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［要約］  

第１章 ロシアの経済概況  

旧ソ連邦解体後の１９９２年に、ロシアは一応資本主義国の仲間入りをしたが、それ以

降の１９９０年代は、ロシアにとっては、経済不振の連続であった。経済成長率は、この

時期にはほとんどマイナスであった。インフレ、生産縮小等の「移行ショック」に加えて、

１９９８年には、通貨危機に直面して、経済はまさに破綻寸前であった。エリツィン政権

の政権基盤が弱いことがさらに混乱を増幅させた。 

２０００年代に入ると、主要な輸出品である原油の国際価格が大きく上昇したことを背

景に、ロシア経済は回復に向かい、個人消費が急激に拡大した。実質ＧＤＰ成長率は、２

００３年～２００５年の３年間連続で６％を超えた。貿易収支は輸出額が増大し、黒字が

拡大して、旧ソ連邦時代のパリクラブからの債務を返済できた。この間、エリツィン政権

の後継のプーチン政権は、政権基盤を強化でき、国民の高い支持を得て、ロシアの政治社

会情勢についての国内外の信頼を高めてきた。  

国際原油価格の高騰を背景に拡大を続けるロシア経済は、原油価格が下落すれば、つま

り正常な価格に戻れば、貿易収支の黒字が縮小し、国内の需要も低下し、経済成長も鈍化

することが考えられる。したがって今後のロシア経済を考える上で、原油価格の動向が大

きなポイントになる。２００８年３月以後、一般的には、ポスト・プーチンのロシア経済

は、政策的には大きな変わりはないと思われる。原油価格の高騰が当分続くと見込まれて、

外資の進出が堅調に維持するという見方が支配的である。もちろんそれに伴って、インフ

ラ整備も同時に進行するというシナリオが濃厚であるが、インフラ整備というものは短期

間に展開できるものではないために、今後の成り行きを慎重に見守る必要がある。  

いずれにしても、ロシアにはきわめて大きな市場力が潜在し、インフラや、法制度の整

備が進み、さらに政治的な安定が続くという条件の下に、市場力の拡大は期待できる。  

 

第 2 章  ロシアにおける建機市場の現状  

(1) 建機全般  

ロシアの輸入建機の需要動向は、2000 年から 200７年の七年間で 25 倍近くにまで急拡大して

いる。 

大型と中型を合算した一般建機全体では、油圧ショベルの比率が全体の 76%を占め、次いでホ

イールローダとブルである。 

ミニ建機については、バックホーローダとスキッドステアローダで市場の大半を占めている。これは、

ミニ建機が都市を中心とすることから、ロシアの欧州側に市場が多く、従って、欧州市場の影響があ



 3

ると思われる。 

 

(2) 油圧ショベル  

市場規模は、2003 年までは 2000-3000 台規模で低迷していたが、2004 年以降は成長基調に

転じ、2007 年は、2003 年の四倍レベルに達すると見込まれている。特に輸入品の拡大は顕著で、

2006 年に現地生産品を上回り、2007 年には全体の 60%以上を占めるまでになっている。2007

年現在、ロシアで現地生産している国外企業はなく、ローカル品はすべてロシア固有技術によるも

のである。 

 

(3)クレーン 

ⅰモバイルクレーン  

国産クレーンとの競合の少ない 50t クラス以上の大型クレーンが輸入クレーンの主たる市場となっ

ているため、需要全体の約２％に留まっている。2007 年より XCMG、Zoomlion 等の中国勢の進出

が始まり、その影響も懸念される。 

ソ連崩壊により大きな打撃を受けた輸入クレーン市場は、2000 年に底を打ち回復傾向に入った。

2000 年以降毎年 15-25%増加しており、2007 年にはやっと 100 台規模の市場となることが見込まれ

る。 

主たる輸入クレーンメーカーは Liebherr、Manitwoc/Grove、Terex、TADANO、KATO。 特に

Liebherr のシェアは高く輸入クレーン全体の約 45％に上る。 

ソ連崩壊後のロシア市場へは欧州メーカーが先行しており、日本メーカーは後塵を拝している。 

ⅱクローラクレーン  

コベルコクレーン、HSC、Liebherr、Sennebogen、Demag、Manitowoc らの機械が輸

入されており、小型クレーン(６０トン以下)では中国勢の進出も見られる。過去５年間の

年間需要は、新車で約１０台、中古車３０台～４０台と現時点では小規模市場。  

ロシア現地メーカーとしては、Chelyabinsk、Chebarcule、Ulianovsky などがあり、年

間１００台程度生産していると推定される。  

新車の需要は少なく、現地産機が主流である市場であることから、高価格な外国製品の拡

販には、現地産との品質、性能差を示し、アフターサービスの充実度等での差別化をはか

り、ユーザー評価を高めていくことが必要と思われる。  

 

(4)道路機械 

2004 年まで、道路建設の発注が少ないため、道路建設機械は余剰気味でありかつ耐用年
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数を超えて多くの機械が陳腐化していた。  

使用されている機械はドイツ製が多くモスクワで使用される機械の大半はドイツ製で

あった、日本製の機械は高価で殆ど競争力が無かったが、高規格道路建設では高規格高品

質な機械の需要が伸び、2006 年後半から 2007 年に掛けて新車がかなり見られるようにな

った。  

向こう 10 数年は日本製も需要増が続くと見込まれる、特に新設工事に使われる締め固

め振動ローラー需要が急激に増大し、少なくても 20～30%程度の売上増が続くと考えられ

る。 

道路の建設需要の伸びに伴って増加している状況であるが、資源を背景とした急激な経

済発展によって連邦予算の増大が見込まれ、道路の建設需要も急激に伸びる可能性がある。 

 

 

第 3 章  ロシア建機産業の参入規制等関連法制度 

ソ連では第 2 次世界大戦の前に外資の活動が禁止されたが、1985 年のゴルバチョフ書

記長（大統領就任は 1990 年）の登場によって、再び外国資本導入の道が開かれた。  

外資導入法は 1987 年 1 月に制定され、その後、様々な改定が施されるとともに、関連

する法規や省令・細則などが発布されてきた。最初の外資導入法制定時と現在の外資導入

条件の間の最大の差は、優遇措置の有無にある。2002 年の法律改定によって、外資は内国

民待遇を受けることになった。  

1999 年 7 月 9 日に制定された連邦「ロシア連邦における外国投資活動」法（2002 年 3

月 21 日、同年 7 月 25 日、2003 年 12 月 8 日改定）が、ロシアにおける外資の活動を律す

る法律とされている。この法律は、外国人による投資の基本を定めたものであり、現実の

経済活動を行う上では、関連する経済法などの規定に則る必要がある。  

このような状況下、ロシアに進出している日本企業の数が、このところ著しく増えてい

る。このことは、例えば、ロシアに事務所や支店を設立する日本企業の数を見ても良く分

かる。  

 モスクワのジャパン・クラブに登録されている法人会員数は、2000 年代初頭には 60 社

程度、2004 年には 79 社とされていたが、2006 年末には 148 社に、2007 年 9 月末では 168

社にまで増えている。ジャパン・クラブに加盟していないが、ロシアに法人登記した日本

企業の数は 211 社に上ると言われている。  

 サンクトペテルブルグの場合は、2005 年初頭に 10 社未満であった日本企業の進出は、

2007 年 10 月時点で 44 社へと 4 倍以上の増え方を示している。  
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米国の American Chamber of Commerce in Russia（本部：モスクワ）は約 600 社の米

系企業会員を擁し（全体では 800 社ほどと言われる）、ヨーロッパの Association of 

European Business in the Russian Federation の会員数は 500 社余であることを考える

と、欧米企業のロシア進出は日本を遥かに上回る。 

 日本企業や欧米企業の進出状況を考慮すると、ロシアのビジネス環境には、多くの課題

もある一方で、それを超える魅力があることを意味している。日本企業が欧米企業に比し

てロシア市場で立ち遅れている原因は、日本には中国やアジアという巨大な市場があった

こともあるが、もともと日本はソ連にとって最大の貿易パートナーであったことにも見ら

れるように、ソ連市場への進出に積極的であったものの、エリツィン時代のロシアの混乱

期に潮が引くように撤退し、他方、欧米企業は辛抱強く居残り、あるいは、一時的に撤退

しても直ぐに復帰した差にあるといわれている。 

 日本企業がいない間に、欧米企業はそれに代わってロシア市場に深く喰い込み、日本が

戻るには、それなりの代償を払わざるを得ない状況にある。  

 ロシアへの企業進出あるいは投資促進の視点で付言するなら、ロシア市場の特徴として、

財政資金に余裕が出てきたこと、建築ブームがまだ暫くは続くと思われていること、新た

に官民提携による社会資本整備の制度（PPP）が整ったことなど幾つも重要な事柄を挙げ

ることができるし、2012 年のウラジオストックでの APEC 首脳会談（予定）や 2016 年の

ソチでのオリンピックの開催などなど、成長の持続を予見させる大型プロジェクトも多く

あり、投資市場としての魅力はますます高まっている。それに加えて、地域開発プログラ

ムが幾つも動き出しつつあり、経済成長は大都市から地方に流れようとしている。ロシア

Vedomosti 紙(2007 年 12 月 28 日)は、2007 年の外国直接投資は、推計で 450 億ドル、即

ち前年実績を 5 割ほど上回ったと報じていることもその証左である。  

 

 

第 4 章  ロシア進出日本建機メーカの状況  

(1) コマツ  

コマツのロシアビジネスは半世紀近く前に遡る。その間、ロシアは大きな政治・経済・社会体制の

変動を経験し、それに合わせてコマツのビジネス展開も変遷を遂げた。旧ソ連時代は資源案件を

中心とした大口商談が中心で、相手先も政府公団だった為に、オペレーションも日本からの比重が

高かったが、市場経済化が進んだ現在は、地道に一つ一つの商談を拾い、プロダクトサポートを行

う必要がある為に、欧米と同様、代理店経由での商売が中心になっている。現在の体制は下記の

通りである。 



 6

地域本社。コマツ・シー・アイ・エス（KCIS）社。1971 年に設立したモスクワ事務所をベースに

2006 年に発足。社名が表すようにテリトリーはロシアだけでなく、CIS 地域に及ぶ。 

生産法人。クラネクスインターナショナル社。モスクワの北東 250 キロのイワノボ市に 1998 年、現

地会社と 50:50 で設立した合弁会社。油圧ショベル用板金素材を製造し、欧州のコマツ生産拠点

にも供給している。また、2007 年 12 月に本体組立工場の設立を発表した。 

代理店。現在五社をアポイント。日本の総合商社が設立した会社、ローカル企業に商社が出資

したり買収した会社、民族系会社等に分けられるが、どの会社も設立まもなく、市場急拡大に伴う

拡販体制やプロダクトサポート体制の強化を現在急ピッチで実施中である。 

 

(2) 日立建機  

日立建機がロシア（当時ソ連邦）との拘わりをスタートしたのは、1978 年に石油ガス建

設省向けに MA100（泥上掘削機）を納入した時点に遡る。当時、ソ連邦での油圧ショベ

ル、クローラクレーンの輸出は全て機械輸入公団（マシノインポート）経由で行われ、商

社を介した間接輸出であった。  

ソ連崩壊から新生ロシアに政治体制は変わったが、1998 年には経済危機が到来。1997

年から日立建機との商売を開始していた TSC 社は、経済危機を嫌って他社が営業活動を抑

制する中、積極的な拡販活動を展開し、正にこの時期にシェアを伸ばすことになった。経

済危機下でも、ロシアでの建機への需要は厳然としてあり、その需要に応える営業活動を

TSC 社が行ったことの結果であり、インサイダーとしての強みを発揮した形になった。そ

の後、石油価格は継続的に上昇し、ロシアの対外収支は劇的に改善した。結果として、油

圧ショベル需要も 2002 年頃から順調に回復し、右肩上がりの成長は今日まで続いている

が、中国、ロシア製の拡販の機会が相対的に増大している。西側メーカ間の競合に加え、

これら新興勢力との競合は今後益々大きな課題となっていくと思われる。こうした環境下、

品質、価格、販売網、サービス力、供給力など総合的な競争力を高める必要がある。  

第５章 ロシア現地調査報告  

 ロシアの主要都市であるモスクワ、サンクトペテルブルグにて以下の各所を訪問し、建

機市場に関する様々な情報を入手した。  

① Media Globe 

主催する展示会 CTT は東欧最大の展示会で面積は 90,739m2(前年比＋71％)、参加社数

702 社(同＋37％)、来客数は 20,625 人(同＋25％)。 

コマツ、TEREX、Liebherr、CAT、Volvo がメーカとして出展した他、ドイツ、スペイ

ン、イタリア、中国、韓国が各国のパビリオンを設置。  
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② ロシア機械メーカ経営者協会  

この協会はロシアの技術団体を創ろうとしているものであり、テクノロジー全般を担当

してロシア技術の促進を目指している。  

主な目的は、現政府の経済工業政策を安定的に続けさせることであり、ロシアの機械生

産発展のために全社会の注視を集めて政府に対する発言力を強めて行きたい。機械産業

の発展を更なる経済発展につなげていくということである。  

③ コマツ CIS 

ブルドーザ、ホイルローダ、モータグレーダはロシアメーカがマジョリティを取ってい

る。ロシアのメーカは国策により集約されており主力企業は 3 社である。但し、いずれ

の機種も最近では中国メーカと争っている状況である。尚、油圧ショベルでは中国市場

と同様に外資系メーカが地場メーカを淘汰している。  

油圧ショベルで外資系が増えている理由として、ユーザ自身が金持ちになったからとい

うのもあるが、ロシア国内の工事の質が向上して機械への要求品質が高まったこともあ

る。アベラビリティを管理した工期と経費のマネジメントが確立してきている。  

④ Liebherr-Russland 

ロシアでの売れ筋 4 商品は、クレーン、ショベル、冷蔵庫、スペシャルドリリングマシ

ン(橋を造るために柱を立てるための穴をあけるもの)。この 4 つで全売上の 80-90％を

占める。それぞれの売上はほぼ同じで 20％ずつとなる。冷蔵庫はコンプレッサの技術を

利用したものである。  

⑤ 日立建機モスクワ事務所、代理店 TSC 

TSC は、日立建機の独占代理権の他、TADANO を 6 年前から販売、New Holland から

は日立にはないバックホーローダ、ブルドーザを導入、AIRMAN の代理権も持っている。

また、去年は南アの BELL からアーティキュレートダンプも入れた。  

 

⑥ 経済発展貿易省投資政策局(露日貿易投資促進機構) 

経済発展貿易省の立場としては、日本からの輸入で対応するより国内で作るための投資

を招くことが重要である。  

⑦ レニングラード州副知事  

レニングラード州は投資額ではロシアで 3 番目の州である。石油の出ない地域では No.1

である。  

⑧ CAT TOSNO 工場  

TOSNO 工場は、1997 年に工場建設場所を決めて、翌 98 年 10 月に稼動開始した。水道、
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ポンプ、ヒータの設備はトスノ市からの供給を受けずに自家設備である。  

TOSNO 工場は当初計画ではアセンブリ工場であった。二つある建屋のうち小さい方の

工場が組立工場として作られたが、現在は出荷前製品倉庫となっている。現時点でアセ

ンブリの具体的計画はないという。ネックはアセンブリにはコンポの輸入が必須だがス

ペアパーツ並みに関税が高くコスト効果が低いことである。  

 

第６章 総括  

 我が国建設機械産業がロシアへ進出するにあたって必要とされる情報として、ロシアの

経済概況から、機種別の建機マーケットの状況、そして投資規制等法制上の問題点やその

他の諸問題を概観し、また既に進出している日本メーカの歴史や現況の報告から今後進出

するにあたって直面するであろう課題を探った。さらには、現地への出張調査により収集

した広範な情報や、三菱総研への委託により入手した現地コンサルタント会社による調査

内容も加えることで幅広くロシアにおける建設機械産業を取りまく環境を展望した。  

 

 

第７章 ロシア建機需要解析(建設機械市場をとりまく環境の現状と展望) 

ロシアのコンサルタント会社「AMIKO」による市場調査「道路及び建設の機械のロシ

ア市場を翻訳した。その要約としてロシアの建設市場、建設機械のリース市場、ロシアの

建設機械製造業の現状を最終章の付録として紹介する。  

 

                                  以    上 

                                                

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。  
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