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[要約] 
第１章 ロシアの経済動向と機械工業の動向  

1.1. ロシアの経済動向  

 ロシア経済は 1991 年のソビエト連邦崩壊以降、強度のインフレや金融危機により一時は
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大きく低迷したが、1999 年以降は原油価格の高騰を機に輸出が回復し、経済は大幅成長に

転じた。特に輸出の屋台骨である天然ガスと原油の価格が近年になって高値で推移したこ

とを受け、エネルギー関連産業が活況を呈している。直近の指標である 2006 年のロシアの

実質 GDP（国内総生産）は前年比 7.4％と 9年連続のプラス成長を達成し、原油および天然

ガスの輸出を中心に拡大している。好調な企業収益を背景に消費ブームの様相を呈し始め

ており、ロシア経済は内需と外需の両面で拡大を継続している。今後のロシア経済は一定

の不透明感は存在するものの、総じて明るい見通しとなっている。これまで成長を支えて

きた輸出は、素材価格の高水準が今後も継続する見通しであることに加え、個人消費を中

心に家計部門も持続的に拡大を続けて行くことから、ロシア経済は今後も高成長を続ける

ことが見込まれている。 

 今後のロシア経済を考える上で注目すべき点は、これまでのけん引役であった各種資源

の動向である。現プーチン政権および新メドベージェフ政権では現在のエネルギーに依存

した産業構造から脱却し、産業の多様化を実施していくことが課題とされ、具体的には電

力増産、運輸インフラの整備、資源の効率利用、ハイテクおよびナノテクノロジーの振興

が講じられ始めている。 

 

1.2. ロシアの製造業および機械工業の現状  

 ロシアの製造業はさほど発展しているとはいえない状況にある。2006 年の名目 GDP に占

める製造業の比率は 18.9％であり、これは同年の中国の 41.1％、ブラジルの 21.6％、日本

の 21.１％と比較して低い。製造業の内訳を生産額ベースでみると、規模が大きい業種は金

属業と食料品業であり、この 2 つが製造業の半分近くを占める。機械工業は輸送機械、特

に自動車産業の割合が高いが、天然ガスや石油などエネルギー産業と比べるとその規模は

極めて小さい水準にある。 

 ロシアの地域別での産業動向を見ると、企業数の多いモスクワ特別市とモスクワ省の産

出額が大きいが、注目すべきはチュメニ州などのウラル連邦管区とクラスノヤルスク地方

である。これらの地域は石油およびガス採掘の大規模な地域帯があり、その採掘と加工を

主産業として莫大な産出を行っている。 

 

1.3. ロシアへの外資進出状況  

 ロシアの直接投資受入額は 2001 年以降は原油、ガス価格高騰の追い風を受け、大幅に拡

大している。投資はオランダ、米国、ドイツなどが大きく、オランダはロイヤル・ダッチ

シェルのサハリン・プロジェクトに代表されるようにエネルギー関連投資が多く、米国は

自動車関連、通信、製薬など多方面における投資、ドイツはエネルギーセクターへの投資

を中心に行っている。一方で、日本からの直接投資額は少ない。直接投資の対象業種は鉱

業、製造業、卸売など。製造業に関しては、最近はトヨタのサンクトペテルブルグ進出を

皮切りに輸送機械での機械工業の進出も徐々に目立ち始めている。 
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第２章 ロシアを支える東欧諸国の経済動向と機械工業の動向  

2.1. 東欧諸国の経済動向  

  本調査ではロシアを支える東欧諸国として、ウクライナとルーマニアを採り上げ、両

国の経済動向を概観することとした。 

 ウクライナは 1991 年の独立後、経済改革の実施に踏み出したものの、保守勢力の抵抗に

より改革が遅延したことに加え、1993 年には通貨政策の失敗により極度のインフレに陥る

など、他の東欧諸国と同様に経済成長が低迷する時代を経験した。しかし、その後の 2000

年以降はロシアをはじめとする CIS 諸国の経済回復に支えられたことに加え、中国への鉄

鋼輸出の急増にけん引されてプラス成長が続いている。輸出額を見ると、鉄鋼関連製品の

全体に占める割合は 34％でウクライナ経済の支柱となっている。ウクライナにおける経済

構造は歴史的にも対ロシア政策の変動によって大きな影響が生じるため、その点に注目す

べきである。 

  ルーマニア経済は 1989 年のチャウシェスク政権からの転換直後、国営企業民営化の遅

延、農地私有化に伴う混乱などのためマイナス成長となったが、2000 年には回復基調とな

り、その後は前年比 5～7％の安定的な経済成長を続けている。かつては年率 40％を超えて

いたインフレも 2005 年には 8.6％まで低下し、現在のマクロ経済は総じて安定的に推移し

ている。 2007 年の EU 加盟以降は建設、運輸などが経済のけん引役となっており、西欧諸

国からの直接投資も拡大。主要貿易相手国は EU 加盟国が輸入・輸出ともに全体の約 60％を

占めている一方で、中国や日本との貿易はほとんど存在しない。 

 

2.2. 東欧諸国の製造業および機械工業の現状  

 ウクライナの産業を全体的に見ると、農業と製造業が比較的大きい。肥沃な黒土に恵ま

れた「欧州の穀倉地帯」してロシアなど CIS 諸国に輸出。一方、製造業は旧ソ連時代から

重工業を中心に拡大しており、鉄鋼業が主要産業。また、航空機などの軍需産業も名高く、

旧ソ連時代を通じて高い技術が培われているとされる。地方別動向を見ると、付加価値額

では首都キエフが高いほか、ドネツィク州、ドニプロペトロウシク州、ハルキウ州など東

側に位置する州の付加価値額が高い。これらの地域では製鉄所が存在するほか、金属加工

工場、コークス生産工場などが数多く操業している。 

 ルーマニアでは第二次世界大戦後の計画経済によって重工業が発展していたが、1980 年

以降のチャウシェスク政権下では極端な緊縮財政が採られ、設備投資が抑制されたため、

鉱工業は大幅に減速。政権崩壊後もコメコン体制の崩壊などを背景に鉱工業は一層落ち込

んだ状況が続いている。ただし、近年は外資進出が自動車産業を中心に拡大し、製造業全

体のけん引役となっている。地方別の動向を見ると、2004 年では最も GDP が高い県は首都

ブカレストで次にティミシュ県、コンスタンツァ県などが続く。ティミシュ県はルーマニ

アの中で最も経済が活発化しているとされ、機械製造、食品、化学、繊維、木製品などが

主要産業。また、コンスタンツァ県は国内で最大のかんがい設備を有する農業地帯である
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が、化学、食品、繊維、造船、建設材料などの業種が発展しており、黒海沿岸のコンスタ

ンツア港はルーマニア最大の港として交易の拠点。 

 

2.3. 東欧諸国への外資進出状況  

 ウクライナへの外資進出は近年増加傾向にあるものの、他の東欧諸国と比較して少ない

水準。現状で規模は小さいものの、ウクライナでは 2000 年に電力、通信、農業インフラな

どへの外資参加を認めて以来、徐々にではあるが直接投資は増加傾向。ただし、現時点で

は日系企業の進出はあまり目立っておらず、日本の直接投資残高は少ない 

 ルーマニアでは革命後の不安定な政治を背景に 1990 年代まで外資の進出は低迷。しかし、

2001 年には外資誘致を目的とした新直接投資法が制定され、翌 2002 年にはルーマニア外国

投資庁が設立されるなど、外資への積極姿勢へ転じた。その結果、EU を中心に近年はルー

マニアに対する投資が加速。投資は伝統的産業でもある製造業に対する投資が多く、その

他、卸小売、金融サービスへの投資も活発である。フランスのルノー進出のほか、韓国の

Daewoo などのプレゼンスが大きい。また、最近ではノキアが生産を開始したほか、フォー

ドの進出が検討されるなど、さらに外資進出の動きが加速している。 

 

第３章 ロシアと東欧諸国における事業環境の比較  

3.1. 政策および法整備状況  

 ロシアの政策状況に関しては、ロシアでは現プーチン政権に代わり、メドベージェフ政

権が 2008 年 5 月に発足する予定である。現時点では新政権による政策の見極めは難しいが、

これまでのプーチン政権における強硬路線とは一線を画したリベラル路線を推進するとの

見方が多い。現時点では具体的な政策は策定されていないが、①経済特区、②極東・ザバ

イカル開発、③安定化基金再編などの政策が策定されており、今後もこの路線が継承され

て行くものと考えられる。法整備状況に関しては、ロシアで活動する外国企業はは基本的

に内国民待遇を受けることとなっている。現在、外国企業が営業することが全面的に禁止

されている業種として、自動車運送事業（特別許可取得による免除可能）があるほか、電

力事業、軍需産業、資源開発関連、銀行関連などは規制対象産業とされている。税制に関

してはロシアにおける法人税に相当するものとして 24％の企業利潤税が存在。その他にも

連邦税、地方税など合計 14 の税金が存在し、付加価値税、統一社会保障税、物品税、法人

資産税などが挙げられる。経済特区（SEZ）などの特定制度として、ロシアでは 2005 年に

特別経済区法（2005 年 7 月 22 日付 No. 116-FZ）が制定され、経済特区制度が導入。①工

業生産特区、②技術導入特区、③観光・リクリエーション特区の 3種類が定められている。 

 ウクライナの政策は大統領あるいは首相が代わるたびに変更されることが多く、不安定

な状態が続いている。特に最近は外資への優遇姿勢がトーンダウンされており、最近の大

きな出来事としては、2005 年に企業間の格差縮小を目的として、経済特区が廃止されてい

る現在、ウクライナ政府は EU への加盟を視野に入れて経済規制を改善しようとしているも
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のの、法および各種政令など多くの分野で作業が残されたままとなっている。 

 ルーマニアはウクライナと異なり、活発な産業政策を行っている。市場経済へ移行した

1990 年以降、外国資本は経済成長を促すとの観点のもと、直接投資誘致のための法整備、

支援体制の準備を行ってきた。また、インフラをはじめとする事業環境も徐々にではある

が整備している。外資に対しては IT とハイテク産業、および伝統的に強い自動車分野での

投資を推奨していることをはじめ、2002 年にはルーマニア外国投資庁(ARIS)を創設するな

ど、外国投資の受け入れ体制も強化している。なお、2007 年にルーマニアは EU に加盟した

ため、これに併せて各種投資優遇策も変更されることが予想される。 

 

3.2. 投資環境の比較  

 上記に加え、労働力、インフラ設備、物価を基軸に各国における投資環境を評価した。

労働力に関しては、ロシアの 2005 年の総人口は 1億 4,700 万人で、ブラジルに次いで世界

第 6位の人口大国だが、ソ連解体以降、減少傾向が続いており、過去 5年間の減少率は約 2％

である。人口構成も人口ピラミッドを見るといびつな形状をしており、特に若年層の人口

減少が深刻になりつつある。次にウクライナの総人口は約 4,700 万人で世界第 23 位である。

近隣諸国ではポーランド、ルーマニア、ウズベキスタンよりも多い。ただし、ウクライナ

もロシアと同様に人口減少が加速しており、ピークであった 1985 年当時から現時点で 400

万人近くが減少。ルーマニアの人口は約 2,200 万人でチャウシェスク政権時代の人口大増

進政策によってバルカン半島の中で最も多いが、最近はその反動もあって減少傾向が続い

ている。 

  労働者の教育水準に関しては、ロシアではロシアでは一般的に高等教育が行き届いて

いるので、ホワイトカラーを中心に人材の水準は高いとされる。しかし、最近は優秀な人

材を中心に都市部あるいは海外に流出するケースが多く、地方での優秀な人材獲得は困難

であるとされる。ウクライナに関しても旧ソ連時代からの影響でロシア語を基礎とした教

育が行われており、高等教育も進んでいるとされる。特に IT 関連における人材は優秀とさ

れ、既に西側諸国から人材獲得が進められている。ルーマニアにおける人材も同様にレベ

ルが高いとされている。ルーマニアでは大学進学率が高く、特にチャウシェスク政権時代

に数学とコンピューター工学が奨励されたことから理数系で強い人材が豊富である。また、

英語能力が極めて優れていることに加え、ルーマニア語自体がイタリア語、フランス語な

どのラテン系言語と近いことから欧州の複数言語におけるコミュニケーションが可能であ

る。 

 インフラに関しては対象 3 ヶ国ともに施設の老朽化が進んでいる。ロシアでは電力は供

給不足。極東地域を中心に原子力発電を強化する予定であるが、発電所の建設期間を考え

ると当面は電力不足の状況が続く可能性が高い。一方、ウクライナとルーマニアでの電力

供給量はさほど問題はないものの、送電設備が老朽化しており、停電が発生する場合もあ

る。道路に関しては、ロシアはウラル山脈以西のみが開発されており、東側ではロジステ
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ックスに問題がある。ウクライナとルーマニアに関しては、道路の老朽化が進んでおり、

一部を除いて改善が必要とされる。 

 対象 3 カ国への進出を考えると、総じてルーマニアは外資系企業の進出の歴史が比較的

長く、インフラがある程度整備されていることから、進出におけるメリットが幾つか存在

する。一方、ロシアとウクライナはインフラ設備の老朽化が課題であることに加え、外資

への優遇もさほど活発化していないことからさほどメリットは多いとはいえない状況にあ

る。特にウクライナの法整備は課題が多く、改善が必要。ただし、3カ国とも人材の水準は

比較的高いとされ、今後のポテンシャルは高い。 

 

第４章 東欧視察団の派遣と調査結果  

4.1. 視察の目的と視察団の構成  

 本調査ではウクライナとルーマニアへの視察団を派遣し、その内容を記載した。当視察

団は日機連会長・金井務氏を団長とし、日機連会員企業関係者（理事・評議員を中心とす

る）15 名を含む、計 17 名で構成した。 

 

4.2. 視察日程  

 東欧視察は、2008 年 2 月 13 日から 22 日までの 10 日間の日程で実施。ウクライナ、オー

ストリア、ルーマニアの順で視察を行った。訪問先は現地政府要人との会談、現地日本大

使館、機械工業関連の日系企業を中心とした。 

 

4.3. 視察先の概要および視察結果  

 ウクライナでは経済省、産業政策省、燃料エネルギー省、国家投資イノベーション庁、

産業家企業家連盟、商工会議所を訪問。現在の WTO 加盟を通じて大きく発展しようとする

ウクライナ経済の今後のポテンシャルと現状における問題点に関して意見交換を行った。  

 オーストリアではジェトロ・ウィーンセンターを訪問し、ポーランド、チェコ、ブルガ

リアといった今回の視察対象国以外の国における経済状況や進出動向などに関して最新情

報を確認した。 

 ルーマニアでは中小企業・通商・観光・自由業省、経済・財務省および外国投資庁に加

え、日系製造業企業の幹部との会談を行った。2007 年に EU に加盟し、既に外資導入もある

程度進んでいるが、今後の外資への政策、さらには EU への加盟を通じて模索し続けるルー

マニア現状における問題点と今後の可能性について意見交換を行った。 

 

5. 結語  

5.1. ロシア、ウクライナ、ルーマニアの現状  

 本調査ではロシアおよびそれを支える東欧諸国としてウクライナとルーマニアを取り上

げ、各国における機械工業を取り巻く現状を経済動向や外資進出状況を踏まえた上で、政
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策および法整備状況、労働関連状況、インフラ設備、物価の視点で比較および検証した。

対象 3ヵ国では 2000 年以降の経済活動は活発化しており、特にロシアのエネルギー産業に

けん引されて東欧諸国全体で経済が拡大している。ただし、3ヵ国ともに機械工業はさほど

発展しておらず、特にロシアではエネルギーに依存した経済構造からの脱却が課題となっ

ている。また、ウクライナでは昨今の政策動向が不安定であることから外資の進出は見直

しが迫られており、他国と比べてもインセンティブは低い。一方で、ルーマニアは外資誘

致の歴史が比較的長いことに加え、EU 加盟を契機にさまざまな事業環境の改善が続いてい

る。現時点での状況を踏まえると、ロシアとウクライナの機械工業は全体的に未開発であ

り今後の変化が求められている一方で、ルーマニアは既にある程度外資を中心に発展して

いるがゆえに、その一歩先がどのようになるか注目されるところである。 

 

5.2. ロシア、ウクライナ、ルーマニアのポテンシャルとリスク  

 今後の対象 3 ヵ国におけるポテンシャルについては、まずロシアは製造業を中心とする

経済への転換が求められており、これに応じてシベリアおよび極東地域を対象とする開発

も積極的に実施されつつある。また、広大な国土と豊富な資源、さらに世界第 6 位の人口

を有する消費者市場は極めて魅力的でもある。ウクライナに関しては法制度が脆弱でイン

センティブも現状では皆無ではあるが、2008 年 2 月に WTO に加盟し、現在は EU への加盟を

急いでいる。これら一連の国際化の過程で政治動向が安定化し、法制度が整備されれば、

魅力的な進出先の一つとして変貌することも十分考えられる。ルーマニアは既に外資誘致

の実績があり、EU 加盟を通じて徐々に先進国に近づいている。インフラ設備などで改善の

余地は残るものの、良好な西欧への生産基地として魅力的なポジションを継続的に提供で

きる可能性が高い。 

 一方で、現状を見る限りこれら 3ヵ国への進出は大きなリスクを伴う。3ヵ国ともにイン

フラの老朽化が目立っており、現地進出の際の足かせとなる可能性が存在する。また、機

械工業も十分に育っていないことから、部品調達にも限界がある。さらに、ロシアとウク

ライナは共に今後の政策動向が不透明な部分が多く、外資誘致などへの影響も懸念される。

これらの状況が改善しない限り、3ヵ国への進出は大きなリスクを伴うことが予想されるた

め、進出にあたっては産業や地域などの諸状況を厳密に調査した上で検討することが必要

不可欠である。 
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