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[要 約] 

2000 年以降、恵まれたエネルギー資源の好調な輸出に伴い、ロシア国内の景気上昇、製

造業の生産増、売上高増が続いた。ソ連時代の中央統制経済から、ソ連崩壊後は民営化的

構造に変身しつつあるが、国際競争の中で商品の質的な問題は多い。自動車産業や民生用

航空機産業において、エネルギー効率性や快適性で遅れをとっており、海外企業との協力、

海外企業からの技術導入が行われている。電力産業においては旺盛な発電需要に対して、

火力発電所、原子力発電所の増設は必須であり、ロシアの重電企業は強気の姿勢と思われ

る。一層の高信頼性、高効率な設備が要請されており、海外企業との協力も可能性は大き
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い。宇宙産業は、ソ連時代からの膨大な技術蓄積があり、実績に裏づけされた信頼性は高

く、衛星打上げ事業やロケットエンジンの技術供与も行われ、ビジネスが立ち上がってい

る。今後は、培われた技術をリニューアルしたり、環境、安全に適応し、低コスト化する

研究開発が必要である。製鉄設備技術や鉱業向け大型設備技術、また寒冷地におけるパイ

プラインの建設はロシアの得意としてきたところでもあり、国内外での実績も多く、一層

のブラッシュアップがなされれば、さらに活気付く分野である。 

研究開発動向としては、ロケットエンジンの要素や動力関連、触媒や水素を用いた高熱

効率システム、形状記憶合金を用いた機能性部品、軽量高強度航空機材料、高信頼性の溶

接・接合方法、レーザーを用いた油膜汚染除去など地味ではあるが、多数存在する基礎科

学研究所や先端企業が携わっており、今後も注目していく必要がある。 

 

Ⅰ. ロシアにおける機械産業の実態や動向の調査 
1.  ロシアにおける機械産業の動向の概要 

1.1 自動車産業 

2000 年ではロシア国内の乗用車生産台数は約 97 万台で 100％国産車に近く、輸入車は

25 万台程度で７割は中古車であった。それが、2008 年時点で売上高は約 7800 億ルーブ

ル（今回の調査範囲）国内生産車が約 140 万台に増え、国産車と外国車の割合は 6：4 で

ある。他方、輸入車は 200 万台に拡大し、そのうち中古車は 18％程度である。輸入と国

産を合わせた全体で外国車の割合が 74％になっている。この比率は今後益々大きくなるも

のと考えられる。 

このように順調に拡大を続けていたロシア自動車産業であったが、2008 年後半に発生し

た世界金融恐慌はアメリカのビッグスリー同様に、ロシアの国産自動車メーカーを危機的

な状況に追い込んでいる。政府はアメリカ同様に資金支援を約束しているが、成長路線に

回復するにはもう少し時間が必要である。進出した外資メーカーの製品は現在のところ売

行きに大きな影響は出ていないようである。外資メーカーによる国内生産が更に発展する

ためには部品のロシア国内調達を実現する必要があり、今後は部品製造の技術移転が課題

と考える。 

1.2 軍需産業 

アメリカの軍事専門誌 Defense News が毎年、世界の軍需企業トップ 100 を発表してい

る。2008 年版では、売上高が公開されている範囲ではあるが、ロシアからは 9 社が入っ

ており、しかも年々着実に順位を上げ、企業別でも拡大を続けている。総売上げに対する

軍需売上げの割合をみると、ロシア企業は 90％以上が殆どで、軍需専門企業であるといえ
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る。ロシアの国防関連企業は、過去に膨大な企業数と就労者を抱えて（2000 年で約 2000

社、約 450 万人）おり、現在でもロシアでは軍需産業が、自動車産業に次ぐビッグ産業で

ある。 

高度科学技術を必要とする産業分野で、ロシアの国防産業の寄与率は、航空機、宇宙関

連機器、光学機器、エレクトロニックス、火薬においては 100％であり、造船、ラジオ・

電子機器では 90％、通信機器で 70％、医療機器で 60％、機械産業全体でも 27％であると

する見解がある。 

ロシアの軍需産業が持つ問題点としては、軍需からから民需への転換の関係見直し、軍

の量と質からの抜本的見直し、先進国からの技術移転、ロシア軍需産業の構造的問題（設

備の老朽化、従業員の高齢化、優秀技術者・熟練工の流出）の解決等が考えられる。 

1.3 航空機産業 

旧ソ連時代には航空機製造に関して 10 の設計局と約 20 の生産工場があり、別組織であ

った。ソ連解体後は民営化の流れに沿って、設計局と生産工場の統合が計られ、主に製品

種別にグループ化された。2006 年に航空企業の大統合が始まり、主要な航空機製造会社を

全て傘下に置く巨大国策持株会社【統一航空機製造会社】（United Aircraft Corporation：

UAC）が設立された。子会社には Beriev、Ilyushin、Irkut、Sukhoi、Mikoyan、Tupolev、

Yakovlev、KMAAPO、TAPO を持つ。政府の株所有比率は当初 25％の構想であったが、

設立時は 91.4％になった（2009 年株主総会時点では 80.2％）。 

航空機製造面では戦闘機メーカーのスホイに中距離リージョナルジェット機 Sukhoi 

Superjet 100 を造らせてロシア航空機業界の起死回生を図ろうとしている。2007 年 9 月

には同機のお披露目が行われ、2025 年には世界の民間航空機の 12～15％はロシア製にす

るという意気込みである。 

1.4 宇宙産業 

衛星打上げなどは国家予算で行われ、それ以下の利用分野は民間事業として行われてい

る。人工衛星には偵察機能による軍需もあるので、需要区分の境界が必ずしも明確ではな

いが、ロシアでは軍需 70％、民需 30％と推定されている。ロシアの宇宙開発体制は、大

統領・首相の下にある「ロシア連邦宇宙局」（Roscosmos）が統括している。この宇宙局に

直結して、100％ないし決定権のある割合で国が株を持つ国営会社のロケットや宇宙船・

衛星のメーカー、打上げ基地運営機関、計器・計測企業などがある。関連する省庁は国防

省と産業貿易省、エネルギー省、運輸省、通信マスコミ省、経済発展省等である。この体

制は 2005 年に連邦政府で承認され、2006 年から 10 ヶ年計画として設定されている。 

予算は約 10 億 US$／年とされているが増加の傾向といわれている。プーチン首相は
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2009～2011 年の 3 年間の宇宙関連予算として 2,000 億ルーブル（約 7,200 億円）を約束

したと伝えられる。 

2010 年までに ISS のロシア担当分の 5 モジュールを完成させ、その後も 8 モジュール

を追加打上げする計画である。他に気象衛星、通信衛星、調査衛星等を複数基打上げる予

定になっており、ロシアでも利用関係の市場が拡大する内容になっている。 

1.5 電力・電気機械産業 

今回調査した、電力・電気機械関連の主要企業は、実態的には発電関係の製品が多く、

他産業用の汎用機器の製品や家電製品は少ないようにみえる。また、電線関連企業が 4 社

入っており、ロシアの電力・電気機械産業は主として発電設備関連企業で占められている。

電力・電気機械産業の売上金額は約 2200 億ルーブル（今回の調査範囲）であり、自動車、

軍需分野に次いで第 3 位を占める。 

新規導入発電容量の予測は 2010 年に約 42GW、2015 年には約 72GW となっている。

2010 年から 5 年間に年間約 6GW の発電設備を設置する計画である。ロシアの重電企業の

理論上の生産能力は 9GW 以上あるといわれているが稼働率が低く実際の生産能力は

5GW 以下であると想定される。短期的に建設が容易なガス火力発電と石炭火力発電で取

敢えず絶対電力量を確保した後に原子力発電に代替していくと考えられる。 

長期にわたり電力需要が大きく、設備増強ニーズが高いことは事実であり、電力・電気

機械グループの企業は強気姿勢と思われる。 

1.6 農業機械・建設機械産業 

農業機械と建設機械企業が明確に分かれているものではなく、また、戦時中には戦車を

製造していた工場も多い。2010 年 2 月に、大統領は向こう 10 年間でロシア食糧自給率を

100％にする計画を発表したと伝えられ、農業政策に各種の補助金が考えられているよう

であり、農業機械メーカーにとっては追い風と見られる。農業機械関係企業は金融恐慌の

影響もそれほど受けておらず、今後も発展するものと考えられる。 

建設機械全般では、この 7 年間で 25 倍に急拡大するなど、需要は旺盛なものがあり、

国内の建設機械企業も大きく伸びる余地があるとみられる。25 倍の拡大の中で、種類では

大型と中型機械で油圧ショベルが 76％を占め、次いでホイールローダーとブルドーザであ

る。道路機械については耐用年数を越えたものや、陳腐化したものが多いとしているので、

これらの代替需要も考えられる。 

日本からのロシア進出企業ではコマツと日立建機が先行している。特にコマツはロシア

の天然ガスパイプラインの敷設に関連してフォークリフトをはじめ多くの建設機械を輸出

しており、さらにロシア国内に生産会社を設立して供給している。 
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1.7 化学・石油設備産業 

ロシアは、石油や天然ガスの生産が多く、これらエネルギー資源の掘削設備、採掘装置、

蒸留塔、反応塔などの石油化学設備、ガス処理設備、LNG 関連設備などの天然ガスの精

製・処理設備を一貫して生産している。また、パイプラインの建設、要素装置であるバル

ブ類、ポンプ類、熱交換器類、制御設備を生産している。近年、サハリン地区を始め、エ

ネルギー資源開発は活発であり、海外企業との協力、提携による技術改善も行われている。

ヴォルゴグラードネフチマシは、ガスプロム社の子会社として、2009 年クイビシェフ製油

所の設備を製造している。ペトロザヴォツクマシでは、2009 年にタタルスタン共和国にお

ける石油精製と石油化学プラントを 320 億ルーブルで受注している。 

化学機械として、パルプ・製紙産業では原材料置場から製紙設備の全体設備まで大規模

な構成となり、その中には電気化学的な腐食処理、漂白処理、レーザー硬化処理なども含

まれる。ペトロザヴォツクマシは、パルプ・製紙設備製造の大手でもある。 

今回の調査範囲において、化学・石油産業分野の売上高は約 520 億ルーブルである。要

素装置であるバルブ類、ポンプ類、熱交換器類などは、機械部品企業や重工業企業が生産

している場合も多く、詳細な分類、計上は難しい点がある。 

1.8 造船産業 

ロシア 大の造船企業は、1856 年設立のバルチースキー・ザヴォードであり、2005 年

の売上高は 96 億ルーブルであった。設立から現在までに 312 隻の海軍艦艇と潜水艦、215

の商業船、合計約 550 隻を建造した。原子力推進動力による砕氷船は得意な分野であり、

大型商業船や海軍艦艇も建造できる。また、船の建造だけでなく海洋推進装置や機械の幅

広い装置を製造し、他の造船所に供給している。その他、原子力発電所の熱交換器等も製

造している。造船所の活動の中で有望な分野としては浮動式原子力発電所の建設もある。 

1.9 鉄道車両・輸送機械産業 

ロシアの軌道延長は 85,500km に達し、アメリカに次いで世界第 2 位である。ロシア鉄

道は 2003 年公開株式会社として発足し、株式は 100％国家が保有している。車両の生産

台数は、特に 2005 年頃以降大幅な増加となっている。これは 2000 年以降景気の上昇によ

り鉄道輸送量の増加したこと、ロシア鉄道社の車両が老朽化し、陳腐化が進み、ロシア鉄

道社が積極的に購入し始めたこと、ロシア鉄道社以外の独立系の鉄道会社の需要が急増し

たためである。ロシア政府は 2008 年に「2030 年までのロシア鉄道輸送発展戦略」を打出

し、輸送機械製造の目標としていくこと、及び海外との協力拡大を謳っている。第 1 段階

は在来線の大幅な近代化と老朽化した車両の更新、第 2 段階は鉄道網の拡大を挙げており、

投資額は 13 兆ルーブル規模になる。 
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1.10 重工業・機械部品等 

重工業はソ連時代から得意分野の一つであり、製鉄設備や鉱業設備の多くを生産してき

た。オスコル冶金機械工場、エレクトロスターリ重工業、チャジマシは、高炉や精錬炉、

圧延設備等の製鉄設備や鉱山採掘設備、粉砕機、選鉱設備などの老舗である。自動車、航

空機、動力機器、発電機などの生産増に伴いベアリング需要は増大しており、ヨーロッパ・

ベアリング（発祥はソ連時代の国立ベアリング工場）は 2007 年の売上高 106 億ルーブル、

ロシア内シェア 44％を占める。計測関連では、液体流量計、プロセス計装置を得意とした

プロムプリボールが、ガソリンスタンド用装置、LPG スタンド装置、燃料輸送用タンク機

器などの生産で発展している。レーダー、レーザー通信機器、医療機器を得意とするリャ

ザン国営機器工場、電気式アクチュエータ、プロセス制御機器の製造で歴史のあるゼイム、

ロシアの照明機器の 80％を製造するロシア 大の光エンジニアリング企業のリズマがあ

る。 

 

2. ロシアにおける主要な機械産業企業の調査－上位売上 43 社 

ロシアの経済誌「Expert」に掲載される、2008 年度ロシア大企業（売上高上位）400

社（"Эксперт-400"）の中から抽出した機械産業企業 43 社に関してウエブサイト（ホーム

ページ）等を探し、情報を収集した。それぞれについて概要を下表に記す。 

No. 会社名（日本語） 所在地 
（市） 

主要製品

分野 主要製品 売上高 
(億ﾙｰﾌﾞﾙ) 

2.1 アフトヴァズ ﾄﾘﾔｯﾁ 自動車 Lada,Niva,Priora,Logan,他 1,920(2008)
2.2 ガズグループ ﾄﾘﾔｯﾁ 自動車 Volga, GAZ Truck, 建設機械 1,460(2008)
2.3 ロシアフォード ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ 自動車 Forcus, Fusion,Mondeo, 1,480(2008)
2.4 カマズグル－プ ﾅｰﾍﾞﾚｼﾞﾇｲ･ﾁｪﾙﾇｲ 自動車 トラック、バス、牽引車 963(2008)
2.5 アルマズ･アンテイ ﾓｽｸﾜ 軍需 防空システム S-300、“Triumph” 799(2007)

2.6 トランスマシ 
ホールディング ﾓｽｸﾜ 鉄道車両

各種機関車、客車、地下鉄、ディー

ゼルエンジン 680(2007)

2.7 ソレルス ﾓｽｸﾜ 自動車 UAZ 車、双龍、FIAT 車、ISZU 車 616(2008)
2.8 TVEL ﾓｽｸﾜ 核燃料 各種原子炉用核燃料、非鉄金属、磁石 489(2007)
2.9 スホイ ﾓｽｸﾜ 航空機 戦闘機、旅客機、水上機 474(2007)
2.10 ウラルヴァゴン工場 ﾆｼﾞﾆﾀｷﾞﾙ 輸送 戦車、トラクター、液化ガス用車両 375(2008)
2.11 アフトトル ｶﾘｰﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ 自動車 起亜車、BMW 車、GM 車 510(2008)

2.12 トラクター製造 
コンツェルン ﾁｪﾎﾞｸｻﾙｲ 農業機械

トラクター、コンバイン、ブルドー

ザ、建設機械、他 342(2007)

2.13 アフトフラモス・ルノー ﾓｽｸﾜ 自動車 ルノー・ロガン、サンデロ 350(2008)
2.14 オボロンプロム  ﾓｽｸﾜ 軍需 各種ヘリコプター、対空システム 1,209(2008)
2.15 戦略的ミサイル ﾓｽｸﾜ 軍需 各種ミサイル、誘導システム 284(2007)

2.16 タガンログ自動車 
工場 ﾀｶﾞﾝﾛｸﾞ 自動車 現代(韓国)車：アクセント、ソナタ、

ポーター(トラック)、ベガ 368(2008)

2.17 イルクート ﾓｽｸﾜ 軍需 多目的戦闘機、レーダー警戒機 262(2007)

2.18 フルニチェフ研究・ 
製造宇宙センター ﾓｽｸﾜ 宇宙産業

プロトンロケット、アンガラロケッ

ト、ISS モジュール 229(2008)
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2.19 OMZ ウラルマシ 
イジョラグループ ﾓｽｸﾜ 重工業 原子力機器(加圧型軽水炉) 

石油・ガス設備、鉱業機械 292(2008)

2.20 航空・宇宙設備 ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ 航空機 航空計器（ジャイロユニット、他） 
ナビゲーション機器、各種センサ 256(2008)

2.21 パワーマシン ﾓｽｸﾜ 発電設備 発電プラント、ガスタ－ビン、発電機 275(2008)
2.22 エレクトロ工場 ﾓｽｸﾜ 変圧設備 多目的トランス、リアクトル、電源 133(2008)
2.23 エレクトロ絶縁 ｻﾏﾗ 電機製造 変圧器、開閉器、遮断器、SiC 素材 146(2008)
2.24 ウフアエンジン ｳﾌｱ 航空機 ジェットエンジン、ガスタービン等 150(2008)
2.25 サターン ﾔﾛｽﾗｰｳﾞﾘ 航空機 航空機用・発電用エンジン 158(2007)
2.26 GM-アフトヴァズ ｻﾏﾗﾝｽｷ 自動車 シボレー・ニワ 164(2008)

2.27 油圧機械 
及びシステム ﾓｽｸﾜ 産業機械

ポンプ類、バルブ類、管継手類、 
ケーブル類 134(2007)

2.28 ロストセリマシ ﾛｽﾄﾌ･ﾅ･ﾄﾞｩﾉ 農業機械 穀粒収穫機、多目的トラクター 158(2008)

2.29 モスクワ機械製造 
サリユート ﾓｽｸﾜ 軍需 

機械 
航空エンジン(戦闘機スホーイ用） 
タービンユニット、化学装置 115(2008)

2.30 キーロフ工場 ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ 農業機械 トラクター、道路用機械、冶金製品 143(2008)
2.31 アルタイヴァゴン ﾉﾎﾞｱﾙﾀｲｽｸ 鉄道貨車 各種鉄道貨車、タンク車輌 156(2008)

2.32 チェリャビンスク 
トラクター工場 ﾁｪﾘﾔﾋﾞﾝｽｸ 産業機械

トラクター、ブルドーザ、ローダー、

パイプ敷設車 135(2008)

2.33 モトヴイリハ工場 ﾍﾟﾙﾐ 戦車、輸送 迫撃砲、ロケット砲、石油採掘機 114(2007)

2.34 ペルミモーター 
グループ ﾍﾟﾙﾐ 産業機械

軍・民用エンジン、ガスタービン、 
ガスパイプライン用ポンプ 112(2007)

2.35 サテライト情報システム

レシェトニェフ ｸﾗｽﾉﾔﾙｽｸ 宇宙産業
情報衛星システム、衛星制御システ

ム、軌道制御システム、他 101(2007)

2.36 ウンコムテック ﾓｽｸﾜ 電線製造 各種ワイヤー・ケーブル 108(2007)
2.37 ルッセルプロム ﾓｽｸﾜ 電機製造 モータ、発電機、ポンプ 119(2008)

2.38 航空宇宙センター 
プログレス ｻﾏﾗ 宇宙産業

宇宙船：ヴォストーク、ソユーズ、 
クラスター、アモス、ガリレオ、他 107(2007)

2.39 カマカーベリ ﾍﾟﾙﾐ 電線製造 電力用ケーブル、ワイヤー、導電線 106(2007)
2.40 セフカーベリ ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ 電線製造 電力用ケーブル、ワイヤー、導電線 131(2008)

2.41 ヨ－ロッパベアリング 
コーポレーション ﾓｽｸﾜ ベアリン

グ製造 各種ベアリング 106(2007)

2.42 コロリョフ・ロケット･

宇宙 エネルギア ﾓｽｸﾜ 宇宙産業
弾道ミッサイル R-1、宇宙船：ヴォ

ストーク、ソユーズ、ISS 113(2008)

2.43 エレクトロカーベリ ｳﾗｼﾞｰﾐﾙ 電線製造 電力用ケーブル、ワイヤー、ネット 101(2007)

 

3. ロシア各管区の主要な機械産業企業の調査 

ロシアの連邦構成体を総括する７つの「連邦管区」から主要な機械工場を選定し、ホー

ムページ等の情報から下記 36 社を選定して概要を調査した。 

No. 会社名（日本語） 所在地 主要製品

分野 主要製品 売上高 
(億ﾙｰﾌﾞﾙ)

3.1 オスコル冶金機械工場 ﾍﾞﾙｺﾞﾛﾄﾞ州 鉱山 鉱山機器、金属工業設備 － 
3.2 コヴロフ電気機械工場 ｳﾗｼﾞﾐｰﾙ州 発電 油圧製品、ロボット － 
3.3 デクチャリョフ記念工場 ｺｳﾞﾛﾌ 機関銃 機関銃、射撃砲、ﾐｻｲﾙｼｽﾃﾑ － 
3.4 クランエクス ｲﾉｳﾞｫ州ｲﾉｳﾞｫ 土木、建設 油圧ｼｮﾍﾞﾙ、建設用機械 － 
3.5 リペック・トラクター ﾘﾍﾟｯｸ州ﾘﾍﾟｯｸ 農業 ﾄﾗｸﾀｰ、ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ － 
3.6 REMCO ZiO ポドリスク ﾓｽｸﾜ州ﾎﾟﾄﾞﾘｽｸ 発電 原子力発電機器、石油機器 － 
3.7 エレクトロスターリ重工業 ﾓｽｸﾜ州ｴﾚｸﾄﾛｽﾀｰﾘ 重工業 鋼管圧延設備、形鋼設備 － 
3.8 プロムプリボール ｵﾘｮｰﾙ州ﾘｳﾞﾆ 石油 石油ﾀﾝｸ、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ 10
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3.9 リヴギトロマシ ｵﾘｮｰﾙ州ﾘｳﾞﾆ 全産業 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ － 
3.10 リャザン国営機器 ﾘｬｻﾞﾝ州ﾘｬｻﾞﾝ 医療、通信 医療機器、光通信機器 － 

3.11 ヤロスラヴリ 
電気機械工場 

ﾔﾛｽﾗﾌﾞﾘ州 
ﾔﾛｽﾗﾌﾞﾘ 電気、電子 発電機、ﾓｰﾀｰ － 

3.12 コロメンスキー工場 ﾓｽｸﾜ州ｺﾛﾑﾅ 鉄道、発電 各種機関車、ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ発電機 15
3.13 メトロヴァゴンマシ ﾓｽｸﾜ州ﾐﾃｲｼ 鉄道、輸送 地下鉄車両、ﾊﾞｽ、ﾄﾗｯｸ 118(2008)
3.14 スモレンスク航空機工場 ｽﾓﾚﾝｽｸ州ｽﾓﾚﾝｽｸ 航空、農業 中距離、農業用航空機 11(2008)
3.15 エネルゴマシ ﾓｽｸﾜ州ﾓｽｸﾜ 発電 発電ﾌﾟﾗﾝﾄ、ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機 38(2009)
3.16 ペトロザヴォツクマシ ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ市 製紙、化学 製紙、熱交換器 － 
3.17 チャジマシ ﾁｪﾚﾎﾟｳﾞｪｯﾂ 鉄鋼 高炉設備、破砕機、熱間圧延設備 － 
3.18 ヤンターリ造船所 ｶﾘｰﾆﾝｸﾞﾗｰﾄﾞ 造船 各種船舶、特殊船 1.8 
3.19 トチリト ﾌﾟｽｺﾌ州ﾌﾟｽｺﾌ 自動車 自動車部品、各種工業部品 0.01(2007)
3.20 プレスカヴァ無線機器 ﾌﾟｽｺﾌ州ﾌﾟｽｺﾌ 電気、電子 各種ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ、自動車部品 － 

3.21 バルチースキー・ 
ザヴォード 

ｻﾝｸﾄﾍﾟﾃﾙﾌﾞﾙｸﾞ

市 造船 原子力砕氷船、ﾐｻｲﾙ巡洋艦、

原子力発電機器 96(2005)

3.22 ヴォルゴグラード 
ネフチマシ 

ｳﾞｫﾙｺﾞｸﾞﾗｰﾄﾞ州

ｳﾞｫﾙｺﾞｸﾞﾗｰﾄ 
石油、ｶﾞｽ、

化学 
反応容器、塔、熱交換器、ｶﾞ

ｽ分離機､ﾎﾟﾝﾌﾟ － 

3.23 ロストヴェルトル ﾛｽﾄﾌ･ﾅ･ﾄﾞｩﾉ 航空機 ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ、ﾊﾞﾙｰﾝ 68(2006)
3.24 リズマ ﾓﾙﾄﾞﾋﾞｱ共和国 光源 光源機器、照明機器 － 
3.25 エレコンド ｻﾗﾌﾟﾙ 電子 ｱﾙﾐ、ﾀﾝﾀﾙ、ﾆｵﾌﾞ系ｺﾝﾃﾞﾝｻ等 － 
3.26 サラプル発電機 ｻﾗﾌﾟﾙ 航空 航空機、電気自動車 27.6(2007)
3.27 ゼイム ﾁｭﾊﾞｼｭ共和国 電気、電子 ｱｸﾁｭｴｰﾀ、制御機器 － 
3.28 イジネフチマシ ｲｼﾞｪﾌｽｸ 石油 油井掘削･固化装置、泥ﾎﾟﾝﾌﾟ － 
3.29 クルガンスタリモスト ｸﾙｶﾞﾝ州ｸﾙｶﾞﾝ 橋梁 鋼繊維、掘削機 － 
3.30 クルガンヒムマシ ｸﾙｶﾞﾝ州ｸﾙｶﾞﾝ 化学 石油ﾀﾝｸ、反応装置 23(2008)
3.31 クルガンマシザヴォード(民生) ｸﾙｶﾞﾝ州ｸﾙｶﾞﾝ 輸送 荷揚・掘削機、輸送車、ﾄﾚｰﾗ － 
3.32 クルガンマシザヴォード(軍需) ｸﾙｶﾞﾝ州ｸﾙｶﾞﾝ 戦車 戦車(歩兵戦闘車) － 
3.33 イルクーツクカーベリ ｲﾙｸｰﾂｸ州ｼｪﾚﾎﾌ ｹｰﾌﾞﾙ 電線ｹｰﾌﾞﾙ、ｱﾙﾐﾆｳﾑ送電線 0.36(2004)
3.34 トルード工場 ﾉｳﾞｫｼﾋﾞﾙｽｸ 非鉄金属 濃縮装置、振動機、破砕機 － 

3.35 オムスク発動機製造・設

計局 ｵﾑｽｸ州ｵﾑｽｸ 航空機 輸送用小型航空機、地方航空

用航空機、ｴﾝｼﾞﾝ － 

3.36 コムソモリスク・ナ・ア

ムーレ航空機生産合同 
ﾊﾊﾞﾛﾌｽｸ地方 
ｺﾑｿﾓﾘｽｸﾅｱﾑｰﾚ 航空機 多機能戦闘機、地域民間航空

機、水陸両用機 － 

 

Ⅱ. ロシアの機械産業分野における研究開発動向 
1. 調査方法 
国際科学技術センター（ISTC）の開発プロジェクトを調査し、機械産業関連の新技術を

抽出・整理した。ISTC は、日本・米・EU・カナダ等からの拠出金により、ロシア・NIS

諸国の大量破壊兵器関連技術を応用した平和目的の研究プロジェクトを支援するため、

1994 年に設立された。事務局本部はモスクワにあり、これまでに支援したプロジェクトは

総計 2,578 件、約 7 億 8 千 5 百万ドルに上る。調査方法は、ISTC のホームページ

（www.istc.ru/）から検索に入り結果として 40 件を対象とした。 

2. 調査結果 
対象を、「エンジン・動力」、「熱効率」、「機能性機械部品」、「機械材料」及び「機械加

工・処理」の主要な対象について整理し、下表に示す。 
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分

野 テーマ名 主体となる研究機関 概   要 

ジェットエンジンの

レーザー点火 
Chemical Automatics 
Design Bureau  

宇宙ロケットエンジンの再始動のための推進エレ

メントの点火システムを開発。 

エンジンのガス・ダイ

ナミック点火装置 
MAI (Moscow Aircraft 
Institute) 

ディーゼルエンジンの低温スタート用のガス・ダ

イナミック点火器と多孔性インサートを有するガ

ス・液体噴射点火ユニットの開発。 

ガス、風力タービン 
State Machine 
Building Design 
Bureau "Raduga" 

ガスタービンエンジンとコンプレッサーウィンド

タービンを基としたコンバインドパワープラント

の開発。出力は 2.5 倍高くなる。 

ロータリーピストン

エンジン 
Research Institute of 
Experimental Physics 

自動車用のロータリーエンジンの開発。実験用プ

ロトタイプエンジンは設計試作され、10 から 60
秒安定して運転された。 

チタン合金製の中空

ブレード 

Institute of Metals 
Superplasticity 
Problems 

サブミクロン結晶のチタン合金を用い約 750℃の

低温度で中空ブレードコンポーネントを製造する

ユニークな技術の開発と 適化。 

 

A 

エ
ン
ジ
ン 

動
力 

耐熱ファイバー Institute of Solid State 
Physics (SSPI) 

ガスタービンブレードやノズルに適用する

1200℃耐熱ファイバーの製造技術の開発。約 5％
の燃料節約ができる。 

２段触媒ボイラー Boreskov Institute of 
Catalysis 

天然ガスをリフォームして得られた合成ガスを用

い触媒酸化の発熱により 5～25 KW出力のボイラ

ーの開発。エネルギー効率は 96～98%。 

B
熱
効
率 

水素・酸素燃焼の発電

機 

Scientific Center for  
Applied Problems in 
Electrodynamics 

高圧水素・酸素燃焼発電機を開発しており、容量

20kW～30MW のクリーンな発電ユニットを検

討している。発生蒸気圧力 10 から 100atm、温

度 1200K でコンパクトな実験用 H2/O2 蒸気発

生システムも検討している。 

高速 
ロールベアリング 

Interindustry 
Research Complex 
"Reliability of 
Machines" 

新時代の高速ベアリングのベアリングレデューサ

ー等の開発。回転数 50000―70000 回のバイオ技

術用超遠心分離機、ジャイロスコー、ガスタービ

ンエンジン等への応用。 

機械の摩擦ユニット

の改善 

Research Institute of 
Shipbuilding 
Technology 

潜水艦のベアリングの冷却・潤滑技術等を応用し、

イオン注入技術をゴム系複合材料の表面特性の改

善技術を利用する。原子力発電所のポンプ等へ適

用。 

C
機
能
性
機
械
部
品 

Ti-Ni-Nb 合金ベース

の熱機械ジョイント 
Research Institute of 
Experimental Physics 

Ti-Ni-Nb 形状記憶合金を用いた、パイプラインの熱

機械的ジョイントと構造要素の先行技術の開発。 

低密度で高機械強度

の材料 

Institute of General 
and Inorganic 
Chemistry  

結晶ボロン化合物を添加した複合材料の開発。1.8
～2.3g/cm３の低密度の Al 及び Mg 系複合材料の

開発、使用温度は 700℃程度。 

超硬金属の表面モデ

ィフィケーション 

Institute of General 
Pysics Named after 
A.M.Prokhorov  

広いスペクトル範囲で光学要素となるダイヤモン

ドコーティングの開発。特殊な光学的特性を発揮

し、ミクロ組立技術へ応用できる。 

 

D
機
械
材
料 

セラミックコーティ

ングしたアルミニウ

ム合金 

MISIS(Steel and 
Alloys) 

Silmines 合金の鋳造性と低 Si 合金の良いセラミ

ックコーティング性を組合せて新しい鋳造合金を

開発する。プラズマ電子酸化などを応用し、低

Si-Al 合金を作製。 

遠隔制御できる 
パイロテクニカルカ

ッター 

Institute of Assembly 
Technology 

切断技術として累加チャージを用いて、材料に直

接インパクト影響を与える新しい「遠隔操作火炎

カッター」を開発。危険な物理化学的要因、火災、

ビルや装置の損傷へ応用。 

E
機
械
加
工
処
理 

水素化物による金属

結合 NPO Lutch 
水素化反応により金属挿入物が容積を増し接触面

に数 10MPa の圧力を発生させる、異なる材料間

の接合強化技術の開発。 
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水表面浄化のための

レーザープラント 

Chemical Automatics 
Design Bureau 
(CADB)  

10～100 ミクロン厚で数キロメートルに広がる油

膜へのレーザー放射による、広範囲の海や他の水

面の薄い油膜汚染清掃技術の開発。 
 
Ⅲ. まとめ 
1. 主要な機械産業分野の動向 

（1）自動車関連では、荒地でも堅牢な自動車は得意でも、都市を走る乗用車は欧米、韓

国、日本等からの技術導入が必然となる。生産台数 140 万台/年のうち約 60 万台/年

は外国ブランド車の生産が占める。自動車産業は裾野が広く、高品質、大量の機械部

品、電子部品の供給も課題である。 

（2）航空機においては、巨大国策持株会社「統一航空機製造会社」を設立し、オールロ

シアとして欧米の航空機製造企業に対抗する姿勢を出している。エレクトロニクスを

駆使し、省エネの 高峰となる民間機分野において、戦闘機、爆撃機の技術主体では

対応は難しく、欧米の企業と協力する傾向も見られる。 

（3）宇宙関連技術も出所は軍事が主体であるが、ロケットエンジン、ミサイルの飛翔制

御、宇宙通信技術、真空下におけるトライボロジー（潤滑、摩擦）などで信頼性のあ

る技術を蓄積している。衛星打上げ事業、ロケットエンジンの技術供与など技術蓄積

の優位性をビジネスに活かしている。また、宇宙関連の基礎技術から発展したレーザ

ー応用技術なども優れている。 

（4）電力需要の伸びは 6GW／年との予測もあり、発電、変電、送電関連に関する新設や

老朽更新のための生産は増加すると推定される。重電設備はロシア産業界の実績が

多々あるが、一層の高効率、省エネを狙った設備の生産技術確立が必要となる。 

（5）農機・建機では、長い歴史と実績を有する企業が多い。国外に生産工場を持つ、ブ

ルドーザ生産で世界第 3 位など、国際競争力のある企業もある。ロシアの食料自給率

100％を目指す政策や建設事業の増大など、今後の需要増が期待されている。 

（6）ソ連時代から、重厚長大な分野での実績は多く、製鉄設備や鉱業の採掘・粉砕・鉱

石処理など堅牢な大規模設備の技術力はあると考える。長距離のパイプライン建設に

おけるパイプ接合技術、ポンプ、バルブ類、また、極低温の寒冷地におけるパイプラ

インの設備技術も優れていると思われる。寒冷環境耐用の鉄鋼利用技術、溶接技術、

造船技術なども多くの実績を有している。 

（7）ソ連崩壊後、軍事用から民生用への技術転移は順調とは言えない。民生用機械・設

備の品質、コスト等の競争に伍せず、海外企業との協力や海外からの技術導入に頼ら

ざるをえないところもある。 
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2. 機械産業分野における研究開発動向 

（1）エンジン・動力関係では、ジェットエンジンやロケットエンジンの点火におけるレ

ーザービームの適用、風力タービンの応用開発、水素の熱交換技術、Ti 製中空タービ

ンブレードの開発等、省エネや環境対策に寄与する研究開発が行われている。また、

ロータリーエンジンについてはソ連時代の1970年代から2000年頃まで搭載自動車が

生産され、研究はまだ続いている。 

（2）エネルギー機械・熱効率関係では、天然ガスを用い、触媒を活用した酸化発熱によ

る高効率ボイラー、水素・酸素蒸気の発生とクリーンな発電メカニズム、コンパクト

な熱交換器の開発等が進められている。 

（3）機能性機械部品関係では、高速ロールベアリング、形状記憶合金を利用したパイプ

ライン用ジョイント、メンブレン利用装置、マイクロフィルトレーション装置、磨耗

ユニット向上によるベアリング等、材料や設計技術を駆使したパーツの開発が進めら

れている。 

（4）機械材料関係では、航空機用軽量高強度材料、ナノスケール技術を活用した強化材

料、鋳鉄の性能を 大限活かした耐磨耗材料の開発及び超塑性の活用等、地味ではあ

るが、材料の製造、加工技術の研究開発が継続されている。 

（5）機械加工・処理関係では、厚肉クラッド金属の溶接、金属の水素化物生成による接

合、危険な環境下で解体作業を支援する遠隔制御火炎カッター等、ユニークな技術も

ある。 

  
        この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

 
http://ringring-keirin.jp 
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