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■ロシア極東　　　　　　　　

ロシア産家きん肉
対日輸出の準備が進む
（インターファクス２月22日）
連邦動植物衛生監督局は近々、ロシア

産熱処理家きん肉の対日輸出用検疫証
明書案を、調整のため日本側に提出するこ
とにしている。
連邦動植物衛生監督局の沿海地方支

部、サハリン州支部の発表資料によると、
家畜伝染病事情と神戸ビーフの生産時の
安全管理システムを査察するため、３月に
専門家が訪日する。また、日本の関係省庁
の専門家も３月、ナマの家きん肉とその加
工品生産時のロシア側の安全管理システ
ムの査察を行う。
発表資料によると、連邦動植物衛生監

督局は今年１月から、日本人専門家の査
察用に、家きん肉とその熱処理製品の対
日輸出を希望するロシア企業のリストの作
成作業に取り掛かっている。

ウラジオストク空港の売却取引完了
（太平洋ロシア２月24日）
「ベーシック・エレメント」グループ

（BazEl、オレグ・デリパスカ氏）、ロシア直
接投資基金（RDIF）、シンガポール・チャン
ギ国際空港から成るコンソーシアムが、空
港ターミナルビルを所有・運営する（株）ウ
ラジオストクターミナルの株式100％と（株）
ウラジオストク国際空港（VIA）の株式
52.16％を（株）シェレメチェボ国際空港か
ら買い取る取引の完了を発表した。
VIAは３月17日に臨時株主総会を開

き、そこで新しい取締役会が編成され
る。シェレメチェボのほか、アエロ・グルー
ズ社（18.37％）、（株）クワルツ・インベスト
（16.84％）、オリガ・トルシキナ氏（8.2％）も
大口株主だ。
コンソーシアムは空港運営に着手した。
RDIF、チャンギ、BazElは対等の原則で
コンソーシアムに参加している。これら投資
家たちは中期的に空港の年間乗降客数
を500万人にすることを見込んでいる。
2016年には、VIAは乗降客数を2015

年比で９％増やし、185万人にした。VIA
はあらゆる型の航空機を受け入れること
ができる。旅客ターミナルは年間350万人
の乗降客数を見込んでいる。空路のネット
ワークは約40ルートとなっている。

ロシアが液化炭化水素系ガスの
対中国輸出を開始
（太平洋ロシア２月24日）
大規模な中ロ国境回廊「満洲里」経由

で中国へ32.5トンのロシア産液化炭化水
素系ガス（１万5100ドル相当）が出荷され
た。こうして、満洲里積み替えでのロシアか
ら中国への液化炭化水素系ガスの定期
輸出が正式に始まった。
内モンゴル自治区の入国・検疫管理局

の発表によると、2015年末に満洲里経由
で液化炭化水素系ガスのロシアからの輸
入テストが行われた。定期輸入が始まれ
ば、ロシアから輸入された液化炭化水素
系ガスは満洲里以外でも利用され、中国
の他の地域にも送られることだろう。
中国側の輸入業者は、ロシア産液化炭
化水素系ガスには独自のメリット（安価、不
純物がない、プロパン含有率が高い、高
燃料効率）がある。ロシアからの液化炭化
水素系ガスの定期輸入によって、中国国
内の液化炭化水素系ガスの利用コストを
下げ、中国市場へのガス供給事情を著し
く改善することができる、と新華社は報じて
いる。

ロシア極東に観光産業発展基金設置
（DV.land�２月28日）
観光プロジェクト実施のための投資基

金が極東連邦管区にできる。極東発展基
金のアレクセイ・チェクンコフ総裁がソチで
開催中のロシア投資フォーラムでこのように
述べたことを、リア通信が報じている。
極東発展基金は、観光業界のアジア

の大手企業と共に基金を立ち上げる。そ
の一つは世界的ホテルチェーンの「シャ
ングリ・ラ」だとチェクンコフ総裁は述べた。
「彼らと、中国建築国際集団有限公司
（CSCEC）と我々は、対インフラ・建設投
資の基金の設置について合意した。このよ

うに、この基金は主に、CSCECなどの民
間資本になる」とチェクンコフ総裁は説明
した。チェクンコフ総裁によれば、この基金
の資産額は10億ドルになる。また、現在、
プロジェクトの選定が進んでいる。そのうち
の一つとなりうるのが、アルペンスキーリゾー
ト「ホルドミ」（ハバロフスク地方）だ。ホ
ルドミはアルペンスキー場開発助成金の支
給を受けるとみられている。
チェクンコフ総裁は「コムソモリスク・ナ・

アムーレ市開発関連プロジェクトを検討し
ている。サハリンは自力で資金を十分確保
できているので、自費と、さらに現地企業の
資金で観光施設を整備するだろう」と述
べた。

「極東の１ヘクタール」需要促進に
30億ルーブル
（太平洋ロシア２月28日）
ロシア投資フォーラム（ソチ）の枠内で
27日、ユーリー・トルトネフ副首相兼極東連
邦管区大統領全権代表の同席のもと、極
東発展基金と「郵便銀行」の間で「極東
の１ヘクタール」取得者向け特別融資プロ
グラム実施の際の協力に関する協定書が
署名された。この共同プログラムの総額は
30億ルーブルと見積もられている。
「我々はロシア極東の土地提供のプロ
ジェクトを始めた。すでに今、約７万件の問
い合わせがある。もっとも頻繁なのは、既に
１ヘクタールの手続きを終えた人たちの要
望で、土地開発に融資を受ける可能性に
ついてだ。通常の融資は高金利だ。そこ
で、我々は極東発展基金に専用の融資商
品づくりを依頼し、それができた」とトルトネ
フ副首相は話した。
郵便銀行は、ロシア極東の土地を無償

で取得した国民への特別融資向けの資
金を年内に準備することにしている。3000
～60万ルーブルの融資が３～60カ月の期
限で提供される。この協調融資によって、
特定目的無担保消費者金融の金利を大
幅に下げる（10.5％以内）ことができる。近
い将来、極東の１ヘクタールの取得者は、
プレハブ住宅や家具、農業機械等、工
具、製造用設備、建設資材、その他土地
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の整備に必要な商品を分割払いで購入で
きるようになるだろう。

中ロ農業技術革新研究センター
ハバロフスク地方に発足
（AmurMedia�３月１日）
２月28日にハルビンで開かれた会合で、
極東農業研究所と黒龍江省科学院の幹
部が「中ロ農業技術革新研究センター」
の設立に関する協定書に署名した。出
席者らは相互学術協力協定書の実行
ロードマップも承認したことを、ハバロフス
ク地方知事及び同地方政府の広報室が
AmurMediaに伝えた。
ロシア極東で初のこの種の拠点に、黒
龍江省科学院からは同科学院大慶分
院、微生物学研究所、大興安嶺地区農
林科学院が参加する。同センターは黒龍
江省科学院と極東農業研究所内に支部
を持つことになる。
「同センターの主要な課題は、中ロの研
究者の革新的開発技術を両国の経済に
導入することだ。この中ロプロジェクトは農
業分野の共同研究の実施を目的とし、研
究成果の移転や地域の経済発展に寄与
するだろう。双方には様々な農作物の品
種改良、育種で豊かな経験があり、農作
物の収量拡大を可能にする技術が開発さ
れている」と極東農業研究所のタチアナ・
アセエワ所長は話している。
ハバロフスク地方農業生産・農村部発
展省では、特に将来の栽培・加工のための
ジャガイモの品種改良と育種が、このセン
ターの課題の中に入ってくるだろうとコメント
した。

ロシア極東への外国人入国簡素化法
大統領が署名
（DV.land�３月７日）
外国人が電子ビザでロシア極東の５地
域を訪れることができる。関連する法律に
プーチン大統領が署名した。
電子ビザでロシアに８日間滞在すること

ができ、有効期間は30日となっている。観
光客は入国の４日前に外務省のサイトで申
請するだけでよい。その後、国境でパス
ポートを提示する。入管職員がデータベー
スに沿って入国許可の有無をチェックし、
パスポートにスタンプを押す。重要なのは、

ビザは無料、手数料もないということだ。
自由港制度が施行されている計５地域

（沿海地方、ハバロフスク地方、サハリン
州、チュコト自治管区、カムチャツカ地方）
に電子ビザで入ることができる。この際、
外国人は入国した地域内だけを旅行する
ことができる。アレクサンドル・ガルシカ極東
開発大臣は、「ビザ発給簡素化制度は、
よりたくさんの外国人や観光客をロシア極
東に呼込むことができる」とコメントした。こ
の新しい入国方式の導入作業には、外務
省、運輸省、情報技術・通信省、連邦保
安庁国境警備局、極東開発省が関わって
いる。

漁業区画分配目的の
電子商取引サイトができる
（ロシースカヤ・ガゼータ３月22日）
養殖漁業区画の分配と栽培・養殖漁業

の振興を目的とする電子商取引サイトが６
～７月に始動する。ロシアのユーリー・トルト
ネフ副首相兼極東連邦管区大統領全権
代表が「ロシースカヤ・ガゼータ」紙にこのよ
うに述べた。
このインターネットポータルがいつ始動す
るのかという質問に対し、副首相は「夏に
全て始動することを期待している。外国人
投資家にも理解できるように、ポータルの情
報は外国語に翻訳される」と答えた。
このネットサービスは、極東連邦管区
の適当な養殖漁業区画のインタラクティブ
マップになっている。興味のある投資家は
誰でも、「ワンストップ」体制で、まず養殖漁
業をやりたい地域を選択し、さらにそこでの
養殖漁業区画を発起することができる。
2017年には極東連邦管区の適当な養

殖漁業区画の30％が、投資家の活用に
提供されることになっている。投資家は必
要に応じて、極東発展基金から利息５％
で資金を借り入れて、養殖漁業区画の調
査や開発の活動に資金を調達することが
できる。

ロシア極東の電気料金引下げ期間
10年に拡大か
（FINMARKET�３月29日）
各価格地帯の需要家がロシア極東の

電気料金の引き下げを補償する期間が、
３年から10年間に拡大するかもしれない。

ユーリー・トルトネフ副首相兼極東連邦管
区全権代表の招集した会議で、極東開
発省がこのように提案したことを、ベドモス
チ紙が報じている。会議に出席したエネル
ギー省、連邦独占禁止庁は、この発意に
賛同した。同時に、４月１日からの手続き開
始の提案は却下された。
ロシア極東の非価格地帯の電気料金を

ロシア全国平均並みに引き下げるという電
力関連法の修正で、第１価格地帯（ヨー
ロッパ・ロシアおよびウラル）、第２価格地帯
（シベリア）の企業向け電気料率が、専
用の上乗せ水準まで引き上げられることに
なっている。この措置は３年間、施行され
る。需要家から集められた上乗せ金はル
スギドロ社の特別勘定に入ることを、この２
月にエネルギー省が提案している。さらに、
この資金がロシア極東各地域（それらのリ
ストアップは未確定）の予算に送金され、
現地の送配電業者や電力販売会社の間
で分配される。
電気料金助成期間を10年に拡大する

ことは、わかりやすくて持続可能で、予測
可能なロシア極東での事業環境を投資家
に提供するために必要だった、と極東開
発省の広報官は説明した。極東開発省は
最大限好適な投資環境の必要性に立脚
したのだという。

中国の持株会社と
20億ドル規模の基金設立の覚書
（EastRussia�３月30日）
極東・バイカル地域発展基金（FEDF）

と中国系民間持株会社Metropoly が２
つの基金の設立に関する覚書に署名し
た。FEDFの広報資料によると、設立の目
的は鉱業、インフラ整備、建設業への投資
だ。新しい基金の今年の特定目的資金は
各10億ドルとなる。同時に、FEDFの出資
率は10％、アジアのパートナーは80％、さら
にロシア人投資家10％となる。
計20億ドルに及ぶ資金が、向こう５年間

にロシア極東の国際的な開発計画やイン
フラ整備プロジェクトの株式資本に投じら
れる。融資ポートフォリオを含めると、これら
のプロジェクトへの出資総額は60億～80
億ドルになる。金採掘プロジェクト15件、イ
ンフラ整備と観光関連不動産建設分野の
プロジェクト７件、ロシア極東の大型金銅プ

ERINA REPORT PLUS No.136 2017 JUNE



海外ビジネス情報

59 ERINA�REPORT�PLUS

運営上のすべての変更は2017年３月31日
に有効となった。

カルーガ州と大連を結ぶ
新鉄道ルートが開通
（太平洋ロシア４月７日）
中国向けの輸出用鉄道ルートが新た

に開通した。このプロジェクトはロシア輸
出センター（REC）の掛け声の下、RZD�
Logistika 社、Transkonteiner 社、
Freight�Village�RU社と共同で実現した
ことが、Freight�Village�RU 社の広報資
料に記されている。
試験走行としての第１便がボルシノ駅

（カルーガ州）からザバイカルスク経由で
中国に向けて出発した。主な仕向地は大
連港（その後フィーダー船で各港へ、ある
いはトラックで受け手まで届けられる）、およ
びロシア製品の中国南部進出という観点
から非常に興味深い広州市だ。中国向け
新ルートのコンテナ列車第１便に参加した
輸出者は、食品メーカー、日用化学品メー
カー、化粧品メーカー、プラントメーカーなど
だ。
新ルートの主なメリットは、相当なコストダ

ウンの下で日数を14日に短縮したことだ。
標準的な40フィートコンテナ１本の大連ま
でのおおよその運賃は2600ドル、冷蔵コン
テナは4500ドルから（ダブルスタックカーの
発注本数次第）。標準的40フィートコンテ
ナの広州市への運行費用は、１コンテナあ
たり3200ドルとなっている。

沿海地方と鳥取県企業
ごみのリサイクルで協力
（リア通信４月11日）
沿海地方と日本の企業がごみのリサイク

ルと観光の分野で提携することになり、４
件の覚書が署名されたことを、沿海地方
行政府広報室が伝えている。
沿海地方と鳥取県の企業が第22回北

東アジア地域国際交流・協力地方政府サ
ミットで連携の見通しについて協議し、最
終的に両地域の企業間の経済協力に関
する４件の覚書が署名された。例えば、
三光（株）（総合リサイクル業）と沿海地
方のAVA-Treid、Prim�Tekhnopolis、
Cpetszavod�No.1はごみのリサイクルで
協力することで合意した。双方はごみのリ

アムールガス加工工場プロジェクト
中国企業が参画
（DV.land�４月４日）
スボボドヌイ市に隣接するアムールガス
加工工場建設への中国石油工程建設有
限公司（CPECC）の参画をガスプロムが
承認した。ガスプロム広報室がタス通信に
伝えた。
契約条件に従い、CPECCは昇圧コンプ

レッサーセクション用設備を供給し、ガスの
乾燥、浄化、ガス分離の設備を設置する。
同時に、中国側はロシアの設備メーカーや
販売業者を巻き込むよう義務付けられてい
る。
アムールガス加工工場は2021年の稼
働を予定している。この工場は世界有数
の規模になるはずだ。民間投資の金額は
6900億ルーブルを超え、2600人強の新規
雇用創出が見込まれる。さらに、ガス加工
工場のメンテナンスのために、近隣に鉄骨
製作工場ができる。工場職員のニーズを
満たすため、スボボドヌイ市では新しい公
共施設の建設が始まった。

ロ極東－中国間の貨物輸送
日数短縮へ
（リア通信４月４日）
FESCOグループは、定期輸送サービス

FESCO�China�Direct�Line�(FCDL)での
ロシア極東と中国の港湾間の貨物輸送日
数を短縮することを発表している。
「メインルートFCDL-Main の船舶の
ローテーションから釜山港を除くことで、上
海－ウラジオストク間の中継日数は５日から
３日に短縮される。同時に、釜山への寄港
は北ルートFCDL-North で可能だ」と広
報資料に記されている。
FCDL-Mainの変更を踏まえ、現代商

船との提携で北ルート（FCDL-North）
に３隻目のコンテナ運搬船 HYUNDAI�
ADVANCEが加えられた。このコンテナ
運搬船は既に、この方面を運航している
SAXONIA号とLETAVIA号に加わる。
３隻目の船が入ったことによって、積載量
の追加と固定取扱窓口を持つ毎週のサー
ビスを、ウラジオストク－ボストチヌイ－釜山
－青島－上海－寧波－釜山－ウラジオストク
ルートの全港で提供することができる、と
FESCOは伝えている。FCDLサービスの

ロジェクト２件が有望な投資対象となって
いる。

サハリン産 LNGが値下がりし
生産者の利益は半減
（コメルサント・デイリー４月３日）
エネルギー資源の世界的値下がりは、
サハリン２の事業主体であるSakhalin�
Energyの財務実績に打撃を与えた。増
産にもかかわらず売り上げは26％減、純利
益は５割強減った。これは主に、主要な販
売市場の日本でLNGの価格が３割強下
がったことによる。同時に、アナリストらは今
後直近の数年間、LNGの比較的安い値
段が続くものと予想している。
ロシア唯一の LNG 生産者である
Sakhalin�Energy（サハリン２の事業主
体）は、持続的発展に関する年次報告
書の中で、2016年の利益が国際財務報
告基準（IFRS）で８億6900万ドル、前年
比55.6％減だったとした。売上は26％減っ
て45億5000万ドルになった。これまでに、
Sakhalin�Energyの支配株主であるガス
プロムが同社の１～９月の財務数値を公
表していた。ガスプロムは IFRSに沿った
自社の報告書の中で、１～９月のSakhalin�
Energyの純利益は３分の１の320億ルー
ブル（現在のレートで５億7100万ドル）、売
上は25％減って2157億ルーブル（38億ド
ル）になったことを示した。
Sakhalin�Energyはサハリン沖のピル

トン・アストフスコエ鉱区とルンスコエ鉱区
（石油の可採埋蔵量１億5000万トン、ガ
ス5000億立方メートル）の開発に従事して
いる。また、同プロジェクトの枠内でLNG
工場（2016年の生産量は1090万トン）が
操業している。Sakhalin�Energyの2016
年の生産量は石油390万トン（11.4％増）、
コンデンセート161万トン（1.8％減）だっ
た。ガスプロム以外の株主はロイヤルダッ
チシェル（27.5％）、三井物産（12.5％）、
三菱商事（10％）となっている。Sakhalin�
Energyの発表によると、同社は2016年、
サハリン２で生産されたLNGの67.4％
を日本（前年は70.6％）、17.1％を韓国
（25.1％）、３％を中国（1.8％）、12.5％を台
湾（2.4％）に出荷した。
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資料に記されている。
アルトゥール・ニヤズメトフ極東開発省次
官は、自動車道「ウスリー」（ハバロフスク
－ウラジオストク）の改修工事は経済の発
展と、中国の国境周辺地域、韓国、北朝
鮮、日本、その他のアジア太平洋諸国との
貿易を促進すると話している。
極東開発省の資料によると、幹線自動

車道「ボストーク」（ハバロフスク－ナホトカ）
の建設はナホトカ港とボストチヌイ港との連
絡問題を解消するだろう。自動車道「ビリュ
イ」（M-53自動車道「バイカル」－ブラーツ
ク－ウスチクート－ミールヌイ－ヤクーツク）の
建設は、北回りの貨物輸送の道を開く。ま
た、自動車道「レナ」（ネベル－ヤクーツク）、
「アムール」（チタ－ハバロフスク）、ユジノ
サハリンスク－ホルムスク、チュコト自治管区
の道路網と連結される「コルイマ」（ヤクー
ツク－マガダン）の改修工事も予定されて
いる。

ウラジオ経由中国発ロシア向けLCL
取扱サービスをFESCOが開始
（Gudok�４月17日）
FESCOグループは、ウラジオストク商

業港経由中国発ロシア向けの小口貨物
（LCL）の定期配送サービスを始めようと
している。
「小口貨物の輸送はFESCOの既存の
サービスをベースに毎週行われる。LCL
サービスは特に、単発及び定期的な少
量の貨物の発送の需要がある顧客をター
ゲットとしている。サービスの内容は、１つの
コンテナで様々な荷送人の小口貨物を輸
送するというもの。同時に、個々の顧客の
運賃はその貨物が占めるスペースに比例
するので、小口貨物の荷送人はコストをか
なり下げることができる」とFESCOの広報
資料に記されている。
受け付けられる貨物の最低サイズは

50キログラム。小口貨物配送の枠内で
FESCOは倉庫から倉庫までの輸送、海
路・鉄路・トラック輸送、通関手続き、貨物
の保険、保管、運行中のコンテナの追跡と
いう複合サービスを提供する、とFESCO
広報室は明言した。
FESCOは将来的に、LCLサービスの

提供地域を韓国、日本、東南アジアに広げ
ていくことにしている。

「細部を検討し、並行してプロジェクトを
進めている。合弁会社『プロメテイ』が登
記され、『ナデジディンスカヤ』先行経済
発展区（TOR）の入居を申請した。そこ
に電気自動車工場を建設することにしてい
る。日ロプロジェクトの展開を目的とし、３
ヘクタールの土地が確保され、ビジネスプ
ランの立案と設計が行われている。第１
段階では年間の最大生産台数は5000台
の予定だ。技術は既に確立されているの
で、日本製軽自動車のEVへのコンバー
ジョンに高いコストはかからない。TORの
インフラが整う来年、作業を開始する」と
SUMOTORIのビターリー・ベルケエンコ
社長は述べた。
ベルケエンコ社長によれば、この用地に

ロシア極東初の廃車リサイクル工場もでき
る。

野村総研
サハ共和国のTOR開発計画を立案
（DV.land�４月11日）
日本の（株）野村総合研究所が「カンガ

ラッスィ」先行経済発展区（TOR）の開発
計画をまとめたことを、極東開発省が発表
した。
「『カンガラッスィ工業団地』TORの主
要な発展方針はサハ共和国のハイテク製
造業とサービス業の支援にある」と極東
開発省の広報資料に記されている。同時
に、中小企業の支援に重点が置かれる。
TORでは農業、養殖漁業、食品や宝飾
品、建築資材の製造が行なわれる。
野村総研はロシアのFOK社（コンサル

ティング会社）と共にさらに９つのロシア極
東のTORの開発計画を立案した。

ロシア極東で
800キロ超の道路を改修か新規建設
（リア通信４月14日）
800キロ超の連邦道路と地方道路が

2020年までにロシア極東で建設、改修さ
れることを極東開発省が発表している。
「連邦特定目的プログラム『ロシア運輸
システムの発展』（2020年まで）の『極東
枠』は極東連邦管区の道路網整備を取り
扱っている。例えば、2020年までのプログ
ラムの枠内で、ロシア極東で420キロ超の
連邦道路も新規建設・改修される」と広報

サイクルプロジェクトを推進し、情報を交換
し、現地での用地視察への協力について
合意した。さらに、廃ガラスの処理・再利用
での協力について、（株）鳥取再資源化
研究所とPrim�Tekhnopolis が合意した
と沿海地方広報室は伝えている。
（株）スーパー・フェイズ、北海道総合
商事（株）、AVA-Treidは燃料ペレットの
製造を始める。覚書では、スーパー・フェ
イズが使用済み紙おむつのリサイクル設
備を製造し、北海道総合商事は日本にお
ける同設備の輸出者兼ディーラーであり、
AVA-Treidはロシアへの輸入を行うこと
になっている。
（株）一畑トラベルサービス、DBSクルー
ズフェリー（株）、DV�Fregat�Aero、観光・
レクリエーションクラスター「プリムリング」
が、環日本海定期貨客船航路を利用した
観光面の交流拡大について合意した。
会議出席者らは、沿海地方で開催され

る第３回太平洋観光フォーラムや第３回東
方経済フォーラム、「北前船寄港地フォー
ラムin 鳥取」でも協議を継続することで合
意した。
沿海地方政府によれば、ソビエト連邦沿
海地方と鳥取県、島根県の間の友好協
力覚書は1991年10月24日に署名された。
第22回北東アジア地域国際交流・協力地
方政府サミットは11日、倉吉市で開催中。
同サミットにはロシア沿海地方、鳥取県、中
国吉林省、韓国江原道、モンゴル・トゥブ県
（中央県）が参加している。

日ロEV工場の建設
2018年に沿海地方で着工
（沿海地方政府公式HP�４月12日）
日本の軽自動車をベースとする日ロ電気
自動車（EV）工場の建設が来年春に沿
海地方で始まる。ウラジミル・ミクルシェフス
キー知事が出席し、鳥取県で開催された
第22回北東アジア地域国際交流・協力地
方政府サミットで発表された。
沿海地方で大衆車の製造が始まる

ことは2016年11月に発表済みで、ミク
ルシェフスキー知事と技術系持株会社
「SUMOTORI」、荒井商事（株）の責任
者が知事の訪日時に、東京で関連合意文
書に署名した。この日ロ合弁プロジェクトは
「プロメテイ」と名付けられた。
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ロ極東への電子ビザ入国
許可される18カ国が特定
（極東開発省HP�４月17日）
自国民が電子ビザでウラジオストク自由
港域内の検問所を通ってロシアを訪れるこ
とのできる国々のリストが定められた。メド
ベージェフ首相が４月17日、関連文書に署
名した。
アレクサンドル・ガルシカ極東開発大臣
は、次のアジア太平洋諸国（ブルネイ、イン
ド、中国、北朝鮮、メキシコ、シンガポール、
日本、アルジェリア、バーレーン、イラン、カ
タール、クウェート、モロッコ、UAE、オマー
ン、サウジアラビア、チュニス、トルコ）の国
民が簡易ビザ方式を利用することができる
と伝えた。外国人は８日間の電子ビザを８
月１日から受け取ることができる。
「検問所のテストは７月１日から始まる。
簡易ビザ制度の実質的施行には、検問所
の設備の補充が必要だ。まさに関連部署
のこの作業のために、法律の可決と事実
上の電子ビザ導入の間の時間が割かれ
ている。これは原則的に新しいメカニズム
だ。我々は隅 ま々でそれをテストし、作業の
組織を徹底検討したあと、このメカニズムを
さらに広げていく」とガルシカ大臣は明言し
た。
ガルシカ大臣の補足によると、まず、ウ

ラジオストク内の検問所が新しい枠組みで
始動する。将来的に、自由港制度の施行
されている５地域（沿海地方、ハバロフス
ク地方、サハリン州、チュコト自治管区、カ
ムチャツカ）に、外国人は電子ビザで入る
ことができるようになる。領事手数料は徴収
されない。つまり、ビザ取得は無料になる。
ところで、ビザを取得するためには、ロシ
ア外務省のウェブサイトのアンケート用紙
に記入しなければならない。肯定的な回答
を得れば、ビザはロシア国境で直接発給さ
れる。審査日数は４日。ビザは手続き後30
日間有効となる。

電子ビザに関する首相の命令に
旅行業界は困惑
（Nakanune.ru�４月19日）
電子ビザでのウラジオストクへの入国が

許可された国々のリストは、観光業界関係
者を困惑させた。ロシア観光産業同盟の
広報担当者のイリーナ・チュリナさんによれ

ば、リストアップされたうちの８カ国（アルジェ
リア、バーレーン、ブルネイ、カタール、ク
ウェート、UAE、オマーン、サウジアラビア）
は、ロシア連邦保安庁国境局のデータに
拠ると、昨年ロシアへの一定数の入国が
記録された80カ国に入っていない。「しか
も、これらの国 を々特恵リストに加える重要
な論拠になったと首相の言う『相互主義
の原則』は何なのかも、全く分からない」と
チュリナさん指摘した。
現実にロシア極東への入国者数を増や

し得るのは、18カ国のうち中国と日本の２
カ国だけなので、広く宣伝され、期待を持
たせたアクションは形式上のものだった、と
チュリナさんは考えている。同時に、2016
年にビジネス、観光、私的目的でのロシア
への渡航者数が140万人を超えた中国と
は、３人以上の観光グループのビザ無し交
換が始まって久しい。
もしもリストに制限を加えるなら、アルジェ

リア、バーレーン、ブルネイ、北朝鮮、その
他の先行き不明の市場の代わりに、オース
トラリアやニュージーランド、カナダ、または
昨年の総括のトップ25に入っているブラジ
ルを加える方が論理的だというチュリナさ
んの発言をインターファクスが報じている。

ベトナムの乳業大手
沿海地方に進出か
（極東開発省HP�４月20日）
ベトナムの乳業大手 THグループの
Thai�Huong�会長率いるTH�True�Milk
の関係者が４月19～20日、沿海地方を訪
れ、大型酪農場を形成する目的で沿海地
方南部の空き地を視察した。Thai 会長
は極東開発省アレクサンドル・クルチコフ次
官とウラジオイル・ミクルシェフスキー沿海地
方知事との会談で「沿海地方には畜産業
が発展するために必要な条件がすべてあ
り、具体的なメリットは開港の存在だ」と述
べた。
2017年３月のユーリー・トルトネフ副首相

兼極東連邦管区大統領全権代表との会
談で、TH�True�Milk 側はロシア極東で
の畜産農場と牛乳工場の建設に積極的
な姿勢を示した。同時に、ベトナム側は国
内のみならずアジア太平洋諸国への製品
の販売も整備できると期待している。「我々
の目的はロシア極東のみならず、中国、日

本、ベトナムの市場だ」とThai 会長は明
言した。Thai会長は沿海地方訪問を総括
し、投資の意向を明確に示し、先行経済
発展区の制度を自分たちの事業予定地に
も適用するよう要請した。
ロシア極東での牛乳生産の整備は喫
緊のプロジェクトだ。2010～2015年、ロシ
ア極東では牛乳生産量が５万4000トン縮
小した。同時に、ロシア極東でもっとも人
口密度の高いハバロフスク地方と沿海地
方の牛乳自給率はそれぞれ10％と22％と
なっている。

COFCOコカ・コーラ
ロ極東から中国へ飲料水輸出に意欲
（インターファクス４月21日）
中国系のCOFCOコカ・コーラ飲料有限
会社（COFCO�Coca-Cola�Beverages、
中糧集団（COFCO）の子会社）がロシア
極東から中国への飲料水の輸出を計画し
ていることを、同社の栾秀菊CEOが極東
開発省ノアレクサンドル・クルチノフ次官と
の実務会談で述べた。極東開発省広報
の発表によると、同社関係者が現在、カム
チャツカ、サハリン、沿海地方の３地域から
の水の輸出を検討している。現在、中国で
はバイカル湖のボトル入りの水が非常に売
れている。
これまでにCOFCOは2017年にロシア
極東に駐在員事務所を開設することが報
じられた。COFCOにとってロシア極東の
農業で最も有望な方面は、大豆の栽培と
加工（大豆分離タンパク等）だ。COFCO
は沿海地方からの食肉の輸出にも前向き
だ。

富山市を手本にウラジオ市を開発
（DV.land�４月24日）
ウラジオストク市は富山市や横浜市に
倣って発展するべきだ、と日本の都市計画
専門家は考えている。彼らは数カ月間、ウ
ラジオストク市の長所と短所を分析し、将
来のウラジオストク市のコンセプトを提出し
た。
専門家らはウラジオストク市の絶対的な

長所として、日本、韓国、中国、台湾という
経済拠点との近接性における有利な経済
的立ち位置、さらに極東連邦大学がロシ
アの主導的教育拠点の一つになったこと
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に「中ロ国境口岸協定」の中に組み入れ
られ、国家の「13次五カ年計画」の口岸
発展計画の中に組み入れられている。黒
瞎子島道路旅客輸送口岸の設立業務も
すでに外交文書が取り交わされ、口岸の
対外開放の申請もすでに国務院を経て税
関総署に提出されており、中ロ双方はいま
まさに「一地両検（一カ所で輸出入の検
査を同時に行う）」の検査モデルを模索中
だ。黒河歩行口岸もすでに交換公文を交
わし、口岸の事業化調査の報告立案に着
手している。
口岸協力の歩みは加速化している。撫
遠とロシア・ハバロフスク間の臨時航路は
国家の口岸事務所に承認され、綏芬河道
路口岸の貨物検査ルートもピーク時は毎日
16時間業務を実行することになり、３月15
日から５月15日まで試験期間を設ける予定
だ。綏芬河と撫遠口岸は中ロ国境住民の
８席以下の自動車による個人旅行を開通
する地域を策定し、省政府の同意を得て
いる。黒河水運口岸と東寧道路口岸の貨
物検査ルートもすでに毎日12時間業務を
実施している。

オルドス総合保税区、国務院承認
（内モンゴル日報２月26日）
２月24日、オルドス市政府からの情報に
よれば、国務院がオルドス総合保税区の
設立同意を承認し、国家が現在行ってい
る総合保税区に関係する税収や外貨管
理政策を執行することになった。これは、
内モンゴル自治区が「北上南下、東進西
出、内外連動、八面来風（東西南北に開
放し、国内外と連動し、四方八方風通し
のよい）」対外開放の新しい局面を構築す
るのに大きな影響を与えることになり、モン
ゴル・山西省・陝西省・甘粛省・寧夏ウイグ
ル自治区等の西北地域の発展をもたらし、
「一帯一路」戦略に貢献する上で大きな
意味をもつ。
調べによれば、オルドス総合保税区の

計画面積は1.21平方キロメートルで、その
範囲は、東は経三路、南は緯十三路、西
は中央生態大道行線、北は緯十六路まで
至る。この保税区は地理的かつ政策的な
優位を発揮し、保税加工・保税物流・保税
サービス等の業務を発展させる。

なった。
大連港グループはさらに、タイヤ式ガント

リークレーン、レールマウントガントリークレー
ン、リフトトラック、フォークリフト等、その他
の設備でも音声注意喚起機能を増やすこ
とにしている。

中ロ税関の監督管理相互認定により
通関速度アップ
（黒龍江日報２月24日）
ハルビン税関からの情報によれば、ハ

ルビン税関では中ロ間の国境税関協力を
強化し、全力で中ロの監督管理の結果を
相互に報告するプロジェクトの実施を推進
し、情報の交換、監督管理の情報共有
を実現して、企業の通関の速度をアップさ
せ、龍江の対外開放のレベルアップを後押
ししている。2016年、ハルビン税関とロシア
極東税関局では監督管理の相互認定を
行ない、ロシアから大豆・板材・トウモロコシ
を主とする貨物2532.67トンを輸入し、青果
を主とする2232.16トンの貨物を輸出した。
「監督管理結果相互認定」は両国の
税関があらかじめ情報交換する前提のも
と、輸入国口岸の税関が特定の商品に対
し相手方の監督管理結果を認可し、再度
の検査を免じて直接通行許可する便利な
通関手順だ。この政策は貨物の通関時間
を大幅に短縮し、企業の輸出入コストを下
げた。同時に双方の税関における監督管
理資源を節約し、中ロ貿易の便利化のレ
ベルを向上させるのに役立っている。

黒龍江省の口岸旅客輸送
2016年9.5％の伸び
（黒龍江日報２月25日）
黒龍江省商務庁からの情報によれば、

黒龍江省の口岸システムは対外開放と大
通関建設業務を着実に進め、口岸の貨物
輸送は持続的に安定した伸びを保証して
いる。2016年、輸出入の貨物輸送量の累
計は2712.3万トンを達成し、前年同期比
4.1％の伸びだった。全省の口岸旅客輸送
量は累計で延べ337.9万人を達成し、前
年同期比9.5％の伸びだった。
黒龍江省の電子口岸プラットフォームの

建設が新しく進展し、現在、実用可能な
電子口岸のプラットフォームがすでに完成
している。同江鉄道口岸の設立はすで

を挙げた。日本の専門家らは、ウラジオスト
ク市の独特な歴史的建造物について、「ウ
ラジオストクは19～20世紀の建築様式をも
つアジア唯一のヨーロッパ都市だ」と指摘
した。
交通渋滞の問題を解消するために、専
門家らはパーク＆ライドの導入と経済活動
拠点の分散を提案した。その例となりうる
のが、住民及び企業に交通アクセスがより
良い地域への移動を奨励した富山市だ。
このコンセプトは、市街地の歩道ルートのシ
ステム（歩道及び緑地帯の拡張、交通機
関の走行制限）の構築も提案している。ち
なみに、ウラジオストクでは年内にも駐車の
有料化が予定されている。ルースキー島
での極東連邦大を拠点とする新しい研究
室やインキューベーター、工業団地の形成
によって、市内のビジネス環境の活性化が
可能だと研究者たちは考えている。
コンセプトの中には、例えば、港を旧市
街地から移し、跡地に公共の娯楽施設を
つくるという、より進歩的なアイデアもある。
汚水処理施設の設備更新や工場の海岸
部からの移転は、市の河川の汚染問題を
解消するはずだ。

■中国東北情報�

大連港
国内初「話せる」桟橋供用開始
（遼寧日報２月17日）
「減速してください、誰かいないか上を
見てください�」。大連港のコンテナ埠頭
で、音声が桟橋の運転手に注意を喚起し
ている。大連港グループが自社で開発した
国内初の桟橋インテリジェント音声操作シ
ステムが３カ月の試験運行を経て、先頃順
調に実用化した。このシステムは桟橋での
操作をさらにスマート、安全にし、作業の質
と効率を大幅に向上させた。
ここ数年、港のコンテナ業務は飛躍的
に発展し、コンテナ桟橋のオートメーション
の程度が大きなコンテナ埠頭の安全保証
と効率向上の競争ポイントになっていた。
2016年上半期、大連港第１期と第３期の
コンテナ埠頭は共同で「桟橋インテリジェン
ト音声操作注意喚起システム」の研究開
発を始動させた。９カ月あまりの模索と実
践を経て、初めてのシステムが供用開始と
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から570億元の投資を促す見込みだ。現
在、基金公司はフフホト市金山ハイテク開
発区新エネルギー産業園 PPPプロジェク
ト等、５つのプロジェクトで調査や投資の
交渉を進めており、早期の融資実現に努
力している。

綏芬河駅
ロシア列車の１日の到着数で新記録
（黒龍江日報３月27日）
先頃、綏芬河駅ホームページの輸送指

標公表欄によれば、21日間続けて１日のロ
シア貨物列車の到着数が12本となり、新
記録を作った。輸入輸送量は53.9万トンに
達し、昨年同期に比べ9.1万トン増加し、増
加幅は20.3％だった。

琿春国境協力区、GRP100億元突破
（吉林日報３月30日）
琿春国境経済協力区管理委員会から

の情報によれば、2016年、協力区は地区
総生産（GRP）100億元を実現し、前年同
期比10.3％の伸びとなり、琿春全市の61％
を占めた。
2016年、琿春国境経済協力区は、全

部で151プロジェクトを推進し、前年同期比
９％の伸びとなった。総投資額40億元の
吉林紫金銅プロジェクトが正式に目標生
産額に到達し、同年に50億元の生産額を
実現し、1.8億元を納税し、支柱となる税収
源プロジェクト建設の効果ははっきりしてい
る。建設継続プロジェクトの工事再開率は
100％に達している。総投資10億元の琿
春国際木材総合市場、総投資６億元の
海鮮大市場、総投資５億元の琿春大健
康センター、総投資1.5億元の東鵬水産品
深加工等の新しい建設プロジェクトの主要
な部分は基本的に完成しており、経済の
質の向上と効率アップが絶えず促進され
ている。
琿春国境経済協力区では山東・深圳・

温州・寧波・上海などに向けて企業誘致を
行ない、杭州・長春・舟山・昆山等の12カ所
で投資説明会やプロジェクトの紹介を実施
し、通年で75億元の資金誘致を実現し、
前年同期比25％増となった。
「二つの区（輸出加工区・中ロ互市貿
易区）」のモデルチェンジとバージョンアップ
を行い、開放レベルを絶えず向上させてい

大連港グループ
初の自製コンテナ船進水
（遼寧日報３月21日）
先頃、大連港グループが自ら建造するコ

ンテナ船「集発南海」号（1100�TEU）が
初めて山海関造船工場で順調に進水し
た。「集発南海」汽船は今年５月に正式に
使用されることなり、大連港から環渤海地
域の港湾に至るコンナテ航路で供用開始
となる。
2015年９月、大連港グループと中船重

工所属の中国船舶重工国際貿易公司お
よび山海関造船重工有限公司が1100�
TEUのコンテナ船建造契約に調印した。
「集発南海」号は環渤海内の輸送支線
におけるコンテナ輸送の特徴に合わせて
建造が行なわれ、最先端技術の船舶用
発動機を採用し、優れた性能をもつ電気
設備や運転設備を配している。運航コス
トは低く、省エネ・環境保護、安全や効率
の高さで現在の国内同等船舶に匹敵する
まったく新しいコンテナ船であり、国際・国
内的に最新の環境保護の条件に合致し
ている。

中央と地方の協力によるPPP基金
内モンゴルで全国初の運用開始
（内モンゴル日報３月25日）
内モンゴル自治区財政庁からの情報に

よれば、先頃、フフホト市工商局は「内モ
ンゴル中政企投資管理パートナーシップ企
業（有限）」の営業許可証を発行した。内
モンゴル中政企投資管理パートナーシップ
企業が正式に成立し、全国で初めて中央
と地方が協力したPPP（政府と社会の資
本協力）基金が内モンゴル自治区で運用
され、内モンゴルと中国PPP基金公司が、
単独のプロジェクトレベルの協力から基金
レベルの深層における協力への転換を実
現した。
調べによれば、昨年12月27日、中政企

内モンゴル基金が締結され、内モンゴル自
治区は中国 PPP基金との協力に署名し、
基金の支部を設立した初めての９省の
一つとなった。基金の第１期の規模は57
億元で、協力期限は30年（2017～2047
年）。中国 PPP基金公司が50億元を、内
モンゴル自治区が７億元を出資、主に株
や債券でPPPプロジェクトに投資し、社会

延龍図新区
図們江地域国際化の中心都市創造
（吉林日報３月16日）
2016年12月１日、吉林省政府は延龍図

新区を省レベルの開発区として設立するこ
とを正式に承認した。延龍図新区はグリー
ン発展をテーマとし、文化観光を導き手と
し、現代サービス業を支えとして、「２つの
山、２つの河、３つの翼、５つの園区」の
発展の枠組みを構築し、延龍図の経済が
一体化して発展する新しいキャリア、全省
のグリーンモデルチェンジによる発展の新
たな高地、長吉図開発開放の新プラット
フォーム、北東アジア文化観光の発展の
新座標として建設される。現在、多くのプ
ロジェクトがすでに専門家の審査を経てお
り、近々工事開始する予定だ。
「ここは延龍図新区の中心だ。ここ何年
かで、新しい観光リゾート区になるだろう。
遊覧船での観光や娯楽リゾートプロジェク
トも予定している」。３月10日、延吉・図們・
龍井の交差地点の延吉海蘭湖風景区に
ある延龍図新区準備委員会規画建設部
の太程煥副部長が将来の延龍図新区の
発展の方向性について取材に答えた。

哈欧・哈ロ列車の２カ月間輸送量
日平均59TEU、前年同期比10倍増
（黒龍江日報３月18日）
２月25日午前５時10分、哈欧（ハルビン
－欧州）列車が開通してから169番目の
列車が貨物満載の30車両でハルビン香
坊駅から出発し、ポーランドのマワシェビ
チェ、ドイツのハンブルグとデュースブルグ
に向かった。同日午前４時８分には、貨物
を満載した51車両の哈ロ列車も出発し、ロ
シアのニジネカムスク、チェリャビンスク、エ
カテリンブルグ、チタ、クンツェヴォ等の地に
出発した。今年１月から２月、哈欧国際物
流股份公司は哈欧・哈ロ列車を累計でコ
ンテナ3526�TEUを輸送しており、前年同
期比で10倍近い伸びとなっている。
哈欧公司運営部責任者が伝えるところ

によれば、公司は多くの措置を講じて供給
元を拡大し、サービスの質を改善して、２年
間で貨物量は絶えずうなぎのぼりだという。
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プラットフォームとして、ロシア企業の関係
情報をより多く提供し、中ロ企業間の架け
橋と絆づくりの役割を果たし、中ロ経済発
展を促進するとも述べた。

ボストチヌイ港から太倉港へ
輸送定期便初航海
（黒龍江日報４月12日）
ロシア・ナホトカ現地時間４月11日午前、

「黒龍江省陸海複合一貫輸送ルート国
際物流有限公司」がロシア・ボストチヌイ港
から中国の太倉港（江蘇省蘇州市）まで
のコンテナ航路を開通させ、ボストチヌイ
港で初航海のセレモニーが行なわれた。
290TEUを積んだ「陸海通快航」号の定
期船が出港し、４日後、中国の太倉港に
到着する。これは中国企業が初めて開通
した航路であるとともに、ボストチヌイ港に
おいても中国企業による初めての航路でも
あり、中国企業がロシア極東港湾から中
国南方港湾への航海を実現し、黒龍江の
「借港出海（港を借りて海にでる）」戦略
を真に実現することとなった。
この航路は10日に１便、毎月３便ある。
初便の貨物は綏芬河および牡丹江地域
から中国南方の港に向けた穀物・石油化
学製品・デンプン・板材などで、４月14日に
太倉港に到着する。16日には、江浙（江
蘇・浙江）地域からロシアに輸出する電子・
軽工業・紡績製品等を積んで太倉港を出
発し、４月19日にボストチヌイ港に帰港す
る。
中国企業がボストチヌイ港から太倉港ま

での航路を開通させたことで、価格の独占
を打ち破り、輸送コストを大幅に下げること
になり、輸送効率を高め、市場化に有利と
なり、複合一貫輸送ルートへの影響を拡大
することになる。
綏芬河市発展改革委員会シルクロード

弁公室の統計によれば、2016年６月から
現在まで、「ハルビン－綏芬河－ウラジオスト
ク－釜山」の複合一貫輸送ルートでは、全
部で53本の列車を出発させ、5634�TEU、
5.07億元、8.45万トンの貨物を輸送した。
その大部分の貨物は中国南方港湾行き
で、東京や大阪、台湾行きの貨物もある。
中国企業がボストチヌイ港から太倉港まで
のコンテナ定期便を開通させれば、「ハル
ビン－綏芬河－ウラジオストク－釜山」の複

成する。
営口ゾーンは商業・貿易と物流、越境電

子商取引、金融等の現代サービス業と新
世代情報技術、ハイエンド設備製造等戦
略的新興産業を重点的に発展させ、地域
性のある国際物流センターとハイエンド設
備製造、ハイテク産業基地を建設し、国際
的な複合一貫輸送大ルートの重要な結節
点を構築する。
試験区業務指導グループ事務所の関

係者の話によれば、遼寧自由貿易試験区
の建設の主な任務は６つの面における19
項目のイノベーション試験があり、100あまり
のイノベーション試験地点がある。具体的
には政府の職能転換、投資分野改革の
深化、貿易のモデルチェンジとバージョン
アップの推進、金融分野における開放イノ
ベーションの深化、旧工業基地構造の調
整と速め、北東アジア地域の開放協力を
強化することだ。

全ロシア中小企業連盟
綏芬河に事務所を設置
（黒龍江日報４月６日）
先頃、ロシア・オポーラ（全ロシア中小企

業連盟）が綏芬河市に黒龍江事務所を
開設した。
中ロ両国は現在、経済貿易で大きな協
力の潜在力があり、補完性が高く、大きな
発展を遂げる将来性がある。今回、オポー
ラが綏芬河に駐在事務所を設置したこと
は、中ロ経済貿易協力の発展の方向性に
合わせたものであり、オポーラの職責を果
たし、影響力をさらに発揮するために、ロ
シアの企業を全力で宣伝する積極的で地
道な取り組みの一つでもある。事務所の設
置は、より多くのロシア企業に中国の消費
習慣、市場の需要、地方の法律・法規、
経営コストなどの情報を理解させ、両国の
企業家が緊密な協力を求めるステージを
構築する。綏芬河市はオポーラによる事務
所の設置を大いに重視し、事務所に全力
で便宜を与える方針だ。
ロシア・オポーラ駐沿海地方支部の責
任者によれば、綏芬河市に事務所を設置
したことにより、ロシア製品の中国輸出とい
う大きな潜在力を十分に発揮できるという。
また、綏芬河市はロシア沿海地方の重要
なパートナー都市であり、事務所を交流の

る。中ロ互市貿易区が新しく改訂した『琿
春中ロ互市貿易管理弁法』はすでに省商
務庁に上申して審査を受け、許可が下りる
のを待っている。国境住民の区への入場
は通年で延べ3.65万人、ロシアの国境住
民の入国は延べ7.1万人となった。水産品
の輸入は3.9万トン、貿易額は3.9億元で、
互市貿易からの代替輸出額は2.5億元と
なった。

遼寧自由貿易試験区
19項目の新任務を重点的に推進
（遼寧日報４月２日）
注目されている中国（遼寧）自由貿易試
験区の建設がついに新しいページを迎え
る。４月１日、遼寧省で自由貿易試験区の
開幕式が行われ、省政府の広報部が記
者会見を行い、遼寧自由貿易試験区全体
方案の主な内容と重点的なイノベーション
改革措置について紹介した。将来的に自
由貿易試験区では19項目のイノベーション
試験を推進し、制度の革新を通じて東北
の旧工業基地の全体的な競争力を高め、
対外開放レベルの新しいエンジンを全力
で創造していく。
国務院が承認した『中国（遼寧）自由

貿易試験区全体方案』に基づき、遼寧自
由貿易試験区全体規画の面積は119.89
平方キロ、瀋陽・大連・営口の３つのゾーン
をカバーし、そのうち瀋陽ゾーンは28.97平
方キロで渾南新区を中心とし、大連ゾーン
は59.96平方キロで大小窯湾を中心とし、
営口ゾーンは29.96平方キロで営口ハイテ
ク区を中心としている。
３つのゾーンの機能にはそれぞれ重点
がおかれ、瀋陽ゾーンは設備製造・自動車
および部品、航空設備等先進製造業、金
融・科学技術・物流等の現代サービス業を
重点的に発展させ、国家新型工業化モデ
ル都市、東北地域科学技術イノベーション
センターの発展レベルを向上させ、国際的
に競争力のある先進設備製造業基地を
建設する。
大連ゾーンは港湾物流、金融・商業・貿
易、先進設備製造、ハイテク、循環経済、
海運サービス等の産業を重点的に発展さ
せ、北東アジアの国際海運センター、国際
物流センターの建設を推進し、北東アジア
の開放・協力に向けた戦略的な高地を形
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定を延長する予定だ。これらを合わせた外
部からの支援総額は、約55億ドルになると
いう。
さらに、IMFの拡大信用供与プログラム
に従い、自動車税、酒税、たばこ税、社
会保険料、個人所得税等、一部の租税
の税率が４月１日から引き上げられる。しか
し、税率の引上げ、新たな租税や賃金や
年金に係る社会問題は、社会を圧迫して
いる。

中モ関係が改善か
（GoGo�Mongolia�２月21日）
中国の王毅外相は２月20日、経済危機

に陥っているモンゴルの救済措置をいくつ
か発表した。二国間関係が政治的フラスト
レーションを帯びているため、北京の今回
の支援は、モンゴルの経済多様化を支援
する誠実な動きだと関係者は話している。
モンゴルの貿易と通貨の安定に不可欠

な二国間通貨スワップ協定の延長を含む
措置が、20日の王外相とモンゴルのムンフ
オルギル外相の会談後の共同記者会見
で明らかになった。王外相は、中国が国際
金融機関による対モンゴル支援に賛同し、
鉱物資源、農産品、畜産製品の中国への
輸出を拡大するというモンゴルの希望も考
慮する、と述べた。
モンゴルは11月、中国からのチベットの
分離を押し進めるダライ・ラマ14世の訪問
を許可して中国の不興を買った。１月、王
外相とムンフオルギル外相の電話会談の
際、モンゴル側は今後ダライ・ラマ氏の訪問
は受け入れないことを約束した。王外相は
20日、二国間関係は「再スタートの準備が
できている」と表明した。
ムンフオルギル外相は、モンゴルが「一
つの中国政策」を支持しており、チベットは
中国の一部だと述べた。ムンフオルギル外
相はさらに、モンゴル国首相が一帯一路
に関する国際会議に出席するため、５月の
訪中を予定していると述べた。

小麦増産に奨励金を支給
（MONTSAME�２月22日）
定例閣議で、小麦生産の支援を目的と

する農業者への奨励金の支給が決定し
た。この決定に従い、個人及び法人は、
農業者支援・国家備蓄基金に供出され、

り、過剰生産能力解消の効果が顕著に現
れ、2016年以来、底をついた石炭相場が
一転して上昇に転じ、輸入量の拡大を促
進した。また、発熱量が高く、不純物が少
ないロシア産の石炭は価格面で中国産よ
り優位に立っている。ロシア産石炭の高い
コストパフォーマンスが、中国企業の輸入
意欲を掻き立てた。

テンの毛皮輸入の快速ルート開通
（遼寧日報４月21日）
「24時間サービスでいつでも検査してく
れる。遼陽出入国検査検疫局は我々が国
外から輸入するテンの毛皮のために便利
で効率のよい検査検疫サービスを提供し
てくれ、賛辞を禁じ得ない」と灯塔市佟二
堡保税倉庫の責任者は４月19日の取材で
語った。
佟二堡保税倉庫の成立にともない、遼

陽地域の獣皮輸入産業が集中し、テンの
毛皮輸入市場の需要が大幅に増加、遼
陽のテンの毛皮輸入量が激増した。この
ため、遼陽出入国検査検疫局は監督・管
理モデルを改革し、シームレスな監督・管理
を実施し、テンの毛皮を安全に防疫する
業務を行った。
今年の第一四半期、遼陽地域でのテン

の毛皮輸入は22回、重量にして２万7741
キログラム、金額ベースで701.9万ドルと
なった。輸入の回数、重量、金額は前年同
期比でそれぞれ2100％、1548％、1609％
の伸びとなっている。

■モンゴル情報�

IMFと救済計画について合意
（GoGo�Mongolia�２月19日）
国際通貨基金（IMF）とモンゴル国政

府は２月19日、３年間の拡大信用供与措置
（EFF）により４億4000万ドルの支援を受
けるための経済財政プログラムついて、担
当者レベルで合意した。
他の国際的パートナーも政府プログラム

を支援することにしている。例えば、アジア
開発銀行（ADB）、世界銀行、日本や韓
国等の二国間パートナーは、共同で、最大
30億ドルの予算・事業の支援を行う見込み
だ。中国人民銀行は少なくとも３年間、モ
ンゴル銀行との150億元の通貨スワップ協

合一貫輸送ルートの貨物量も一層増加す
ると思われる。

ハルビン空港の対ロ航空貨物
第１四半期200％増
（黒龍江日報４月17日）
今年の第１四半期、ハルビン－エカテリン

ブルグの対ロ電子取引航空貨物のチャー
ター便が延べ46回運航され、業務量は前
年同期比で200％増となり、順調なスタート
を切った。ハルビンの対ロ航空ルートの効
率的な物流サービスとオープンな通関サー
ビスは多くの越境電子取引業者にとって
人気の選択肢となっており、開通以来３年
間、出荷量は終始全国第１位となってい
る。
ハルビン－エカテリンブルグの対ロ航空

ルートは2013年11月に開通し、対ロ物流
の時間効率はそれまでの最短40日から最
短７日まで短縮された。
2016年、中ロ越境電子取引貿易額は

25億ドルに達し、ロシアは中国の越境電子
取引の輸出で第２の目的国となっている。
AKIT（ロシア電子取引企業協会）のデー
タによれば、ロシアの越境ネット販売では
90％以上が中国のネットショップからの注
文で、アリババの「速売通」は月間個人
訪問客が2200万を超えた。ロシア速通は
「速売通」の物流提供業者として、ハルビ
ン－エカテリンブルグの対ロ航空ルートを利
用し、ロシアで大型の海外倉庫を建設し、
越境電子取引のためのブランド、商品技
術認証、商品安全認証、販売後サービス
等の対外貿易サービスが多くの越境電子
取引業者からの注目を集めており、対ロ航
空貨物の業務量は絶えず上昇している。

綏芬河口岸第１四半期
ロシア産石炭輸入量が大幅増
（黒龍江日報４月18日）
第一四半期、綏芬河口岸はロシア産石

炭を19.99万トン、1171.03万ドルを輸入し、
前年同期比でそれぞれ4.86倍、6.18倍と
なり、大幅に増加した。輸入石炭の多くは
冬季の暖房供給に使われる瀝青炭と動
力炭だ。
石炭輸入量が増加した主な要因は次

のように考えられる。まず、石炭業におけ
る供給側の改革を強く推し進めたことによ
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このプロジェクトでは、ゴビ地方サイン
シャンド市の南東方向に位置する国有地
に25基の風力タービンを建設することに
なっている。欧州開銀は、このプロジェク
トが石炭依存のモンゴルの電力部門の多
様化と、40年間の稼働期間中の最大500
万トンのCO2排出量削減に貢献するもの
と考えている。さらに、現地電力産業をリー
ドする、ほぼ100％国有の新しい民間企業
が登場することになる。
欧州開銀は既に、モンゴルでサルヒト

（2012年）とツエッエィー（2016年）の風
力発電事業を支援している。

韓モ緑化事業の第１段階が終了
（MONTSAME�４月６日）
モンゴル・韓国合同プロジェクト「グリー

ンベルト」が５日、250ヘクタールの森林帯
とハロキシロンを植樹した110ヘクタールの
土地をモンゴル政府に引き渡した。このプ
ロジェクトの枠内で作られた森林帯とハロ
キシロンの森はウムヌゴビ県にある。
砂嵐を軽減し、砂漠化に歯止めをか

ける目的で、モンゴルと韓国の両政府は
2007年から共同で「グリーンベルト」プロ
ジェクトに着手した。プロジェクトの第１段
階は2007～2017年、第２段階は2022年
に完了する。政府は第１段階終了後、将
来的にこの地域の保護に責任を負う地元
の林野団体と森林保護団体、NGO、個人
にこれらの土地を分配した。
モンゴル国自然・環境・観光省森林政策
局のトゥンガラグ局長によれば、第２段階の
間、ウランバートル市の領域で50ヘクター
ルの面積の緑化が予定されている。

モンゴル企業
日本にチーズを試験輸出
（Asia�Russia�Daily�４月６日）
モンゴル企業「モンフレシュ」がまもなく、

日本へチーズを定期的に出荷しはじめる。
6000万頭以上の家畜がいるモンゴル

は、乳製品の40％を外国から輸入してい
る。そのため、モンゴル国政府と農牧業・軽
工業省は、国内市場を充足し、乳製品、食
肉製品の輸出をサポートするために、「第
１回肉・乳製品キャンペーン」を実施してい
る。
このキャンペーンの枠内で、モンゴルの

これまで輸出では中国が活用されてき
た。モンゴルはエレンホト市（内モンゴル自
治区）まで石炭を運び、中国の業者がそれ
を買って輸出してきた。当然、このような構
図はモンゴル国政府にとって不利益だっ
た。
モンゴルの海への出口はもう一つの重
要な意義をもっている。それは、アジアと欧
州を結ぶ物流システムの形成だ。この物
流システムは第三国の市場に直接、ものを
輸出し、そうすることで輸出入の時間とコス
トの削減を可能にする。

エルデネブレン水力発電所建設計画
政府が本腰
（MONTSAME３月27日）
エルデネバト首相は先週、西部の複数

の県を訪れ、村落部の生活を視察した。
首相は今回の出張中に、エレデネブレン水
力発電所建設の妥当性を認識した。
これを受けて、ガンフーエネルギー大臣
はMONTSAME記者の質問に対してコ
メントし、「バヤンウルギー、オブス、ホブド
の西部各県はロシアから高額で電力を輸
入している。ドゥルグン水力発電所が国内
電源となっている。2008年からこれらの県
は620億トゥグルグの国の助成金を受けて
いる。この地域に電源ができれば、地元住
民は生産活動とサービス活動を整備し、
拡大することができる。そのため、政府は
エルデネブレン郡のシグジト峡谷での水力
発電所の建設は可能だと認識した。政府
は目下、西部の県の電力需要を完全に満
たすことのできるこの水力発電所の投資
家を積極的に探している」と述べた。

サインシャンドの風力発電事業
EBRDが融資を検討
（Asia�Russia�Daily�３月30日）
欧州復興開発銀行がゴビ砂漠の出力

55メガワットのサインシャンドウィンド・ファー
ムの建設に最大で3000万ドルを融資する
ことを検討している。
同プロジェクトは、「エンジー」（フランス）
傘下のサインシャンド・サルヒン・パーク社、
IFU（デンマーク）、フェロシュタール・インダ
ストリアル・プロジェクツ（ドイツ）、現地パート
ナーが策定した。総事業費は１億2000万
ドルと見積もられている。

国際規格に合致する１等小麦１トンにつき
５万5000トゥグルグの奨励金の支給を受
ける。２～４等小麦の供出に対する奨励金
は１トン当たり５万トゥグルグになる。昨年は
全国で35万5000ヘクタールから46万トン
の小麦が収穫された。
小麦奨励金として160億トゥグルグが国

の予算に反映されており、現在、12県65
郡から729の個人と法人がこの奨励金の
対象となっている。

日モ外交関係樹立45周年
（MONTSAME�２月24日）
1972年２月24日、モンゴルと日本は外交
関係を樹立した。モンゴル政府は過去の
記念日よりも今回の記念日を重視し、モンゴ
ル国外務省の主導でメモリアルイヤー祝
賀組織委員会を設置した。モンゴル・日本
友好議員連盟、外務省、財務省、教育・
文化・科学・スポーツ省、ウランバートル市役
所、モンゴル国営公共ラジオ・テレビ放送、
行政組織、非政府組織がメンバーだ。
記念行事は１年を通じて実施される。２

月10日には記念行事開始セレモニーが行
われ、両国が祝い状を交換した。この日、
写真展の開会式も行われた。
記念行事の枠内で、国会議長級の公
式訪問や、日モ両国の交流発展の歴史
に関するドキュメンタリー映画の上映、学
術会議の組織、文集の出版、モンゴルの
ファッションショーの日本での開催、モンゴ
ル産カシミア製品の展示会、民族音楽アン
サンブルの訪日公演、モンゴルでの日本の
バレエ団の講演や生け花実演が予定され
ている。外交関係樹立メモリアルイヤー祝
賀行事は、両国の友好関係の強化と協力
の拡大に大いに貢献することだろう。

モンゴルの海洋進出
（NewsBabr�３月23日）
モンゴルが海への出口を持つ国になる。
高品質石炭を積んだ貨物列車が３月23日
にも天津港へと出発する。
モンゴル国政府は海への出口を持つこ

とを決め、海運の強化を目的として天津市
浜海新区に、50年の期限で土地（10ヘク
タール）を借り受けた。その結果、モンゴル
は自国の港に貨物を運び、そこから船でそ
れらを輸出することができるようになる。
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チームのメンバーがモンゴル人養蜂家
の紹介を受け、彼らの養蜂場を訪れ、獣
医療サポートの専門研究機関や県の専
門検査機関の活動を視察した。プロジェク
トチームのメンバーの話では、モンゴル人
の蜂蜜生産社の大部分は、製品の品質
保証やEUの規格や生産・衛生・植物検
疫の規定の履行に係る一連の規則をクリ
アするための準備作業を行わなければな
らない。必要な規則が全て遵守されれば、
セレンゲ県の養蜂家たちはヨーロッパ諸国
に蜂蜜を輸出するチャンスを得る。

エレンホト口岸の中欧列車
帰路も貨物を積載
（内モンゴル日報４月18日）
ロボット・鋼ベルト・銅ベルト・自動車部品
等のヨーロッパからの製品を多く積んだ列
車がドイツのハンブルグを出発し、エレンホ
ト口岸を経て入国した。この列車は43個
のコンテナを積み、総重量は716.191トン、
金額ベースで801.13万ドルだった。
2013年に中欧列車が開通して以来、

往路の列車は基本的に貨物が満載だ
が、復路は空だった。昨年から列車の
運営が常態化すると、その利用範囲が
拡大し、貨物の種類も広がり、口岸を経
て出入国する中欧列車の復路も段階的
に貨物が増加した。調べによれば、今年
の第一四半期で、エレンホト口岸を通過
した中央列車は62本、コンテナ2850個、
35027.26トンで、前年同期比でそれぞれ
169.6％、173.3％、246.84％増を実現した。
また今年の第一四半期の空コンテナ率は
わずか11.4％で、コンテナ数で２倍近く増
加した状況下で、空コンテナ率は半分以
上下がった。

モンゴルの人工衛星
第１号は共同ブランド
（ABS公式HP４月19日）
ABS（Asia�Broadcast�Satellite）は、

モンゴル市場専用のMongolsat-１衛星と
してABS-2Aの12×27MHzのペイロード
を共同ブランド化すると発表した。この歴
史的なイベントには、モンゴルのエルデネ
バト首相とエンフボルド国会議長が出席し
た。
MongolSat-1は、モンゴル史上初の共

た。フォーラムでは、モンゴル領を経由した
ヨーロッパからアジア、アジアからヨーロッパ
への貨物配送は、日数が最短で安全、好
適な条件で行われていることが明言され
た。
中国側が２本の新しい貨物輸送ルート

を開設し、列車は週１便あるいは月４便と
することでフォーラムの出席者らが合意し
た、とモンゴルのツォグトゲレル道路・交通
開発副大臣は話している。
モンゴル横断鉄道は、モンゴル国内の
鉄道（1110キロ）経由でモスクワと北京を
繋ぎ、カザフスタン回廊よりも513キロ、満洲
里回廊よりも748キロ短いとされている。し
かし、2016年、モンゴル回廊を通った貨
物列車は167本にとどまり、カザフスタン経
由はその10倍の1700本、満洲里回廊は
1200本だった。ちなみに、モンゴルの線路
は広軌を採用している。
モンゴル経由でロシアと中国を繋ぐ鉄
道、複数の石油・ガスパイプライン、送電
線５本、その他のインフラを建設するという
発意は、「草原の道」（ステップロード）と
名付けられた。このイニシアチブは、中国
の「一帯一路」やロシアの「ユーラシア経
済連合」のイニシアチブを受け、３カ国首
脳会談で承認された。「草原の道」は経
済回廊形成のための最初の大型プログラ
ムとして検討されている。
「草原の自動車・鉄道回廊」形成後、中
ロ間の貿易取引額は2020年までに2000
億ドルに達するとみられている。中国は自
国の中継ゾーンを「西」、「東」、「中央」の
３セクションに分けた。モンゴルは中国の中
央中継ルートに組み込まれた。近年、中ロ
モ３カ国間の貿易と投資の規模は拡大を
続けている。2015年も中モ間の貿易取引
高は73億ドルに、中ロ間では642億ドルに
達した。

モンゴル産蜂蜜をEU市場に
（Asia�Russia�Daily�４月17日）
EUのチームがセレンゲ県で「モンゴル

国家規格システム整備支援」プロジェクト
に取り組んでいる。同プロジェクトチームは
４月12～13日、セレンゲ県で活動し、養蜂
家を対象にセミナーを行った。目的はセレン
ゲ県産蜂蜜のEU諸国への輸出の整備
だ。

モンフレシュ社は日本のミツグループと共同
で、モンゴル産牛乳を原料とするチーズ
400キロを日本に輸出した。目下、モンゴ
ル製のチーズは日本の試験機関で分析さ
れている。日本の試験機関がモンゴル産
チーズの品質を肯定的に評価すれば、モ
ンゴルは相当量のチーズを輸出するチャン
スを得るだろう。
モンフレシュ社は１日に５～10トンのチー

ズを生産しており、国内需要の10％を満た
すことができる。同社は昨年、国内市場に
チーズ50トンを供給した。

シンガポール企業
モンゴルに石炭ガス化工場建設へ
（Asia�Russia�Daily�４月13日）
石炭のガス化と発電を目的とし、モン

ゴル国エネルギー省は、シンガポールの
Poh�Group�のモンゴル支社であるPoh�
Golden�Ger�Resources�社との相互理解
覚書が署名に署名した。
Poh�Groupは、石炭塵埃とガスの複合

燃焼方式で発電する石炭ガス化プラント
建設でモンゴルと提携する。両者の提携
は、シンガポールのリー・シェンロン首相の
2016年７月のウランバートル訪問の際に初
めて協議された。
Poh�Groupは資源採掘と発電を専門と

する。Poh�Golden�Ger�Resources�社は
モンゴル南部で石炭と銅の採掘権と探鉱
権を取得している。

モンゴルは
アジアと欧州を繋ぐ最短路
（Asia�Russia�Daily�４月14日）
モンゴル・ロシア・中国合同フォーラム「ト

ランジット・モンゴル2017」が2017年４月７
日、北京で成功裡に終了した。このフォー
ラムは、モンゴルの可能性とリソースを紹
介する目的で、モンゴル国道路・交通開発
省がモンゴル・ロシア合弁会社「ウランバー
トル鉄道」と共同で開催した。フォーラム
では、中継輸送整備のための今後の鉄道
中継輸送整備政策、国境通過、フォワー
ダー、鉄道駅、開港の連携問題について
話し合われた。
「トランジット・モンゴル2017」には中ロモ
３カ国の政府機関、運送業者、荷送人、
荷受人、税関、入国管理機関が参加し
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同ブランドの衛星だ。MongolSat-1の12×
27MHzチャンネル衛星容量は、全国で無
料のデジタル衛星テレビサービス、電気通
信およびブロードバンドサービスを開始する
ために独占的に使用される。新しいサービ
スは、モンゴルの広大な地方で利用可能
になることだろう。
式典でABSのトーマス・チョイCEOは、

「ABSは特に称賛され、ABS-2A ペイ
ロードの一部をMongolSat-1として共同ブ
ランド化することができて喜んでいる。ABS
は、モンゴルの衛星市場のダイナミックな発
展の一環となり、デジタル格差を解消する
ための農村開発を支援することに非常に
興奮している。私たちの目標は、モンゴル
社会全体に利益をもたらす非常にリーズナ
ブルな価格の衛星サービスを提供すること
だ」と述べた。
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