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ベトナム： FTA、トラック製造、通貨、資源 
 

 ベトナムの昨年の対ロ貿易額は37億㌦で、アジアでは

中国、日本、韓国の対ロ貿易額(それぞれ884億㌦、308

億㌦、273億㌦；本誌1081号参照)と比べると小さい。

2013年の貿易額は40億㌦で、内訳はロシアの輸入が26

億㌦、輸出が14億㌦だった。ロシアがベトナムから輸入

している主な品目は、家電(10億㌦)及び衣料品・靴(5億

7000万㌦)、ベトナムへ輸出している主な品目は、電子製

品(1億1200万㌦)、燃料(8000万㌦)、金属(8000万㌦)、肥

料(4600万㌦)。ベトナムの主な貿易相手は、輸入(2014

年は1480億㌦)では中国(全体の21％)、輸出(同1500

億㌦)では米国(同21％)で、ロシアの存在感は小さい。 

 二国間協議後の記者会見でベトナムのズン首相は、以

前から進めている同国とユーラシア経済同盟(ロシア、カ

ザフスタン、ベラルーシ、アルメニア、及び5月に加盟す

るキルギス)とのFTAの締結は、今年上半期にも実現する

可能性があると述べた(本誌1041号、1060号、1066号に

関連記事)。 

 FTA交渉では、ロシア企業のベトナムにおける活動に

関する条件がまだまとまっていない。これは、ベトナムで

の生産に関心を持つロシアのトラックメーカーに関するも

のと推測される。ベトナム側は可能な限り生産の現地化

を促し、同国がFTAを締結済みのACEAN諸国へロシア

ブランド車を輸出する意向なので、活動条件を調整する

必要がある。 

 ベトナムの自動車市場は小さいが、拡大傾向にある。

昨年の新車乗用車の販売台数は前年比33％増の約8万

台、商用車は同46％増の5万4000台だった。自動車の輸

入関税は、完成車も部品も同程度に高く、30～70％だと

いう。そのためロシアからの輸出も現地生産も進まない

が、ロシアのメーカーらはFTAの締結により関税が下がる

と期待している。今回の首相訪問の枠内では17件の投

資案件に関する合意文書が締結されたが、その中には

ベトナムにおける工業アセンブリ措置に関する文書も含

まれているという。 

 ベトナムへはソ連時代からカマズがトラックを輸出して

おり、同社は2003年に現地の国営Vinacominと合弁会社

を設立、生産も開始した。昨年は150台、今年第1四半期

は100台超を生産し、これまでの合計生産台数は約1800

台となっているが、FTAの締結後には事業を拡大できる

と期待している。 

 また、ソラーズも｢ウアズ｣ブランドのトラックの現地生産

に乗り出す意向で、今回のメドベージェフ首相訪越の前

週に現地のVinamotor社と組立生産に関する趣意書を

締結した。FTAが締結されれば事業を具体化するとい

う。 

 その他、ガズもトラックの現地組み立てを検討してい

る。ガズはルーブル安を背景に左側通行の国からも引き

合いを受けるようになっており、現地パートナーと右ハン

ドルの小型商用車の生産工場開設について協議を行っ

ている(ベトナムは右側通行)。専門家は、開設先は英国

やマレーシア、あるいはタイの可能性があるとみている。

ちなみに、現在はなくなっているが、かつてはアフトワズ

が右ハンドルの自動車を大量に英国に輸出し、同国の

警察などで使用されていた(4月10日付イズベスチヤ紙)。 

 また、マントゥロフ産業貿易相によれば、ルノーが来年

から日産ベトナム工場で現地生産を行うことを条件に、

今年はモスクワ工場からダスターを無関税でベトナムに

輸出できるという(4月6日、7日付コメルサント紙及びベド

モスチ紙)。 

 今回のベトナム訪問では、両国の自国通貨決済に関

する覚書も締結された。前述の通り、両国の貿易額は小

さく、その中でも自国通貨決済の割合はわずか1.5％に

 メドベージェフ首相率いるロシア代表団が、4月5～7日にベトナムを、8～9日にタイを訪問した。両国ともにロ

シアとの現在の貿易額はさほど大きくないが、経済成長の続くアジアにおけるパートナーとしてロシアから期待

を寄せられている。主な経済案件に関する報道をまとめた。 

東南アジアとの協力拡大を狙うロシア 
メドベージェフ首相がベトナム・タイを訪問 

経済経済経済   

ト ッ プ ニ ュ ー ス  

目次に戻る 
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過ぎない。両国首脳は6日、それぞれ対外貿易銀行とベ

トナム投資開発銀行に、自国通貨による決済促進のため

のシステムづくりを指示、両行の頭取は翌日の朝4時まで

協議を行い、7日に覚書を締結した。5月8～9日にはベト

ナム代表団がモスクワの戦勝記念式典に出席するため

に訪ロする予定で、その際に具体的な施策が発表される

見込み(4月7日付フォーブス誌ロシア版)。 

 また、今回は資源・エネルギー分野での協力も進ん

だ。すなわち、ガスプロムネフチが国営ペトロベトナムと、

スングアット製油所の運営会社｢ビンソン製油・石油化

学｣の株式49％取得の条件に関する合意文書を締結し

た。両社は昨年11月には北極圏の大陸棚にあるドルギ

ンスコエ鉱床の開発の独占交渉に関する文書を締結し

ており、提携を強化している(本誌1020号、1071号参

照)。スングアット製油所は現在、原料となる原油をロシア

の国営ザルベジネフチとペトロベトナムの合弁会社｢ベト

ソフペトロ｣から85％、中東諸国から15％調達しており、

年間生産能力は650万㌧。今後は改修工事を行って年

間生産能力を850万㌧に拡張し、ユーロ5基準のガソリン

を生産する。これに伴いガスプロムネフチが原油の供給

を拡大していく予定となっている。同製油所への原油供

給及び資本参加にはロスネフチも関心を示していたが、

ガスプロムネフチに競り負けた格好になった。 

 その他、電力会社｢インテルRAO｣とベトナムの｢North 

Power Service JSC｣が、ベトナムにおける発電所の改修

に関して合意した。また、ロシアとベトナムは近くベトナム

初の原子力発電所の建設に関しても合意に達する見込

み。 

 

タイ：食品、天然ゴム 
 

 今回、ロシア首脳の公式訪問は2003年のプーチン大

統領訪問以来12年ぶり、首相の訪問は1990年以来25年

ぶりとなった。 

 タイの昨年の対ロ貿易額は前年比19％増の40億㌦(ロ

シア税関庁速報値；第三国経由の貿易も含む。タイ側の

統計では50億㌦)で、ベトナムの対ロ貿易額と同程度。メ

ドベージェフ首相はタイにもFTAの締結と自国通貨決済

の拡大を提案した。 

 原油価格低下の影響で天然ゴムの相場も下落し、タイ

では天然ゴム在庫の滞留が問題になっている。二国間

会合では、ロシア側がタイ産天然ゴムを買い付けて自国

の自動車部品産業を発展させることを提案し、タイ側が

大喜びしたという。 

 また、メドベージェフ首相は、ロシアが欧米からの食品

輸入を制限している現在、タイはロシアへの食品輸出を

伸ばすチャンスだと指摘した。実際に、最近数ヶ月のタイ

からの食品輸入額は前年同期比8.5％の伸びを見せて

いるという。タイのプラユット首相は、コメ、豚肉、野菜、果

物の対ロ輸出を増やす意向を表明し、そのためには品

質検査の迅速化が必要だと指摘した。メドベージェフ首

相によれば、ロシア側はタイへの穀物輸出を増やして貿

易のバランスをとる考え。 

 また、メドベージェフ首相は、先進発展地区(TOR)設置

など極東に投資を誘致するための施策を講じていること

を強調し、タイのSutech Engineeringが極東に製糖工場

を建設する予定だと明かした。また首相は、(伊藤忠商事

と業務資本提携している)タイの財閥CP Groupがロシア

の畜産分野に投資していると指摘した。同グループは、

モスクワ州に配合飼料工場、カルガ州とクルスク州、カ

リーニングラード州に養豚場を所有しているほか、モスク

ワ州に養豚場、養鶏場、食肉加工場を建設する予定と

なっている(2014年9月24日付Inmosreg.ru)。 

 その他、メドベージェフ首相はタイ側に原子力発電所

の建設を提案した。 

 ロシア代表団の関係筋によれば、経済交流に関するタ

イとの協議は、ベトナムとの協議よりも盛り上がったという

(4月9日付コメルサント紙)。 

 また、4月7日付ロシイスカヤ・ガゼータ紙にはプラユット

首相のロングインタビューが掲載されたが、その中で首

相は、以前タイを訪問した際に波の高い海で水泳を楽し

んだプーチン大統領を｢強い人間だ。とても尊敬してい

る｣と称えた。経済交流に関しては、首相はタイ米の特

徴、共同造船事業や共同漁業の可能性、タイからロシア

への鉄道敷設の可能性、共同の観光発展センターの設

立計画、パタヤなどへのロシア人観光客の増加などにつ

いて語った。 

 

 昨年以来、ロシア政府は

アジア、中近東、南米など

と経済協力を強化する姿

勢を見せているが、東南ア

ジア諸国との協力は遅れ

ている。ベトナムやタイをは

じめとする同地域との取り

組みがどのように実を結ん

でいくのか、引き続き注目

していきたい。 

目次に戻る 

 
メドベージェフ首相とタイのプラユット首相 
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金 融  

ルーブル相場の上昇が続く： 

投機マネーによる揺り戻し、 

今後はまた下がる可能性 
 

 3月以降、ルーブルの為替相場の上昇が続いている。

専門家は、3月末頃には相場は適正値だったが、既に投

機マネーにより過大評価の水準まで上昇しており、やが

ては1㌦60～65㍔で落ち着くと予測している。各紙の報

道をまとめた。 

 ルーブルの為替相場は、昨年秋の変動相場制への移

行(本誌1068号参照)や、ロスネフチの社債発行が一因と

推測される12月の急落(本誌1074号参照)により低迷。政

府・中銀が対策を講じた年明け後もルーブル安が続いて

いたが、2月以降には原油価格の安定化、外貨建て債

務の返済のピーク終了、輸入の減少による外貨需要の

減少、ウクライナ問題等の政治的要因が比較的安定して

いたことなどにより、ルーブル相場は反転し始めた。 

 その後、3月には納税時期に伴いルーブル需要が強

まった。また、ルーブルがなかなか下落しないことが投機

家に安心感を与え、たとえ信用格付けがジャンク級で

あってもリターンの高さを優先し、キャリートレード(英国や

米国のような低金利の国で外貨を調達し、利回りの高い

ロシアの金融商品に投資するビジネス)を行う者が現れ

た。昨年12月のルーブル暴落により、海外の機関投資

家の多くはロシア物の取引口座を閉鎖しており、市場取

引の絶対量が少ない中、ロシアの投機家たちが比較的

小規模な取り引きでも相場を動かせる状態となっていた

(4月9日付ベドモスチ紙)。 

 一部の海外投資家は、2月にもルーブル安を誘導しよ

うと売りを仕掛けていたが、中銀の外貨レポ(本誌1075号

参照)などの措置が機能していたため、外貨の市場調達

の大きな需要は生まれなかった。ズベルバンクのマトブ

ニコフ主任アナリストは、国内企業の対外債務がロシア

の金融システムの崩壊を招くとの見方は、誇張されたも

のだと指摘している。ロシア企業の対外債務において

は、海外の親会社や海外に登記された関連企業に対す

るものが全体(3760億㌦；2015年1月1日時点)の45％を占

めていたが、こうした債務の一部はルーブル建てなので

ルーブル安により目減りしたし、外貨建ての債務も実質

的には自社グループ内の債務なのでリスケ等が可能

だったという(4月8日付ベドモスチ紙)。 

 その後、4月になってからは海外の機関投資家もロシア

でのキャリートレードに関心を示し始め、彼らのロシア復

帰を予想する(既に一部は復帰したとの指摘もある)ロシ

アの投機家たちが、ルーブル買いに拍車をかけていると

いう(4月8日及び9日付RBC Daily)。4月6日には、米国の

大物投資家ジム・ロジャース氏(フォスアグロ、アエロフ

ロート、モスクワ証券取引所の株式を保有)がモスクワの

金融フォーラムに出席し、ロシア経済が落ち込んでいる

間にロシア株とルーブルに投資するよう助言した(4月7日

付コメルサント紙)。 

 銀行の関係者によれば、4月になってから一般市民の

ドル売りが加速し、他方で富裕層はドル買いを始めたと

いう(4月10日付ベドモスチ紙)。 

 4月8日、ウリュカエフ経済発展相は国会の演説で、

｢1㌦が55㍔を、1ユーロが59㍔を切った現在の状況は、

ファンダメンタルズに合致した(適正な)状況だ｣と述べ、

現状に満足を示した。ルーブル相場はその後も上昇を

続け、4月10日には一時は51㍔を切ったが、専門家らは

これを加熱した水準だと評価している。ブルームバーグ

通信による専門家のコンセンサス予想では、今年第4四

半期の平均レートは64.9㍔／㌦とされている。グロベクス

銀 行の ギ テ ス 氏 は、夏には 60 ㍔ ／㌦に、年末 には

65㍔／㌦まで下がると予想している。 

 ロシア中銀が現在のルーブルは高すぎると評価すれ

ば、4月30日の定例会議で主要政策金利を現在の14％

から引き下げたり、銀行向けの外貨レポの金利を引き上

げたり、レポの供給額を制限したり、あるいは減少した外

貨準備高を補完するために市場からドルを買い集めるな

どの行動に出て、ルーブルの引き下げを促す可能性も

あると予想される。(4／10) 

 

安 

← 

ル
ー
ブ
ル 

→ 

高 

2015年 

（中銀レート） 

(4/13) 51.0678 RUB/＄ 

(4/13) 42.4345 RUB/100円  

目次に戻る 
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日本産牛肉のロシア輸出が解禁： 

日本大使館で神戸牛の試食会を開催 
 

 3月26日、モスクワの日本大使館で日本産牛肉の試食

会が行われた。日本産牛肉のロシアへの輸出は今年3

月に解禁され、輸出認可を持つ兵庫県のメーカーの高

級和牛が輸出された。ロシア側では、日本料理店｢誠司｣

等を運営するSeiji Group傘下の｢Sミート｣(S.Meat)が公式

インポーターとなっている。Sミート広報部が本誌編集部

に伝えた。 

 試食会にはモスクワの有名レストランやホテル、食関連

雑誌の関係者などが招待され、牛肉のステーキ、すき焼

き、しゃぶしゃぶ、寿司等が提供された。 

 Seiji Groupはモスクワの板前・草野誠司氏がシェ

フを務める日本料理店グループで、レストラン｢誠

司｣の他にザ・リッツ・カールトンやケンピンスキーと

いったホテルのレストラン運営にも参画している(本

誌1022号参照)。Sミートは、同グループが日本産牛

肉を輸入するために昨年設立した会社で、兵庫県

の食肉製造・販売大手｢エスフーズ｣と契約を交わし

た。現在、日本で対ロ輸出許可を持つ生産者は兵

庫県の2社のみで、エスフーズはこれらの生産者の

指定輸出業者である。そしてエスフーズを通して正

式に輸入できるSミートが、ロシア及び関税同盟内で

唯一の日本産牛肉のサプライヤーということになる。

同社は自社系列のレストランで販売するだけでな

く、関税同盟圏内での卸売も行う予定。 

 エスフーズは昨年11月にSミートに神戸牛を試験

的に輸出。ロシア側によれば、モスクワでのプロ

モーションは大好評だったという。その後、3月の輸

入手続き再開後に初ロット35.1kgの神戸牛が輸出さ

れ、一部が今回の試食会で提供された。 

 前述の兵庫県の2社は、高級和牛｢神戸ビーフ｣

(神戸牛)の生産者に認定されている。神戸肉流通

推進協議会によれば、2013年には7160頭の牛に

｢但馬牛｣の証明書が交付され、そのうち4679頭に

はさらに高級な｢神戸ビーフ｣の証明書が交付され

た。 

 Sミートは神戸牛以外の和牛やホルスタイン等も輸

入しており、日本産牛肉は3月22日からレストランの

メニューに入っている。同社のロスニコワ広報部長

は、｢ロシアでは、日本が霜降り牛の本場であること

はごく一部でしか知られていない。日本の一般的な

牛肉の価格は、ロシアの牛肉(ブラックアンガス種)

の3～5倍だ。霜降り和牛はロシアの牛肉の10倍、神

戸ビーフは20倍にもなる。ロシアの外食市場にとっ

て日本産牛肉は完全な新商品であり、外食業者の

間でもまだ知名度は低いが、認知が広まれば需要

が劇的に拡大する可能性もある。ロシアと関税同盟圏は

広大な市場だが、ここで日本産牛肉の認知を高めるには

かなりの費用がかかる。日本が自国の食文化の普及に

関心を持っているならば、このような費用のそれなりの部

分を負担してくれると期待したい。経済危機により、ロシ

アの外食店は顧客の購買力低下に苦しんでいる。当社

のレストランの客足は特に減っていないが、輸入食材の

値上がりで収益性は若干落ちている。とはいえ、外食産

業の不況についてはマスコミでは悪いニュースが先走り

過ぎている面もある。人々は相変わらずレストランに足を

運んでいるし、スーパーでは高品質で美味な食品を買っ

ている。多くの情報が伝われば、高いお金を払っても神

戸牛を食べてみたいという人も出てくるだろう｣と述べた。 

(4／10) 

食 品 

 

兵庫県の代表団とS.Meat社のチェルニコフ代表取締役(前列中央左) 

日本大使館での試食会 

S.Meat社のロシア語パンフレット ＝S.Meat、以下同 

目次に戻る 
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経 済 経 済  

1～3月に企業の倒産件数が22％増加 
 

 連邦統一倒産情報台帳によれば、今年1～3月の企業

の倒産件数は前年同期比22％増の3765件だった。4月8

日付でインタファクス通信が伝えた。 

 連邦統一倒産情報台帳は、2011年4月から企業倒産

情報を収集している。これまでで最も倒産件数が多かっ

た月は、昨年12月で1585件。その後、1月(1185件)、2月

(1300件)と低水準だったが、3月は1548件とこれまでで第

2位の月になった。昨年の合計件数は前年比20％増の1

万4514件だった。 

 倒産件数増加の原因としては、昨年12月のルーブル

暴落に関連して、輸入業者を中心に企業の資金繰りが

悪化したことが挙げられる(本誌1081号に関連記事)。今

年第1四半期の破産手続に伴う債務請求額は合計484

億㍔で、うち105億㍔は返済済み。 

 中小企業団体｢実業ロシア｣のダニロフ・ダニリヤン共同

議長によれば、あと半年は倒産件数の多い時期が続き、

年末までには落ち着く見込み。1月末には破産手続を簡

略化する法律が発効し、破産が容易になった(4月8日付

Gazeta.ru)。 

 また、MSP銀行(対外経済銀行傘下の子会社)の調べに

よれば、昨年、小規模企業(従業員数16～100人、年商

6000万～4億㍔)の債務に占める滞納金額の割合は、前

年比0.63pp増の7.71％だった。今年は状況が悪化すれ

ば同指標は20％に増大し、好転すれば15％未満に留ま

るという。企業団体｢ロシアの支柱｣のカネフスキー氏は、

同指標は年末には30％まで拡大する可能性があるとみ

ている。 

 また、昨年、ロシアの中小企業は合計で7兆6100億㍔

の借入を行ったが、これは前年より5.6％少ない金額だっ

た。昨年は秋以降に銀行が新規の融資提供に消極的に

なり、中小企業の11月の借入額は前年同月比23％減、

12月は同20％減だった。借入期間も短くなり、3年を超え

る借入は全体の11％まで減少した。 

 中小企業ビジネスオンブズマンのエルマコフ氏によれ

ば、中小企業に必要な借入金利は年利11％前後とされ

る。カネフスキー氏によれば、昨年末以降は、小規模企

業の借入金利は年利23～27％だという(4月10日付RBC 

Daily)。(4／10) 

 

 

 

 

 

 

中国ファーウェイがスマホの販売体制を 

見直し：オンライン直販に移行 
 

 中国の通信機器メーカー｢ファーウェイ｣(華為技術)がロ

シアでのスマートフォン(スマホ)販売体制を見直し、オン

ラインショップでの直接販売のみに移行する。4月8日付

でベドモスチ紙が伝えた。 

 ファーウェイ・ロシアのチタヤ代表によると、同社は

｢Honor｣シリーズのスマホ｢6 Plus｣、｢4X｣、今月発表され

たばかり新モデル｢4C｣を、オンラインショップのみで販売

する。流通体制も見直され、商品は大口ロットで輸入して

倉庫に搬入し、そこから運送会社｢SPSRエクスプレス｣

(SPSR)が顧客に届ける。これによって販売価格は10～

20%低下し、4Cの価格は1万㍔以下になる。実店舗での

小売販売が停止される他の機種も、これまでの希望小売

価格よりも安くなる。なお、同社はこのような販売体制を

中国を含む数ヶ国で導入済だという。SPSRのジュコフ・

マーケティング部長によると、4月15日以降にサービス開

始の予定。配達日数はモスクワで1日、その他の地域で

は2～3日だという。 

 携帯小売大手｢スビャズノイ｣のザイキナ代表によると、

昨年は｢Bブランド｣(安価なマイナーブランド)のスマホの

売れ行きが好調だったが(本誌1032号に関連記事)、

ファーウェイの製品はルーブル安により値上がりし、｢Aブ

ランド｣のソニー、サムスン、HTCと競合したことで苦戦し

た。昨年、ロシアでは携帯電話のネット通販での販売台

数は前年比50%増加した。しかし、市場関係者によれば、

今年第1四半期のファーウェイのロシアでのシェアは販

売台数、売上共に0.5%ほどで、知名度が低く成功は難し

いという。 

 なお、3月末にファーウェイは、ロシア事業に850万㌦を

投入することを発表している。また、同社は携帯通信大

手メガフォンや通信会社アカドに通信設備を納入するな

ど、ロシア事業の拡大を進めている(本誌1065号参照)。 

(4／8) 

 

 

米ケーブルテレビAMC、 

4月からロシアで放送開始 
  

 マッドメンやウォーキング・デッドといった人気番組を制

作している米ケーブルテレビAMCネットワークスが、4月

からロシアで放送を開始した。4月8日付でコメルサント紙

が伝えた。 

連 邦 ニ ュ ー ス   

目次に戻る 
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 AMCの番組を放送するのは、傘下のMGM海外放送局

で、名称もAMCに変更。4月中にコンテンツを入れ替え

る。これにより、ケーブル放送局や衛星放送局(ビムペル

コム、ロステレコム、アカド、トリコロルTV、NTVプラス、

MTSなど)が扱っているMGMの番組プログラムがAMCに

変わる。 

 AMCネットワークスは、2013年10月にメディア関連会社

の英リバティ・グローバルから放送事業会社Chellomedia

を10億4000万㌦で買収。Chellomediaの放送事業に

MGM海外部門が含まれていたことが、AMCのロシア進

出のきっかけとなった。 

 ロシアでは4月中旬にはホルト・アンド・キャッチ・ファイ

アとThe Divideの放映が開始、ウォーキング・デッドのス

ピンオフFear the Walking Deadも米国での放送直後から

放映予定だ。さらに、MGMに加え、同じくハリウッドの映

画製作・配給会社であるミラマックスの作品も放映される

見込みだ。 

 MGM作品のロシアでの放映権は、AMCのロシアにお

ける提携企業である有限会社｢ユニバーサル・コミュニ

ケーションズ社｣(UC)が持っており、UCの全株式は同社

のラゾフスキー社長が保有している。従って、来年から施

行されるメディア業界での外資参入制限(20％以下、本

誌1079号参照)に関する法律には抵触しない。 

 調査会社TNS Russiaのデータ(人口10万人以上の都市

が対象)によれば、2015年第1四半期におけるMGMの月

間平均視聴者数は187万8000人(4歳以上)で前年同期

比54％減。今後AMCが人気テレビドラマシリーズなどの

放映を中心に番組を組めば、人気回復につながると業

界筋は見ている。もっとも、シリーズ物はネット上で海賊

版が出回りやすいので、早めに新作を出していく必要が

あるとの指摘がある一方で、ネットでのアップロードがテ

レビの視聴率に大きく影響することはないとの見方もあ

る。 

 なお、ロシアでの放送免許がなかったため今年から放

送を中止していた米CNNは、3月下旬に期間10年の免

許を取得、放送再開に漕ぎ着けた(3月24日付Newsru. 

com)。(4／8) 

 

 

カナダ企業がロシアの国営放送会社と 

合弁会社設立： 

テレビ用ソフトウェアの輸入代替 
 

 カナダの放送設備メーカー｢Broadview Software｣とテレ

ビ放送用システム開発｢SkyLark Technology｣が、ロシア

国営｢全ロシア国営テレビ・ラジオ放送会社｣(VGTRK)と

合弁会社を設立する。4月9日付でコメルサント紙が伝え

た。 

 今年1月、カナダ企業2社のロシア法人｢BroadView 

Russia｣(BVR)と｢System Solutions  for  Televison｣(SST)

は、VGTRK(｢ロシア1｣、｢ロシア2｣、｢ロシア・クリトゥー

ラ｣、｢ロシア24｣などのチャンネルを放送)と共同で閉鎖型

株式会社｢総合放送技術｣(UVT)を登記、株式保有比率

はカナダ企業2社がそれぞれ37%ずつ、VGTRKが24%。

VGTRKのメドニコフ副代表取締役によると、合弁会社設

立は輸入代替の一環で、番組制作のためのハイテクソフ

トウェア開発に取り組むという。 

 BVRはロシアでは2005年から顧客のサポートを行って

おり、2008年には販売事業も開始した。同社のシステム

は｢UTホールディング｣、｢STSメディア｣などの放送事業

者によって利用されているほか、以前からVGTRKのメ

ディアプランニングシステム導入も請け負っている。一方

のSSTはロシアのプログラマーらによって設立された

｢SkyLark Technology｣のロシア法人で、放送の自動制御

システムを開発している。 

 BVRによると、新会社は制裁により問題が生じることを

防ぐために設立され、主にVGTRK向けに開発を行うが、

製品は他の放送事業者にも提案していくという。一方

で、SSTのソボレフ代表取締役は、コンピュータやサー

バーのプラットフォーム、OS、開発ツールなどは全て輸

入品なので、ロシアのテレビ放送の完全な輸入代替はあ

り得ないと認める。 

 VGTRKは今年、輸入代替事業の強化を決定しており、

国内メーカーへの出資や西側メーカーとの合弁事業を

行う意向。3年前から装置の一部を国産に切り替えてい

たが、制裁の脅威からそれが加速したという。(4／9) 

 

 

ベルギー人によるモスクワ州のチョコレート

工房：高級志向でニッチをつかむ 
 

 ベルギーのIT企業経営者がモスクワ州ドゥブナでチョコ

レート工房を運営している。4月8日付でフォーブス誌ロ

シア版が伝えた。 

 ベルギー人のティエリ・ペテ氏のベルギーチョコレート

工房がオープンしたのは2011年。ペテ氏の娘の名前が

付けられた会社｢アレクサンドラ・チョコレート｣は、主原料

であるチョコレートの半製品をベルギーのチョコレート大

手｢Barry Callebaut｣(モスクワ州チェーホフ市に工場を持

つ)から、その他の副原料はベルギーの製菓・製パン用

原料メーカー｢Puratos｣(モスクワ州ポドリスク市に工場を

持つ)から調達し、25種類のチョコレートを生産している。

現在の月間生産量は300kg以下で、年間売上は750

万㍔。小売店舗での販売が30％以下であり、残りの70％

は法人からの発注やモスクワのホテル(｢アトラス・パーク・

ホテル｣、｢ロッテ・プラザ｣、｢スイスホテル・クラスヌィエ・ホ

ルムィ｣等)からの注文が占めている。ペテ氏は地元のイ

ベントにも頻繁に顔を出し、商工会議所や副市長などと

食 品 
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の関係を深めることにより、顧客の獲得に努めている。今

後2年以内に生産量を月間2㌧まで拡大し、マカロンの

生産も開始する予定。 

 ペテ氏はパリの大学を卒業したITの専門家で、銀行向

けソフトウェア開発会社｢Cei Invest｣のオーナーでもあ

る。他方、幼いころからの夢であるチョコレートのビジネス

を実現すべく、20年前にチェコでベルギーチョコの直販

店を3店舗オープンしたが、チェコでは高価なものであ

り、事業は頓挫した。 

 その後資金30万ユーロがたまり、ペテ氏は再びチョコ

レート事業に挑戦する場として、東欧ではなくロシアを選

んだ。ペテ氏は2009年に初めてドゥブナを訪れた。ドゥブ

ナは小規模ビジネスが展開しやすく、また合同原子核研

究所があるため、外国人や裕福なモスクワ市民も多い。

またモスクワとは90km離れているが、インフラや設備維

持費用がモスクワよりも安いため、生産拠点として最終的

にドゥブナが選ばれた。 

 高級チョコに関しては、ロシアでは競合相手が欧州より

も少ないという。他にも、例えば企業家コミッサロワ氏が

仏高級食材販売エディアールから職人を引き抜いて昨

年秋に立ち上げた｢チョコレート・アトリエ｣があるが、競合

はしていない。しかし、経済危機により利益は10％減少

しており、ペテ氏は副原料をロシアのメーカーから調達

することも検討しているという。(4／8) 

 

 

中国がロシアの大型エネルギー事業の 

再保険先に？ 
 

 制裁や不況により西側企業の再保険を受けにくくなっ

たロシアが、ガスパイプライン敷設事業やLNG生産事業

に中国の再保険会社を呼び込もうとしている。4月9日付

でGazeta.ruが伝えた。 

 4月2日に北京で開かれた会談で、中ロの関係者がロシ

アの大型事業への中国の再保険会社の誘致について

協議した。会談にはロシア側からは中銀、連邦観光局、

保険会社｢ソガズ｣、トランスネフチ等が、中国側からは中

国保険監督委員会(CIRC)や再保険会社｢China Re｣(中

再集団)等が参加した。会談の結果、両国は再保険を行

うための保険会社のグループをつくることや、両国の保

険会社に対して共同の保険サービスを提案していくこと

で合意した。保険及び再保険の対象分野は、｢シベリア

の力｣、｢トルコストリーム｣、｢ヤマルLNG｣などの大型エネ

ルギーインフラ事業から個人の旅行保険まで広範囲に

わたるとのこと。準備する資金の規模などは未定。 

 ロシアにおける大型インフラ事業においては、これまで

は西側企業が主な保険引受先となっており、そのシェア

は80～90%に達するとされる。しかし、ロシアと西側の関

係が冷え込み、ロシアの信用格付けがジャンク級まで引

き下げられた現在、西側企業の再保険を利用することが

難しくなっている。他方で、中ロは国際的な信用格付け

を考慮せずに経済協力を行える環境づくりを進める意向

で、両国の合弁格付け会社が設立される可能性もある。 

しかし、中国側がどの程度ロシア事業に積極的に関わる

かは不透明とみられる。中国の保険会社はロシアの資源

事業などにはこれまでほとんど参入していなかった。市

場関係者は、｢シベリアの力｣のような中国も参画している

事業ならば再保険の引き受けは容易だが、中国企業と

は無関係なケルチ海峡横断橋の建設のような事業では

難しいと見ている。また、｢China Re｣の設立者である国営

投資会社｢Central Huijin Investment Ltd｣(中央匯金投

資公司)には米国企業も出資しており、そのことが障害に

なる可能性もあるという(4月6日付コメルサント紙)。 

 なお、再保険ビジネスに関しては、昨年4月にパナマの

民間保険会社｢バレンツ再保険｣がロシアに進出している

(本誌1046号参照)。(4／9) 

 

 

2015年1～3月の新車市場は36％減 
 

 4月8日、欧州ビジネス協会が今年1～3月のロシアにお

ける新車乗用車・小型商用車の販売台数を発表した。 

 詳細は次頁別表の通り。2014年の累計については本

誌1077号を参照。 

 1～3月の合計販売台数は前年同期比36％減の38万

台、3月単月は同43％減の14万台だった。欧州ビジネス

協会では、昨年末のルーブル急落に伴う駆け込み需要

の反動と年初の値上げで販売が落ち込むことは予想し

ており、結果は予想よりそれほど悪くはなかったと指摘し

た。昨年3月にはルーブルの下落が始まり、値上げ前の

駆け込み需要があったため、同月の販売台数はやや多

めとなっている。また、今年の2月末には自動車ローン補

助プログラム実施の報道が出たため、その開始まで購入

を先送りする者も出た。4月には同プログラムが始まった

こともあり(本誌1088号参照)、第2四半期には国産車を中

心に販売の低下は減速する可能性がある。 

 1～3月には、これまでは比較的好調だった高価格帯で

もさすがに落ち込みが見られた。好調だったのはポル

シェとレクサスのみで、レクサスでは特に新型NXの販売

が好調だった。 

 ちなみに、同時期の新車トラックの販売数は、前年同

期比41％減の1万2798台、3月単月では同49％減の

3770台だった(4月9日付アフトスタット)。また、1～2月の

日本からロシアへの中古乗用車の輸出台数(財務省貿

易統計)は同62％減の5442台だった。(4／9) 

 

 

 

目次に戻る 

http://www.jsn.co.jp/member/2014/1046/kinyu.html#a
http://www.jsn.co.jp/member/2015/1077/kuruma.html#c
http://www.jsn.co.jp/member/2015/1088/kuruma.html#a4
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2015年1～3月の新車乗用車・小型商用車販売実績 (1／2) 

グループ 
販売台数 

伸び率 
販売台数 

伸び率 
2015.1-3 2014.1-3 2015.3 2014.3 

AvtoVAZ-RENAULT-NISSAN 134,201 185,937 -28% 49,667 72,266 -31% 

AvtoVAZ 68,554 91,603 -25% 27,423 37,060 -26% 

RENAULT 27,416 46,252 -41% 9,507 16,637 -43% 

NISSAN 27,183 45,744 -41% 8,635 17,535 -51% 

INFINITI 1,709 2,338 -27% 600 1,034 -42% 

Datsun 9,339 - - 3,502 - - 

VW Group 41,521 65,099 -36% 13,994 27,263 -49% 

VOLKSWAGEN 18,119 34,331 -47% 6,150 14,342 -57% 

VOLKSWAGEN小型商用車 1,920 3,281 -41% 640 1,274 -50% 

AUDI 6,132 8,286 -26% 2,630 3,758 -30% 

SEAT 42 309 -86% 9 125 -93% 

SKODA 15,308 18,892 -19% 4,565 7,764 -41% 

HYUNDAI 39,841 41,307 -4% 13,901 16,362 -15% 

KIA 36,030 42,289 -15% 12,121 17,787 -32% 

TOYOTA Group 28,025 38,432 -27% 12,252 16,800 -27% 

TOYOTA 24,023 35,057 -31% 9,731 14,846 -34% 

LEXUS 4,002 3,375 19% 2,521 1,954 29% 

GM Group 13,435 53,646 -75% 5,073 20,710 -76% 

OPEL 3,574 18,000 -80% 1,589 7,109 -78% 

CHEVROLET 9,748 35,307 -72% 3,443 13,439 -74% 

CADILLAC 113 339 -67% 41 162 -75% 

MERCEDES-BENZ 12,838 11,966 7% 4,712 4,928 -4% 

MERCEDES-BENZ 11,341 10,384 9% 4,015 4,154 -3% 

MERCEDES-BENZ小型商用車 1,403 1,510 -7% 654 739 -12% 

smart 94 72 31% 43 35 23% 

MITSUBISHI 9,793 21,842 -55% 3,250 10,018 -68% 

GAZ小型商用車 9,065 14,044 -35% 4,267 6,257 -32% 

BMW Group 8,681 10,100 -14% 2,379 3,974 -40% 

BMW 8,334 9,700 -14% 2,239 3,804 -41% 

MINI 347 400 -13% 140 170 -18% 

UAZ 7,478 8,466 -12% 2,965 3,362 -12% 

MAZDA 7,243 11,610 -38% 2,478 4,863 -49% 

DAEWOO 5,411 12,858 -58% 1,757 4,604 -62% 

FORD 5,060 17,373 -71% 1,848 6,817 -73% 

JAGUAR LAND ROVER 3,295 5,309 -38% 1,203 2,269 -47% 

LAND ROVER 3,086 4,903 -37% 1,128 2,114 -47% 

JAGUAR 209 406 -49% 75 155 -52% 

PSA PEUGEOT CITROEN 2,684 13,016 -79% 1,029 4,907 -79% 

PEUGEOT 1,340 6,777 -80% 545 2,580 -79% 

CITROEN 1,344 6,239 -78% 484 2,327 -79% 

SUBARU 2,448 3,723 -34% 696 1,411 -51% 

LIFAN 2,313 4,605 -50% 829 1,939 -57% 

VOLVO 1,971 3,242 -39% 944 1,697 -44% 

SSANGYONG 1,943 5,733 -66% 649 2,396 -73% 

GEELY 1,851 4,851 -62% 720 2,006 -64% 

CHRYSLER Group 1,829 3,660 -50% 732 1,616 -55% 

FIAT 1,046 1,755 -40% 405 767 -47% 

CHRYSLER 17 36 -53% 5 15 -67% 

JEEP 760 1,857 -59% 320 828 -61% 

DODGE 0 9 -100% 0 3 -100% 

ALFA ROMEO 6 3 100% 2 3 -33% 

GREAT WALL 1,286 3,860 -67% 479 1,526 -69% 

SUZUKI 1,264 5,130 -75% 393 1,941 -80% 

CHERY 1,096 4,951 -78% 464 2,105 -78% 

出所：欧州ビジネス協会、以下同       
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2015年1～3月の新車乗用車・小型商用車販売実績 (2／2) 

グループ 
販売台数 

伸び率 
販売台数 

伸び率 
2015.1-3 2014.1-3 2015.3 2014.3 

PORSCHE 1,095 710 54% 520 410 27% 

HONDA Group 1,066 6,789 -84% 268 2,376 -89% 

HONDA 856 6,789 -87% 220 2,376 -91% 

ACURA 210 - - 48 - - 

BRILLIANCE 296 - - 55 - - 

ISUZU 178 56 218% 75 23 226% 

DFM 162 - - 77 - - 

CHANGAN 79 195 - 11 145 -92% 

BAW 76 354 -79% 23 123 -81% 

HAIMA 67 90 -26% 6 49 -88% 

JAC 64 - - 11 - - 

FOTON 6 7 -14% 2 2 0% 

LUXGEN - 39 - - 12 - 

TAGAZ - 38 - - 10 - 

FAW - 787 - - 251 - 

ZAZ - 296 - - 82 - 

Izh - 18 - - 3 - 

BOGDAN - 92 - - 22 - 

合計 383,691 602,520 -36.3% 139,850 243,332 -42.5% 

       

2014年の新車乗用車・小型商用車販売実績 国別 

グループ 
販売台数 

伸び率 
販売台数 

伸び率 
2015.1-3 2014.1-3 2015.3 2014.3 

日本勢 88,248 135,664 -35% 32,149 56,001 -43% 

韓国勢 (SsangYong含む) 83,225 102,187 -19% 28,428 41,149 -31% 

中国勢 7,296 19,739 -63% 2,677 8,158 -67% 

その他 204,922 344,930 -41% 76,596 138,024 -45% 

       
ロシアの販売トップ車種 (2015年1～3月) 

順位 モデル ブランド 台数 前年比伸び率 台数(3月単月) 前年同月比伸び率 

1 Granta LADA 30,710 -5% 12,438 -4% 

2 Solaris HYUNDAI 24,811 -2% 8,593 -13% 

3 New Rio KIA 18,412 -12% 7,176 -26% 

4 4x4 LADA 10,620 16% 3,893 -49% 

5 Logan RENAULT 10,066 -5% 3,276 -11% 

6 Kalina LADA 9,229 -49% 4,045 -33% 

7 Largus LADA 9,083 -38% 3,737 0% 

8 Polo VW 8,913 -42% 2,986 -19% 

9 Duster RENAULT 8,842 -57% 3,148 -58% 

10 on-DO Datsun 8,061 - 2,513 -61% 

11 Almera NISSAN 7,908 -29% 3,183 -43% 

12 Camry TOYOTA 7,510 2% 2,683 -24% 

13 ix35 HYUNDAI 7,477 -13% 2,717 -8% 

14 Priora LADA 7,469 -42% 2,743 - 

15 Niva CHEVROLET 6,706 -36% 2,315 -30% 

16 Sandero RENAULT 6,506 -35% 2,098 15% 

17 Rapid SKODA 6,196 - 1,998 -54% 

18 Octavia A7 SKODA 6,041 -36% 1,912 -47% 

19 RAV 4 TOYOTA 5,822 -28% 2,402 - 

20 New Cee'd KIA 4,802 -25% 1,407 -64% 

21 ASX Mitsubishi 4,335 -21% 1,458 9% 

22 Sportage KIA 4,009 -46% n/a - 

23 CX-5 Mazda 3,944 -26% 1,339 -5% 

24 Qashqai NISSAN 3,501 -49% n/a - 

25 Patriot UAZ 3,491 0% 1,441 -30% 
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自動車  

ダイムラーはペテルブルクで 

ベンツ乗用車を生産か？ 
 

 独ダイムラーがロシアでメルセデス・ベンツブランドの乗

用車の生産工場の立地を探していることは以前から報じ

られていたが(本誌1072号参照)、3月に米GMがロシア生

産事業からの撤退を発表したことで、再び立地選定の行

方に注目が高まっている。6月のペテルブルク国際経済

フォーラムで正式に発表される可能性があるという。4月7

日付でGazeta.ruが伝えた。 

 ロシア投資局のスピリドノフ長官によれば、ダイムラーは

現在、サンクトペテルブルク、タタルスタン共和国、スベ

ルドロフスク州のいずれかでメルセデス・ベンツの乗用車

を生産することを検討している。生産車種はS、E、ML、

GL、Aの5種で、一部は輸出される可能性がある。 

 関係筋によれば、ダイムラーはペテルブルクの3つの用

地のいずれかを選ぶ可能性が高く、年内に建設を始め、

2017年には工場を始動させる意向だという。ダイムラー

では、最終決定はまだだが、6月のペテルブルク国際経

済フォーラムで発表を行う可能性があると述べた。 

 4月7日には、マントゥロフ産業貿易相が、｢ダイムラーと

GMが合意すれば、前者は後者の工場でその工業アセ

ンブリ措置協定を引き継いで生産することも可能だ｣と発

言した。これに対しダイムラーの広報は、工業アセンブリ

措置には関心がないとコメントした。ダイムラーはタタルス

タン共和国のカマズ工場で、メルセデス・ベンツのトラック

を工業アセンブリ措置の適用を受けて合弁生産してお

り、必要があれば乗用車生産にもこれを活用する意向。 

 ちなみに、同じく欧州メーカーでロシアでの現地生産を

模索していた伊フィアット(本誌1042号参照)は、セルビア

工場から無関税貿易の枠内でロシアに乗用車を輸出す

ることになる可能性がある。無関税枠については4月15

日にユーラシア経済委員会で協議される予定で、以前

は1万台の新車輸入をセルビアと関税同盟加盟国が相

互に無関税にする案が検討されていた。ロシアとセルビ

アは2000年にFTAを締結したが、自動車は対象品目で

はなく、セルビア製自動車の輸入には30％の関税がか

かる。他方、ロシア製自動車の輸入に対し、EUは22％、

バルカン諸国は15％の関税を設定している。ロシア側で

は、現在のところはGAZが小型商用車の輸出に無関税

枠を利用する意向を示している(4月8日付コメルサント

紙)。(4／8) 

目次に戻る 

＜ご案内＞ 

第9回国際中欧・東欧研究協議会幕張世界大会（ICCEES）  
 

 本年8月3日（月）～8月8日（土）、幕張メッセと神田外語大学（千葉市）を会場に第9回国際中欧・東欧研究協議会幕張世界大会

（通称ICCEES）が開かれます。 

 ICCEESでは実業界の皆さまにもご関心のあるプログラムを多く用意しております。 

 特別企画として「元首相サミット：中国、ロシア、韓国、日本の元首相が中国台頭を論ずる」（8/3）、「変化する世界のユーラシア：

東西関係のなかの北極海と極東」（8/5）、「制裁とビジネス」(8/7)などがございます。 

 以下の要領でご参加を受けつけております。 
 

 【法人様向け】 参加費 50,000円（一名様分・会期中有効・大会プログラム付き） 

 【個人様向け】 一日入場料 10,000円（大会プログラム付） 
 

 チケットの詳細と登録方法につきましては、大会HPをご参照ください 

  ⇒ http://www.l.u-tokyo.ac.jp/makuhari2015/japanese_tickets.html 
 

お問い合わせ 

国際中欧・東欧研究協議会（ICCEES）第九回幕張世界大会組織員会事務局 

住所 〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1  東京大学文学部現代文芸論研究室内 

電話／ファックス 03-5841-7955（電話対応時間 月～金10:30～17:00） 

メールアドレス：makuhari@l.u-tokyo.ac.jp 

 

 

http://www.jsn.co.jp/member/2014/1072/kuruma.html#f
http://www.jsn.co.jp/member/2014/1042/w_top.html#g
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/makuhari2015/japanese_tickets.html
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ロシイスカヤ・ガゼータ紙   
ロシア政府が発行する日刊紙。 

法令や政府決定なども掲載される官報。 

発行部数は17万部。  《Российская Газета》 

        今週の ロシア有力紙 主要記事 4月6日～4月10日 

 

 

 

 

 4月1日からロシアはBRICS(ロシア、ブラジル、インド、中国、南アフリカ)の議長国になった。ルコフ特命大使(BRICS

でのサブシェルパ)が今後のBRICSの役割について語った。BRICSを国際的な政治・経済の問題解決の場にすること

がロシアの課題だとルコフ氏。ロシアは、米国議会の反対で滞っているIMFの改革(外貨準備プールの設置、新たな

開発銀行の創設)の再開を目指すと語った。また、BRICSでは社会福祉関連の法整備、保健、労働移民、麻薬対策と

いった諸問題への取り組みも進め、サイバーセキュリティの強化や米国によるネット産業支配の打破も重大だと指摘

した。ルコフ氏はBRICS拡大の可能性についても言及。アルゼンチン、イラン、エジプト、インドネシアが加盟希望を

表明しているが当面は受け入れは行わない旨、述べた。なお、現在は、7月8～10日にウファで開催されるBRICS首

脳会議に向け準備が進められているとのこと。 

 
 

 強制医療保健(OMS)及び国家保証プログラムによる治療(無償医療)を行う予定の機関に対し、今後数年間で民間

企業から2000億㍔が投資される見込みだ。ゴロデツ副首相(社会問題担当)によれば、国内の全医療機関のうちOMS

に加盟する民間医療機関の割合は2010年の7.6％から2014年には21％超に増加。また、民間医療機関によるOMS

の利用部門も変わってきている。以前は歯科部門が大半だったが、最近では血液透析や体外受精といった高度医

療部門での利用が多くなっているのだ。さらに、公的医療機関では医療機器の老朽化が進んでおり(昨年末時点で

40～45％)、全面的な設備更新には2兆㍔が必要なことから、設備部門への民間資本誘致にも期待がかかる。他に

も、現在25の地域で62の事業が官民連携で進行中であり、保健分野初の国によるコンセッション事業(ノボシビルスク

の産業医療パーク建設)なども計画されている。 

 

 

 

 

 プーチン大統領が国家評議会で中小企業支援策について語った。同氏は、ロシアにおける中小企業のGDP寄与

度は21％弱と、先進国の50％強に比べ著しく低いことを指摘。中小企業の発展のための環境整備が重要だとして、

国と地方に専用部署を設置する必要があると述べた。その上で、社会による監視が行える透明性のあるメカニズムの

構築、国と地方での年間数値目標の設定も必要だと語った。起業から2年間の免税案については更に検討すべきと

言明。借入利息に対する公的補助金の導入には賛意を示した。土地台帳価格による不動産の評価制度に関して

は、その導入前に締結された賃貸契約等にも適用されているとして、企業のコスト急増を避けるべく見直しを求めた。

同氏は企業に対する昨年度の税務調査等についても言及。特に不定期の査察に関してはその根拠を最高検察庁

が調べるべきと言明した。 

 
 

 プーチン大統領はクレムリンでギリシャのツィプリス首相と会談した。両首脳はガスパイプライン｢トルコストリーム｣敷

設事業へのギリシャの参加の可能性について協議(現在、ロシアはギリシャのガス需要量のおよそ3分の2を供給)。

プーチン氏は、ギリシャはパイプライン敷設国の1つになれば毎年数億ユーロの収益を得られると語った。また、そうし

たロシアの進める大型事業への参加で得る収益をギリシャは自国の債務返済に充てることもできるとの考えも示した。

一方、ツィプリス氏は、EUの対ロ制裁に従わざるを得ないギリシャはロシア側の対抗措置(EU産農産物の禁輸)で大き

な打撃を被っていると述べた(制裁前はギリシャが輸出する農産物の半分はロシア向けだった)。両国の昨年の貿易

取引高は前年比4割減の42億㌦となり、両首脳は事態改善に向け2015～16年における共同行動計画を採択した。 

 

 

 

 

 連邦統計庁によると、電化製品・家電の価格は年初から10％値上がりしていたが、3月にはルーブル相場の持ち直

しにより前月比0.9%増に留まり、テレビ・ラジオ機器に至っては0.6%減となった。市場関係者によると、輸入品のほか、

輸入部品が多く使われている国産品も同様に値下がりしている。ロシア消費者同盟のシェリシチャ議長によれば、1ヶ

月後には値下がりの傾向がさらに広まって消費意欲が高まる可能性がある。しかし、消費者は昨年末のルーブル暴

落時に慌てて買った予備の冷蔵庫やテレビやPCを持て余しており、インターネットでは損を出してでもこれを売ろうと

する掲示が溢れている状況なので、消費が大きく回復する見込みはないという。こうした中、経済発展省では、秋から

導入予定だったエコ納付金の徴収(本誌1080号参照)の実施を延期することを検討している。 

目次に戻る 

4月6日 「ロシア、BRICSの議長国に：IMFの改革や米国によるネット産業支配の打破が課題」 

4月9日 「プーチン大統領、ギリシャのツィプラス首相と会談：トルコストリーム等に関し協議」 

4月8日 「プーチン大統領、中小企業支援策について語る：GDP寄与度を引き上げよ」 

4月7日 「医療分野、民間資本の参入進む：強制医療保険を利用する医療機関に2000億㍔投資へ」 

4月10日 「ルーブル相場の持ち直しで家電の値上がりが止まる：ただし消費意欲は低調のまま」 

http://www.jsn.co.jp/member/2015/1080/w_top.html#j


ボストーク通信                       2015年（平成27年）4月13日 通巻1089号 

13 

ベドモスチ紙  

 《 ВЕДОМОСТИ》 

英Financial Times、米The Wall Street 

Journalと提携するロシアの有力経済紙。 

目次に戻る 

 

 

 

 

 ラニト、OCS Distribution、マルベル・ディストリブーツィヤなどIT製品の大手卸売業者約10社が、電子製品の輸入

手続きの透明化に関する宣言に署名した。アンダーバリューによる輸入で付加価値税と輸入関税の納税額を少なく

し、複雑な供給網を経由後、小売段階では本来の価格に基づいた値段で売る(本誌1082号参照)――こうしたグレー

スキームをなくすための宣言だ。署名しなかった企業は、署名企業及び反独占庁、さらには税関庁にマークされるこ

とになる。また、署名企業は、不正輸入対策をとるためにコンピュータ・情報技術企業連盟の倫理委員会に状況を報

告することもできる。一方、この宣言によるIT製品(特に中国製品)の高騰は起きないと市場関係者は見ている。グレー

スキーム利用時とは違って賄賂等が要らなくなるし、企業はマージンを縮小して対応するからだ。また、以前から合法

的な輸入をしてきた企業も多い。 

 
 

 ロシアでは今年第1四半期の歳出が4兆2500億㍔と歳入を8123億㍔上回り、予算が対GDP比4.9％の赤字となった

(昨年同期は歳入が歳出を1757億㍔上回り対GDP比1.1％の黒字)。専門家によれば、財政赤字の主因は国防部門

への多額の支出で、既に今年度分の4割を1～2月で費消。対外関係の緊張の高まりで、国防費の伸び率は年換算

で昨年の18％から25％に拡大しており、国防費が予算編成のリスク要因の1つとの指摘もある。連邦予算案では対

GDP比3.7％の赤字(年間)を想定しているが、油価が1バレル70㌦(現在は約55㌦)まで行けば赤字幅は1％まで縮小

し、75㌦になれば均衡予算になるとの試算もある。もっとも、石油・ガス収入の減少による歳入減はルーブル安により

相殺されており、予算がルーブル相場の変動に依存している今の状況は楽観視はできない。ルーブル高が進み、

1㌦40～45㍔になった場合、1バレル100㌦でなければ均衡予算にはならないとの予測もある(本誌1071号参照)。 

 

 

 

 

 ロシアでは、公的機関や大手企業の多くが大規模なリストラを敢行しているにもかかわらず、失業者数はさほど増え

ていない。リストラは段階的に行われるため、直ぐには統計に反映されなかったり、発表されたリストラ策が実施されて

いなかったりするためだ。中央に影響力のある知事や企業のトップが宣言する大幅なリストラ案は、国から予算を得る

ための方便の場合さえある(国は失業者対策として公共事業及び職業訓練用に計522億㍔を拠出予定)。解雇された

方も失業者としての登録を行わない場合が多い。ゴロデツ副首相によれば、ヤミ労働に従事する者は年初から5％増

加。人々は、少ない失業手当しか出さず、頻繁に社会保障制度を変える国を信頼しておらず、自力で何とかしようと

しているのだ。失業者がどうやって暮らしてるのかはよく分からないが、例えば、過去の例から判断して、解雇された

警官が犯罪に手を染めている可能性もある。 

 
 

 三菱自動車は年末までにロシアでの現地生産率を30％まで引き上げる予定だ(昨秋時点では17％)。三菱自動車

ロシアの高井社長によれば、日本の部品メーカーがカルガ州に進出し(サンクトペテルブルクの可能性もあり)、

｢PCMAルス｣(三菱自とプジョーシトロエンの合弁企業)へ部品を供給する予定。一方、プジョーシトロエンの方は、現

地生産率を現在の35％から50％まで引き上げる意向で、ルーブル安の今こそコスト削減を図るため、ロシアでのサプ

ライヤー探しを積極的に進めている。同社は合弁企業の株式を7割保有しており、3割保有の三菱自より負担するコス

トがかなり大きいという事情もあるようだ。また、三菱自は日本の親会社から有利な条件で部品を供給してもらう約束を

取り付けているので、焦って現地生産率を上げなくてもいいのではと推測する専門家もいる。ちなみに、三菱自のロ

シアにおける販売台数の55％は現地生産車が占めている。 

 

 

 

 

 映画監督のミハルコフ氏とコンチャロフスキー氏兄弟が、国産ファストフードチェーン｢家で食べよう｣の創設を計画、

輸入代替策として10億㍔の助成金を要請した模様だ。要請書を受領したプーチン大統領の命で、政府は既に検討

を開始した。政界では猫も杓子も輸入代替を唱え計画立案に余念がない中、ミハルコフ氏も自身のアイデアを売り込

むことにしたようだ。テレビで話題になるような派手な輸入代替策が必要な政権側も、有名人からの提案は歓迎すべ

きものだっただろう。だが、今回の案は輸入代替策とは言い難い。競争の激しいファストフード業界には国内企業も

多く、マクドナルドでさえ仕入の85％はロシア産であり、税金も納めていれば雇用も創出しているのだ。おまけに同案

には福祉施設の設立まで盛り込まれている。結局、同案も、国家元首にすり寄って国の金をせしめようとする試みに

過ぎない可能性がある。 

4月6日 「IT製品の卸売大手10社、輸入手続きの透明化宣言に署名：値上がりは起きない見込み」 

4月9日 「三菱自、年内にロシアでの現地生産率を30％に引き上げ：日本の部品メーカーが進出」 

4月8日 「大量リストラが発表されるも失業者数は増えず：国は信用されずヤミ労働市場が拡大」 

4月7日 「今年第1四半期はGDP比4.9％の赤字：主因は国防費の増加で今後も増える可能性」 

4月10日 「映画監督のミハルコフ氏、ファストフード事業を計画：輸入代替の補助金目当てか」 

http://www.jsn.co.jp/member/2015/1082/w_top.html#f
http://www.jsn.co.jp/member/2014/1071/shigen.html#a
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運 輸  

中国の飼料最大手、沿海地方の 

先進発展地区に農業施設の設立を計画 
 

 中国の畜産大手｢ヘフェン｣(Хэфэн；｢禾豊牧業｣と思わ

れる)が、沿海地方に設立予定の先進発展地区(TOR)｢ミ

ハイロフスキー｣で多機能複合農業施設の建設を計画し

ている。既に沿海地方当局とは合意済みだ。4月7日付

で沿海地方投資局が伝えた。 

 ヘフェン代表団は沿海地方を訪問。4月6日、同地方行

政府と投資局並びに沿海地方発展公社の代表らと会談

し、上記計画について発表した。 

 ロシア側は、沿海地方政府農業・食料局のボチカリョフ

局長がTOR｢ミハイロフスキー｣の開発状況(本誌1066号

参照)について説明。同TORの投資額は460億㍔超。総

面積は4000haになる見込みで、現段階ではチェルニゴ

フスキー、スパスキー、ミハイロフスキーの3地区が含まれ

ている(4月7日付コメルサント)。入居者も選定中で、必要

なインフラ設備は国が整備する。ネハエフ副知事によれ

ば、TORの設立に向けた準備作業は最終段階に来てお

り、4月26日にはトルトネフ極東連邦管区大統領全権代

表に計画の概要を報告するとのこと。 

 ネハエフ副知事は、設置に向け準備が進むウラジオス

トク自由港(本誌1087号参照)についても説明。税関手続

きの簡素化、税制優遇措置の適用(本誌1072号参照)に

加え、陸・海・空とさまざまなルートによる入国手続きの簡

素化についても検討中だと語った。また、外国人のビザ

なし滞在許可期間が7日間であることにも言及、投資環

境の整備が着々と進んでいることをアピールした。 

 ヘフェン側は、沿海地方へ革新的な技術をもたらした

いとして、帰国後に事業計画の策定を行うと伝えた。 

 ヘフェンは中国の飼料市場では最大のシェアを有して

おり、飼料の生産量も国内トップ。中国国内に70の工場

を有する。昨年の年間売上高は50億㌦。総生産量は210

万㌧超で、配合飼料30万㌧を販売した。(4／8) 

 

 

沿海地方で家電大手DNS傘下 

の生産物流拠点｢ヤンコフスキー｣が始動 
 

 4月7日、沿海地方ウラジオストク近郊のアルチョム都市

管区で、家電製造小売｢DNS｣が手掛ける大型生産物流

複合施設(PLC)｢ヤンコフスキー｣の開所式が行われた。

同日付でPrima Mediaが伝えた。 

 PLCヤンコフスキーは総面積27ha。敷地内には各種イ

ンフラが整備され、倉庫並びに生産施設(9万2000㎡超)

のほか、トラック及び普通車両356台分の駐車スペースを

備えている。立地はウラジオストク空港まで5km、ウラジオ

ストク港まで48km、ナホトカ港まで160km。事業総額はお

よそ20億㍔。 

 4段階の建設計画のうち、今回は第1フェーズが完了し

た段階で、約1万9000㎡分の倉庫(Bクラス)が完成した。

このうち9割が既に賃貸されている。今後、PLCでは建材

の生産や家電の組立等が行われる見込みだ。 

 沿海地方南部において、先進発展地区(TOR)｢ナジェ

ジジンスキー｣(本誌1081号参照)や｢ウラジオストク自由

港｣(本誌1087号参照)プロジェクトが実現されれば、同地

の物流需要は高まると予測され、ヤンコフスキーはその

需要に応えることが期待されている。 

 DNSグループのボグダネンコ・ビジネス発展部長は、こ

のヤンコフスキープロジェクトもTORナジェジジンスキー

極 東 ニ ュ ー ス  

食 品 
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中国側との会議の模様 ＝沿海地方政府 

｢ヤンコフスキー｣資料 ＝DNS DEVELOPMENT 

http://www.jsn.co.jp/member/2014/1066/keizai.html#f
http://www.jsn.co.jp/member/2015/1087/keizai.html#b
http://www.jsn.co.jp/member/2014/1072/keizai.html#b
http://www.jsn.co.jp/member/2015/1081/keizai.html#i
http://www.jsn.co.jp/member/2015/1087/keizai.html#b
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に含まれる可能性があると述べた。 

 DNSはPCの製造販売会社で、1998年にウラジオストク

に最初の小売店を開設。現在では家電全般を取り扱

い、国内350都市に約1000店舗を展開している。物流セ

ンターの建設計画は、2012年に開設したアルチョムのPC

組立工場の隣接地を買い上げ、試験的なデベロッパー

事業としてスタートした(当初、用地面積は18ha、2014年

末に完成予定と報じられていた。なお、近隣には現代重

工業の工場もある；本誌1021号参照)。2013年4月には、

デベロッパー業務を行う別法人として、有限責任会社

｢VLパルク｣が設立され、ボグダネンコ氏が代表取締役に

就任した(2014年2月6日Retailer.ru)。 

 ちなみに｢ヤンコフスキー｣とは、19世紀後半～20世紀

初頭にかけて同地の発展に大きな功績を果たしたと言

われる実業家一家の姓にちなんで名づけられた。(4／7) 

 

 

極東発展省と吉林省が 

琿春～ウラジオ間の輸送回廊について協議 
 

 4月7日、シェレイキン極東発展省次官と谷春立・吉林

省副省長がウラジオストク～琿春間の高速鉄道建設に

ついて協議した。4月8日付でPrima Mediaが伝えた。 

 ウラジオストク～琿春間の距離は約180kmだが、自動

車では5時間以上かかる。琿春には200人以上の在留ロ

シア人がおり、毎日最大で1000人のロシア人観光客が

訪れている。 

 中国側は、72時間以内のビザなし滞在制度の観光ポ

テンシャルを活かすために、長春～ウラジオストク間、長

春～ハバロフスク間に直行航空便の開設を提案した。 

 その他、スマ・グループが主導する投資プロジェクト｢大

ザルビノ港｣の建設についても協議された。2014年5月の

プーチン大統領訪中時に、スマ・グループと吉林省政府

が提携合意書を締結している(本誌1045号、1072号参

照)。年間処理能力6000万㌧の総合港湾施設が、中国

国境までわずか18kmの沿海地方トロイツァ湾に建設され

る計画で、第1期は2018年に始動する予定。シェレイキン

次官によれば、同プロジェクトでは、琿春とザルビノ及び

その他の港を結ぶ陸上道路の整備や、琿春～ザルビノ

～ウラジオストク間高速自動車道路の建設が行われる。

また現在準備中のウラジオストク自由港(本誌1087号参

照)にザルビノを含めることも検討されている。 

 また、中国側によれば、今年5月に吉林省のビジネス代

表団がロシア極東地域を訪問する予定である。(4／8) 

 

 

ロシア側は手つかずのアムール川横断橋：

極東発展基金とロシア直接投資基金が対立 
 

 ユダヤ自治州ニジネレニンスコエ～中国黒竜江省同江

を結ぶアムール川横断橋の建設は、ロシア側ではいまだ

に着工できていない。建設プロジェクトへの参加を表明

している極東発展基金とロシア直接投資基金(RDIF)の

間で、融資の枠組みが決まっていないためだ。4月6日付

でEastRussia.ruが伝えた。 

 極東発展基金の広報部がEastRussia.ruに伝えたところ

によれば、現在、このアムール川横断橋建設プロジェクト

に直接参加しているのは有限責任会社｢ルビコン｣であ

り、プロジェクト実施の責任は同社の親会社であるRDIF

が負っているという。 

 ルビコンはこのプロジェクトのために設立された事業会

社で、昨年11月にタス通信が報じたところによれば、ロ中

投資基金(RDIFと中国投資有限責任公司が共同で設立

した政府系ファンド)により1億7400万㍔で買い取られた

(本誌997号、1055号に関連記事)。 

 一方、RDIF側は、ロ中間の政府間合意に基づき、この

アムール川横断橋建設プロジェクトは、両国の地域及び

連邦レベルの権力機関が責任を持って実施することに

なっており、2013年に同プロジェクトに加わった極東発展

基金についても同様に責任があると述べた。また、RDIF

はロシア連邦運輸省の要請によりロシア側の共同出資

者として同プロジェクトに参加することになったのであり、

極東発展基金側が資金供与も含め自身の責任を果たす

のであれば、同プロジェクトへの参加を継続する用意が

あるとの意向を表明した。  

 レビンタリ・ユダヤ自治州知事代行は、このプロジェクト

への融資の枠組みについて両基金が合意に至ることが

不可欠であり、橋の建設は雇用と税収を生み出し、将来

的にはロ中間の貿易活性化にもつながるとして、メド

ベージェフ首相に指揮をとるよう願い出た。(4／7) 

 

 

メドベージェフ首相が 

極東企業の救済策を検討 
 

 4月4日、メドベージェフ首相の下、極東開発に関する

会議がハバロフスクで開かれ、経済安定化政策につい

て協議が行われた。シルアノフ財務相、トルトネフ副首相

兼極東連邦管区大統領全権代表、ガルシカ極東発展相

経 済 

運 輸 

｢ヤンコフスキー｣資料 ＝DNS DEVELOPMENT 

 

運 輸 

http://www.jsn.co.jp/member/2013/1021/keizai.html#a
http://www.jsn.co.jp/member/2014/1045/keizai.html#a10
http://www.jsn.co.jp/member/2014/1072/unyu.html#a
http://www.jsn.co.jp/member/2015/1087/keizai.html#b
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及び極東連邦管区内の全首長らが出席し、同地域の経

済に影響のある大手企業の救済策などが話し合われ

た。4月7日付でコメルサント紙が伝えた。 
 

▼東部エネルギーシステム 

 ガルシカ極東発展相はまず、極東の各地域がそれぞ

れに経済危機対策を講じており、連邦管区全体で289

億㍔のコスト削減に成功したと述べた。しかし、｢東部エ

ネルギーシステム｣(ルスギドロ傘下)の債務問題が未解

決だと述べた。 

 現在、東部エネルギーシステムは830億㍔の負債を抱

えており、昨年の純損失は約22億㍔、売掛金は231億㍔

だった。このままでは電気料金5.4％、熱3.4％の値上げ

が避けられなくなるので、国営銀行からの支援が必要だ

とガルシカ氏は主張した。 

 しかし、この呼び掛けに対して出席者からの反応はな

く、出席していた対外経済銀行のワシリエフ副頭取からも

発言はなかった。 
 

▼ゲオテルム 

 続いてイリュヒン・カムチャツカ地方知事は、公開型株

式会社｢ゲオテルム｣(ルスギドロ傘下)のドル建ての債務

額をルーブル建てに変更し、変更は1㌦／33.4㍔のレー

トに基づき行うことを提案した。 

 1998年、ゲオテルムは地熱発電所建設資金として欧州

復興開発銀行(EBRD)から1億㌦の融資を受けた。この

際、カムチャツカ地方行政府が保証人となり、EBRDへの

返済義務は財務省が負うことになった。2005年にゲオテ

ルムの債務に対しリスケが行われ、2035年までのローン

として地方予算に組み込まれた。一方、昨年のルーブル

下落によりゲオテルムの業績は悪化し、昨年の売上8億

6450万㍔に対し、純損失は20億㍔超となり、長期借入債

務額は昨年末時点で58億㍔に達した。 

 イリュヒン知事は、地方行政府は保証人を降り、債務を

ゲオテルムまたはルスギドロの株式として国に買い取ら

せることを提案したが、地方行政府は保証人ではなく債

務者であるとしてシルアノフ財務相はこれに反対した。こ

の意見の対立をみてメドベージェフ首相が割って入り、

議論を止めた。 
 

 ▼メチェル  

 サハ共和国(ヤクーチア)のボリソフ首長は政府に対し、

64億4000万㌦(今年1月時点)の負債を抱えている鉄鋼

大手メチェルのリスケを支援するよう求めた。同共和国で

は、メチェル傘下の｢ヤクートウーゴリ｣がエリガ炭田の開

発を手掛けている。同炭田の開発の行く末はメチェルの

今後にかかっており、同共和国にとって重大な関心事だ

とボリソフ氏は述べた。 

 これに対して、トルトネフ極東連邦管区大統領全権代

表は、経済状況が好転しない限り資金援助は難しいと述

べた。また、債権者らが裁判を行いそうな状況にある企

業に予算から資金を拠出するのは無理だとして、1か月

半で債権者らとの債務問題を整理する必要があるとし

た。ガルシカ極東発展相は、ルーブル相場は回復しつ

つあり、メチェルは経営状態を改善できる可能性があると

の考えを示した。(4／7) 

 

 

沿海地方と米GEが 

インフラ開発と医療分野で協力 
 

 4月10日、ミクルシェフスキー沿海地方知事とGEロシ

ア・CISのポレット社長は、極東開発に関してインフラ整

備の面で協力を拡大していくことで合意した。同日付で

沿海地方政府が伝えた。 

 ミクルシェフスキー知事は、沿海地方では当初、5つの

先進発展地区(TOR)が設立される予定だった(本誌1065

号参照)と述べた。しかし、ナジェジジンスキー地区(生産

物流拠点；1081号参照)、ハサン地区(｢大ザルビノ港｣計

画)、ミハイロフスキー地区(ルスアグロによる農業団地)、

パルチザンスキー地区(石油化学クラスタ)、ルースキー

島(エンジニアリングセンター)の5つに加え、6つめとして

元閉鎖都市のボリショイ・カメニ(ズベズダ造船所;1069号

参照)がTOR候補として追加された。 

 また、プーチン大統領が提案する｢自由港｣制度が今年

の春期国会で採択され、年内に発効する見込みだという

(本誌1087号参照)。 

 ポレット氏は、沿海地方との協力の重要性を指摘し、イ

ンフラ分野において同地方の発展を助けることができる

のは喜ばしいことだと述べた。 

 ミクルシェフスキー知事とポレット氏は、沿海地方の社

会インフラ及び工業インフラの発展における協力に関す

るプロトコルに署名した。プロトコルでは、同地方で需要

が高まりつつあるコージェネシステムや、風力発電などの

小規模発電用のシステム、ディーゼル発電機器の近代

化やメンテナンスなども協力分野として含まれている。ま

た、同地方では医療分野でGE製の診断装置も採用され

ており、同社が医療センターに参加することも見込まれて

いる。(4／10) 

経 済 

 署名するポレット氏(左)とミクルシェフスキー知事(右) ＝沿海地方政府 
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ルーブルの対米ドル・日本円レート

日本円(100円)

米ドル(1ドル)

目次に戻る 

51.0678 RUB/＄ 

42.4345 RUB/100円  

出所：ロシア中銀 

政策金利：8.25％ (2012/9/14～) 

出所：ロシア中銀 

 

  
実質GDP成長率 

(前年比、％) 

消費者物価指数 

(年末年末対比、％) 

完全失業率 

(％) 

経常収支 

(10億ドル) 

2007年 8.5  11.9 6.1  72.2 

2008年 5.2  13.3 6.3  103.9  

2009年 -7.8  8.8 8.4  50.4  

2010年 4.0  8.8  7.5  67.5  

2011年 4.3 6.1 6.6 97.3 

2012年 3.4   6.6  5.5 71.3 

2013年 1.3 6.5 5.5 34.1 

2014年 0.6 11.4 5.2 56.7 

2015年 

予算値(前年末策定) -  5.5  - - 

最新公表値 - (1-3月) 7.4 (2月) 5.8 - 

最新見込み値 * -3.0 * 12～12.4 - * 56 

(出所) 連邦統計庁 ロシア中銀 

*経済発展省予測(2月16日付)。 

 

ロシアの主要経済データ 
主要政策金利 

期間 % (年率) 

2015/3/16～ 14.0 

2015/2/2～2015/3/12 15.0 

2014/12/16～2015/2/1 17.0 

2014/12/12～12/15 10.5 

2014/11/5～12/11 9.5 

2014/7/28～11/4 8.0 

2014/4/28～7/27 7.5 

2014/3/3～4/27 8.00  

2013/9/16～2014/3/2 8.25  

出所：ロシア中銀 

経 済  

ダリキン氏の｢極東発展コーポレーション｣、

米国在住の経済学者がサポート 
 

 4月7日にモスクワで｢極東発展コーポレーション｣(ПАО 

Корпорация развития Дальнего Востока)の有識者

会議が開催されたようだ。ダリキン沿海地方前知事が今

年1月に設立したこの会社は、政界復帰を目指すと見ら

れる同氏の活動拠点であり、会議には沿海地方から名

の知れた学者らが参加した。4月7日付でゾロトイ・ログ紙

が伝えた。 

 消息筋によると、同会議の長はロシア科学アカデミーの

外国人会員であるクビント経済学博士(政治経済学の教

授)。同氏は1990年から米国で暮らしているが、2013～14

年にはロシア連邦地域発展省の参与会メンバーになっ

ていた。ちなみに、同省の副大臣は、2012年から省が廃

止される2014年までダリキン氏が務めていた(本誌1082

号参照)。 

 なお、ダリキン氏は、その夫人が少数株主となっている

｢プリモーリエ｣銀行の取締役に就任するかもしれない。

また、ダリキン氏の知事時代に副知事を務め、後に地域

発展省の顧問となったノリン氏がダリキン氏の今後のビジ

ネス活動に協力する可能性もあると見られる。(4／7)  
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