菜が店頭に並んで
いる。また、葉物野菜についてはモスクワ近郊の温室施設で栽培されているものがほとんどであ
った。
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表 11 モスクワ市内におけるトマト、キュウリ、葉物野菜類の価格(2017 年 1 月)
(道銀地域総合研究所調べ)

ト
マ
ト

大玉トマト（ウズベキスタン産）

800R /1kg

大玉トマト（アゼルバイジャン産）

400R /1kg

中玉トマト（ロシア産）

250R /1kg

中玉トマト（モロッコ産）

150～200R /1kg

中玉トマト（エジプト産）

100R /1kg

ミニトマト（ロシア産）

630R /1kg

ミニトマト（モロッコ産）

350R /1kg

ミニトマト（モルドバ産）

300R /1kg

ミニトマト（トルコ産）
キ
ュ
ウ
リ

200R /1kg

キュウリ(大)（ロシア産）

100～200R /1kg

キュウリ(大)（イラン産）

100R /1kg

キュウリ(小）(ロシア産）

240R /1kg

キュウリ(小）(アゼルバイジャン産）
フリルレタス（ロシア産）

葉
物
野
菜
類

500～550R /1kg
65～80R /1袋

サラダ菜（ロシア産）

65R /1袋

バジル（ロシア産）

55R /1袋

ルッコラ（ロシア産）

45R /1袋

パセリ（ロシア産）

45R /1袋

コリアンダー（ロシア産）

45R /1袋

表 12 ボロネジ州、スモレンスク州の主要野菜の平均価格(国内外産含む)
(出所：ロシア連邦統計局、スモレンスク州政府 HP に基づき作成)
品目

ボロネジ州の価格

スモレンスク州の価格

ジャガイモ

16R/1kg

16R/1kg

キャベツ

15R/1kg

15R/1kg

タマネギ

20R/1kg

20R/1kg

ビート

16R/1kg

21R/1kg

ニンジン

17R/1kg

20R/1kg

ニンニク

225R/1kg

255R/1kg

キュウリ

145R/1kg

165R/1kg

トマト

140R/1kg

150R/1kg

③欧露部での日本の農業ベンチャー企業の取組み
ヒアリング調査先の欧露部の地域については、野菜温室に係る需要はあるものの、競争の激化、
輸入農産物等の物流拠点となっているモスクワから安価な輸入野菜等の流入が予測されるため、
地方行政機関からの要望を除き、高コストになる日本技術の通年型温室施設の施工、導入のハー
ドルは高いと想定されるが、富裕層向けに高糖度トマトやイチゴ等の将来的にロシア国内で高付
加価値作物を栽培する際、以下のような技術協力は可能性があると考えられる。
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日本の農業ベンチャー企業「メビオール」は、2017 年 10 月４日～７日、ロシア最大の農業展
示会「黄金の秋」に参加、ロシア南部スタヴロポリ州にあるトマト生産最大手の「エコカルチャ
ー」と事業提携の覚書を交わした。
メビオールは、土のかわりに特殊なフィルムを使って野菜や果物を栽培する世界初の技術であ
るアイメック植物栽培システム（フィルム農法）を開発、J ファーム（北海道苫小牧市）での高
糖度トマト栽培にも採用されており、この技術導入により高品質、高付加価値な野菜栽培が可能
となる。提携先の「エコカルチャー」はロシア国内で初めて、メビオールのフィルム農法を用い
たトマトの試験栽培を検討しているところである。
写真 13 アイメック植物栽培システム（フィルム農法）(左)
写真 14 エコカルチャーとの打合せ（中央）
写真 15 日本での導入状況（右）

（８）ロシア極東等における日本技術を活用した通年型野菜温室の事業化可能性
①ロシア極東等における通年型野菜温室の事業化
日本技術を活用した通年型野菜温室（フィルム温室）については、サハ共和国と同様の永久凍
土や極寒の環境条件の下であれば、ヤクーツク市の試験温室施設で培った建設・栽培技術、設備
導入により、需要の高いトマトやキュウリ（将来的には葉物野菜）栽培の事業化可能性はある。
具体的な内容は以下のとおり。
・積雪寒冷地（土壌凍結）に対応した設計、施工技術
日本国内の積雪寒冷地で培った温室施設の設計、施工技術により耐久性、耐寒性及び断熱効果
が高いフィルム温室施設の建設が可能である。永久凍土地域の不安定な地盤では、ガラス温室の
設置が不可能であることから、フィルムによる建設技術、施工技術、複層エアハウスの導入が有
効な手段となる。
・耐久性、耐寒性に優れたフッ素フィルム導入
マイナス 100℃～プラス 180℃の範囲で使用できる広い温度特性、20 年程度の使用でもほとんど
劣化しない耐久性を有しており、極寒地においてはフィルムを複層にすることにより高い保温性
を発揮、また断熱効果により冬場のエネルギーコストを削減することが可能となる。
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・栽培技術、ノウハウの提供
積雪寒冷地（土壌凍結）で培った野菜栽培技術やマニュアルを提供することにより高い収量の
確保、維持を行なう。
・人材育成
温室施設での野菜栽培の経験が少ない現地スタッフに対して、温室施設のオペレーション、経
営、栽培技術についての研修プログラムを提供の上、日本での研修機会を設けることで技術力の
向上を図る。
・環境制御装置及びプログラミング
サハ共和国で蓄積した栽培データを活用して、現地事情に応じた栽培マニュアルによる温室施
設内の環境制御の設定、独自のプログラミングを行なう。環境の変化等によるプログラミングの
変更は日本でも対応可能なため海外製と比較して柔軟に対応できる。
また、IOT 技術を導入し、日本の技術者が日本国内でモニタリング行うことにより、最適な栽
培管理の実現や技術者の派遣コストの低減にも繋がる。
一方、2016 年にヤクーツク市の通年型試験野菜温室を設置した際、温室施設の連棟谷部の融雪
不良、屋根部への積雪による温室内の採光性の低下、側窓部付近の結露水の凍結等があった。こ
れらの課題解決のため以下の設備等の導入が有効と考えられる。
・融雪対策
現在の試験野菜温室は連棟型複層エアハウスのため、屋根の谷間に雪が積もることで雪が氷の
塊となってしまう。温室施設は３層式の複層エアハウスで外気に触れている層には内部の熱が伝
わらないため融雪ができず、積もった雪が固まって氷となってしまう。課題解決の一つとして屋
根の融雪の必要がない単棟型複層エアハウスの導入が有効である。加えて、滑雪を促すために屋
根部要所に温水パイプの設置も有効な手段となる。
写真 16 融雪対策

温室施設の屋根谷部の積雪の様子

2018 年に SAYURI に導入予定の単棟型複層
エアハウス
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・結露水凍結対策
2016 年～2017 年の冬期間、温室施設側窓部付近の結露水の凍結により、側窓部付近の裾のフィ
ルムが一部破損した。結露水凍結の対策のため裾部に温水パイプを設置した。
写真 17 結露水凍結対策

側窓部の結露水凍結の様子

側窓付近に設置した温水パイプ設置

一方、その他のロシア極東地域ではロシア製、オランダ製のガラス温室が既に普及している状
況にあり、フィルム温室は建設費用が割高であるため、耐久性、耐寒性に優れた日本製フィルム
とロシア製資材等を組み合わせた費用軽減の検討が必要と考えられる。
②将来的に可能性のある分野
現時点での栽培品目はトマトやキュウリが中心であるが、将来的には日本で培った農業技術や
ノウハウを活かすことで多種多様な野菜栽培が可能であると考えられる。また、ロシアの寒冷地
地域で栽培が困難と考えられているイチゴ等の作物の栽培においても日本技術を導入した事業化
が期待できる。
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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

登録に必要な書類

登録書類の提出

登録までの流れ

その他

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»)
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）
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。
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。
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）
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

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。
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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

Si3 – i の種類による会社が負担した金額
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Pi – i の種類による金額

k -補助金の比率

（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
所在地
企業概要

取組概要

RFP グループ（Russia Forest Products）
ハバロフスク地方ハバロフスク市プーシキン通 23Ａ
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。
・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
企業名
所在地
企業概要

取組概要

アルカイム
ハバロフスク地方ワニノ地区アクチャブリー村
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。
・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。

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)
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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

合弁会社
の設立

投資方法

合弁会社
の組織設計

工場建設

・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。
・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。
・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。
・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。
・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）

入居条件
最低投資額
法人税

固定資産税
社会保障費
土地税
付加価値税
関税
有効期間

優先的社会経済発展区域(ＴＯＲ)
ウラジオストク自由港
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。
50 万ルーブル
500 万ルーブル
利益計上の期から
利益計上の期から
最初の５年間
０～５％
最初の５年間
無税
その次の５年間 10～12％
その次の５年間 10～12％
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％
10 年間 7.6％の優遇率を適応
免税
還付手続きの早期化
免税措置の適応可能
最初の利益が計上されてから 10 年間

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)
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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)
単位(千米ドル）
項目
投
資
効
果
事
業
収
支

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

（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。
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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

輸送方法

輸出手続き
その他

【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。
・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。
・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。
・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

112

表 9 FSC 森林管理協議会の概要(2013 年現在)(出所：環境省)
運営主体名
概要
運営開始年
対象物品等

着目する環境影響

表 10

FSC 森林管理協議会（Forest Stewardship Council）
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。
1993 年
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。
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。

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

運営主体名
概要

運営開始年
対象物品等
着目する環境影響

PEFC 森林認証プログラム (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes)
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。
1999 年
林産品：紙商品、木材商品、森林から産出される非木材製品
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

図 13 認証ラベル(出所：環境省)
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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
契約
出品企業との契約及び
輸入用商品の発注
輸出商品のラベル作
成、貼付
輸出に必要な書類の作
成
植物検疫検査
輸出
輸入

主な内容
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。
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。
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。
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。
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)
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）

・パッキングリスト（貨物リスト）

・植物検疫証明書

・インボイス（貨物価格の明細書、納品書）

・パッキングリスト（貨物リスト）

・B／L（船荷証券）

・インボイス（貨物価格の明細書、納品書）

・輸出申告書コピー

・B／L（船荷証券）

・保険証券コピー

・売買契約書

・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
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。

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。
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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）
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%

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）
品名

数量（ﾄﾝ）

構成比

全製品
561,878

全水産品

26

うち鮮魚・冷蔵魚貝類
うち冷凍品

485,131

100%
86%

100%

サーモン

55,319

ｵﾋｮｳ、ﾋﾗﾒ、ｶﾚｲ等

35,914

7%

ニシン

62,170

13%

13,313

3%

290,266

60%

タラ
スケトウダラ

11%

57

スズキ

-

16,694

肝、魚卵や白子

17,646

フィレ、すり身等
乾燥、塩漬け、燻製等

606

3%
3%

-

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
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13,144

2%

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 写真３：コルサコフ市に建設予定の大型水産加
モンストレーション
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５：ドブロフロート社が保有する洋上水産
加工船（模型）

写真４：ドブロフロート社の缶詰製品一覧
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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８：ボストーチニーリマン社
の水産加工製品

写真７：ボストーチニーリマン社の
加工場
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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 10：ロシア製の冷凍機

写真９：韓国製の二次加工用の機械

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 12：加工現場では多くが手作業

写真 11：スーパーマーケットで
販売している水産加工品

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 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）

写真 13：日本製のふ化器
（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
オフショア（第三国）合弁
メリット

オンショア（国内）合弁

・法制度の安定した第三国での合弁 ・オフショアに比べシンプルであり運
契約によるビジネスリスク低減

用コスト低減

・ロシア国内では事実上難しい競業 ・実ビジネスがロシア国内で行われる
避止義務等を法律的に締結する

以上、ロシア法による一元的な判

事が可能

断、執行が可能

・税金コスト低減

・本社による直接的管理が可能

・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
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）

・税金コスト
・競業避止等を合弁相手に遵守させる

・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）

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

・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

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。
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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

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

限期限
出資者の除外

は 1 年以内
出資者が重大な違反行為を犯し

株主を除外することはできない

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
出資者の退出

定款で特段の規定がない限り会

会社への買取請求は認められない

社への買取請求権が認められて
いる
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。
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ロシア現地法人（LLC)設立ステップ
日本国内

Step 1-a.
LLC設立及び登記に
必要な書類の準備

新会社設立・登記に必要な出資者に関
する所定の書類を準備する。日本国内
で準備される書類については、基本的
に公証・アポスティーユが必要となる。

ロシア国内

Step 1-b.
設立に必要な書類・
登記申請書類への署名

新会社定款や決議書について、出資者で
ある親会社の代表者が署名を行う。当該
署名には同じく公証人による証明及びア
ポスティーユが必要となる。

Step 2.
ロシア語翻訳のアレンジと
公証コピーの作成

書類をロシアに
送付

ロシア法制に則り、日本から送付された
書類の法定翻訳・翻訳証明を準備する。

書類提出

1 週間

3-5 日

ロシア語翻
訳・公証コ
ピーの取得

Step 3.
新会社の国家登記と税務登録

Step 4.
社印デザイン・制作

現地法人の国家登記手数料
（4000ルーブル）を支払う。国家
登記と税務登録は地元の税務署
で行われ、税務署は原則として
登記の可否を5労働日以内に決
定する。出資者より委任された弁
護士が証明書を受け取るか、新
会社の登録住所に郵便で発送さ
れることになる。

国家登記完了後、社印製作準備
が進められる。特別なデザイン
（会社ロゴ等）が必要な場合、3
日以上かかる場合がある。

書類提出・手
数料の支払

各種証明書
取得

Step 5-b
国家年金基金への登録

Step. 6
銀行口座開設

Step 4 と5-a完了後、会社の銀
行口座を開設することができま
す。通常、サインカード登録者
本人が銀行でサインする必要
がある。

Step 5-c
国家社会保険局への登録

社印の取得

社印注文

書類提出

各種証明書

書類提出

翻訳者・公証人

地元の税務署

スタンプ制作業者

5-7 日

申請から7 日

2-3 日

*社長、代表取締役、及びそれに準ずるディレクターのみが書類にサインできます。

図 1 有限責任会社（OOO）設立手続き及び所要期間
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Step. 5-a
国家統計局への登録

当該国家機関

5-7日

銀行口座の
取得

地元銀行

5-10 日

（３）ロシアでの工場、生産設備建設にあたっての留意点
① 立地選定における留意点
グリーンフィールド／ブラウンフィールド
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も外資系企業を中心に行
われている。以下は工場用地を取得し新規に工場建設を行うグリーンフィールド投資と既
存工場施設を利用した工場建設を行うブラウンフィールド投資の相違一覧表である。
表 ３

グリーンフィールド投資とブラウンフィールド投資の相違点

メリット

工場新設のケース
（グリーンフィールド）
 過去の負の遺産が無い

デメリット









費用及び管理
手続き








貴社要望に合った土地を見つけ
るのが難しく、インフラも整備さ
れていないケースが多い
土地の取得手続きからスタート
しなくてはならない
多くの場合、取得手続き以前に土
地の権利関係の整備も必要とな
る
建築許可の取得が必要
土地に関する調査が必要な場合
あり（例：政府規制下にあったケ
ースや土壌汚染のケース）
ゼロからスタートするため透明
性や税務プランニングの柔軟性
に優れる
一方でコスト面では特に立ち上
げ時には多額のコスト及び時間
がかかる
土地購入、設備搬入時に多額の関
税、VAT が発生する
土地購入には政府との交渉を含
め長期を要する
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既存工場買収のケース
（ブラウンフィールド）
 所有者との契約締結により、既存施
設を利用できる
 各種許認可を取得済みである（但し
所有者変更の場合は再取得が必要）
 工場の改修作業が必要となっても
新設に比べると各種手続きは大幅
に簡素化される
 過去の負の遺産についての詳細な
調査（デューディリジェンス）が必
要
 短期調査の結果、貴社生産工場とし
て相応しくないとの結論となる可
能性がある
 大規模改修が必要となる可能性が
あり、その場合は新設と比べて割高
となる可能性がある





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
注意が必要なのは、現在の工場が貴
社の生産に適しているかの判断で
あり、適していない場合には大規模
改修が必要となる

② 土地取得及び工場建設プロセス
次に実際の土地取得及び工場建設における具体的なステップについて説明を行う。
次頁に示した工程表がロシアにおける一般的な土地取得から工場稼働までの一連の工程
表となる。土地取得については、地方政府所有の公有地を取得する場合と民間のデベロッ
パーから私有地を取得する場合とで手続が異なるため分けて記載している。
なお、以下の各工程の所要期間については、投資家サイドの体制や地方政府当局の支援
の度合いにより大きく異なるため一概には言えない。土地取得選定の初期段階からグリー
ンフィールド投資を行う場合には一般的に 3 年程度の期間が必要と言われている。
次ページの工程表において、ロシア特有と言えるのは工場稼働までに多くの関係機関か
ら許認可を取得する必要があるという点である。基本的には、許認可については、①計画
許可、②建設許可、③操業許可の大きく三つに分けられる。①の計画許可については、工
場計画段階において都市計画等の各種法令に準拠し問題ないか否かについての当局の審査
及び承認を経る手続である。次に②の建設許可については、工場の建設工事を請け負う業
者がきちんとライセンスを保有しており、かつ建設発注者が用地の所有権や賃借権をきち
んと有しているかといった点について当局の審査及び承認を経る手続である。最後に③の
操業許可については、建設された工場について、危険物取扱、職場衛生、消防等の様々な
観点からの検査を行った上で、当局の審査及び承認を経て発行される。いずれの工程にお
いても、許認可取得のための多くの書類を作成する必要があり、投資家にとっては多くの
時間と労力を要する作業となる。

145

工場建設までのフロー （例）
段階

１． 投資計画策定

用件

工場建設用地
の選定

２． 設計準備
土地の
地目変更

必要となる文
書

意向申請書

当事者による売買
（もしくは賃貸借）
契約

申請書

発注者（工場建
設企業）または 契約当事者
土地所有者

作成者

発注者（工場建設
企業）

提出先

地方政府

地方政府

建設予定地の予備選
定および設計準備作
業の開始許可

承認書

提出先に同じ

提出先に同じ

公布文書
交付者

建設許可の
取得

不動産登記証、国家
必要となる文
鑑定済設計文書、都
書
市計画図ほか
作成者
提出先

各地方の
連邦登記局

発注者（工場建設
企業）
地方自治体（ﾓｽｸﾜおよ
びｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞは市
関連部局）

施行管理

発注者と設計事
務所の契約書あ
るいは命令書、
作業文書
発注者（工場建
設企業）
--建設施工管理
日誌

公布文書

建設許可

交付者

地方自治体（ﾓｽｸﾜおよ
施行管理者（作
びｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞは市
業文書作成者）
関連部局）

設計文書等
の作成

設計文書の
国家鑑定

公有地の所有または賃貸借

各種申請書

各種申請書

発注者（工場建設 発注者（工場建設
企業）
企業）

地方政府、地方
自治体

売買（もしくは賃貸
売買（もしくは賃
借）契約書、および
貸借）契約書
不動産登記証
契約当事者

都市計画根拠の
作成（その承認）

競売(入札) 関係当局との直接交渉

提出先に同じ

都市計画関連
書類

都市計画根拠および環
建築・都市計画決定
基本決定文書（複数）
境影響評価
設計文書 作業文書

地方政府、
地方自治体

発注者（工場建設
企業）

連邦政府もしくは 地方政府、地方自治体
地方政府、地方 から発注者（工場建設企
自治体
業）が取得

地方政府

設計文書

発注者（工場建設企
業）（公有地の場合、
発注者（工場建設
発注者（工場建設
一部書類は地方政府
企業）
企業）
が作成）
地方政府を含む各種
関係機関から発注者 地方政府および各種 連邦政府機関もしくは
（工場建設企業）が取
関係機関
その付属機関
得

賃貸借契約書

都市計画関連書類（複
数）

---

基本決定文書（複数）

調整済みの文書

技術規制等への
適合判断

提出先に同じ

地方政府、
地方自治体

地方政府による承認

各種関係機関

地方政府および
各種関係機関

連邦政府機関もしくは
その付属機関

５． 操業

４. 建設

段階
用件

都市計画関連書
類の取得

土地の権利取得

私有地の所有ま
たは賃貸借

３． 設計
基本決定文書
の取得・作成

操業開始
技術検査

検収

操業許可の
取得

操業関連各種許認可
（工業保安・環境保護）

製造関連各種許認可
（必要な品目のみ）

不動産登記

---

申請書

申請書（不動産登
記証、建設許可
等関連文書含む）

申請書

申請書

申請書

発注者（工場建設
企業）

管理会社

管理会社が
実施
必要に応じ発注
者、関係連邦・地
方政府機関
---

管理会社が
実施

発注者（工場建設
企業）
連邦環境・技術・原子力
建設許可交付者 建設許可交付者 監督局
(ﾛｽﾃﾌﾅﾄﾞｿﾞﾙ)
各種許認可書類
検収証書
操業許可
(ﾛｽﾎﾟﾄﾚﾌﾞﾅﾄﾞｿﾞﾙによる
承認が必要)

建設許可交付者 連邦環境・技術・原子力
連邦・地方政府、
（一部項目は連邦 監督局
その他関係機関
政府関係機関） (ﾛｽﾃﾌﾅﾄﾞｿﾞﾙ)

発注者（工場建設
発注者（工場建設
企業）
企業）
関連連邦政府機関
（品目により異なり、複 各地方の連邦登記局
数にわたる場合がある）
各種許認可書類
建物・施設の
(関連連邦政府機関によ
所有権証書
る承認が必要)
関連連邦政府機関

各地方の連邦登記局
(出展：JTRO）

図 2 工場建設までのフロー(出展：JETRO)
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③ 設備関連の輸入時における留意事項
a. 現物出資／購入
工場建設にあたって必要となる設備関連については、通常は日本本社や親工場のある国で
設備関係を発注し、ロシアへ搬送する手続が取られる事が一般的である。この場合、ロシア
工場（ロシア法人）から見た場合に工場設備を出資により得た資金で購入するほか、親会社
が出資の代わりに設備を現物出資という形でロシア法人に拠出する方法も可能である。
現物出資におけるメリットの一つとして、出資対象となる設備に関する関税が免除される
という点があげられる。そのため、一見すると現物出資は大きなコストメリットがあるよう
に見える。しかし過去の事例からも現物出資に伴う通関手続及び取得後の処理において様々
な問題が発生しており一概に現物出資が良いとは言えない状況にある。現物出資については、
実務上様々な業務負荷（例：日露両国で出資財産に対する鑑定評価が必要となる点）や税務
リスクが伴うため、それらの追加コストを含めた上で本当にコストメリットが享受できるの
か慎重な判断が必要である。
b. テクニカルエクイップメントの輸入に伴う VAT 免除規定
2009 年 7 月にロシア税法改正により、
特定の機器の輸入に際しては輸入 VAT が免除となる。
上記の現物出資の場合には、原則として関税のみ免除となり輸入 VAT は免除とならないが、
仮にロシア政府が指定する「ロシア国内に同等の製品が存在しない技術関連機器」（以下テ
クニカルエクイップメントと呼ぶ）に該当する設備を現物出資する場合には、関税及び輸入
VAT が免除となることになる。
テクニカルエクイップメントの輸入についても、輸入 VAT の免除というメリットが享受で
きる反面、現物出資の際に述べたように実務上は様々な追加の手続が必要となるため、導入
に際しては慎重な判断が必要である。
c. 認証取得手続
・ロシア認証制度
ロシアでは、輸入する際に品質と安全性が国家規格に適合していることを証明すべき品目が
多数ある。ロシア向けに機器輸出をする場合には、原則として輸入通関時に適合証明書類の
提示が求められるため、事前の取得が必要となる。ロシアにおける国家規格は従来「国家標
準規格（GOST-R：GOSSTANDART of RUSSIA）」であったが、近年関税同盟（ユーラシア経済連
合 ） へ の 移 行 に 伴 い 「 関 税 同 盟 技 術 規 則 基 づ く 規 格 （ TR-CU: Custom Union Technical
Regulation）」へ移行が進んでいる。TR-CU に基づく適合証明書類には、適合証明書（認証機
関が同技術規則への適合を証明）と適合申告書（申請者が同技術規則への適合を申告）の 2
種類があり、各機器に要請される具体的な適合評価方法については関税同盟技術規則に規定
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されている。関税同盟（ユーラシア経済同盟）に基づき発行される認証は EAC 認証と呼ばれ、
EAC のロゴが付される（下記参照）。

図 3 ＥＡＣ認証のロゴ

（４）ロシアの投資環境制度及び経済特区制度の整理

① ロシアにおける外資規制
a. 外国企業の土地取得の可否
外国人及び外国企業は、ロシア人と同様、建物の所有は可能である。2001 年 10 月に採択さ
れた土地基本法では土地の所有権を外国人にも認めている。但し、農地および大統領令で定
める国境隣接地、港湾用地については外資による購入は事実上認められてない状況にある。
また、土地基本法の施行規則や登記制度が未整備なことから実際にはまだ土地の売買や担保
権の設定には難しい側面がある。
b. 資本金に関する規制
会社を設立する場合、最低資本金は、公開型会社（株式会社）の場合は 10 万ルーブル、非
公開会社（閉鎖型株式会社）及び有限責任会社の最低資本金は、１万ルーブルとなっている。
非公開会社（閉鎖型株式会社）は設立時には資本金の半分以上を３か月以内に新会社へ払込
み、残りを設立後１年以内に払込む必要がある。一方で非公開会社（有限会社）については
設立後４か月以内に全額を払込む必要がある。なお、業種によっては、更に高い最低資本金
の要件が設けられている（証券業務、銀行業務、保険業務その他）。
② 主要経済特区制度の比較一覧
現在ロシア極東地域における外国企業による投資に対して適用可能性があると考えられる
経済特区及び投資優遇措置は、優先的社会発展区域（TOR）、自由港、優先投資プロジェクト
及び特別投資契約の四つであると考えられる。そこで、各経済特区及び投資優遇制度の概要
についての比較を行うと次ページのとおりとなる。
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最低投資額の規模や税制上のインセンティブの充実度から考えても、優先的経済発展区域（TOR）及び自由港制度の二つのメリットが大きいと考えら
れ、日本の中小、中堅規模の企業による投資に対しても十分な適用可能性があるものと考えられる。

表 ４ 極東地域における主要な経済特区及び投資優遇制度の比較一覧（2018 年 1 月時点）

TOR

自由港

優先投資プロジェクト

特別投資契約

主な 目的

外国投資を呼び込むことで、地域経済の活性化や雇用拡大、
インフラ及び工業の近代化と輸入代替化を図る
社会生活の向上を図る

最低投資額

５０万ルーブル

申請手続

所定の申請書類を極東発展公社へ提出

5百万ルーブル（３年以内）

５千万ルーブル（３年以内）

７億５千万ルーブル

税務申告或いは法人登記

経済発展省との投資契約締
結

利益計上の期から、
最初の５年間：0％、
その次の５年間：12％

利益計上の期から、
最初の５年間：0～10％、
その次の5年間：10～18％

利益計上の期から、
最初の５年間：0～10％

最初の5年間は0％、
その次の5年間：0.5％

インセンティブ対象外

投資契約の内容による

インセンティブ対象外

インセンティブ対象外

インセンティブ対象外

投資契約の内容による

還付手続の早期化

インセンティブ対象外

インセンティブ対象外

輸入商品（製品）の免税措置の適用が可能

インセンティブ対象外

インセンティブ対象外

主な インセンティブ
法人税

固定資産税

利益計上の期から、
最初の5年間：0～5％、
その次の５年間：12～20％
最初の5年間は0％

10年間、7.6％の優遇率を適用

社会保障費
土地税
付加価値税
関税
有効期間

免税

免税

最初の利益が計上されてから10年間
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投資契約の内容による

（５）ロシアの投資環境の優位点、留意点

① ロシアの投資環境の優位点
a. 周辺国との比較にみる投資環境の優位点
世界銀行が毎年発表する Doing Business（ビジネスの環境と現状）ランキングに基づく主
要項目別のロシアの順位は以下のとおりである。なお、2018 年は全 190 か国を対象としてい
る。
同ランキングによれば、周辺のアジア新興国（ベトナム、中国）と比べてもロシアのビジネ
ス環境は良いことが分かる（因みに比較には含めていないが日本の総合順位はロシアより一
つ上位の 34 位である）。特に起業、電力確保、財産登記といった外国企業投資に重要な項目
に関しては高い評価を得ていることからも、投資環境の優位点として考えることができる。

表５ Doing Business（ビジネスの環境と現状）ランキング

ロシア

韓国

中国

シンガポール

ベトナム

インド

総合ランク（順位）

35

4

78

2

68

100

起業

28

9

93

6

123

156

115

28

172

16

20

181

電力確保

10

2

98

12

64

29

財産登記

12

39

41

19

63

154

税務

52

24

130

7

86

119

1

5

2

66

164

建設許認可

契約執行
18
出所：世界銀行 Doing Business 2018

b. 時系列による投資環境の優位点
同じく世界銀行の発表した Doing Business による、ロシアの総合ランクの近年の年次推移
は以下のとおりである。
表６ Doing Business による、ロシアの総合ランクの近年の年次推移

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
総合ランク（順位）

111

64

54

36

40

35

直近５年程度の推移をみても、ロシアの総合順位は大きく改善しており、政府による行政
手続の改善や投資家保護のための法制度整備等が着実に進められてきていることが客観的に
も見て取ることができる。具体的には行政手続の簡素化や迅速化に関する制度改正が行われ、
外国投資家保護のための民法や会社法等に関する法改正が進められた。
ロシアのプーチン大統領は 2012 年の大統領就任直後に、世界銀行の発表する Doing
Business の順位を 2015 年には 50 位に、2018 年には 20 位まで上げるという目標を掲げ、政
府の各機関に対して指示を出したが、結果的に概ね目標値に近い結果となっていると言える。
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このような中長期的な目標設定に基づき、順調に国内のビジネス環境の整備が進められて
きているという事実は、日本を含む外国投資家から見ても評価されるべき点と考えられる。
② ロシア極東地域での投資環境の留意点
a. 現地での水先案内人の欠如
日系企業が多数進出している中国や東南アジア諸国では、日系企業が工場進出等を行う際
には商社や建設会社（ゼネコン）が工場用地の選定や地方政府との交渉等を支援する体制が
整備されている。具体的には日系企業によるレンタル工場や工業団地の開発等が行われてい
るため、特に日系中小企業にとっては安心して投資ができるインフラが整備されている。
一方、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
われていない状況にあり、基本的には投資家が直接地方政府と交渉を行う必要がある。ロシ
アは 25 年程前まで共産主義であったこともあり、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
ともあり、これが投資家への追加負担となる場合がある。
b. 物流インフラの欠如
広大な国土を持つ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。
c. 連邦レベルと地方レベルによる運用の差異
行政手続をはじめとした法制度はロシア全土で共通しているものの、運用に関しては地方
による差異が見受けられる。そのためモスクワで認められるルールが必ずしも極東で全て認
められるわけではなく、地方或いは管轄市町村レベルで運用の差異が見られる場合がある。
d. カントリーリスク
事業運営上の投資環境が改善している一方、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にあると言える。また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は留意が必要な点であると考えられる。

（６）日本企業がロシア国内で投資・事業化を行う際のファイナンススキームの整理

日本企業がロシアで事業を行う際には当然のことながら事業資金が必要となる。また、事業
の内容によってはロシア国内に拠点を設ける場合も出てくる。そこでロシア国内での事業化
の際に検討すべきファイナンス手法につき以下の整理を行った。
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① ロシア国内拠点に対する主な融資スキーム
日本からロシア国内拠点に対する融資については実務上幾つかのスキームが存在する。以
下が一般的な融資スキームの一覧となる。次ページで各スキームについて概要を説明する。

表７ 融資スキーム概要一覧
親子ローン

非居住者ローン

２ステップローン

現地銀行からの借入

日本の銀行（JB IC ）がロシア
手法

親会社（出資者）がロシア現 日本の銀行がロシア現地法人 の銀行に貸付を行い、ロシア
地法人に貸付を行う方法

に貸付を行う方法

銀行が現地法人に貸付を行う
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a. 親子ローン
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ロシア銀行
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ロシア現地法人
図 ４ 親子ローン概要

この手法は広く日系企業の間でも利用されているファイナンススキームである。親子ローン
の利点は日本の低金利での資金調達が可能となる点にあると言える。ロシア国内での銀行借
入の金利については日本に比べ大幅に高い状況にあり、金利面で比較した場合には日本で調
達した資金をロシア現地法人へ融資する親子ローンが有利と言える。一方でクロスボーダー
での貸付となるため、ロシア外国為替管理の規定（パスポート取引）の対象となる。パスポ
ート取引とは、決済にあたりロシア中央銀行から付与された取引パスポート番号を取得する
必要のある取引のことをいう。
b. 非居住者ローン
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日本

ロシア

国内銀行

ロシア銀行

親会社

ロシア現地法人
図５非居住者ローン概要

この手法は日本の国内銀行がロシア現地法人に対して貸付を行うファイナンススキームで
ある。この手法は東南アジア等では広く利用されている方法ではあるが、現在ロシアでは限
定的である。親子ローンと同様、クロスボーダーでの貸付となるため、ロシア外国為替管理
の規定（パスポート取引）の対象となる。
c. ツーステップローン

日本

ロシア

国際協力銀行

ロシア銀行

（JB IC )

親会社

ロシア現地法人
図６ツーステップローン概要

この手法は日本の国際協力銀行（JBIC）がロシアの銀行に貸付を行い、ロシアの銀行が現地
法人（或いはプロジェクト）に融資を行うファイナンススキームである。２ステップローン
は、従来から日本企業がロシア国内で行うインフラ投資や資源関連プロジェクト等の大型案
件等で利用されてきたファイナンススキームである。ロシア銀行は国際協力銀行からの借入
金利に自行の利幅を乗せた形でロシア現地法人へ融資することになる。
なお、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。
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d. 現地銀行からの借入

日本

ロシア

ロシア銀行

親会社

ロシア現地法人

保証
図７現地銀行からの借入 概要

この手法はロシア国内の銀行からロシア現地法人が直接融資を受けるファイナンススキー
ムである。極東ロシアにおける投資プロジェクトに関しては、一般のロシア民間銀行のほか、
極東発展基金等の政府系の基金から低利での融資を受けることができる可能性もある。
また、融資にあたっては日本の親会社に債務保証を求めるようケースもある。

（７）国際協力銀行とロシア直接投資基金との共同投資枠の概要

① 共同投資枠の概要
2017 年の９月のプレスリリースの情報では、本投資枠組みにおける投資規模としては、日
露合計で 10 億ドル程度（うち、国際協力銀行は最大で５億ドル出資）となる。具体的な共同
投資枠の仕組みは次ページの表１のとおりある。なお、同投資枠を利用した投資実績として
2017 年中に既に一件の投資案件が公表されている（トランスネフチ社に対する投資で、日露
合弁企業ではないが、日本製の機器・技術の導入が予定されている）。
② 想定される事業及びファイナンススキーム
今回想定される事業についてのファイナンススキームの予想図は次ページのとおりとなる。
日露両国において、出資と融資の組み合わせ、及びツーステップローンや日露投資基金等を
複合的に組み合わせた形でのファイナンススキームが想定される。事業主体である日本企業
は、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。更に貿易取引等の商品の売買が発生する場合には、回収・
支払サイトの調整等を通じたトレードファイナンスによる間接的な資金融通を行うことも可
能であり、バランスシートのあらゆる側面を通じたファイナスを行うことが可能である。
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なお、日露投資基金による出資に関しては、JBIC からの説明では投資ロットとしては一案
件で最大で 1 億 5 千万ドル、最低で 5 百万ドルから 1 千万ドル程度となるとのことである。
また、同基金は 10 年間の有効期限を持ったファンドでありイクジットを前提とした投資家で
ある。そのため日露合弁企業に対する長期安定株主という位置づけではない点には留意が必
要である。また、投資先に関しては、日本企業による出資が必ずしも条件という訳ではなく
日露間貿易や日本企業からの機器・役務の恒常的な調達を行う企業に対しても投資対象とな
る。
次に投資対象となる産業・分野であるが、日露政府間で推進されている 8 項目の日露経済
協力プランに該当する分野が中心となるが、それに限らず日露両国経済に資する投資案件で
あれば投資対象となり得る。
但し、日露投資基金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もの
と考えられる。そのため実質的には全ての事業者が適用可能となる訳ではない点にも留意が
必要と考えられる。また、同基金による投資はロシア国内での国債金利（2018 年 3 月時点で
６～７％代）を上回る収益性の評価が投資判断の一つの目安となると考えられる。そのため、
日本国内での事業収益性の評価よりも厳しい基準が設けられる可能性がある点には留意が必
要である。
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共同投資契約
JB IC IG P artners *1

ロシア直接投資基金

他国S W F （サウジP IF 、U A E

（R D IF ）

ムバダラ開発等）*2

国際協力銀行
（JB IC ）

R D IF A M C
51％出資

49％出資
M anager

出資（100％）
G eneral P artner
共同投資契約

日露投資基金
LP 出資（有限責任出資）

（R JIF ）
投資 ①

日露経済協力の対象としてふさわしい投資案件

図 ８ 日露共同投資枠の概要図 （出所：JBIC プレスリリースに基づき作成）

*1 : 国際協力銀行（JBIC）と経営共創基盤（IGPI）が共同で出資した法人（JBIC:51％, IGPI:49％）
*2： SWF とは、ソブリン・ウェルス・ファンド（政府系ファンド）の略称
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投資 ②（投資①と同額）

販売

日本

ロシア

輸入・販売会社

ロシア国内銀行
買取

国内市場

商社等

国内市場

ロシア国内事業者
出資

国内銀行

融資

日露合弁企業

JB IC

販売

出資
投資・回収
日露投資基金
図９ 想定されるファイナンススキーム例
日露それぞれの国内における金融機関や日露投資基金を通じ、日本・ロシア両国における事業体に対して出資・融資の形でのファイナンススキームの組成が可能である。
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（８）まとめ

2000 年代の前半、冷戦時代の終わりとともに、新たな日露経済関係のスタートや新生ロシアの
経済発展への期待のなか、当時多くの日本企業が進出しロシア企業との合弁事業を行った。しか
しソ連崩壊後の当時は、資本主義への急激な移行によりロシア経済や行政当局は混乱し、十分な
法制度も整備されない中で、多くの合弁事業は失敗し、日本企業の間ではロシア事業に対する不
信感や警戒感を増長させる結果となった。
それから 20 年近くが経過し、紆余曲折を経ながらもロシア経済は安定化し、外国投資家がロシ
ア国内で事業を行うための法制度も急速に整備が進んでいる状況にある。また行政当局も外国投
資の必要性や意義を理解し、積極的な投資誘致活動や投資優遇制度を設けている。
このような状況において、日露合弁事業を再び推進していくにあたっての目下の課題は、日本
企業経営者のロシア事業に対する不信感の払拭とファイナンス面における支援体制の充実である。
日本企業の経営者も世代交代が進んでいるなかロシアに対するアレルギーは徐々に低減してい
る傾向にある。また、昨今の日露政府による投資基金の設立や国際協力銀行によるロシア事業に
対する積極的な金融支援は、日露合弁事業を推進する上で大きな追い風となるものと考えられる。
以上からも日本企業によるロシア事業投資は今大きな好機を迎えている。
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Ⅲ とりまとめ
１．事業化可能性に向けた取組み
今回の事業化可能性調査の性格を大きく分けると、１つは、新規事業推進型で、ロシア極東で
生産が行われていないかごくわずかであるため、日本技術の活用により生産を実現するものであ
る。その例は、ロシア極東の極寒地における野菜温室の通年栽培、サハリン州におけるタマネギ
生産で、地方政府等からの支援を受け、新たな農業ビジネスとして期待される分野である。
もう１つは、現状では多くの生産企業があるものの生産性や品質に課題があり、新技術導入等
により事業性を高めようとする成長支援型である。これには、ハンカ湖周辺の稲作、ロシア極東
での木質ペレット、そして豊富な水産資源がありながら、一次加工にとどまる水産加工業がある。
これらは新技術導入への投資が進まず、豊富にある資源を十分に活かすことができていない。こ
の課題を解決し事業化を促進するために日本技術や事業化に向けた取組みが期待されている。
（１）新規事業推進型
今回の調査対象先であるサハ共和国、サハリン州ともに農業生産には厳しい気象条件下にあり、
冬場を中心に野菜が不足する地域である。日本技術により野菜栽培が開始され、事業化が進めら
れることの意義は大きく、地方政府だけではなく地元消費者の期待に応えるものである。
このように、地域住民の食生活の向上に貢献する事業化については、連邦政府や地方政府等か
らの支援を受けられる可能性も高く、日本の技術支援が有利に働くと考えられる。これらの地方
での取組は、消費の増加が期待され生産規模の拡大や新たな野菜品目の栽培を通じて、日本技術
の導入機会がさらに広まる可能性を持っている。
また、これら技術に関してはロシア国内では海外企業が先行しているケースがあり、日本技術
の特徴を明確にすることと、栽培技術のコンサルティングなどソフト面と一体となった事業化が
重要と考えられる。
（２）成長支援型
ロシア極東では豊富な資源を背景に重要な産業として位置づけられているものの、技術水準が
低位でそのポテンシャルを損なっている。施設や機械への投資が遅れ、生産性と製品の品質に課
題があり、また、政府等の投資誘導施策などがあるものの十分に活かされていないことが多い。
成長支援型における日本の技術は、高品質の生産物を製造する技術分野で期待が高く、事業性
を高めるためのキーテクとして着目されている。こうした技術について、ロシア極東の企業は、
中国製の安価な施設･機械を利用するケースが多く、その性能や耐用年数等に課題がある。一方、
日本製は高価格感をもたれており、日本技術の特徴とその経済効果を示しながら普及を図ること
が必要と考えられる。
また、日本国内におけるバイオマス発電所の建設増加に伴う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る中、日露合弁企業による木質ペレットの製造工場の建設の
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可能性があり、ロシア極東で未利用であったおが屑や廃材を木質ペレットの材料として活用が図
られることで、付加価値や新規雇用を生み出すことが期待されている。

２．事業化可能性に向け今後期待される支援策等
（１）ファイナンススキームの活用
今回想定される事業に係るファイナンススキームについては、日露両国において、出資と融資
の組み合わせ、及びツーステップローンや日露投資基金等を複合的に組み合わせた形等が想定さ
れる。事業主体である日本企業は、最適なファイナンス手法及び組み合わせを検討する必要があ
る。
今後、日露政府による投資基金の設立や国際協力銀行によるロシア事業に対する積極的な金融
支援の充実が期待される。
（２）ロシア国内の投資支援、優遇措置等の活用
外国投資家がロシア国内で事業を行う際に重要な法制度の整備が急速に進んでいる状況におい
て、ロシア行政当局も外国投資の必要性や意義を理解し、積極的な経済特区等の投資誘致・投資
優遇制度が設けられている。また、ロシア国内の農林水産関連分野においては、機械や設備導入
に対する補助制度や借入資金に対する利子補給制度も存在する。これらの活用により初期投資、
機械や設備の導入の軽減が図れる可能性がある。
なお、行政手続をはじめとした法制度はロシア全土で共通しているものの、運用に関しては地
方による差異が見受けられることも留意が必要である。
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３．まとめ
日露協力による農業生産から製造・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、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等更なる取組み
が期待される。
これらの取組みを進めるべく、ロシア極東地域等の農林水産関連ビジネスに関心がある日本企
業を支援するために設置した「ロシア極東等農林水産業プラットフォーム」を通じて、ロシア国
内の最新状況に関する情報提供、ビジネス上の課題解決に向けたフォローアップ、ロシア側との
情報交換やビジネスマッチングの機会等が引き続き求められている。
以上を通じて、我が国民間企業のロシアへの進出促進、民間投資と経済協力との連携による日
露双方の経済成長やビジネス環境の整備が期待される。
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