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鉄道は減速、航空機は加速 

 
 ロシアでは石炭や鉄鉱石等の資源を運ぶ鉄道貨車の

老朽化率が高いことを背景に、2011年に鉄道貨車不足

が問題となった。こうした中、2012年には三井物産がロシ

ア企業と合弁の鉄道貨車リース会社を立ち上げる動きも

あった(本誌930号に関連記事)。 

 鉄道貨車の多くはリースで使用されており、鉄道関連

機器はロシアのリース市場の約半分を占める最大品目と

なっている。しかし、ロシアの景気回復が減速し、経済の

先行きが不透明となる中、鉄道輸送量が減少に転じた。

鉄道貨車は供給過剰となり、賃貸料は下落、リースの新

規成約は昨年から縮小し始めた。リース市場全体も、今

年はリーマンショック後初めて前年値を割り込む可能性

が出てきた。 

 他方、航空機リースは昨年から大きく伸び、今年上半

期の新規成約額では鉄道関連機器に次ぐ20％までシェ

アを拡大した。これは、昨年初めに発効した政府決議第

1212号により、航空機のリースに国が補助金を拠出する

プログラムがスタートしたことが大きい。特に、地方の航

空会社が老朽化した機体を更新するためにこのプログラ

ムを利用した。昨年は合計26機がプログラムの枠内で購

入され、用意した連邦予算15億ルーブルのうち9億3400

万ルーブルが消化された。今年は支援の適用条件が緩

 リーマンショック後の景気回復の中、だぶつく資金の運用先としてロシアではリース産業が大きく伸びた。しか

しその拡大も昨年から鈍化しており、市場は小売やオペレーティング・リースなどのより成熟したサービスを開拓

しつつある。最近のリース市場の動向について、9月23日付Expert Online及び10月2日付コメルサント紙を中心

にまとめた。 

ロシアのリース市場：航空機から自動車まで 金融金融金融   

ト ッ プ ニ ュ ー ス  

目次に戻る 

リース市場(新規成約)の品目別構成比  (%；金額ベース) 

品目 2013年上半期 
成約金額500万ルー

ブル以下の案件 
2012年上半期 増減(％) 

ポートフォリオに占める割合

(2013年7月1日時点) 

鉄道関連機器 34.0 - 55.2 -48.6 48.3 

航空関連機器 19.8 - 2.0 727.6 18.4 

貨物自動車 * 11.8 5.4 8.1 21.3 5.8 

乗用車 9.2 8.0 6.6 16.5 4.0 

建機 5.1 0.9 4.1 3.4 3.1 

農機 ** 3.5 0.2 3.1 -5.8 1.7 

道路建機 2.5 0.5 2.9 -28.2 1.9 

石油採掘・加工機器 2.1 - 1.5 18.2 2.2 

バス 1.4 0.4 1.5 -22.8 0.9 

機械製造・金属加工機器 1.3 0.2 1.3 -14.1 1.2 

地下資源(石油・ガス以外)採掘機器 1.1 n/a 1.2 -22.2 0.9 

フォークリフト及び倉庫作業用機器 1.0 n/a 0.5 62.3 0.5 

その他の機器 7.2 n/a 12.0 — — 

* …｢スカニア・リージング｣及び｢ボルボ・ファイナンス・サービス・ボストーク｣を含まない。** …｢ロスアグロリージング｣を含む。 

出所：格付け会社エクスペルト(10月2日付コメルサント紙) 

ロシアのリース市場の規模 (10億ルーブル) 
  2009 2010 2011 2012 * 2013 

新規成約額 315 725 1300 1320 ** 1400／1190 

平均成約金額(100万ルーブル) 8.1 10.6 12.1 9.2 — 

リースによる売上 320 350 540 560 660 

リース会社のポートフォリオ 960 1180 1860 2530 ** 3100／2800 

* 予測。 

** 楽観的／悲観的 

出所：9月23日付Expert Online 

 

http://www.jsn.co.jp/member/2012/930/unyu.htm#a
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和され、スホイ・スーパージェット100なども対象となること

もあり、プログラムの枠内で購入される機体は40機まで増

える可能性がある。航空機は高価な商品なので、資金力

のある大手銀行しかリースサービスを提供できないが、こ

うした大手銀行では現在資金がだぶついているため、航

空機リースはうってつけのビジネスなのだという。 

 結果として、地方レベルで航空券の購入補助プログラ

ムを実施している沿ボルガ連邦管区では、管区内路線

の利用客数がこれまでの年間3万人から今年は15～17

万人まで伸びると予測されている。こういった地方は航空

機需要の掘り起こしに成功しており、既に小型機の不足

が指摘されているところもある。また、ソ連崩壊後に廃止

された路線が復活する動きもあるという。 

 そのほか、停滞気味の鉄道とは対照的に貨物自動車

は伸びている。 

 

目次に戻る 

リースを利用する企業数の推移 
  2010.1-9 2011.1-9 2012.1-9 2013.1-9 

新規成約案件の平均金額 (100万ルーブル) 10.6 12.1 9.2 8.5 

リースを受けている顧客数 (千社) 50 54 67 95 

リースを受けている顧客数(VEBリージングを除く) (千社) 50 54 60 81 

出所：格付け会社エクスペルト(10月2日付コメルサント紙) 

ロシアの大手リース会社  (新規契約額順；2013年上半期、7月1日時点、100万ルーブル) 

順位 会社名 新規契約額 
うち、オペレー

ティング・リース 
ポートフォリオ 順位(ポートフォリオ) 

1 VEBリージング 96,418 n/a 587,099 1 

2 ズベルバンク・リージング 80,659 24,628 233,702 3 

3 トランスフィンM 60,067 18,709 157,305 4 

4 VTBリージング 33,375 0 354,667 2 

5 Europlan 27,548 n/a 43,834 10 

6 ガスプロムバンク・リージング 21,917 0 81,034 7 

7 国家運輸リース会社 21,226 0 101,164 6 

8 アルファ・リージング 19,795 0 71,548 8 

9 ガステフリージング 13,497 0 111,473 5 

10 バルチースキー・リージング 13,355 0 26,027 14 

11 Carcadeリージング 12,684 0 19,346 16 

12 シーメンス・ファイナンス 11,274 0 n/a n/a 

13 Brunswick Rail 8,608 8,608 27,499 13 

14 レソ・リージング 7,216 0 12,579 23 

15 リース会社｢ウラルシブ｣ 6,650 10 32,347 11 

16 エレメント・リージング 6,390 0 10,128 26 

17 カマズ・リージング 6,299 3,204 5,721 38 

18 システマ・リージング24 5,511 0 8,932 29 

19 インテルリージング 5,474 0 13,832 21 

20 ストウン21 5,333 0 8,944 28 

21 ユグラ・リージング 5,115 233 9,724 27 

22 ライファイゼン・リージング 4,805 0 16,035 18 

23 МТЕファイナンス 3,977 0 25,951 15 

24 ユニクレジット・リージング及びロカト・リージング・ロシア 3,697 n/a 14,821 20 

25 総合リース会社 3,010 0 7,050 32 

26 レール1520 2,540 2,540 15,142 19 

27 インダストリアル・リージング 2,519 0 5,598 39 

28 ロシア・リース会社 2,357 0 4,780 43 

29 シベリア・リース会社 2,347 146 12,011 24 

30 ウラルリージング 2,270 0 3,644 51 

31 北ベネツィア 2,197 15 11,120 25 

32 バルトインベスト 2,122 50 5,938 36 

33 VWグループ・ファイナンス 2,097 n/a 4,046 48 

34 Utairリージング 2,062 0 4,673 44 

35 沿ボルガ・リース会社 2,007 n/a 5,374 40 

出所：9月23日付Expert Online 
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食 品 

大型事業待ちの道路建機 

 
 道路建機市場では、APECサミットとソチ五輪の開催準

備に伴う特需が2011～12年に終わった。これに合わせて

導入された大量の建機が当面は使用されるため、しばら

く伸びは期待できない。道路建機の販売額は、2011年

には前年比90％増、2012年には同18％増だったが、今

年上半期は同7％まで鈍化した。 

 とはいえ、極東の洪水に伴う復興需要、来年から作業

が始まるレナ川横断橋建設(本誌991号、1007号に関連

記事)などが特需につながる可能性がある。 

 

自動車で小口のリースが増加： 

スピード決裁が浸透 

 
 リースには、期間終了後に機器が利用者に引き渡され

る｢ファイナンス・リース｣と、リース会社に返却される｢オペ

レーティング・リース｣の2種類がある。前者は商品の分割

払い購入に、後者はレンタルに近い。オペレーティング・

リースは機器のメンテナンスをリース会社が行うので、専

門スタッフや技術が必要であり、単位あたりのリース料は

高い。また、引取り後に再販売できる市場も必要である。 

 先進国では、リースの40％以上がオペレーティング・

リースである国もあるが、ロシアにはこれまでノウハウや条

件がそろっていなかったため、同リースの割合は10％程

度(2013年上半期)と見られている(ちなみに、上述の三井

物産の事業はオペレーティング・リース)。リース期間が終

わっても機器が自分のものにならないことが、ロシア人に

は心理的に受け入れられなかったこともあるという。 

 しかし、最近4年間でリースの顧客数は5万から9万5000

へと2倍近くに増加しており、リース会社の競合が次第に

激しくなっている。特に国営系のVEBリージングは積極

的に展開しており、全国に100以上の支店を開設し、顧

客数を2年間で1万4000社まで伸ばした。こうした中、オ

ペレーティング・リースを始める企業も増えており、500万

ルーブル以下に収まる乗用車のリースサービスが、資金

力の弱い中小企業や個人事業主らに利用され始めてい

る(500万ルーブル以下の案件の79％は自動車とされ

る)。専門家によれば、リース用の自動車販売台数は年

間7万5000台程度と現在は少ないが、伸びていく可能性

はある。 

 こうした小口の案件を迅速・大量に処理して売上を積

み上げるリース会社も伸びており、そうした企業のスピー

ド決済方式は｢リース工場｣と呼ばれている。｢リース工場｣

の場合、リース会社は顧客のビジネスを詳細に分析した

りはせず、信用調査機関が作成するクレジットスコア等を

基に判断する。クレジットスコアによる審査はリーマン

ショック前にも盛んに行われていたが、精度が低かったこ

ともあり下火になっていたものが最近復活したという。市

場関係者らは、航空機等の散発的な高額案件よりは、低

価格でも安定的に売上が増える方が健全だとして、この

ような動きを歓迎している。 

 

 ロシアでは産業の様々な分野で設備更新の需要があ

り、資金力の弱い企業が多い中、リースのような金融

サービスの伸びしろは極めて大きい。比較的低価格の

機器へと利用が広がる流れが、ロシア企業の資金繰りを

改善することも期待できる。 

 

ロシア通商代表部が日本の官民と極東 

農業の発展に関する意見交換会を開催 
 

 10月1日、東京で在日ロシア連邦通商代表部主催によ

る｢ロシア極東の農業及び食品生産・加工経済特区に関

する意見交換会｣が開催された。本誌記者が取材した。 

 農業分野での日ロ経済協力への注力に関しては、今

年4月の安倍首相訪ロの際に言及された。また、5月には

ロシアの農業代表団が来日し、日本の農林水産省や民

間企業と会談し、農業企業の視察を行った(本誌994号、

995号に関連記事)。具体的な案件としては、今年の夏か

ら、北海道銀行主導によりアムール州で食物栽培(ソバ、

大豆、トウモロコシ)が始まったことが注目されている。 

 今回の意見交換会は、日ロ貿易投資促進機構の拡大

会議として開催されたもの。ロシア側からは通商代表部と

在日ロシア大使館の代表者が出席し、日本側からは官

公庁(外務省、農林水産省、経済産業省、新潟市)、経済

団体(一般社団法人ロシアNIS貿易会、ジェトロ、経団

連)、民間企業の代表者を含む約40の企業・団体が参加

した。 

 エゴロフ在日ロシア通商代表部首席代表は冒頭で、ロ

シアは極東農業の振興のために特別経済区創設を検討

していることを明らかにし、日本側に意見を求めた。ロシ

アは2011年に特別経済区の創設に関する規則を修正

し、新たに農業も対象に加えた。 

 これに対し日本側からは、｢ロシア極東では天候任せの

“ほったらかし農業”が根強いので、生産者の意識改革

が必要だ｣、｢現段階では利益の出る投資事業の立ち上

げは難しいと認識している｣、｢大連や天津には年間処理

能力200～300万㌧級の大豆搾油工場が林立している

が、それに対して極東のメリットが何であるのかが見えに

くい｣といった厳しい意見や、｢極東農業に企業を引きつ

けるためには、極東全域の農産物の鉄道輸送料を全額

補助するくらいの大胆な優遇策が必要だ｣といった提案

が出された。 

 特に鉄道輸送料の高さが問題であり、沿海地方のハン

カ湖付近で収穫された作物を約200km離れたウラジオス

目次に戻る 

http://www.jsn.co.jp/member/2013/991/unyu.html#b
http://www.jsn.co.jp/member/2013/1007/w_top.html#s
http://www.jsn.co.jp/member/2013/994/seiji.html#a
http://www.jsn.co.jp/member/2013/995/syokuhin.html#a
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トク港に輸送する場合の運賃は、米国やカナダで同様に

運ぶ場合の3～10倍になるという。価格競争力を技術で

補うにしても限度があるため、特区を創設するなら輸送

料の補助が欠かせないとのこと。 

 食品加工と地産地消の振興に関しては、日本側から

は、農薬の使用を抑えた野菜を冬場も安定供給できる植

物工場の提案が出た。また、北海道銀行がアムール州

での取り組みについて、新潟市が沿海地方の遊休農地

活用に向けた取り組みについて(今年6月以降、継続的

に現地視察を実施しており、日本の民間業者を募って最

大3000haほどの耕作を検討する)、それぞれ紹介した。

日本側からは、投資を呼ぶためには成功事例が必要で

あり、ロシア側がこうした取り組みを手厚く支援することが

望ましいとの指摘があった。 

 以上の通り問題点も指摘されたが、会場は満席で、日

本側の関心の高さがうかがわれた。エゴロフ首席代表

は、日本側の率直な意見を歓迎し、極東農業振興策が

中途半端なものに終わらないよう、十分な調査を行って

事業実現を目指すと述べ、日本との今後の協力に期待

を示した。(10／1) 

 

 

住友商事が高純度石英製造事業に出資 
 

 住友商事がロシアの高純度石英生産・販売会社｢ロシ

アン・クオーツ｣(ウラル連邦管区チェリャビンスク州)の株

式28.69％を取得したことを明らかにした。10月4日付で

同社プレスリリースが伝えた。 

 高純度石英は半導体や太陽電池産業で使用される原

料で、ロシアン・クオーツの鉱山は世界トップクラスの品

質と埋蔵量を持つとされる。 

 同社は、チェリャビンスク州の石英生産・販売会社

｢KGOK｣(クィシトゥムスキー鉱山選鉱コンビナート)を母

体に、国営ロスナノが参画して2011年に設立された、高

純度石英の生産・販売のための事業会社。昨年、年産

6000㌧の粉砕工場を完成させ、今年4月には精製工場

の第1段階(年産3000㌧)を始動させた。 

 KGOKは1966年から石英を生産していたが、海外へ定

期的な販売を始めたのは2006年から。今回、持ち株を住

友商事に売却したのはロスナノで、売却後の出資比率は

KGOKが 41.78％、ロスナノが 28.69％、住友商事が

28.69％、KVARTZVIKが0.85％。ロスナノの代表者は、

｢ロスナノの出資事業の持株を大手戦略投資家が買い取

るのは、実質的にこれが初めてだ。住友商事の経験と

ファイナンス及びマーケティング力を活かして、事業の発

展を加速させることができる｣と述べた(10月4日付ロスナ

ノ社プレスリリース)。(10／4) 

 

 

 

帝人がモスクワに現地法人を設立： 

高機能素材の販売を強化 
 

 10月1日、帝人がモスクワに現地法人｢帝人ロシア｣を設

立した。同社広報担当が本誌編集部に伝えた。 

 帝人ロシアは、帝人の欧州グループ会社の子会社で

(Teijin Holdings Netherlands B.V.が75％、Teijin Aramid 

B.V.が25％を所有)、資本金は1400万ルーブル(9月30日

付帝人プレスリリース)。 

 帝人は2006年にモスクワに駐在員事務所を開設し、ロ

シア・CIS地域の市場調査や事業開拓を行ってきた。ロ

シアではアラミド繊維や炭素繊維といった高機能素材が

主な商材であり、航空宇宙や産業用繊維の分野で使用

されている。今後は特に、航空宇宙産業の強化や自動

車産業の拡大に伴う需要の増加が期待され、現地法人

を通じて需要の取り込みを加速させる意向。(10／4) 

 

 

北海道のビニールハウスメーカー、 

極東農業協力を推進 
 

 農業用ビニールパイプハウスの加工・販売を手掛ける

越浦パイプ株式会社(札幌市)が、ロシア極東での農業

協力に向けた取り組みを進めている。10月2日付で同社

が本誌編集部に伝えた。 

 9月26日、同社の越浦政俊代表らがユジノサハリンスク

を訪れ、市内のテプリチヌィ国営農場を訪問し、ボリソフ・

サハリン州農業・貿易・食料相と会談した。 

 州政府側は北海道の農業技術に高い関心を持ってお

り、双方の協力関係を前進させることで合意した。今後の

予定として、同社は12月にユジノサハリンスク近郊の農

家を対象とした栽培ハウスの説明会の開催を検討してお

り、順調に進めば来春にも同地にモデルハウスを新設す

る予定。同社が培ってきた北海道での農業データを活

用して、今後のビジネスに繋げていきたいとしている。 

 同社は今年7月末には北海道銀行のミッション「極東ロ

シア農業視察」に参加し、ハバロフスク、ブラゴベシチェ

ンスクの視察に訪れた。また、サハリン州内の民間企業

から農業用栽培ハウス新設のオファーを受けた。これは

双方の希望する竣工時期が折り合わず成約に至らな

かったものの、同州での今後のビジネスの可能性を検討

すべく、今回の訪問が行われた。 

 同社は道内のビニールパイプハウスのシェア6割を占

め、花やイチゴなど野菜全般の栽培に用いられている(9

月27日付Sakhakin Media)。(10／2) 

 

経 済 

経 済 

経 済 

目次に戻る 



ボストーク通信                       2013年（平成25年）10月7日 通巻1014号 

6 

経 済 

運 輸  

チェリャビンスク州に国際物流ターミナル 

を建設：ロシア、中国、カザフスタンが協力 
 

 ロシア、中国、カザフスタンの協力により、チェリャビン

スク市(ウラル連邦管区チェリャビンスク州)郊外に国際物

流ターミナルが建設される。9月25日、チェリャビンスク州

政府および新疆ウイグル自治区(中国)の関係者列席の

もと、物流ターミナルの定礎式が行われた。同日付で

チェリャビンスク州政府がプレスリリースで伝えた。 

 国際物流ターミナル｢ユジノウラリスキー｣は、チェリャビ

ンスク市から南へ76kmのウベリスキー地区に建設され

る。同地区は、鉄道と連邦道路M36(チェリャビンスクとカ

ザフスタンを結ぶ)の間に位置する交通の要衝。ターミナ

ル建設の第1段階の投資額は約1億2000万ユーロで、敷

地面積40万㎡のAクラスの倉庫、貨物の一時保管施設を

備えた税関、ブロックトレインに対応した最新の鉄道コン

テナターミナル(41ha)を建設するほか、ターミナルの3分

の1を工業団地にする計画もある。入居企業の候補とし

て、現時点では大手家電メーカーのハイアールが取り沙

汰されている(同社は生産地としてスベルドロフスク州を

検討しているとの情報もある；本誌934号に関連記事)。 

 ｢ユジノウラリスキー｣は2014年に始動し、2018年にフル

稼働に移行する予定で、処理能力は1日あたりコンテナ

400本、年間250万㌧で、将来的には500万㌧まで拡大

する可能性もある。 

 チェリャビンスク州南部に国際物流ターミナルを建設す

る最大の目的は、中国からの貨物の輸送距離・日数の

短縮である。現在、中国から同州への貨物は、海上輸送

(輸送距離2万7000km、輸送日数53日)か、シベリア鉄道

経由(輸送距離1万2000km、輸送日数36日)のいずれか

のルートで輸送されているが、カザフスタンを経由すれ

ば、輸送距離は3100km、輸送日数は10日に短縮でき、

また、｢ユジノウラリスキー｣からモスクワまでの輸送日数

はわずか2日間とされている(9月19日付RBC Daily)。 

 カザフスタンもこの計画に賛同しており、9月には、チェ

リャビンスク州政府、国営カザフスタン鉄道及び｢ロジッ

ク・ランド｣(ユジノウラリスキーの投資会社)との間で、ユジ

ノウラリスキー事業に対し、カザフスタン鉄道が包括的な

支援を行う方向で合意に至った。カザフスタン側は、貨

物が同国内を通過する際の無申告通関や、ターミナル

でのコンテナ積替のスピードアップを約束した(10月2日

付ロシイスカヤ・ガゼータ紙)。 

 物流ターミナルのないチェリャビンスク州は、ロジスティ

クス面においてこれまで不利な立場に置かれていた。同

州では、これまで各企業が自己負担で倉庫を建設してき

たが、ユジノウラリスキーが完成すれば、同州が提供する

ロジスティクスサービスの質が上がると州政府は期待して

いる。(10／2) 

 

 

デンマークの熱交換器メーカーが 

ニジェゴロド州に工場を建設 
  

 デンマークの大手熱交換器メーカー｢ダンフォス｣が、ニ

ジェゴロド州ジェルジンスク市(沿ボルガ連邦管区)の工

業団地内に工場を建設し、平板式熱交換器を生産す

る。10月1日付で同社ロシア法人のプレスリリースが伝え

た。 

 これはダンフォスがニジェゴロド州及びジェルジンスク

市と、工場建設に関する合意書を締結したもの。ジェル

ジンスク市には、既にダンフォスの子会社である非公開

型株式会社｢リダン｣の生産ラインがあり、これを増設する

かたちで新たに工場を建設する。新工場は2016年に始

動する予定で、投資額は最大で10億ルーブル。年間生

産能力の合計は現在の1万4000台から3万台に拡大され

る。素材や部品の多くは、ロシア国内のメーカーから調

達するという。 

 同社のロシア進出は1993年。2007年にはモスクワ州で

セントラル・ヒーティング用の自動調節機器とバルブの生

産工場を稼働、また、ジェルジンスク市の熱交換器メー

カー｢リダン｣を買収した。リダン内に新工場を建設する計

画は2009年に発表されていたが、リーマンショックにより

凍結されていた。 

 建設予定の工場で生産される平板型熱交換器は、住

連 邦 ニ ュ ー ス   

目次に戻る 
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宅・ビルの温水・暖房システム(セントラル・ヒーティングシ

ステム)での使用を想定しており、価格は1台あたり250

ユーロ～。主に建設業者や住宅公共サービス事業者に

納入するほか、カザフスタンやベラルーシへの輸出も視

野に入れている。 

 ロシアのセントラル・ヒーティングシステムは老朽化が著

しく、エネルギーの30％が供給過程でロスするほか、

38％は消費者が無駄遣いしているとされる。ダンフォス・

ロシアのシャピロ代表取締役によれば、同社の熱交換器

を設置することで、エネルギー消費量を国家プログラム

｢2020年までの省エネ及びエネルギー効率の向上｣で設

定されているレベルまで引き下げることが可能になるとい

う。また、シャンツェフ・ニジェゴロド州知事は、｢熱供給シ

ステムの老朽化はロシアでは深刻な問題で、我々は先

進国の経験から学んでいくべきだ。セントラル・ヒーティン

グシステムから人的なマイナス要因を排除していかなけ

ればならない｣と述べた。 

 熱交換器卸｢アルマテルム｣によると、ロシアでは基本

的に国外メーカーから部品を仕入れて熱交換器を生産

しており、モスクワ州に工場を持つスウェーデンのAlfa 

Lavalが最大手だという。ダンフォスはロシアでは自動調

節機器メーカーとして知られており、同分野での国内

シェアは35％に及んでいる(10月2日付ベドモスチ紙及び

コメルサント紙)。(10／2) 

 

 

フィンランド企業がエカテリンブルグ近郊

に高級コテージを建設 
 

 フィンランドの建設会社ホンカ(Honka)が、エカテリンブ

ルグ市(ウラル連邦管区スベルドロフスク州)に高級コテー

ジ村を建設する。10月2日付でコメルサント紙が伝えた。 

 ホンカは1998年からロシアで活動しており、モスクワや

サンクトペテルブルクをはじめとする都市郊外に木造の

高級コテージを建設、販売している。 

 同社の独占ディストリビュータである有限責任会社｢ロッ

サ・ラケンネSPb｣のリボフスキー・モスクワ事務所長によ

れば、同社は年内にエカテリンブルグに事務所を開設

し、来年春には高級コテージの販売を開始する。コテー

ジはエカテリンブルグ郊外の10haの用地に40戸建設さ

れる予定だが、現時点では立地を選定中。各戸の敷地

面積は200～330㎡。当初の投資額は1億7000万ルーブ

ルと見込まれている。 

 市場関係者によれば、昨年、同市郊外に同様のフィン

ランド風コテージ村｢フィンランド湾｣(62戸)が建設された。

販売価格は1戸1500～2000万ルーブルで、ホンカよりも

低品質な資材を使ったものだったが、瞬く間に完売し

た。こうしたコテージの需要は年間10～30戸あり、ホンカ

のコテージ村は適正な価格であれば1年半での完売も見

込めるという。他方、当面の需要は｢フィンランド湾｣で既

に満たされたと見る声もある。リボフスキー氏は、｢エカテ

リンブルグ進出の機が熟した。同市には近隣諸州のビジ

ネスマンの往来が集中しており、郊外戸建住宅の建設や

デベロッパー事業が伸びるポテンシャルがある｣と述べ

た。(10／2) 

 

 

ロシアでハローキティの専門店が開設へ： 

ティーンエイジャーを狙う 
 

 サンリオのキャラクターブランド｢ハローキティ｣のロシア

における版権代理店である｢リオ・ライセンシング｣が、

2014年2月にロシアで同ブランドの旗艦店が開設される

予定であ る こ と を明 らかに し た。10月 3日付で

Licensingrussia.ruが伝えた。 

 リオ社は2011年1月からロシアにおけるハローキティの

版権管理会社となっており(それ以前の数年間はPlus 

Licenseが管理していた)、2年半余りの間に約1200SKU

のキャラクター商品を販売した。2011年にロシアの6地域

で実施した調査によれば、ハローキティの認知度は6～

11歳の女の子で91％、12～16歳の女の子では93％と十

分高かった。また、ハローキティのキャラクターグッズの購

入予定に関しては、女児の母親の21％が｢必ず買う｣、

40％が｢たぶん買う｣と回答し、親への訴求力も高かっ

た。 

 リオ社のフェドトフ発展部長によれば、ロシアではハ

ローキティは幼い女児の間では既に浸透しており、今後

はティーンエイジャーの攻略が必要とのこと。そのため同

社では、若い女性向けのファッション雑誌｢Elle Girl｣にハ

ローキティ特集を掲載したり、芸能人やファッションブロ

ガーを招待してプレゼンテーションを行ったりしている。

また、若者向け衣料製造・小売｢トボヨー｣と提携してプリ

ントTシャツを販売しており、2014年春夏シーズンには本

格的なコレクションも発売される予定。さらに、2014年2月

目次に戻る 
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にはブランド専門店の旗艦店が開設される予定で、その

後はフランチャイズ展開が見込まれている。 

 ちなみに、リオ社はアニメ｢みつばちマーヤ｣の版権管

理会社でもある(本誌964号に関連記事)。(10／3) 

 

 

グーグルがロシアで 

音楽データの販売を開始 
 

 10月1日、米グーグルのコンテンツ配信サービス｢グー

グル・プレイ｣が、ロシアでの音楽提供サービスを開始し

た。同日付でグーグル・ロシア公式ブログが伝えた。 

 これはグーグルが本年5月に米国で、8月に欧州で開

始したサービスがロシアでも始まったもの。これまでロシ

アのグーグル・プレイは、アプリ、映画及び電子書籍のみ

を販売していた。 

 ユーザーは1800万曲以上のライブラリを有するグーグ

ル・プレイのショップで楽曲を購入し、自分のPCやアンド

ロイド端末からアクセスして鑑賞することができる。グーグ

ルはソニー、ユニバーサル、ワーナーといった大手レ

コード会社のほか、第一音楽出版、ガラ・レコーズ、ベル

ベット・ミュージックといったロシアのレコード会社とも提携

済み。楽曲の価格は1曲5.57ルーブルから1260ルーブ

ルまで幅があり、アルバムは1枚あたり約170～190ルー

ブルで、合計2万曲までを無料でクラウドスペースに保存

できる。また、1ヶ月189ルーブル(11月15日までに申し込

めば169ルーブル)で聴き放題のサービスもある。 

 ロシアでは昨年、ヤンデックスとiTunes(米アップル)が

音楽配信サービスをスタートしており(本誌974号に関連

記事)、今回、グーグルが参入した形になる。ロシアのス

マートフォン市場では、グーグルのアンドロイド利用者が

多く(今年上半期のシェア70％；携帯小売エブロセチ調

べ)、アップルのiOSの利用者は少ない(同9％)。ただし、

iOS利用者とは異なり、アンドロイドの利用者は無料コン

テンツになじみがあり、有料コンテンツに対してお金を支

払うことに慣れていないため、グーグル・プレイの売上に

はそれほど貢献しないと市場関係者らは見ている。聴き

放題サービスが189ルーブルという価格設定は、米国(約

300ルーブル)や英国(約500ルーブル)よりも低いが、100

ルーブルを下回らないと大幅な伸びは期待できないとい

う(9月30日付ベドモスチ紙、10月1日付ノーボスチ通

信)。ちなみにヤンデックスでは、PCでの再生は無料、携

帯電話での再生は月額199ルーブルとなっている。 

 コンサル会社AC&Mによれば、ロシアにおける昨年の

ネット音楽データ販売市場の規模は5億9300万ルーブ

ル。今年は18億ルーブルとなる見込みで、そのうち

iTunesが30～35％、ヤンデックスとメガフォン(音楽配信

サービスTrava.ru)が合わせて45～50％、残りをその他の

業者が占めるという。ヤンデックスの担当者は、｢ロシアで

はインターネット上に違法コンテンツが蔓延しているのが

問題だが、ロシアのネットユーザーは米国に比べて70分

の1しか音楽にお金を使っておらず、市場の伸びしろは

大きい｣と述べた(9月24日付RBC Daily)。(10／1) 

 

 

プラダがペテルブルクに進出、 

直営店を開設へ 
 

 イタリアの高級ファッションブランド｢プラダ｣がサンクトペ

テルブルクに進出する。年内にも、同ブランドの直営店

が市内中心部にオープンする予定だ。9月30日付でベド

モスチ紙が伝えた。 

 新店舗の用地として、プラダは同市のボリシャヤ・コニュ

シェンナヤ通り13番地の店舗スペース(200㎡)を購入し

た。近隣には、クリスチャンディオール、ルイ・ヴィトンと

いった高級ブランド店のほか、ボッテガ・ヴェネタやエミリ

オ・プッチが入居する百貨店｢レニングラード商業会館｣

がある。不動産関係者によると、プラダは、店舗スペース

を1㎡あたり1万6000～1万8000ユーロで購入したとみら

れ、購入額は最大で約360万ユーロ。 

 モスクワと比較してサンクトペテルブルクの消費者の支

払能力は低いものの、同市にはガスプロムネフチほか複

数の大手企業が本社を構えており、こういった企業の従

業員は支払能力があるとされる。また、同市を本拠地と

するゼニトやSKA等のスポーツクラブの選手も支払能力

が高い。昨年末にはシャネルが同市に店舗を開設して

いる。 

 プラダがロシアに進出したのは2002年。モスクワのツム

百貨店や先述のレニングラード商業会館を経営する

｢Mercury｣が公式ディストリビュータとなり、ロシアでプラ

ダ製品を販売してきた。2010年10月以降、プラダは独自

にモスクワ中心部のストレシニコフ横丁やショッピングセ

目次に戻る 

 

ロシアのファッション

誌｢Elle Girl｣2012年3

月号の表紙を飾った

ハ ロ ー キ テ ィ ( 撮 影

JSN) 

経 済 

http://www.jsn.co.jp/member/2012/964/keizai.html#f
http://www.jsn.co.jp/member/2012/974/w_top.html#b
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ンター｢クロクス・シティ・モール｣に直営店を出店、2012

年にはロシア現地法人｢プラダ・ルス｣を設立した。現在

の店舗数(全てモスクワ)は8店舗。プラダ・ルスの2012年

の売上は2億8830万ルーブル、純損失は4470万ルーブ

ルだった。(9／30) 

 

 

フォーブス誌がロシアの 

民間企業ランキングを発表 
 

 9月26日、フォーブス誌ロシア版が2012年の売上高に

よる｢ロシアの民間企業ランキング200｣を発表した。 

 分野別ランキングの抜粋は別表の通り。総合ランキング

の上位10社のうち4社が石油・ガス関連企業で、ランキン

グ全体に占める石油・ガス関連企業のシェアは27.4％と

なっている。 

 一方、上位20位以内に6社の鉄鋼及び非鉄金属関連

企業がランクインしたが、200社以内にランクインした鉄

鋼関連企業全体のシェアは前年比2.3％減、鉄鋼大手

エブラズ(総合5位)の売上は同5.1％減、非鉄金属大手ノ

リリスクニッケル(総合14位)は同9.7％減だった。これに

は、金属価格の下落が影響したものと思われる。 

 他方、IT(前年比39.0％増)、食品(同24.0％増)及び小

売(同23.5％増)の売上は好調だった。(9／26) 

目次に戻る 

出所：9月26日付フォーブス誌ロシア版、以下同 
 

ロシアの民間企業ランキング 

経 済 

 

石油・ガス 

順位 
総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 1 ルクオイル モスクワ 3,617.9 10.4% 

2 2 
スルグトネフ

チェガス 

ハンティ・マンシ

自治管区 
849.6 6.8% 

3 7 タトネフチ 
タタルスタン共

和国 
444.1 6.3% 

4 9 バシネフチ 
バシコルトスタン

共和国 
388.2 7.2% 

5 23 ルスネフチ モスクワ 235.8 -3.5% 

化学・石化 

順位 
総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 21 シブール 
サンクトペテ

ルブルク 
271.3 9.1% 

2 29 エブロヒム モスクワ 166.5 26.8% 

3 33 
ニジネカムス

クネフチェヒム 

タタルスタン

共和国 
130.5 3.6% 

4 39 ウラルカリ ペルミ地方 122.8 19.5% 

5 49 フォスアグロ モスクワ 105.3 4.8% 

石炭 

順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 28 SUEK モスクワ 175.2 4.9% 

2 70 クズバスラズレズウーゴリ ケメロボ州 66.7 9.7% 

3 153 シブウグレメト ケメロボ州 32.6 -16.2% 

4 157 ストロイセルビス ケメロボ州 31.8 -26.4% 

5 182 石炭会社ザレチナヤ ケメロボ州 26.0 33.3% 

鉄鋼 
順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 5 エブラズ 英国 457.6 -5.1% 

2 8 セベルスタリ 
ボルゴグ

ラード州 
432.8 -5.5% 

3 13 ノボリペツク冶金コンビナート リペツク州 377.9 9.6% 

4 15 メチェル モスクワ 350.3 2.4% 

5 18 
マグニトゴルスク冶金コンビ

ナート 

チェリャビ

ンスク州 
289.9 6.1% 

非鉄金属 

順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上(10億

ルーブル) 

伸び率

(％) 

1 14 ノリリスクニッケル モスクワ 374.9 -9.7% 

2 16 ルサール モスクワ 338.4 -6.4% 

3 27 UGMK 
スベルドロ

フスク州 
193.8 8.3% 

4 59 ポリュス・ゾロト 英国 88.6 25.5% 

5 89 
ポリメタル・インターナショ

ナル 

サンクトペ

テルブルク 
57.7 47.9% 

電力 

順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 19 複合エネルギーシステム モスクワ州 272.6 -10.0% 

2 44 ルスエネルゴズブィト モスクワ 114.5 13.5% 

3 52 エブロシブエネルゴ モスクワ 98.6 -1.2% 

4 53 TNSエネルゴ モスクワ 98.3 21.5% 

5 118 E4グループ モスクワ 42.9 15.6% 

機械製造 
順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 26 アフトトル モスクワ 196.6 54.7% 

2 34 
トランスマシホー

ルディング 
モスクワ 130.0 22.4% 

3 36 GAZグループ ニジェゴロド州 127.0 -4.1% 

4 42 KamAZ タタルスタン共和国 117.1 9.6% 

5 73 ソラーズ モスクワ 65.6 -5.6% 

建設 

順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上(10億

ルーブル) 

伸び率

(％) 

1 10 ストロイガスコンサルティング モスクワ 387.9 16.5% 

2 17 ストロイガスモンタージュ モスクワ 324.7 32.6% 

3 38 モストトレスト モスクワ 123.7 25.8% 

4 58 タシール モスクワ 90.2 11.9% 

5 66 グラブストロイ モスクワ 72.0 -15.4% 
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経 済 
 

 

ソチが来年のF1グランプリの開催地に 
 

 9月27日、国際自動車連盟(FIA)が2014年のF1開催日

程を承認し、ロシアでは史上初となるF1グランプリがソチ

で開催されることになった。9月30日付でベドモスチ紙が

伝えた。 

 開催日程は2014年10月3～5日、会場はソチ五輪競技

会場のスケートリンク｢ボリショイ｣に隣接する専用コース

で、コースの建設費用は110億ルーブルと見積もられて

いる(当初は2億㌦とされていた)。なお、他に市内の一般

道もコースとして使用される予定。 

 ロシアが初めてF1グランプリの開催都市に立候補した

のは、ブレジネフ時代の1980年のことで、以降長年にわ

たってその夢が実現することはなかった。トカチェフ・クラ

スノダル地方知事は、プーチン大統領に対してソチでの

F1開催を訴え、2010年にはフォーミュラ・ワン・グループ

創設者エクレストン氏と協定を締結していた。(9／30) 

目次に戻る 

 

 

運輸 

順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 30 UCL Holding オランダ 159.3 309.5% 

2 57 トランスアエロ モスクワ 91.8 34.6% 

3 62 Utair 
ハンティ・マン

シ自治管区 
79.3 43.4% 

4 69 トランスオイル 
サンクトペテ

ルブルク 
70.0 16.3% 

5 72 Globaltrans キプロス 65.7 28.8% 

卸売 
順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 12 メガポリス・グループ モスクワ州 381.8 20.8% 

2 37 プロテク モスクワ 125.5 17.2% 

3 40 メルリオン モスクワ州 121.1 36.2% 

4 45 SNS モスクワ 112.2 11.8% 

5 50 カトレン ノボシビルスク州 101.2 27.9% 

小売 
順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 4 X5 Retail Group モスクワ 491.4 8.1% 

2 6 マグニト クラスノダル地方 448.7 33.6% 

3 31 ロルフ モスクワ 144.5 20.7% 

4 32 Mビデオ モスクワ 133.6 19.4% 

5 41 オーケイ サンクトペテルブルク 117.3 26.0% 

IT 

順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 79 ラニト モスクワ 62.0 22.5% 

2 95 エンビジョン・グループ モスクワ 54.4 159.0% 

3 117 テクノセルブ モスクワ 43.0 7.5% 

4 166 クロク モスクワ 29.2 -11.2% 

5 173 IBSグループ モスクワ 27.1 12.0% 

通信 
順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 3 ビムペルコム オランダ 717.2 20.4% 

2 11 MTS モスクワ 386.8 6.8% 

3 20 メガフォン モスクワ 272.3 12.3% 

農業 
順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 76 サドルージェストボ ルクセンブルク 63.9 21.0% 

2 103 チェルキゾボ モスクワ 49.2 13.6% 

3 105 ミラトルグ モスクワ 48.1 26.6% 

4 130 プリオスコリエ ベルゴロド州 39.0 - 

5 149 ルスアグロ モスクワ 34.1 -14.1% 

食品 
順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 84 ユグ・ルシ ロストフ州 59.1 38.1% 

2 114 エフコ ボロネジ州 43.8 7.6% 

3 120 アストン ロストフ州 42.7 - 

4 127 統一製菓 モスクワ 39.5 6.2% 

5 152 ボストーク製菓 トムスク州 32.6 30.9% 

旅行 

順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 96 VIPサービス モスクワ 52.9 3.3% 

2 142 ビブリオ・グローブス モスクワ 35.6 119.8% 

3 146 Pegas Touristik モスクワ 34.6 - 

その他 

順

位 

総合

順位 
企 業 名 本社 業 種 

売上（10億

ルーブル） 

伸び率

（％） 

1 83 テフノニコリ モスクワ 建材 59.4 25.1% 

2 88 
エ ブ ロ セ メ ン ト・グ

ループ 
モスクワ 建材 58.0 4.1% 

3 98 ファルムスタンダルト モスクワ州 医薬 51.4 20.4% 

4 100 
メタル・プロフィリ・グ

ループ 
モスクワ州 金属加工 50.1 22.5% 

5 133 キエフ広場 モスクワ 不動産 38.0 18.8% 



ボストーク通信                       2013年（平成25年）10月7日 通巻1014号 

11 

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》 

9月30日 「麻薬大国ロシア：人口の約12％が使用経験有り、100種の新種も登場、捜査は進まず」 
 

 ロシアの人口の約12％にあたる1800万人に麻薬の使用経験有り。特に深刻なのがヘロインの蔓延で常

用者は150万人超。麻薬使用による死亡者は毎年15万人超。イワノフ連邦麻薬流通監督庁長官が語る

同国の麻薬事情は恐ろしいものだ。しかも、今年だけでデザイナードラッグ等100種を超す新種の麻薬が

出回ると予想される。これらの麻薬は主にナイトクラブで大量に売買されており、こうした場所の管理者に

責任を問える法律の制定を同氏は提案している。また、麻薬犯罪は表に出にくいのも特徴だ。同氏によ

れば、実際の犯罪件数は告訴件数の1000倍で、内務省との連携の不味さも含めお粗末な捜査レベルも

状況を悪化させている。麻薬を芥子に混ぜて国内に運び込む方法も確立(年間約1万㌧の麻薬入り芥子

が通関に成功)。アフガニスタンでの米国との共同作戦は成果を挙げているものの、前途多難な状況だ。 

10月1日 「イワノフ大統領府長官、ロシア4紙のインタビューに答える：大統領になる気はない｣ 
 

 セルゲイ・イワノフ大統領府長官がロシア4紙のインタビューを受けた。先のモスクワ市長選で反プーチ

ン派のナワリヌィ氏が27％獲得したことについては、支持層をうまくまとめたことを評価しつつも、30％程度

と投票率の低い選挙であったことを指摘。さらに、投票率の低さは社会が安定していることの何よりの証

左だとし、現政権の安定ぶりも示唆した。ロシアの肥料大手ウラルカリのCEOがベラルーシで拘束された

件(本誌1013号に関連記事)に関しては、この事件で関税同盟が損なわれることはないと強調。ウクライナ

のEU入りに関しては、もし実現すれば同国とロシアとの貿易量が減り、年間120億㌦以上の経済損失が

発生するとのデータを挙げる一方で、同国の意志は尊重すると述べた。2018年の大統領選への出馬に

ついては考えていないと述べ、今のポストから得ている自身の影響力で十分満足していると答えた。 

10月2日 「上がるのか、下がるのか：価格予想で変わる購入マンションの使い道」 
 

 建設中のマンションを転売(投機)目的で購入するのは、今はお勧めではない。今後、住宅価格は大幅

に下落する可能性があるからだ。現在、モスクワの住宅価格は1㎡あたり平均5000㌦だが(本誌1004号に

関連記事)、マクロ経済が大きく悪化した場合、4000㌦まで落ち込むこともあり得る(これはリーマンショック

後の2009年末と同水準)。加えて、底値を打ってから回復するまでには何年もかかる。他方、現在のロシ

ア経済は1990年代の日本経済を彷彿とさせるような停滞が続いているが、今後、経済の激変が起こらな

ければ、住宅価格も物価上昇率並の年10％程度の値上がりが期待できるため、自身の居住用であれば

マンションの買い時と見る業界関係者もいる。また、預金金利よりは若干低いが、年間5～6％の収益を見

込めるので、老後の生活保障などに賃貸を勧める者も。ちなみに住宅ローン利用者(全体の7割)のうち3

割は転売目的だという。 

10月3日 「ロシア人は病人ばかり？：健診の結果、受診者の7割近くが要診療・治療と判明」 
 

 受診者の22.5％に不健康な生活習慣等のせいで生命に関わる疾患リスクがあり、42％に疾患が見つか

り、健康体といえるのは35.5％のみ(児童では25％)。健康診断の結果、明らかになったのはロシア人の7

割近くが健康上の問題を抱えているということ。憂うべき現状だが、健診により疾患の早期発見も可能に

なり死亡率が減少することも確かで、ロシアは今年から全国無料健診を開始(このため国は強制医療保険

基金を通して800億ルーブルを用意した)。現在の1日あたりの健康診断の受診数は平均9万人で、受診

者数は既に1670万人(内670万人は児童)に達している。ただし、実施率は地域によりばらつきがあり、5割

以上となっているのは83の連邦構成主体のうち26のみで、28の構成主体では2割にも満たない。さらに健

診担当医の不足や質の低さも問題だ。 

10月4日 「車両登録簡略化で、全国どこからでも登録が可能に」 
 

 10月15日から車両登録法が改正され、住民登録先に関係なくどこの国家道路交通安全監督局

(GIBDD)の地方支局でも住所地への登録手続きが可能になる。改正法ではナンバーと車両の一対一対

応を強化、車両登録抹消は廃車または国外に出る車両のみが対象で、これ以外の手続きは全て｢登録

データ変更｣となる。今後、車両の売却はナンバーごと行うことも可能となる。また、売主による届出や登録

抹消は不要で、逆に買主は売買契約後10日以内に登録を変更しなければならない。これまでもナン

バーごと車両を売却することは可能だったが、買主による車両登録が間に合わず、車両保有税やスピー

ド違反の罰金等が売主に請求されるため、活用されないケースがあった。 

        今週の ロシア有力紙 主要記事 9月30日～10月4日 

目次に戻る 

http://www.jsn.co.jp/member/2013/1013/keizai.html#c
http://www.jsn.co.jp/member/2013/1004/keizai.html#a
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ベドモスチ紙  

 《 ВЕДОМОСТИ》 

9月30日 「電力料凍結が業界の投資意欲に水を差す：伊エネル、メドベージェフ首相に懸念表明」 
 

 ロシアで卸売電力会社(OGK)を保有する伊電力大手エネルが、電力料凍結による業界の投資減退の

懸念をメドベージェフ首相に訴えた。ロシアでは2010年に全OGK及び地域電力会社が投資義務契約

(DPM)を締結。投資促進策でもあるDPMにより、企業は新規発電施設の建設を義務付けられるかわりに

(総出力2500万キロワット、投資額3兆ルーブル)その投資資金を15年で回収できるよう割高な電力料金

を設定してもよいことになった。だが翌年には政府がインフレ抑制のため料金の値上げ幅を制限。今ま

た電力料等公共料金の凍結を図っており、エネルが懸念を表明。ここで電力産業における投資活動が

鈍れば5年後にはロシアは電力不足に陥ると警告した。国側は歳入を増やすためDPMの見直しも検討し

ており、業界は不安を募らせている。国がDPMの内容を改編すればロシアの投資環境への信頼性を決

定的に失わせることになりかねないからだ。 

10月1日 「国内IT企業を外資から守れ：通信省、IT業界の戦略企業リスト策定を提案｣ 
 

 通信マスコミ省が外資から国内IT企業を守るための施策を打ち出した。同省は2014～20年のIT産業発

展戦略案で同業界の戦略企業リスト作成を提案(リスト入りした企業を外資が買収するには政府の外国

投資委員会の許可が必要になる)。リストには、カスペルスキー・ラボ等サイバーセキュリティやハイテク分

野での独自商品を開発、または(国家機密の保護に関わる)スーパーコンピュータの開発等に取り組む企

業を含めるべきとする声が多い。一方、リスト入りすることで外資誘致が難しくなり企業の発展を阻害しか

ねないと指摘する声も業界にはある。また、企業がリスト入りしてもIT産業で何より重要な人的資源は守

れず、頭脳流出は防げないとする意見も。いずれにせよ、同省は上記戦略案について10月末に政府と

協議、最終決定は大統領が行う予定だ。 

10月2日 「上に優しく下には厳しく：高級官僚の給与が大幅増、プーチン氏の『金銭化』政策」 
 

 大統領令により高級官僚の給与がぐんぐん上がっていく。今年も来年も9月に引き上げられ(遡及改

定)、対2012年度比で2～2.5倍に跳ね上がる(アップするのは月給のうち報奨金の部分)。例えば、バスト

ルィキン捜査委員会議長の給与は来年9月に約51万ルーブル、チャイカ検事総長の場合は約48万ルー

ブルになる(両方とも2012年の2.5倍)。国防省や内務省など治安維持機関のトップの給与はそれ以上に

上がり、来年は約79万ルーブルに。一方、これら機関の下級職員については来年度の給与凍結が提案

されており、1000億ルーブルの予算の節約が図れる。大統領府によれば、高級官僚を対象とする今回

の給与改定は、軍部の給与体系との整合性を図るためだ。さらに、これらの官僚の特権を廃する代わり

に金銭的補償を行う、｢特権の金銭化｣の意味合いもあるという。いずれにせよ、彼らの金銭的補償を担う

のは国民であることは間違いない。 

10月3日 「科学アカデミーに代わる連邦機関を牛耳るのは官僚に：頭脳流出で学界は衰亡へ？」 
 

 およそ300年の歴史を誇るロシア科学アカデミーが廃止されて1週間足らず。同機関が所有する全組

織・施設は新設される連邦機関に移管される。今後は研究予算の差配も含め重要事項は国家官僚が決

定することになる。同機関の廃止はアカデミー改革法案が可決された結果だが、そもそも改革案は学会

の支持を得ておらず、議論も不十分なまま瞬く間に成立。学問に縁遠い官僚が決定権を握ることで、空

疎な事務仕事が増え、優秀な人材は研究職を捨てるか国を出ていきかねない。それを防ぐためにも組

織の再編成を早急に進める必要があるが、前途は多難だ。高額な不動産を有する多くの学術機関同士

の利害の衝突は避けられず、官僚の独断専行も懸念されるからだ。下手をすれば取り返しのつかない事

態になり、ロシアの学界は衰亡しかねない。そうなれば上記法案を認めたプーチン氏の責任は大きい。 

10月4日 「ロステレコムがマイクロソフト製品ライセンスの大規模買付を実施」 
 

 国営系通信会社ロステレコムは、米マイクロソフトのWindows、Office、Exchange等ソフトウェアの使用許

諾期限が切れるのを前に、同ソフトウェアの大規模な国家買付を実施すると公表した。入札開始総額は

18億ルーブルから。前回契約では金融大手システマの子会社(現孫会社)であるシトロニクス社が落札

し、6万4000台分のライセンスが購入されたが、今回は地域間通信会社(MRK；2011年4月に吸収合併)

やスビャジインベスト(2013年10月に合併予定)の分も含め、9万台超、3年間のライセンス購入が予定され

ている。マイクロソフト製品の法人向ライセンスは1台年間平均250～300㌦で、3年契約ともなると一般的

なパソコンの市場価格より高くつきかねない。ライセンス料自体も年々値上がり傾向にあり、大手企業の

中にはLinux OSの導入を検討したり、割引措置の適用を模索する動きが見られる。 

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 
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経 済 
経 済 

極 東 ニ ュ ー ス  

法 律  

税法典改正： 

極東開発で税制優遇が認められる 
 

 プーチン大統領は、来年以降の極東開発の刺激策と

して、極東連邦管区及びザバイカル地方、ブリヤート共

和国、イルクーツク州、トゥワ共和国を対象地域とする投

資事業促進のための税法典の修正法案に署名した。9

月30日付で大統領府が伝えた。 

 今回、｢地域投資事業参加者｣という納税者のカテゴリー

が設定され、優遇措置を受けるための条件として、事業投

資額が5000万ルーブル以上(3年以内に実行)、または5億

ルーブル以上(5年以内に実行)であることが決められた。 

 事業参加者は、利益を出してから10年間は法人税の

連邦政府徴収分(2%)が免除される。各連邦管区の徴収

分に関しては、最初の5年間は10％以下、利益を出して

からの5年間は10％以上の税率となる。さらに、事業参加

者には鉱物資源採掘に関して特別に低い税率が適用さ

れる。 

 さらに同日、大陸棚開発投資事業を促進するための修

正法案も署名された。これはロシアの大陸棚での炭化水

素採掘事業に対して、税金、価格の面で優遇措置を講

じるというもの。サハリン州予算・租税委員会副議長のド

ルギフ議員は、大陸棚開発にはコストがかかるため、鉱

物資源税の引き下げが不可欠であると述べ、この修正法

案が大陸棚開発促進とロシア市場への投資誘致につな

がると評価している(10月1日付Sakhalin Media)。(10／1) 

 

 

鳥取市の自治体関係者ら、チャーター便

でウラジオ訪問：鳥取・島根両県も初参加 
 

 9月26～30日、今年で3回目となる鳥取市～ウラジオス

トク市のチャーター便が就航し、鳥取市や鳥取県、島根

県及び近隣自治体関係者がウラジオストク市を訪問し

た。9月27日付でウラジオストク市政府が伝えた。 

 鳥取市とウラジオストク市は2010年に友好交流に関す

る覚書を交わしており(本誌861号に関連記事)、翌2011

年から両市の経済・観光分野での協力強化のため、年1

回国際チャーター便が就航している。日本側からは竹内

功鳥取市長を中心とする行政団、経済交流団、観光交

流団が参加。さらに、県産品・観光資源の海外でのPR活

動を行うべく、今年は初めて鳥取県や島根県からも関係

者が参加し、総勢81名で訪問することになった。 

 訪問団はユロフ・ウラジオストク副市長、サプルィキン・

ウラジオストク市国際関係及び観光局長らと面会した。

2010年に友好交流の覚書が締結され、鳥取県ビジネス

センターも開設、その後両市の関係が飛躍的に発展し

ていることや、2011年に始まった境港(鳥取県)～東海(韓

国)～ウラジオストク間航路が野菜・果物等(エコ食品)の

輸送に積極的に利用されている点が指摘された。 

 その後、ウラジオストク国立経済・サービス大学では、鳥

取商工会議所主催の県内企業のプレゼンテーションが行

われ、智頭石油株式会社(自動車整備、ガソリンスタンド、

産業用石油製品の配送)、山陰合同銀行、有限会社ポイ

ントアンドライン(OA機器販売)、サンコネックス株式会社

(太陽光発電システムの販売・施工)などが参加した。 

 また28～29日の2日間にわたり、市内の映画館オケア

ンで、｢鳥取県ブランド展｣と｢中海・宍道湖・大山圏域ブ

ランド展｣が同時開催された。鳥取県からは新甘泉(シン

カンセン)や二十世紀などの梨やお茶、レトルトカレー、

化粧品等、島根県からは牡丹の苗木などが出品された。

極東地域での苗木販売会は2010年に始まり毎年好評を

博している(本誌966号に関連記事)。(9／30) 

 

 

大手デベロッパー、ウラジオに 

大規模投資を計画：社長は米国籍 
 

 モスクワに本社を置く大手デベロッパー｢ストーム・プロ

パティーズ｣のマイケル・ベルトン社長が、ウラジオストク

開発に20億㌦規模の投資を検討していることを明らかに

した。10月1日付で同社サイトが伝えた。 

 ベルトン社長は、沿海地方は活発に発展しているにも

関わらず商業施設も住宅も不足しており、潜在的需要が

高いと述べ、太平洋諸国への窓口という地の利に加え、

連邦政府が積極的に開発を後押ししている現状を総合

的に判断し、同地方への参入を検討していることを明ら

かにした(10月3日付Prima Media)。 

 ベルトン氏は年内にも20～30億ルーブル規模の投資

事業契約を結び、ウラジオストク市内に2年間で3件の建

設プロジェクトを進めたいと積極的な姿勢を見せている。

 

竹内功市長ら鳥取市行政団一行とユロフ副市長ら 

(ウラジオストク市政府サイト) 

http://www.jsn.co.jp/member/2010/861/kokusai.htm#a
http://www.jsn.co.jp/member/2012/966/syokuhin.html#a
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建設するのは、レストランやブティック、オフィス機能を備

え、展示会やプレゼンテーションにも使える多機能施

設。建設のパートナーについては契約完了後に発表す

るとして、まだ明らかにしていない。 

 ストーム・プロパティーズ社が手掛けた施設は不動産関

連の賞を多く受賞している。ベルトン氏はまさに今が形

成期と言えるウラジオストクの不動産市場において、クオ

リティの向上に寄与したいとも述べた。 

 また、新規事業の投資家に対する優遇税制に言及し、同

社のプロジェクトもその対象となる可能性があるとしてミクル

シェフスキー知事の指導力に注目していきたいと述べた。 

 ベルトン氏は米国籍のアラスカ生まれで、ロシア語が堪

能。世界的デベロッパーHines International勤務を経

て、富豪アブラモビチ氏のもとで働いた後、独立。現在も

同氏とは良好な関係を保っているという。(10／3) 

 

 

ロスネフチのLNG工場建設計画： 

ガスプロムが牽制 
 

 ロスネフチはサハリンに建設予定のLNGプラントの

2018年始動に向けた準備に取りかかった。LNGプラント

としては国内で2つ目となるこの工場建設をめぐっては、

ガスプロムとロスネフチの攻防が続いている。各社の報

道をまとめた。 

 ロスネフチは今年2月、エクソン・モービルと共同で、サ

ハリン州にLNG工場を建設する計画を発表した。投資総

額は150億㌦、2018年の完工を目指す。原料にはサハリ

ン1やその他の鉱床からガスを調達する。第1段階の生

産能力は年間500万㌧で全量販売先が確定している。

2019年から毎年、丸紅に125万㌧、日本の官民合弁会

社SODECOに100万㌧、蘭Vitolに275万㌧を供給する契

約を今年の6月のペテルブルク経済フォーラムで締結し

た(本誌1000号に関連記事)。  

 9月末、このLNGプラントの設計事業の入札が行われ、

エンジニアリング大手CB&I(米)とFoster Wheel Energy(ス

イス)が選ばれた。両社は2014年中にそれぞれ第1段階

のFEED(基本設計)としてプラントの工法やガスの液化技

術も含めたコンセプトデザインを提案する(9月27日付ロ

スネフチサイト)。 

 また、プラントの建設用地も近日中に決定される予定で

ある。ホロシャビン・サハリン州知事は、同州の雇用創出

にもつながるとして全面的に協力すると表明しており、タ

ラナイとイリインスクの2ヶ所を建設用地として提案してい

た(本誌1004号に関連記事；9月27日付Neftegaz.ru)。 

 しかし、9月25日、ミレル・ガスプロム社長はロスネフチ

が進めているサハリンでのLNGプラント建設に対し、原料

ガスの量が不足する可能性が高く、すでにサハリン2が

稼働している状況で、もうひとつLNGプラントを建設する

のは合理的でないと批判した。この発言に対しセチン氏

は、ライバルの評価は必要ないと反論した。専門家の中

には、これはプーチン大統領に向けた同氏のアピール

にほかならないという意見もある(9月25日付Gazta.ru)。 

 またセチン氏は、アメリカからシェールガスの輸出が開

始されたとしても、採掘コストが安定しないシェールガス

は脅威ではないとして、自社のガス事業戦略を変更する

つもりないと宣言した(10月5日付フィンマルケト通信)。 

 その他には、ガスの供給源がサハリン1だけになる危険

性を指摘する声もある。そもそもサハリン島にこれ以上積

出港を建設することは現実的でなく、LNG工場建設計画

は政治的駆け引きの意味合いが強くなるだろうという声も

ある(10月2日付コメルサント紙)。 

 一方で10月1日、ドボルコビチ副首相はこのLNGプラン

ト建設計画について、ロスネフチと関係省庁の間で協議

した後に決定される予定であるとテレビ局のインタビュー

で明らかにした。同氏は、特定の企業を優遇することな

く、バランスの良い安定したエネルギー事業の発展こそ

がロシア経済にとって重要であると述べた(10月1日付プ

ライム通信)。 

 ロスネフチと独立系ガス大手ノバテクは、現在ガスプロ

ムが独占しているLNG輸出権の一部獲得を求めており、

エネルギー省による市場開放を求める法案が今年中に

も承認される可能性がある(本誌991号関連記事)。 

 セチン・ロスネフチ社長は、ガスプロムのパイプラインに

頼ることなく、2018年には単独でのLNG輸出に向けて準

備を進めていると語った。また国内のガスパイプラインへ

のアクセスに関しては、ガスプロムと順調に交渉が進ん

でおり、何の問題もないと語った(10月5日フィンマルケト

通信)。(10／5) 

 

 

 

資 源 

ストーム・プロパティーズ／Storm Properties 
 

  2005年設立。2008年にロシアのデベロッパーとして初めて

ISO 9001取得。不動産業界内の受賞歴多数。モスクワ初のA

クラスの低層建築のビジネス・パーク｢クルィラツキエ・ホル

ムィ｣は«COMMERCIAL  REAL  ESTATE AWARDS  2006 

MOSCOW»で最優秀賞受賞。 

 ベルトン社長とビジネスパーク｢クルィラツキエ・ホルムィ｣(同社サイト) 

http://www.jsn.co.jp/member/2013/1000/index.html
http://www.jsn.co.jp/member/2013/1004/shigen.html#b
http://www.jsn.co.jp/member/2013/991/shigen.html#a
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ESPO拡張計画はロスネフチ単独で？： 

タリフ凍結によりトランスネフチは撤退 
 

 来年度のパイプライン使用料(タリフ)の凍結(物価スライ

ドの見送り)見込みにより、ESPO(東シベリア・太平洋)パイ

プライン拡張工事の実施が危ぶまれていた問題に関し

て、製油所へのESPO支線建設からトランスネフチが撤退

する意向を明らかにした(本誌1013号に関連記事)。10月

3日及び4日付でベドモスチ紙が伝えた。 

 10月3日、トランスネフチは正式に、ロスネフチ傘下のコ

ムソモリスク製油所への支線パイプライン(全長330km、

年間送油能力700万㌧)の建設に参加しないことを発表

した。トランスネフチは来年度、6％の物価スライドを求め

ていたが、凍結の公算が高まったため建設資金を確保

できなくなったことが原因である。 

  ロスネフチとトランスネフチはこの支線建設に関して、昨

年の時点では一旦合意していた。その後、見積価格をめ

ぐって意見が対立し、ロスネフチが自社で建設する意向

も見せたが、交渉を再開。結局、トランスネフチの負担で

パイプラインを建設し、長期的に特別なタリフを設定する

ことで合意に至った。しかし、この合意に関しては書面を

取り交わしていなかったため、ジョミン・トランスネフチ社

長顧問はこの件から手を引くことができたと述べている。 

 コムソモリスク製油所への支線パイプライン建設は、

｢2020年までの石油事業発展総合計画｣の中に含まれる

重要な計画である。現在ロスネフチは、ESPOから傘下の

コムソモリスク製油所まで鉄道で原油を輸送している。極

東の燃料価格の高さは常々問題になっているが、パイプ

ラインの支線での輸送に切り替えることで年間6～7億㌦

のコストが削減され、価格の引き下げにもつながることが

期待される。また同製油所の昨年の精製量は前年比

1.8％減の750万㌧と低調だが、これは鉄道が度々中断

するなど、原油の供給が不安定であることが原因とされ

ている。 

 ちなみに、極東の石油販売大手アライアンス石油会社

(アライアンスグループ傘下)が手掛けるESPOからハバロフ

スク製油所への支線パイプライン(全長28km、計画送油料

は600万㌧)の建設に関しては、今年11月には完成の予定

だったが、今回の洪水の被害により来年下半期に延期す

ると発表された(9月27日付コメルサント紙)。(10／4) 

 

 

デ・ビアスを抜け：ダイヤ大手アルロサ、 

大胆な新戦略とIPOを実施へ 
 

 ダイヤモンド生産の世界最大手アルロサが、10月末に

モスクワ証券取引所でIPOを実施すると発表した。これは

ロシアが進める民営化事業の一環であるが(本誌1003号

に関連記事)、デ・ビアスによる一極支配が終わったダイ

ヤモンド市場での同社の地歩固めの意味合いも持つ。

10月3日付でコメルサント紙が伝えた。 

 今回、アルロサは株式の16％を公開する。同社の主要

株主であるロシア政府(51％を保有)及びサハ共和国政

府とその傘下企業｢リク・プリュス｣(計32％を保有)の持株

各7％と、キプロスにあるアルロサの子会社Wargan Hold-

ings Limitedの2％を売却する。IPO実施は10月2日に発

表されたばかりだが、既に株価は6.2％上昇、1株38.5

ルーブルになっている。市況からみて、売却価格は13

億㌦に達する見込みで、VTBキャピタルの試算によれ

ば、同社の時価総額は2799～3240億ルーブル(87億～

100億㌦)になる。また、今回のIPOによりアルロサの浮動

株は23％まで増加する(10月3日付ベドモスチ紙)。 

 アルロサは国内の機関投資家及び個人投資家の他

に、米国など外国の特定資本家の注文も受け付ける意

向で(10月2日付同社プレスリリース)、銀行筋によれば、

既に中国の複数の投資基金と交渉を行っているという。 

 なお、今回IPOのコーディネーターを務めるのは、米国

のゴールドマン・サックス、JPモルガン、モルガン・スタン

レー、VTBキャピタル。ルネサンス・キャピタルも共同主

幹事に加わっている(10月2日付コメルサント紙)。 

 アルロサはIPO実施前に2023年までの自社の新発展

戦略を承認。同社の予想では、今後10年でダイヤ原石

の価格は毎年平均4.5％上昇。世界市場でのダイヤの供

給量は、1億5300万カラットまで増加(2012年は1億2740

万カラット)、これに対し需要は390億㌦となる(同226

億㌦)。この間、同社の採掘量は19％増加し4100万カラッ

トに達する。売上及びEBITDAは倍増し、それぞれ3090

億ルーブルと1270億ルーブルに、純利益は2.5倍の880

億ルーブルになる。 

 上記予想が実現すれば、アルロサは2021年までに債

務(今年末時点で730億ルーブルになる見込み)を完済。

資金的な余裕も生まれるので、予想時価総額3000億

ルーブルのうち500億ルーブルをアナバルスコエ鉱床等

のダイヤモンド鉱の開発事業に投入する計画だ。さら

に、同社の事業拠点であるヤクーチア(2023年までの同

社の採掘量の87％を占める)以外に、北極圏も含むロシ

ア北部での事業展開も図っており、アフリカでの地質調

査も継続していく。その一方で、2020年までに水力発電

(ビリュイスカヤ発電所)やチミル鉄道事業など非中核事

業からの撤退(資産価格は200億ルーブル相当)を段階

的に行う予定だ。 

 デ・ビアスのダイヤモンド独占販売がなくなり、アルロサ

は業界のトップに立つことを狙っていると業界関係者は

見ている。だが、現状では業界で株式公開を行っている

のはPetra DiamondsとGem Diamondsのみで、市場拡大

のけん引役だった中国とインドの経済に陰りが見えてい

る今、アルロサの野望の実現は簡単ではないと見られ

る。(10／3) 

資 源 

資 源 

http://www.jsn.co.jp/member/2013/1013/shigen.html#c
http://www.jsn.co.jp/member/2013/1003/w_top.html#f
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外貨準備高

(金を含む、10億ドル)

 

  
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) 

2006年 8.2  9.0 7.2  94.7  

2007年 8.5  11.9 6.1  77.8  

2008年 5.2  13.3 6.3  103.5  

2009年 -7.8  8.8 8.4  48.6  

2010年 4.0  8.8  7.5  71.1  

2011年 4.3 6.1 6.6 98.8 

2012年 3.4   6.6  5.5 74.8 

2013年 

予算値(前年末策定) 3.7  5.5  - - 

最新公表値 - - (8月) 5.2 
(1～6月推定)

32.0 

最新見込み値 * 1.8 - - - 

(出所) 連邦統計局 ロシア中銀 

*経済発展省予測(9月24日付) 

 

32.1005/＄ RUB 

出所：ロシア中銀 

33.0643/100円 RUB 

政策金利 

期間 % (年率) 

2012/9/14～ 8.25 

2011/12/26～2012/9/13 8.00 

2011/5/3～12/25 8.25  

2011/2/28～5/2 8.00  

2010/6/1～2011/2/27 7.75  

2010/4/30～5/31 8.00  

2010/3/29～4/29 8.25  

2010/2/24～3/28 8.50  

2009/12/28～2010/2/23 8.75  

2009/11/25～12/27 9.00  

2009/10/30～11/24 9.50  

出所：ロシア中銀 

ロシアの主要経済データ 

目次に戻る 
出所：ロシア中銀 

新主要政策金利：5.50％ (2013/9/16～) 

食 品  

スケソウ漁獲者協会がMSC認証を取得：

海外市場でのブランド力強化へ 
 

 9月24日、水産物の国際認証団体MSC(Marine Steward-

ship Council、海洋管理協議会)が、ロシア極東の漁労会社

らから成る｢スケソウダラ漁獲者協会｣(ADM)に対し、漁獲さ

れるスケソウダラに認証を付与することを発表した。 

 これにより、ADMの加盟企業は、北オホーツク海域、西

カムチャツカ海域、カムチャツカ・千島海域で中層トロー

ル漁により漁獲するスケソウダラに、MSC認証マークを付

与して販売することが可能になる。認証期間は2013年9

月24日から2018年9月23日で、その間、MSCの定める規

則に従い適切な操業が行われているかどうかを、連邦漁

業局や国内外の研究機関が定期的にモニタリングする

(9月25日及び27日付Fishnews.ru)。 

 ADMのズベレフ会長によれば、加盟企業は全てMSC

認証が定める条件を満たしており、2014年初旬からの

シーズンで漁獲されるスケソウダラはMSC認証マークを

付けて販売される見込み。これにより、世界最大のスケソ

ウダラ漁獲国であるロシア(世界シェア約40％)は、米国

(同約30％)のスケソウダラ業者と同条件で市場競争を行

えることになる。スケソウダラの主な市場はEU(年間消費

量90万㌧)、日本(67万㌧)、韓国(66万㌧)。日本市場に

おいてはMSC認証はそれほど重視されていないが、欧

米では、持続可能な操業を行っていることを示すMSC認

証は、大手スーパー等に納品するための必要条件であ

ることが多く、加工業者(EU向けは中国に多い)は認証付

きの原料を重視する(9月18日付コメルサント紙；本誌998

号に関連記事)。 

 ちなみに、本誌では以前、香港の水産大手パシフィッ

ク・アンデス(PA)をめぐる外資締め出し騒動は、同社が自

社株の売買で収益を上げるための自作自演のスキャン

ダルだったとする説を紹介したが(本誌1002号に関連記

事)、反独占庁等による外資締め出しの動きはまだ続い

ている。いまだにロシアに系列企業が残っているとされる

PAの他に、韓国の複数の水産会社がロシアの水産会社

をコントロールしているとの疑いを当局から受けており、

韓国ではスケソウダラの相場が上がることを懸念する声も

出ている(9月6日及び24日付Fishnews.ru)。(9／27) 

http://www.jsn.co.jp/member/2013/998/syokuhin.html#a
http://www.jsn.co.jp/member/2013/998/syokuhin.html#a
http://www.jsn.co.jp/member/2013/1002/syokuhin.html#c

