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I Introduction
Mongolia began the transition from a centrally-planned
to a market-based system in 1990. With the collapse of
COMECON, the Mongolian economy faced considerable
obstacles, leading to a 20% decline in total output in 19901993, triple-digit inflation (325.5%) in 1992, and a negative
GDP growth rate (-9.2% in 1991 and -9.5% in 1992)
after a 4.2% growth rate in 1989 (before the transition).
In less than 20 years Mongolia has made significant
progress in undertaking fundamental economic reforms,
which is reflected in the strong growth performance of
the Mongolian economy. The economy has grown rapidly
in real terms at an average annual rate of 8.4% during
the period 2004-2006, reaching 10.2% in 2007, and per
capita income has more than doubled since 2004, reaching
US$1,960 in 2008. Until very recently the inflation rate
averaged 7%.

in 2006.
In 2008, mining accounted for 28.2% of GDP, 74% of
Mongolia's exports (of which copper and gold accounted
for 33% and 24%, respectively) and 28.7% of government
revenue (Table 3). 67% of all foreign direct investment
(FDI) to Mongolia in 2007 went to the mining sector.
The economy and the budget of Mongolia rely heavily
on the mining sector, making them vulnerable to the
fluctuations in commodity prices which have negatively
affected the Mongolian economy.
III Mongolia faced sharp reductions in the price of
copper starting in summer 2008
During 2007 and 2008 the prices of Mongolia's main
export products, copper and gold, had risen significantly.
Starting in mid-2008, however, the copper price fell 67%
from its peak of US$8,685 per tonne in April 2008 to the
2004-level in December 2008; likewise for the international
prices of Mongolia's other mineral exports (Figure 1).
In addition Mongolia's main trading partners (China,
the EU, the US and Canada), which have accounted for over
95% of export revenues, have also been facing a downturn,
and as a result their demand for Mongolia's exports has also
decreased.

II Mining in Mongolia's economy
Mongolia is a mineral-rich country and has abundant
deposits of gold, copper, uranium and coal. Mongolia's
mineral wealth (the net present value of mineral revenues)
is presumed to be almost twice the non-mineral GDP,
although estimates of the proven and potential resources are
still uncertain.
Mining is the most important economic sector in
Mongolia, accounting for approximately half of gross
industrial output (Table 1).
Industrial output is largely based on copper and
gold (Table 2).
Mongolia's share of total international reserves in
the form of gold is also large compared with other goldproducing countries, and amounted to approximately 25%

IV The impact of the global economic downturn is felt
throughout the economy
Although Mongolia has limited direct exposure to the
world financial crisis, the fall in copper prices due to weak
world demand has had a serious impact on Mongolia's
economy, affecting the balance of payments, exchange
rates, fiscal accounts and the real economy.
Balance of payments. Mongolia's balance of payments

Table 1 Mongolia: Gross Industrial Output, billion MNT, constant prices (1995 and 2005)
1995

Total gross industrial output

2000

222.9

of which: Mining & quarrying

2006

243.6

92.5

2007

1,555.8

132.6

1,716.9

977.6

Copper, 35% concentrate, thousand tonnes

Gold, kg

346.4

2005

2006

2007

2008

11,808

24,121

22,561

17,472

15,183

361.6

537.7

Table 3 Mining's Contribution to the Mongolian Economy
% of GDP

% of government revenue

% of exports

975.7

2000

357.8

504

1,764.6

973.7

Table 2 Mongolia: Production of Copper Concentrate and Gold
1995

2008

2004

17.0

11.2

63.7

2005

21.9

13.3

70.7

2006

29.9

28.6

70.4

543.1

2007

29.5

35.0

66.8

525.3

2008

28.2

28.7

74.0
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Figure 1 The Changes in the International Prices of Mongolia's Main Export Commodities

a result, the net international reserves (NIR) decreased
dramatically (which had already been declining rapidly with
the falling global copper prices). By the end of February
2009, NIR had declined by more than half, from their peak
in mid-2008, when they amounted to more than US$1
billion (Figure 2).
The exchange rate started to depreciate against the US
dollar only from December 2008, reaching MNT 1,600 to
the dollar at the beginning of March 2009. While the Bank
of Mongolia lost US$500 million in international reserves
between July 2008 and February 2009, the currency
depreciated by approximately 38% between the end of
October 2008 and mid-March 2009.
Monetary tightening and the introduction of a
transparent foreign exchange auctioning mechanism by
the Bank of Mongolia has resulted in a relatively stable
exchange rate over the last six months and the accumulation
of international reserves. Net international reserves reached
US$684 million at the end of July 2009.
Fiscal accounts. The collapse in the price of copper has had
a direct impact on government revenue, as its dependency
on mining over the past few years has substantially
increased.
The mining contribution to government revenue
increased from 4.7% in 2002, to 28.6% in 2006 and 35%
in 2007, and it was projected that mining would contribute
43% to the planned budget for 2008.
As a result of the fall in copper prices, fiscal revenues
decreased by 10% of GDP from 2007 compared to their
2005 level (Table 4).
Despite falling mining revenues, spending remained
high in 2008 due to large increases in civil service wages
(129% over the last two years) and social welfare and
universal social transfers (the Child Money Program)
accounting for approximately 5.6% of budget expenditure
in 2008. Capital spending and banking-system credit both
spurred rapid growth in spending and led to an increase in
the fiscal deficit.
The budget deficit in 2008 amounted to 5% of GDP,

worsened during 2008, mainly due to a substantial increase
in imports, while export earnings declined.
The declines in the value of copper, the main export
product, and crude oil were primarily driven by price
rather than volume. There was almost no change in export
volumes from 2008 on, whereas the value of exports of
copper has declined by 56% due to the drop in copper
prices. Despite favorable prices gold production had fallen
by approximately 50% by August 2009 compared to the
same month of the previous year, mainly due to the lack
of liquidity for financing gold extraction and to a windfall
profit tax.
The increase in imports in 2008 was in part due to
higher global food and fuel prices (due to the use of crops
for bio-fuels, the record low inventories of food stocks, and
high energy and fertilizer prices) as well as the significant
growth in domestic demand over the last three years.
The falling copper prices in the second half of 2008
led to a trade deficit of 11.4% of GDP and a current account
deficit of 13.7% of GDP in 2008, from a surplus of 6.7%
of GDP in 2007, as the current account had been financed
mainly by FDI.
The global economic recession led to a reduction of
FDI inflow (8.3% of GDP in 2007), mainly in the mining
sector, and fell from its peak in the third quarter of 2008
as a result of tight world credit conditions in addition to
the falling prices of Mongolia's main exports. The adverse
impact on the trade balance, however, was mitigated by
sustained gold prices, despite the decrease in the mining of
gold.
Exchange rates. The currencies of all mining-dependent
countries in the world came under pressure due to the fall
in mineral prices, and in response, many of these countries,
starting in mid-2008, allowed their currencies to depreciate
against the US dollar as an initial defense mechanism to
absorb the shock.
Up until November 2008, however, the central bank
(the Bank of Mongolia) pursued a policy to defend the
national currency by selling US dollars to the banks. As
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Figure 2 Mongolia: Net International Reserves (NIR) to the End of 2008

Table 4 Mongolia: Fiscal Revenues, 2003-2009
Government revenues, % of GDP

Mining's contribution to
government revenues, %

2003

33.4

2004

7.5

33.1

11.2

2005

30.1

13.3

2006

36.6

28.6

2007

40.9

35.0

2008

35.2

28.7

2009

30.8
8.1

Table 5 Mongolia: Domestic Price Increases of Selected
Main Foodstuffs

after being in surplus for the previous three consecutive
years. These budget surpluses during the boom years,
however, were not sufficient to compensate for the external
shock, as the non-mining fiscal balance deteriorated during
the commodity boom, accounting for -15.3% of GDP in
2008.
In the first four months of 2009, compared to the same
period in 2008, total revenue and grants have decreased by
31.4% due to reduced mining-related revenues: the windfall
profit tax, royalties, and corporate income tax underwent
the largest declines.
Although the sharp deterioration of the fiscal deficit
had slowed down by August 2009—as a result of cutting
expenditure on low-priority new investments, freezing the
wages and hiring of civil servants, the limitation of nonconcessional sovereign borrowings and the targeting of
social transfers—the estimate for 2009 is 6.5% of GDP,
exceeding the 5.8% of 2009 GDP envisaged in the June
budget amendment and 5.4% in the March amendment.
This is due to the 29% decrease in total revenues and grants
in real terms in the first half of 2009, as against the first half
of 2008.
Inflation. Rising wages in the public sector over the last
two years acted as a benchmark for private-sector wages,
and pushed up the overall wages in the economy, adding to
the rise in inflation in 2007 and 2008. Inflation rose from
4.2% in January 2007, to 17.5% in January 2008, to 27.2%
in April 2008, and reached 34% in August 2008.
In the first half of 2008 the main driver was food
prices, accounting for 71% of inflation. As world food
prices started to decline over the summer of 2008, inflation
shifted from food to non-food items. For instance, bus
and taxi fares increased by 50% and 39%, respectively, in
August 2008, while tertiary education fees increased by an

Flour, high grade

Flour, lower grade
Bread

Milk and yogurt

Mutton and beef

Potatoes

2007/2008 Increase, %
19.9
31.0
45.2

44.2 and 51.4 respectively
8.7 and 7.5 respectively

58.6

average of 66%. Electricity and heating tariffs were raised
by 28% and 39% on average, respectively, starting from
July 2008.
Prices of imported food increased, following world
market prices (wheat prices have increased nearly 200%
since 2005 and overall food prices have increased by 75%
since 2000), but the domestic prices of the exact same
products, such as flour, rose even more (Table 5), partly
due to reduced domestic wheat production in autumn 2007,
resulting from drought in the main agricultural provinces—
including Khentii, Selenge, and Tov aimags—and thereby
contributing to the reduction of the aggregate supply and
putting further pressure on prices.
As the poor in Mongolia spend 52-55% of their
household budget on food, the increase in food prices also
contributed to an increase of the incidence of poverty in
the country: in 2007-2008 it increased to 35.2% of the total
population, as against 32.2% in 2006.
Over the first half of 2009 the consumer price index
(CPI) has been decreasing continuously, to 2.9% on the
previous year, with core inflation in single digits as of
the end of August 2009. The CPI at the end of 2009 is
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Figure 3 Mongolia: Total Loan Growth and Purchase of Central Bank Bills (CBBs)

Table 6 Mongolia: Real GDP Growth

estimated at 8.5%.
Financial system. Until mid-2008 the financial system had
also been growing strongly, in line with the economy as a
whole. Real deposit rates turned to the negative, leading
to a decrease of deposits and contributing to an outflow
of deposits in domestic currency and their conversion into
foreign currency deposits.
Domestic currency deposits decreased by 15.2% in
2008 compared to 2007, whereas foreign currency deposits
increased by 20.4%.
After several months of outflows, domestic-currency
time deposits increased by MNT 60 billion from February
to March 2009, the largest increase since February 2007,
and continued to increase to MNT 1,028 billion in August
2009—while foreign-currency time deposits decreased
to MNT 580 billion, although they remain high overall
compared to the pre-crisis level.
The non-performing-loan ratio in banks' loan portfolios
increased—reaching 7.4% in February 2009, and 10.6% in
April 2009, as against 2.9% in September 2008—affecting
the banks' earnings and expenses.
The combination of all these factors led to liquidity
problems in the banking sector, and therefore the banks
were unwilling to extend new credits and started to build
their liquidity.
The banks have further reduced lending and now are
buying less risky central bank bills instead, which are more
attractive relative to the higher risk of lending to the private
sector (Figure 3).
Loan quality continues to deteriorate, as portfolios
are exposed in the sectors that are experiencing a strong
slowdown.
At the end of July 2009 the non-performing-loan ratio
amounted to 20.4% of total outstanding loans, and reached
21.5% at the end of August 2009, showing a slowdown in
the real sector and business growth, despite falling inflation
and the easing of global food and fuel prices.
Growth. A larger current account deficit, much lower
government revenues, and continued large investment
needs have posed significant challenges to growth.
The growth rate was high until August 2008, reaching
11.3%; however, the negative impact of the global
slowdown has been felt across all major sectors in the real
economy.
The fall in copper exports, a significant decrease in
official gold production by 17.3% in 2008—despite high

Real GDP growth

2006

8.6

2007

10.2

2008

8.9

2009

0.5

2010

3.0

world prices—and a slowdown in investment flows to
both the mineral sector and construction, led to a decline
in economic growth down to 0.5% in 2009, from 8.9% in
2008 (IMF staff have recently decreased their estimate of
economic growth from 2.7% in real terms to 0.5% in 2009)
(Table 6).
This reflects developments in key sectors of Mongolia's
economy, such as agriculture—the result of falling prices
of cashmere and other livestock-related products—and the
mining sector, which is exhibiting stagnation in real terms.
Its contribution was nil in 2008 and is projected to remain
so in 2009. Manufacturing (textiles and basic metals)
declined by 30-60% on the previous year.
With the aim of overcoming the external shock, the
Mongolian government has made a request to the IMF
to support the country's economic stabilization program,
which was approved in April 2009.
Key objectives of the IMF-supported program are: to
restore macroeconomic stability through fiscal, monetary
and financial sector policies, and to protect the poor, as
they were the ones who suffered most from the economic
downturn.
Poverty and unemployment. The World Bank study on
the implications of the crisis for household living standards,
conducted in April 2009, found that the effects of the
economic slowdown had a widespread social and poverty
impact in Mongolia, as real effective income has fallen by
approximately 60% in some informal urban labor markets
compared to April 2008, due to high inflation affecting real
wages and due to reduced job availability.
The food consumption effect also contributed to the
increase of the incidence of poverty in the country; in
2007-2008 it increased to 35.2% of the total population,
against 32.2% in 2006, as the poor spend 52-55% of their
household budget on food.
Until November 2008 the registered unemployment
rate had been decreasing almost continuously to 2.9% of the
labor force. In January 2009, however, it began to increase
for the first time, standing at 3.7% in June 2009, and further
increased to 3.8% of the labor force in July 2009 as a result
of the contraction in the real sector.
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lower than in August 2008, however, despite consistently
high prices and a special gold bond issued by the
government to ease the liquidity constraint on gold
producers.
The trade deficit is narrowing (Figure 4) due to imports
decreasing faster than exports, and showing a continued
slowdown in the economy, which is limiting demand for
imports due to a continued slowing down in domestic
spending. Imports during the first eight months of 2009
decreased in value by 39.8% compared to the same period
in 2008.
As a result the current account deficit, which reached
15.2% of GDP in the second quarter of 2009, started to
contract in July-August 2009. This deficit was mainly
financed by net foreign direct investment inflows and the
IMF loan disbursement under the Stand-By Arrangement.
The services account, however, deteriorated further due
to the fall in tourism revenues and remittances from
Mongolians working abroad—a result of the global
downturn.
The exchange rate has depreciated slightly, while the
central bank's net international reserves (NIR) increased
further, reaching US$684 million at the end of July 2009.
The fiscal situation, however, continues to be difficult:
falling revenues contributed to a continued deterioration
through August 2009. Total revenues and grants during
the first eight months of 2009 declined by 26% in real
terms compared to one year before, due to falling mining
revenues, whereas expenditure has been increasing (4% in
real terms).
Core inflation declined to 6.2% (compared to the
same time the previous year) in August 2009, from over
25% at the beginning of the year. The overall CPI has also
decreased in 2009, becoming a deflationary 0.9% in August
2009 (Figure 5).
According to the Stand-By Arrangement with the IMF
the government has taken a number of measures for cutting
public investment and expenditure on wages, freezing
hiring, and targeting social transfers, and has revised
the blanket deposit guarantee law; the central bank has

The registered unemployment rate decreased from
3.8% to 3.7% of the labor force in August 2009. This
figure, however, excludes those unemployed who are not
registered at the employment office, and the actual rate
of unemployment may be much higher. According to
unofficial estimates the unemployment rate could be as high
as 21-26% of the labor force.
The number of informal workers is likely to increase
due to rising unemployment in the formal sectors. In
addition, there has been an increase in the number of people
moving into the cities from the rural regions looking for
new ways to make a living, due to foreclosures on their
herders' loans.
Employment conditions are also becoming less
favorable for informal workers in the rural regions, and
for herders to cope with decreasing job availability, falling
wages, and increasing living expenses.
The recent World Bank study shows a modest
improvement between April 2009 and September 2009.
The number of informal workers increased in September
2009 by approximately 25% compared to April 2009, and
workers' average real wages increased by approximately
12% from April 2009 to September 2009.
According to a conservative estimate of World Bank
experts the decline in growth rate from a projected 8%
to 2.7% in 2009 would mean that 20,000 to 40,000 less
people would have been lifted out of poverty than would
have been the case without the global financial crisis. The
recent adjustment of the growth estimate by the IMF to
0.5% would mean that even more people would remain in
poverty.
V Recent developments
In September 2009 the price of copper increased to
US$6,195 per tonne. The international prices for Mongolia's
other main export commodities (coal, zinc, cashmere,
and crude oil) also rose slightly. Mongolia's main trading
partners are showing signs of a slow recovery.
In August 2009, gold exports resumed, after no
shipments in June and July. Gold exports are still 55%

Figure 4 Mongolia: Trade Balance
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Figure 5 Mongolia: Inflation

is now stabilizing due mainly to contracting imports, the
result of the economic downturn.
The fiscal balance remains under stress as revenues
continue to decline, whereas expenditure still remains high
despite cutting unnecessary investments, freezing hiring
and containing the wages of civil servants.
In the financial sector, non-performing loans have
continued to increase, and bank lending to the private sector
has almost stopped, as banks prefer to purchase safe central
bank bills. This in turn puts further downward pressure on
domestic activities.
The overall CPI decreased in 2009, becoming a
deflationary 0.9% in August 2009.
The people who suffered most from the economic
downturn were the poor. The incidence of poverty in 20072008 increased on that in 2006. Formal unemployment has
continued to increase since the beginning of the year, and
real wages for unskilled workers in the informal sector have
been declining substantially.
The government intends to submit to parliament a
new budget law and a new fiscal stability law in order to
improve the fiscal responsibility framework.

increased the capital adequacy requirements for the banks.
The government of Mongolia now intends to submit
the new fiscal management legislation to parliament—a
new organic budget law and a fiscal stability law.
VI Conclusion
A large external shock due to the fall of the price
of copper (rather than exposure to the world financial
crisis) hit Mongolia hard. This shock was exacerbated by
expansive fiscal and monetary policies, a pegged exchange
rate and an overheated financial sector at the time of the fall
of the price of copper.
The Mongolian government initially responded
inadequately, which led to macroeconomic instability at
the end of 2008. From the beginning of 2009, however, the
government, with the strong financial assistance of its key
development partners, has taken a series of policy actions
to address the crisis.
Mineral prices continue to increase; the trade balance
is improving. Monetary tightening and the introduction of
transparent foreign exchange auctioning helped to keep
the exchange rate stable and also allowed the central bank
to build up net international reserves. The external sector
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世界金融危機のモンゴル経済への影響
モンゴル前ゾースバンク最高執行責任者

B. ツォルモン

（要旨）
20年弱に及んだ計画経済から市場経済への移行を経て、

部門に及び、2009年の予測成長率は、2008年の8.9％（実績）

モンゴルは、急速な実質経済成長（2004～６年において

から0.5％に低下した。

8.4％、さらに2007年は10.2％の成長を、最近までは平均７％

○金融システム

のインフレ率のもとで実現した）を導いた根本的な経済改

銀行の不良債権比率は2008年９月時点で2.9％だったも

革において、明確な前進を達成した。

のが、2009年２月には7.4％、同７月末には20.4％、８月末

世界金融危機による需要の減退により銅価格が大幅に下

には21.5％に達し、実物部門における企業の成長の減速を

落し、モンゴル経済は深刻な打撃を受けた。このショック

示した。

は、拡張的な財政金融政策、固定された為替レート、銅価

○貧困と失業

格下落時の過熱した金融部門、当初の政府の不適当な対応

経済の下降の影響を最も強く受けたのは貧困層である。

によってさらに増幅され、2008年末にはマクロ経済は不安

経済の停滞はモンゴルに広い貧困と社会の衝撃を与えた。

定な状態となった。モンゴルは鉱業収入に大きく依存して

実物部門の縮小に伴い、失業率は2008年11月の2.9％から、

いるため（2008年には鉱業はモンゴルの輸出の74％、政府

2009年６月の3.7％、同７月の3.8％に上昇した。世界銀行

収入の28.7％を占め、外国直接投資の３分の２以上（2007

が2009年４月に行った金融危機の家計への影響調査による

年は67％）が鉱業部門に向けられている）
、世界金融危機

と、いくつかの都市非正規労働市場においては、実質所得

はモンゴルに大きな打撃を与えている。

が約60％下落している。これは高いインフレ率と、就業可

○国際収支

能性の低下によるものである。2006年には32.2％であった

2008年の貿易収支の赤字はGDPの11.4％、経常収支の赤

全人口に対する貧困率は、
2007～8年には35.2％に高まった。

字は同じく13.7％に達した。純外貨準備は2008年半ばから
2009年２月の間に半分以下に減少した

モンゴル政府は、先進国や国際機関などの強力な金融支

○財政収支

援のもと、この危機に対応する一連の政策をとっている。

2008年の財政収入は前年比31.4％、GDPの10％に相当す

しかし、政府収入が減少を続ける中、政府支出は高い水準

る規模で減少した。過去２年度にわたる公務員給与の大幅

にとどまっており、財政収支は危機的な状況にある。政府

な引き上げや社会保障給付によって、財政支出は高い水準

は財政責任のフレームワークを強化するため、議会に新た

に止まったため、３年間連続して黒字であった財政収支は、

な予算法と財政安定法を提出する準備をしている。金融部

2008年にはGDPの５％に相当する赤字を記録した。

門においては、不良債権比率は引き続き上昇しており、銀

○インフレーション

行は融資よりも元利を保証された中央銀行証券の購入を選

インフレ率は2007年１月には4.2％だったものが、2008

択し、民間企業への銀行融資はほとんどストップした状態

年１月には17.5％、同４月には27.2％、同８月には34％に

である。こうした状況が国内の経済活動にさらなるマイナ

達した。2008年の夏からは、インフレの中心は食料品から

スの影響を与えている。2009年９月、主要輸出品である鉱

食料品以外の品目に移った（例として2008年８月にバス料

産物の価格上昇と、
経済の低迷による輸入の減少によって、

金は50％、タクシー料金は39％上昇、高等教育の学費は平

貿易収支はやや改善している。インフレーションは2009年

均66％上昇した）。

に入って沈静化し、2009年８月には0.9％のデフレーショ

○成長率

ンを記録している。


世界経済の減速の影響は、実物経済における全ての主要

［英語原稿をERINAにて翻訳］
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ポスト金融危機の中国経済のゆくえと課題
富士通総研経済研究所

主席研究員

柯隆

さる９月10日、温家宝首相は第３回（大連）夏季ダボス

きというポジティヴな見方である。何よりも、この成長水

会議でのスピーチのなかで、年初に掲げた８％成長の目標

準は世界最高のレベルである。それに対して、中国経済の

について自信をみせているが、確信はしておらず、今後の

潜在成長力からみれば、最低でも９％成長しなければなら

政策運営について「現在実施している積極的な財政政策と

ないのに、経済運営が失敗したというネガティヴな見方も

適度な金融緩和政策を堅持する」ことを強調している。

できる。

世界経済が金融危機に見舞われるなかで、中国経済だけ

中国経済は世界で先駆けて回復基調に戻っているが、今

は先駆けて景気回復に向かっている。しかし、中国経済は

後の展望についてこのままV字型のように回復するとみる

このまま成長し世界経済のエンジンになるかどうかについ

専門家がいる一方、この先、二番底があるのではないかと、

て注目を集めている。

W字型のような回復になるとの見方が少なくない。

振り返れば、中国にとり2008年は五輪の年であり、金融

しかし、中国の景気回復の軌跡をV字型かW字型のよう

危機がなければ、間違いなく二桁成長が実現できたはず

に単純化することはほとんど意味はなく、ここで、中国経

だった。晴天の霹靂ともいうべきサブプライムローンの問

済を取り巻く環境と中国経済の内実を明らかにしたうえ

題は金融システム全体に影響し、米投資銀行の老舗のリー

で、
今後の政策運営のあり方を展望することが重要である。

マンブラザーズを倒産させてしまった。経済のグローバル
◇景気減速をもたらした政策のミス

化が進むなかで、金融危機のツナミは米国に止まらず、中
国にも影響が及んでいる。08年の経済成長率（実質GDP

中国経済の成長率（実質GDP伸び率）は2007年の13％

伸び率）は07年の13％から９％に大きく鈍化してしまった。

をピークに、08年９％、09年上期7.1％と低下している（図

09年の中国経済は政府が掲げる８％の成長目標が達成で

１参照）
。景気が減速する背景について、米国発の金融危

きると思われるが、08年の成長率に及ばず、8.5％前後に

機の影響によるものとの見方があるが、実際は、その主な

なるとみられている。見方によっては、この8.5％前後の

原因は間違った経済政策によるものと思われる。

成長に関する評価は大きく分かれる。一つは金融危機に見

08年の輸出は１兆4,286億ドルで前年比17.2％伸びた。そ

舞われるなかで8.5％の成長が実現できただけで評価すべ

れに対して、輸入は１兆1,331億ドルで前年比18.5％増えた。

図１

経済成長率（実質GDP伸び率）
の推移（1978-2009年第２四半期）

出所：中国国家統計局
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その結果、貿易黒字は2,955億ドルで前年比12.7％増加した。

のに必要とされる労働の量が減少する。要するに、経済成

少なくとも08年の国際貿易の実績からみれば、輸出と貿易

長の雇用創出効果は大きく低下しているということである。

黒字のいずれも減少していない。

結論を先取りすれば、雇用を創出するためには、投資依

それよりも、07年下期からのインフレ再燃を受けて、中

存から消費依存にモデルチェンジする必要がある。そのた

国人民銀行（中央銀行）は神経質となり、慌てて金融引締

めに、流通、金融と情報を中心とするサービス産業の育成

政策を実施した。とくに、07年11月に金利政策などオーソ

に取り組まなければならない。

ドックスな金融政策に加え、商業銀行に対して貸出総量規

ここで、改めて中国の景気回復の背景をみてみよう。

制を導入し、その結果、金融市場では流動性不足が起き、

それはひとえに大胆な積極財政政策と思い切った金融緩

中小企業の多くは資金難に陥った。

和策の結果といえる。08年11月、景気減速を食い止めるた

マクロ的に、52％もの高い貯蓄率に加え、国際収支の黒

めに、国務院は急遽４兆元（56兆円）の財政出動の計画を

字と対内直接投資および投機的なホットマネーの流入を背

発表した（表参照）
。

景に、中国経済が流動性不足に陥る理由はない。結果的に、

４兆元の財政出動は単なる公共工事に４兆元を投じるだ

行き過ぎた金融引締政策により、中小企業の倒産が相次ぎ、

けでなく、投資拡大の呼び水の効果のほうが大きい。とく

景気後退局面に突入した。

に、
国有商業銀行の融資について担保主義が採られている。

中国にとって経済成長が雇用対策の一環であり、８％成

担保も取らずに融資を行うと、
その融資が焦げ付いた場合、

長の維持は雇用創出を目的とする一面がある。具体的に

融資担当者の責任が問われる。その結果、国有商業銀行は

８％成長を守るために、08年11月に政府国務院は金融緩和

中小民営企業への融資を慎重に行わざるを得ないという事

政策に加え、積極的な財政政策を発表した。もし政府は何

情がある。それに対して、財政資金が投入されている公共

もしなければ、09年の経済成長率は７％以下になる可能性

プロジェクトには国有商業銀行は安心して融資を行うこと

がある。商業銀行の貸出総量規制の解除（08年10月30日）

ができる。

と思い切った財政出動により09年は8.5％前後の経済成長

現状において、家計の高い貯蓄率と潤沢な財政資金を背

が実現されると思われる。

景に、当面は財政出動と銀行融資についていずれも余力が

問題は失業の深刻化にある。すなわち、８％以上の経済

ある。問題はもっぱら財政出動と銀行融資の増加による経

成長が維持されたとしても、雇用の確保は依然厳しい状況

済成長は持続不可能ということにある。

にある。経済の高成長が続いているにもかかわらず、雇用

実は、積極的な財政政策と行き過ぎた金融緩和政策の弊

情勢が厳しいのはなぜだろうか。

害がすでに現れている。企業の投資マインドが改善されて

それは経済成長のパターンに起因する問題である。現在

いないなかで、銀行融資が急増している（図２参照）。借

の中国経済は投資主導と輸出依存の経済成長である。設備

り手企業はここで生産ラインの増強に投資するよりも、株

投資が経済成長をけん引する状況下で、労働の資本装備率

式や不動産の投資などの財テクに走っている。これは今年

は上昇する。すなわち、機械化が進み、労働生産性が上昇

に入ってから上海株式市場の株価が急騰する背景である。

する。その結果、単位あたりの付加価値（GDP）を創る

上場企業の経営業績が改善されないなかで、株価の急騰は

表

４兆元（約56兆円）の財政出動



（単位：億元）
2008年11月の原案

2009年３月全人代修正案

交通インフラと送電網

18,000

15,000

農村民生インフラ

3,700

3,700

低所得層向け住宅建設

2,800

4,000

構造調整

1,600

3,700

震災復興

10,000

10,000

環境保全

3,500

2,100

400

1,500

医療衛生と文教関係

注：2008年11月の案に比べ、2009年３月全人代の修正案では、インフラ整備などの公共工事が
減額され、経済構造の調整と医療衛生・文教関係の支出が増額されている。
資料：国家発展改革委員会の発表に基づき筆者作成
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市場の不安定化を意味する。同時に、行き過ぎた金融緩和

といわれている。３月に開かれた全人代（国会）の記者会

は不動産価格の急騰をもたらしている。これは政策的に作

見で、温家宝首相は「追加的な財政出動を用意している」

られた資産バブルほかならない。

ことを示唆した。第３四半期の景気動向如何により、経済
政策の取り方は大きく異なってくる。

◇見えない出口政策

ただし、仮に追加的な経済政策が実施されるとしても、

このまま行くと、資産バブルはさらに膨張するだろうが、

それはこれまでの４兆元の財政出動と異なるものになる。

それが炸裂したときの衝撃も想像以上に大きいはずであ

４兆元の財政出動はハコモノの公共工事を中心とするケン

る。景気がすでに回復基調に戻っている現状を踏まえ、そ

ジアン型政策だった。追加的な財政出動が実施されるなら

ろそろ出口政策を取ることを考える必要があるかもしれな

ば、安心社会作りを目標とする雇用創出と社会保障制度の

い。すなわち、大規模の財政出動と金融緩和政策を改める

整備が柱となる。

ことである。

結論的にいえば、09年の中国経済にとり、８％成長目標

しかし、出口政策の採り方は決して簡単なことではない。

の実現はもはや問題ではない。問題は、８％前後の成長を

すなわち、ここでいきなりハンドルを引締めのほうに切る

今後も続けていけるかどうかにある。単年度の景気浮揚を

と、景気がクラッシュする恐れがある。何よりも、現行の

目的に、思い切った景気刺激策はそれなりの効果を発揮で

景気刺激の緩和政策は過剰流動性をもたらし、資産バブル

きるだろうが、その経済成長を持続するには、市場経済に

の原因になっているが、消費が伸び悩んでいるため、家電

適する経済制度改革が求められている。

などの消費財価格指数（CPI）は依然マイナスであり、デ

第１に、
「国進民退」
（国有企業が前進し、民営企業が後

フレが続いている。

退する）に代わり、
「民進国退」を本格化する民営化の制

政策当局がまさに進むのも後退するのも棘の道という

度改革を急ぐ必要がある。第２に、さらなる市場開放を促

「進退両難」の状況に陥っている。第１に、８％成長を維

進することである。市場開放が進めば、国際競争力のある

持する必要がある。第２に、雇用機会を創出しなければな

企業が勝ち抜き、ずさんな経営を行う企業は退場させられ

らない。第３に、09年に入って輸出が減少しており、それ

る。第３に、古くて若い中国経済にとり、インフラ基盤を

を補うために、国内消費を刺激しなければならない。した

整備する必要があるが、その入札プロセスを透明化する必

がって、これらの政策目標から考えれば、ここで、景気刺

要がある。

激策を方向転換させるべきではないと思われている。

「改革・開放」政策はすでに30年間経過し、年平均10％

それに対して、株と不動産の資産市場はバブルが崩壊す

もの経済成長を成し遂げた。それはひとえに経済の自由化

る危険性を孕んでいる。株と不動産価格の暴落はその負の

を進めた結果である。これからの経済運営については、自

所得効果によって消費低迷をもたらすことになる。資産バ

由化だけでは不十分であり、ルール化が求められる。すべ

ブルの崩壊を避けるために、政策当局は短期的にはこれま

ての市場プレーヤーと政策当局はルールに違反した場合、

での景気刺激策を継続せざるを得ない。

責任が問われなければならない。この点はこれから安定し

何よりも、第３四半期以降の景気回復が持続していける

た成長を目指す重要なポイントとなる。

という確信がないなかで、これまでの景気刺激策の継続に

そして、雇用対策も強化しなければならない。これまで

加え、場合によっては追加的な財政出動も検討されている

の財政出動と金融緩和政策は８％成長の維持に重点を置い

図２

ているが、出稼ぎ労働者の失業と大学・高校卒業生の就職

商業銀行貸出額の推移（2005年～09年７月）

難の問題は日々深刻化している。今後、雇用の創出がなけ
れば、社会の不安がますます増幅する恐れがある。
◇不安定な経済成長の背景
これまでの30年間、中国経済の年平均成長率は10％に達
しているが、そのボラティリティ（変動率）が高く不安定
な展開になっている。
経済成長が安定しない背景について、
次の諸点を指摘することができる。
第１に、経済成長はもっぱら投資に依存し、民間消費の
経済成長への寄与度は下がる一方である。これまでの20年

出所：中国人民銀行の統計による筆者作成
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間、家計の消費性向は10ポイント以上も低下した。政府は

（2008年）しかない。労働分配率が低く抑えられた結果、

高成長を目指すために、投資を促進しているが、過剰設備

勤労者所得が抑えられ、消費も伸びない。結論的に消費を

をもたらす原因になっている。

刺激するために、労働分配率を大きく上げる必要がある。

第２に、金融仲介を担当する国有商業銀行の融資行動は
◇金融危機をチャンスと捉えるために

金利の弾力性が低く、リスク管理も不十分である。その結
果、金融緩和局面において融資が急増する。これは経済が

実は、金融危機は中国経済の構造調整にとりすべて悪い

バブル化し、インフレーションが再燃する原因になってい

ことばかりではない。たとえば、金融危機以降、中小企業

る。それに対して、政府は景気引締めに乗り出すと、国有

の倒産が相次いでいる。これは肥大化しすぎた輸出製造業

商業銀行はすぐさま融資を引き上げ、景気後退に突入する。

の非効率な部分をスリーム化させるきっかけである。国際

第３に、過剰投資と過小消費が輸出依存の体質をもたら

競争力を失った企業が市場から退場させられることは長期

している。企業が作った製品は国内で十分に消費されない

的にみてマクロ経済の効率化に寄与することができる。長

ため、輸出に向けざるを得ない。その結果、中国経済の対外

年に亘る投資主導の経済成長は過剰な設備投資を生み出す

依存度は年々高まっており、貿易不均衡も急拡大している。

体質を作り上げ、マクロ経済の効率も悪い。

したがって、如何にして経済成長を安定化させるかにつ

では、金融危機をチャンスと捉えるために、どのような

いては、その処方箋はすでに明らかになっている。一つは

改革を行うべきだろうか。それについて次の諸点を指摘す

投資主導の経済から消費（内需）主導の経済に転換するこ

ることができる。

とである。もう一つは国有銀行を民営化し、金融仲介の効

まずは、非効率な経済部門、とくに国有経済セクターを

率性を高めることである。それに加え、投資と消費の均衡

大掃除することである。これまでの成長一辺倒の政策に便

を図ることにより、貿易収支の均衡を目指す。

乗し、国有企業の多くは資本コストを無視して国有商業銀

では、どのようにすれば、内需が振興されるのだろうか。

行から大量の資金を借り入れ、過剰投資に走っている。経

現状では、家計の消費が弱いため、政策当局は投資の促

済が順調に成長しているときは、経済の非効率性が高い成

進によって内需を振興しようとしている。この考え方は投

長率に隠れてしまいがちだが、金融危機をきっかけに経済

資と消費の因果関係を完全に誤解している。すなわち、公

構造上の歪みと非効率性が一気に浮上している。

共工事や企業の設備投資が家計の消費（需要）を刺激する

そして、産業構造の高度化を促進することである。もっ

のではなく、家計の消費を拡大させることによって投資が

ぱら廉価な労働力に頼る従来の開発モデルはすでに限界に

けん引される。

来ている。地場の輸出メーカーの多くは研究開発能力が低

したがって、もっぱら投資の促進で経済成長をけん引し

く、外国企業から技術を習得することに止まっている。

ようとしても、その効果は長続きしない。ここの焦点はい

さらに、金融仲介を担当する金融制度の改革を急ぐ必要

かにして家計の消費を刺激するかにある。

がある。金融システムの役割は財源配分を効率化し、生産

一般的に、家計の消費が拡大しない原因について、社会

的な産業セクターに必要な流動性を安定して供給するとと

保障制度の未整備があげられている。この指摘は間違って

もに、市場の需給に関する情報を生産し提供することであ

いないが、13億人の中国で社会保障制度を整備するには少

る。しかし、国有商業銀行は財源配分の非効率性をもたら

なくとも20年はかかるだろう。したがって、社会保障制度

す原因になっている。

の整備は家計の消費を刺激する即効薬とはならない。

一方、08年末から経済成長率を持ち上げるための財政出

ここでは、巷の「常識」に捉われず、消費刺激に関する

動が実施されているが、公共工事を受注しているのは国有

経済学の原点に立ち戻る必要がある。それは家計の所得を

企業がほとんどである。実はこのような、
「国進民退」は

増やす方法を考案することである。家計の所得構成をみる

設備投資に限らず、国有銀行の融資にも同じ動きが顕著に

と、富裕層の所得には、資産所得と事業所得のウェイトが

現れている。国有銀行は民営企業への融資についてリスク

大きいが、勤労者家族の所得に賃金所得が大きなシェアを

管理ができないことを口実に、民営企業への融資を拒んで

占めている。しかし、中国では労働組合は実質的に機能し

いる。国有企業が国有資産管理委員会の管轄下に置かれ、

ていないため、労働者賃金のベースアップは経済成長率を

経営難に陥ったとしても国有資産管理委員会が救済に乗り

大きく下回っている。中国社会の労働分配率（人件費の合

出すだろうと期待されている。それゆえ、国有銀行は安心

計÷GNI）を日米と比較してみると、アメリカの79％（2007

して国有企業に融資している。

年）と日本の62％（2007年）に対して、中国はわずか43％

現状では、
財政も金融もすべて国有企業に傾斜している。
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中国経済の効率性はますます悪化するものと思われる。非

たものである。言い換えれば、
景気が多少上向いているが、

効率な国有セクターを温存することこそ、ポスト金融危機

ここで企業が雇用を増やすビヘイビアを取る動きはまだみ

の安定成長を妨げることになる。

られない。

しかし、これまでの経済運営についてミスがあったにせ

繰り返しになるが、
景気が多少よくなるようにみえても、

よ、積極的な財政政策と金融緩和政策によって経済成長が

雇用が改善されないため、消費、すなわち、内需は急に拡

回復に向かっているのは事実である。問題は2010年の中国

大するとは考えにくい。半面、米国の景気動向について依

経済がどのようになるかである。

然不透明な要因が多いため、中国にとっての外需は金融危

仮に、09年の中国経済は谷だとすれば、10年はまた山に

機の前のレベルにまで回復しないと思われる。結論的にい

なると予想される。一つは上海万国博覧会と広州アジア大

えば、10年の中国経済は山に向かうとはいえ、決して油断

会といった国際イベントの景気浮揚効果が考えられる。国

のできない状況にある。こういう意味では、経済工作会議

際イベントは単なる関連の公共工事だけでなく、ヒトとモ

で決められている経済政策の連続性を維持することは正し

ノの移動により消費が活性化するのも重要な要因である。

い選択といえる。それに加えて、金融危機以来、先送りさ

もう一つは現在実施されている４兆元の財政出動のうち、

れている種々の経済制度改革は10年に本格化していく必要

半分の２兆元は10年に実施されるため、その効果は依然

がある。

残っている。

中国経済の景気回復は実像と虚像の両面を抱えている。
一つは実質GDPの拡大によるマクロ統計の改善である。

◇2010年の中国経済のゆくえ

マクロ経済の数字をみると、GDPや投資と消費などほと

去る11月に開かれた共産党中央政治局会議および12月に

んどは改善されている。この変化はひとえに景気浮揚策の

開かれた経済工作会議では、10年の経済政策の基調は積極

結果といえる。それに対して、経済構造の転換が遅れ、資

的な財政政策と金融緩和政策を継続することといわれてい

産バブルが起きている。したがって、このような成長がい

る。恐らく10年の経済運営はそれほど大きく方針転換しな

つまで続けられるかは依然明らかではない。

いだろうと推察される。

最後に、こうした背景のなかで、中国の景気回復と日本

マクロ的にみると、中国経済の成長率についてそれほど

経済への影響について考えてみよう。今年の第２四半期か

大きな不確実性はない。問題なのは経済成長を持ち上げる

ら日本の大企業の中国ビジネスが少しずつ改善されている

ための景気刺激策が過剰流動性をもたらし、資産と一部の

といわれている。それは主に、
中国の資産バブルを背景に、

消費財についてインフレーションが再燃し、経済そのもの

鉄鋼製品などの建材の出荷が増えたためである。また、中

はバブル化することである。

国政府が実施しているテレビと車の販売促進政策により、

まず、不動産と株の資産バブルが心配される。中国政府

日本から半導体部品の出荷が増えている。

のスポークスマンは資産バブルがまだ確認されないとしな

しかし、中国の特需に完全に頼ってしまうのはリスクと

がらも、警戒すべきと明言している。しかし、
住宅価格（平

して大きい。現在の中国では、一般国民も専門家も不動産

均値）と勤労者家庭の平均年収との倍率を計算すると、一

価格は上がることがあっても下がることはない。なぜなら

般的に安全なレベルとされる６倍を遥かに超えて、20倍近

ば、家計の需要が強いからといわれる。これについて20年

くに達している。このまま行けば、不動産を購入した勤労

前の日本を思い起こせば、不動産価格は長期に亘って上が

者家庭は将来的に住宅ローンを返済できなくなる恐れがあ

り続けることが不可能である、
ということが明らかである。

り、商業銀行のバランスシートに巨額の不良債権が現れる。

中国の過剰流動性はすでに香港にまで影響が及んでい

そして、食品を中心にインフレ気味になりつつあるのも

る。11月に香港のある不動産物件（マンション）は単位平

事実である。国家統計局が発表するマクロ経済統計では、

米あたりの価格が世界最高記録を更新した。したがって、

消費者物価指数（CPI）は依然０％かマイナス近辺で推移し

中国発の資産バブルは中国のみならず、世界にも影響を及

ているが、食品価格指数はすでに大きく上昇に転じている。

ぼす恐れがある。したがって、10年の日本経済は中国特需

したがって、10年の政策課題は資産バブルの退治に重点

の恩恵を享受すると同時に、日本国内の内需振興が緊急な

を置かなければならない。それに加え、もう一つの政策課

課題として進められるべきである。

題は雇用拡大への取り組みである。金融危機から立ち直り

日中経済の相互依存が強化されるなかで、日本企業は中

つつある中国経済だが、企業経営の実態を考察すると、そ

国経済への期待を強めている。日本企業が４兆元の景気刺

れは雇用の削減、すなわち、人件費の節約によって実現し

激策の恩恵を受けられるかについてその答えはイエスと
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ノーの両方である。４兆元の景気刺激策により中国の景気

本にはほとんど来たことがない。それは不安定な日中の政

が回復すれば、日本経済と日本企業も間接的にその恩恵を

治関係によるところもあれば、互いにライバル視している

受けることができる。しかし、公共工事を直接受注する可

ことも原因の一つである。

能性がそれほど高くない。

誕生したばかりの民主党政権は中国よりの政策を取るだ

ここで日本企業にとり４兆元の公共工事をどれだけ受注

ろうとみられている。これからグローバルのレベルで日中

できるかを考えるよりも、もっと広い視野で日中の経済関

は競合する場面があるだろうが、東アジア域内の繁栄を促

係を捉える必要がある。近年、中国政府は毎年のように欧

進するために、
日中は本気に協力していかなければならない。

米諸国へ大規模の買付けミッションを派遣しているが、日

Direction and Issues of the Economy in Post Financial Crisis China
KE, Long
Senior Fellow, Economic Research Center, Fujitsu Research Institute (FRI)
Summary
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦
◦

China's economy is heading for recovery from the global financial crisis ahead of the other economies. The focus of
attention is whether China's economy will continue growing to become the engine of the global economy.
China's economy in 2009 is likely to achieve the 8 percent growth target the Chinese government has set. The rate,
however, is expected to be about 8.5 percent, which is lower than the rate of growth in 2008. China's economic growth
rate in 2010 is expected to be higher still.
From the macroeconomic viewpoint, there is no significant uncertainty in the growth rate of the Chinese economy. The
possible problem is that the economic stimulus package to increase the economic growth will cause excessive liquidity,
which in turn will cause a resurgence of inflation of part of the assets and consumer goods' prices, creating a bubble
economy.
Policy concerns for the year 2010 should focus on the elimination of the asset bubble. Moreover, another policy concern
is the increase of employment. At present, employment is not improving even though the economic climate seems to be
improving, and it is unlikely that consumption, or domestic demand, will increase all of a sudden.
The basic direction of the economic policy in 2010 discussed at the meeting of the Central Politburo of the Communist
Party of China held in November and that of the Central Economic Work Conference in December 2009 is said to be the
maintenance of positive fiscal policy and easy monetary policy.
The maintenance of the continuity of the economic policy decided at the Central Economic Work Conference is the right
choice. It is necessary, however, to implement, in a fully-fledged manner, the reform of various economic systems, which
have been postponed since the financial crisis.
It is said that the Chinese business of major Japanese companies is gradually improving, starting from the second quarter
of 2009 against the background of the recovery of China's economy. This is mainly because of the increased shipment of
building materials, including steel products, based on the asset bubble in China.
The new Japanese Democratic Party government is expected to pursue a pro-China policy. It is necessary for Japan and
China to seriously cooperate to promote the prosperity of the East Asian region, even if there will be cases where Japan
and China compete with each other on a global basis in the future.
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世界金融危機とロシア極東経済
ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所長
エネルギー資源の国際価格が急速に上昇した結果、2001

パーヴェル・ミナキル

が引き金となって始まった。

年からロシア経済は純輸出国となった。こうした中、貯蓄

ロシア経済が「輸出国－債権国」から「輸出国－債務国」

率の比較的低いまま（約20％）のロシア経済は必然的に、

に移行したことは、ダブルショック（外需ショック、対外

対外債権国となった。しかし、財の輸入と資本輸出の増加

債務ショック）をもたらした。経済のマクロ的要素のどれ

テンポが相対的に低い状態が続く中で、エネルギー資源お

一つとして、このような「二重の」打撃に対する備えがで

よびその他原料の輸出による外貨収入の影響力がロシア経

きていなかった。つまり、経済構造は内需に転換すること

済に徐々に蓄積され、それはルーブル高（2001～2008年で

ができない一次産業に頼りすぎていた。
銀行・金融セクター

約30％）が進む環境を作った。これが国民の名目所得の一

は、国外の金融市場に向かっていた金融サービスや借入の

本調子の成長とともに消費需要の急速な成長を促進したの

需要を、必要なだけ奪還するということができる状況にな

である。輸出からの相当な収入は投資マインドが急速に高

かった。この際、ロシアの経済主体の借入が輸出収入をあ

まる原因となった。これらのことすべてが、準備金の国外

てにしていたことによって外需ショックに拍車がかかり、

流出によるロシアの金融システムの流動性不足と並行して

それが状況を悪化させた。原料市場における需要低下は、

起こった。インフレ率が高いため年利は18～22％の水準で

ロシア国内の生産量に影響を及ぼしただけでなく、ロシア

維持された。その結果、銀行による借入など民間部門の借

経済への資金フローを相当に縮小させた。同時に、世界金

入という形で貨幣資本の積極的な輸入が始まった。

融市場で資金を借り入れる可能性も減少した。

結果的に、ロシアは2005年から純債権国から純債務国に

その結果、2009年初めには既に、ロシア経済は下降期に

変貌した。同時に、ロシアは依然として輸出指向型経済で

入っていた。ほとんどすべての主要指標について下降が記

1

ある 。2008年、ロシアの対外純投資ポジションはマイナ

録された。2009年１月のGDP成長率がまだプラス5.6％の

ス1,270億ドルとなった（図１）。この際、民間セクターの対

水準を維持しながらも2008年１月より鈍化していたこと

外債務は2007年末の時点で既に4,170億ドルとなっていた。

は、ほぼすべての産業部門のマクロ経済指標の完全な落ち

ロシアでは2008年半ばまでに、「他人の誤り」とは無関

込みと併せて、ロシア経済の状態がまもなく、「景気後退」

係に「三つ子のバブル」（証券市場、商品市場、住宅市場）

に関する技術的定義に完全に当てはまるであろうことを物

2

が形成された 。これがロシア経済の中に金融危機の温床

語っていた。そして実際に、2009年第１四半期にはロシア

を作った。金融危機は世界資本市場の下落と外需ショック

のGDPは2008年第１四半期比で15％以上縮小した。商品・
サービス生産指数は2009年１月にはすでに2008年１月比

図１．2001～2008年のロシアの純投資ポジション

（単位：十億ドル）

87.5％であったし、工業生産指数は84％、貨物輸送量は
85.3％、外国貿易高は82.7％だった。また、輸出は輸入よ
り も 著 し く 減 少 し た（ そ れ ぞ れ2008年 １ 月 比73.9 ％、
96.4％）
。失業率は8.1％となり、これは、景気後退状態に
あることを１年以上前に正式発表していたアメリカの12月
（2008年）の失業率を超えた3。
2009年 １ ～ ９ 月 に ロ シ ア のGDPは2008年 同 期 比 で 約
10％減少、工業生産量は12％強減少した。
金融危機が極東の景況に及ぼした影響
直近の過去７、８年間で、ロシア極東の経済発展は1990

1

P.A.ミナキル「ロシアと極東における経済および危機」、『空間経済学』誌、2009年№１
P.A.ミナキル「ロシアと極東における経済および危機」、『空間経済学』誌、2009年№１
3
「2008年極東連邦管区の社会経済状況」国家統計局（モスクワ）、2008年。
G.I.ハニン、D.A.フォミン「2009年第１四半期のロシアの経済概況」、『EKO』誌、2009年№７。
2
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年代よりもかなり大きく連邦予算からの交付金など国内経

～６％増）
。しかも、ルーブルの下落の結果、前述の食品

済に依存するようになった。とはいえ輸出は依然としてこ

のみならず、食品以外の比較的単純な製品についても、輸

の地域の成長の重要な要素である。しかるに、2009年１～

入代替が起こった（表１）
。

９月、ロシア極東の輸出高は前年同期比で42.0％減少した。

発電量は、電力消費の慣性が大きいことと、いわゆるエ

その結果、域内総生産（GRP）に対する輸出の寄与度は

ネルギー資源の恒常的消費の占める割合が高いことを反映

2007～2008年の30～32％から、25％に低下した。これは、

して、ロシア極東での落ち込みは小さかった。この間、燃

全般的な経済均衡と成長テンポを維持する上で極東とロシ

料産業では石油の生産が33％増え、ガスの生産は22％増え

4

アのその他地域との連携の役割を著しく増大させた 。そ

た。
これは、
商業生産を始めたサハリンプロジェクトにとっ

してロシア経済全体での生産量および所得の減少の影響を

て石油市場の景況が良好だったためだ。石油および液化天

受けた需要低下は、ロシア極東経済にとっても需要全体が

然ガス（LNG）の販売開始はちょうど良いタイミングで

低下する原因となった。このように、ロシア極東地域はダ

燃料産業の好成績の原因となった。

ブルショック（外需ショック、国内需要ショック）の影響

生産の縮小が最も激しかったのは、民需の機械製造業と

下にあることが分かる。

建材製造業においてだった。プレハブ鉄筋コンクリートの

2009年上半期、鉱工業生産の減少幅はロシア全体の11％

構造物や部品の生産は2009年第１四半期には約30％減少

に対してロシア極東では約18％だった。しかしこの際、採

し、セメントの生産量は60％減少した。その原因は、工事

掘産業と加工産業の動きは異なっていた（図２）
。採掘産

現場でこの種の製品の需要が激しく落ち込んだことだ。

業の生産量は2008年12月比で20％増大したが、加工産業の

2008年全体で建設作業が7.1％減少した後、2009年上半期

生産量は30％以上減少した。

のロシア極東の建設業の生産量は15.5％減少した。

縮小の度合いに応じて、産業部門を４つのグループ（国

金融危機は木材業の状況も悪化させた。輸出関税が引き

内消費者市場をターゲットとする部門、電力・燃料業、投

上げられる見込みであったことが影響し、2008年には既に

資部門、一次産業）に分けることができる。

木材輸出は2007年比で20％減少していた。2009年１～９月

第１のグループの落ち込みが最も小さかった。これは、

には減少幅は2008年同期比26.5％だった。

消費者需要の下がり方が比較的緩やかだったためだ。特定

ロシア極東における生産の減少、また域内および外国貿

の食品については、ロシア極東では2009年１～６月に生産

易の取引高の減少は貨物輸送の減少を招いた（図３）。し

量が増えさえした（肉の生産16.4％増、漁獲量4.6％増、缶

かも、貨物輸送が減少したのは2009年だけではない。貨物

詰生産54％増、植物性・動物性油脂および牛乳等の生産４

輸送の減少は2008年下半期にも起こった。その結果、2008
年の貨物輸送は2007年比86％にしかならなかった。さらに、
2009年上半期全体の最大の落ち込みが鉄道輸送（2008年１

図２．ロシア極東における産業部門の成長テンポ、
単位：％

～６月比73.6％まで減少）
、沿海・内水面貨物輸送（同

％

69％）で記録された。これは、外国貿易の減少によるシベ
リア横断鉄道の利用率の低下、さらに財政難によるロシア
極東北部への物資供給の減少が原因である。
ロシア極東における経済活動のレベル低下、さらに消費
者および生産者の不況感は労働市場の状況を著しく悪化さ
せることになった。2009年１～７月、ロシア極東における
失業者数は、10.4万人から1.5万人増え、11.5万人になった5。
08年12月 09年１月

２月

採掘産業

３月

４月

５月

６月

同時に、失業者数が雇用センターの求人を超過した数は、
2009年１月の1.5万人に対して７月は３万人だった。失業

加工産業

者数の増加と不況感は、2001～2008年の間続いていた実質

4

「2009年１～６月の極東連邦管区の各地域の社会経済状況主要データ」第１部「各地の社会経済状況の可比データ」、国家統計局ハバロフスク支部、
2009年。

「2009年１～６月の極東連邦管区の各地域の社会経済状況主要データ」第２部「ロシア連邦閣内の連邦工生態の主要な特徴」、国家統計局ハバロフス
ク支部、2009年。
「2008年極東連邦管区の社会経済状況」国家統計局（モスクワ）、2008年。
5

原文のまま。
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表１．極東連邦管区の生産量
製品
木材の集材・運材、百万m3
工業用木材、百万m3
石炭、百万トン
石油（ガスコンデンセートを含む）
、百万トン
可燃性天然ガス、10億m3
非鉱石類建材、10億m3
肉（副産物を含む）、千トン
ソーセージ製品、千トン
漁獲量（魚、海産物）、千トン
水産加工品（魚缶詰を含む）、千トン
魚および海産物の缶詰および準保存食品、百万個（標準缶で）
植物性油脂、千トン
乳製品（牛乳に換算）、千トン
パン・パン製品、千トン
製菓類、千トン
ウォトカ・リキュール類、百万デカリットル
ビール、百万デカリットル
ニット商品、百万点
レッグウェア、百万足
靴、千足
材木、千m3
原油の一次精製、百万トン
硫酸一水和物
医薬品、百万ルーブル
建築用レンガ、百万個（標準レンガ）
セメント、千トン
プレハブ鉄筋コンクリートの構造物・部品、千m3
鉄製圧延鋼材
エレクトリック・オーバーヘッドクレーン、基
動力変換器
電力、十億kWh

生産量、
2009年９月

7.4
6.7
19.5
12.8
7.9
10.4
39.3
49.3
1935
1731
148
19.4
199
224
28.1
1.7
29.3
1.6
3.3
1934
811
8.4
…
1030
74.9
1270
410
…
9
…
29.5

2008年９月比
（％）
73.5
72.0
82.4
133.3
123.8
87.9
116.3
84.7
115.8
112.7
87.0
190.4
101.8
97.7
101.1
81.9
93.7
93.8
89.3
2.5倍
93.9
96.1
90.7
96.0
51.4
50.1
73.1
46.8
18.4
86.0
98.9

出所：国家統計局公式サイト（http://www.gks.ru）資料より。
「2009年１～９月のロシア連邦の社会経済状況（速報値）」、国家統計局、2009年。

図３．ロシア極東の貨物輸送量の変化率

ロシア全体の消費者物価指数は2008年12月比で8.1％上昇、
ロシア極東では8.8％上昇だった。この際、もっとも高い
成長を見せたのはサービス（9.3％）および工業製品消費
者物価（9.6％）だった。後者はルーブルの下落（2009年
９月までに約11％）の影響を反映している。
物価、雇用、消費者および生産者の景況感の連動は、ロ
シア極東における小売売上高がマイナスに変動する原因と
な っ た。2009年 第 １ 四 半 期 は ま だ、 住 民 の 名 目 所 得 が
12.5％減少する中で総消費支出は2008年の水準（１ヵ月当

全体

鉄道

2008年
（対2007年比）

たり約１万ルーブル）を維持していたが、これは貯蓄水準

海上

の低下、さらに公共サービス費の家計に占める割合が増え

2009年上半期
（対前年同期比）

たことによる。その結果、
小売売上高はかなり減少した（図
賃金の上昇の鈍化をもたらした。2009年第１四半期にはロ

４）
。

シア極東における実質賃金はゼロ成長を示した。同時に、

ロシア極東における金融危機の特徴を最も明確に説明す

2009年１～９月には比較的高い水準でインフレが続いた。

るのが、固定資本投資の動きである。ロシア全体の状況と
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図４．2009年のロシア極東およびロシア連邦の小売売上高

入された。そのうち67％は連邦からの公的資金だった。資
金の大部分（約７割）はカムチャツカ地方、沿海地方、ハ
バロフスク地方に集中している。
2008年には「プログラム」の枠内で電力系統施設の近代
化および建設のプロジェクトが実施された。例えば、ウス
チ・スレドネカンスク水力発電所（マガダン州）工事が継
続された。この発電所によって将来、サハ共和国（ヤクー
チア）の遠隔地の送電網が統合されたあと、「東西」およ
び「南北」ルートの国家統一送電網の北翼ができあがる。

異なり（2009年の固定資本投資額はロシア経済全体で、

このほかにも、トルマチェフ川（カムチャツカ）の水力発

2008年比40パーセントポイント減少）、ロシア極東におけ

電所群の建設、
カムチャツカ地方およびサハ共和国（ヤクー

る固定資本投資はこの地域の景況を示す指標によらない不

チア）での小型火力発電所の建設、カムチャツカ地方およ

変数であった（2008年および2009年第１四半期の増加率は

びマガダン州で様々な容量の高圧送電線の敷設が行われ、

それぞれ7.8％、20.8％）。考えられる原因は、この地域の

カムチャツカ地方、サハリン州、サハ共和国（ヤクーチア）

投資の大部分が連邦予算および地方予算から直接出てい

でガスパイプライン建設および居住区のガス化（ガス燃料

る、あるいは国の優先するインフラおよび域内システムの

への移行）プロジェクトが実施された。

整備事業（例えばESPO石油パイプライン、ガスパイプラ

ロシア極東地域、特に北部地域（マガダン州、カムチャ

イン、連邦自動車道の建設、ウラジオストク市における

ツカ地方、チュコト自治管区）の発展でもっとも重要な分

APECサミット関連施設建設、南ヤクートの資源開発プロ

野は交通・輸送インフラの整備である。北部の多くの地域

ジェクトなど）とリンクしていることだ。

にはそもそも自動車道がなく、空路と冬専用の自動車道路

概して、金融危機の過程で、ロシア極東経済の部門構造

しかない。
ロシア極東のこれらの地域には鉄鉱石や原料炭、

は投資部門およびイノベーション部門が縮小して、消費部

銅、金、その他鉱物資源の大鉱脈が集中しているにもかか

門の方向にシフトしている。有料サービスの構成比、さら

わらず、それらへのアクセスは限られている。そのため、

に消費分野への投資の構成比の顕著な縮小は、構造変化の

道路はこの地域が発展するための主要な条件なのである。

肯定的側面と考えるべきであろう。食品および食品以外の

2008年にはロシア連邦投資基金の支援で、この地域で最

単純製品の一部については、輸入代替も起きている。

大のプロジェクトの一つ、コムソモリスク・ナ・アムーレ
とソビエツカヤ・ガワニの間のクズネツォフ・トンネルの

金融危機が「2013年までのロシア極東発展」プログラム

建設が始まった（ハバロフスク地方）
。このトンネルは鉄

に及ぼす影響

道上の難所である。トンネル入口のきつい傾斜と急カーブ

2008年８月、「ロシア極東地域発展」連邦特別プログラ

によって、トンネルのキャパシティを上げることができな

6

ムはさらに修正が施され 、その結果、資金投入の総額は

い。新しいクズネツォフ・トンネルは2012年末までに完成

5,670億ルーブルから7,005億ルーブルに増額された。これ

することになっている。このトンネルの建設によって、こ

は、「アジア太平洋地域における国際協力拠点としてのウ

の区間の重量規定および列車の運行速度を引上げることが

ラジオストク市発展」サブプログラムの資金投入金額がほ

でき、
その結果、
ワニノ港およびソビエツカヤ・ガワニ港ま

ぼ倍増したことと関係している。この資金のうち75％以上

での鉄道輸送のキャパシティを約３倍にすることができる。

が連邦から、約16％が企業から、そして９％がロシア連邦

マガダン州では、大型金鉱、特に有望なナタルキンスコ

構成体から拠出される。

エ鉱山との連絡を確保するための自動車道の改修工事が行

「プログラム」では、投資資金の７割以上が交通系統お

われた。ナタルキンスコエ金鉱山は金の確認埋蔵量で世界

よび地域電力系統の既存の施設の拡張と近代化、そして新

第３位と評価されている。フィジビリティ・スタディによ

規建設に投入されることになっている。2008年にはロシア

れば、ナタルキンスコエ採鉱・選鉱コンビナートの年間生

極東の交通・輸送インフラ、電力系統、土木インフラ、公

産能力は、鉱石約4,000万トンと金32トン強である。自動

共分野の整備プロジェクトの実施に260億ルーブル強が投

車道改修プロジェクトが実施されれば、金生産会社「マト

6

2008年８月25日付第644号ロシア連邦政府決議「『2013年までの極東およびザバイカルの経済社会発展』連邦特別プログラムの修正について」
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ロソフ記念採鉱会社」の鉱業所は海洋港と接続されること

ら構成される国際空港複合施設の建設も始まる。

になる。

「サブプログラム」では、ルースキー島における極東連

チュコト自治管区では、改良して使用期間が延びた「ビ

邦大学の建設も予定されている。この目的で2008～2012年

リビノ－アニュイスク」間冬用自動車道路での河川橋の建

に417億ルーブルの拠出が計画されており、しかも全額が

設にかなりの資金が使われた。

連邦からの公的資金である。このプロジェクトでは、20万

ハバロフスク地方、カムチャツカ地方およびサハ共和国

m2の工事（管理・教育棟、体育館・プール・屋外運動場

（ヤクーチア）で世界標準規格を満たす自動車道の建設が

を備えた5,500人収容のホテル）が予定されている。極東

続行された。

連邦大学建設の第１段階では、約１万2,500人の学生の教

「プログラム」では医療保健施設、教育施設、
文化・スポー

育を予定している。この将来の学術教育拠点のベースにな

ツ施設の新規建設および改修事業に莫大な資金が割り当て

るのは、2012年APECサミット関連施設である。サミット

られている。

開催の後、
連邦大学は最高学府として機能し始める。サミッ

2008年には、ロシア極東全域で既存の医療保健施設の拡

ト開催期間中は、大学の保有住宅がサミット参加者および

張・改修、病院・結核専門病院・腫瘍専門病院の新規建設、

来賓のためのホテルやアパートとして利用され、それらは

就学前教育施設および中等教育施設の新規建設が行われた。

サミット終了後に教授・講師陣、学生の宿舎となる。現在、

サブプログラム「アジア太平洋地域における国際協力拠

建設用地の整備が進められており、１年後に主として大学

点としてのウラジオストク市の発展」は「プログラム」の

棟の建設が予定されている。これが全作業の約３割を占め

一部である。このサブプログラムを実行するための主な起

るものと専門家は見ている。

爆剤となっているのが、2012年のウラジオストク市での

さらに、沿海地方とウラジオストク市がそれぞれ管轄す

APECサミットの開催である。同時に、APECサミットの

る自動車道路網の改修および新規建設、公共インフラの整

開催は最終目標ではなく、沿海地方全域の発展を促進する

備（ウラジオストク市およびその他沿海地方の居住区での

ための手段であり、サミット開催準備はロシア極東の発展

地下水源からの給水施設の建設、ウラジオストク市の公共

の総合的プランと調和しなければならない。サブプログラ

下水道の改修、ウラジオストク市のゴミ処理リサイクル場

ムに盛り込まれた事業を2008～2012年に実施するために、

の建設など）が行われた。

2,842億ルーブルの費用が見込まれており、このうち連邦

極東連邦管区の連邦構成体では、
「2013年までの極東・ザ

からの公的資金が７割を占めている。

バイカル経済社会発展プログラム」のほかにも交通輸送シ

2008年、「プログラム」の資金のかなりの部分が、ウラ

ステム、建設、教育、医療、文化、スポーツなどの発展を

ジオストク市の金角湾横断橋の建設に拠出された。この橋

目的とした20以上の連邦特別プログラムが実施されている。

は「ハバロフスク－ウラジオストク」間連邦自動車道とルー

世界金融危機はこれまでに採択された決定に独自の修正

スキー島を結ぶ道路に接続する。

を施した。まず、財政資金は既に着工した工事を終了させ

「プログラム」のもう一つの事業がルースキー島に接続

るために使われている。

する東ボスポラス海峡横断橋の建設である。東ボスポラス

「2013年までの極東・ザバイカル経済社会発展プログラ

海峡横断橋は独特の建造物である。この橋の中央支間長は

ム」の一部プロジェクトについても修正があった。

1,104m、主塔の高さは320m。この橋の建設は両端から
（ルー

例えば2008年には、サハ共和国（ヤクーチア）のみなら

スキー島と大陸側のウラジオストク市）行われている。工

ず近隣地域にとっても「成長点」と有望視されている「南

事で使われている多くの技術が、国内外で初めて実用化さ

ヤクート総合開発」事業では、プロジェクト設計書の策定

れるものである。現在、必要な数の機械や熟練作業員がこ

にロシア連邦投資基金から資金拠出するための申請につい

の建造物に集中的に投入されていることが、工事のスピー

て合意が取れていた。ところが2009年６月半ば、全国規模

ドアップを可能にしている。

の投資プロジェクトに関する政府委員会の会合で、2009年

ウラジオストク市の空港の改修工事は「サブプログラム」

の事業への資金出動の減額と、それを2010年に埋め合わせ

のプロジェクトの一つである。現在、滑走路の改修が行わ

ることが決まった。

れている。予定されている工事の終了後この滑走路は１

サブプログラム「アジア太平洋地域における国際協力拠

km延長されて3.5kmになる。また、１時間に1,500人の乗

点としてのウラジオストク市の発展」
にも修正が施された。

客を処理することができるターミナルビル、１日に１万食

一連の施設の見積金額が予算を大幅に上回っていることは

を作る機内食工場、530室のホテル、1,000台分の駐車場か

今や明らかだが、一部の重要な事業が｢サブプログラム｣の
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対象事業に全く含まれていなかった。ロシア連邦政府の決

明している。

定に従い「サブプログラム」への資金出動の金額は変更さ

値下がりはロシア極東のほぼすべての輸出品目に及んだ

れないが、施設の数が減らされた。特に、医療施設、オペ

（図５）
。輸出額がもっとも激減したのは鉱物原料産業

ラ・バレエ劇場の建設は延期された。

（95.3％減）
、燃料エネルギー産業（36.7％減）、木材産業

世界金融経済危機によってもたらされた目下の経済的困

（36.5％減）の製品だった。冷凍魚の値段だけは2007年の

難にもかかわらず、国のロシア極東発展プログラムの中断

水準にとどまった。

は予想できない。これは、｢プログラム｣の枠内で実施され

外需減少と物価低下は、ロシア極東の外国貿易にとって

るプロジェクトがロシアの政治経済的イメージの強化を目

ショックだった。水産加工品を除くロシア極東からの輸出

的としているためだ。

品グループについては、金額は2008年１～９月を下回った
（図６）
。

金融危機がロシア極東の国際経済協力に及ぼした影響

外国市場の景況悪化に伴い、2009年のロシア極東の外国

世界金融危機に誘発された2008年下半期の外需の減少

貿易（特に輸入）の取引高と構成にかなりの影響を及ぼし

は、2008年第４四半期には既にロシア極東の輸出を激減さ

たのが、ルーブルの下落、国民の所得減少、内需縮小とい

せていた（貿易額は2007年同期比64.6％だった）
。
この地域の外国貿易の状況が悪化した主な原因は、ロシ

図６．
ロシア極東の輸出高（単位：百万ドル）

ア極東の主要貿易相手である北東アジア諸国の景況の著し
い悪化だった（表２）。
国内総需要、特に投資需要の減少は、ロシア極東の輸出
製品を含めほぼすべての輸入品の値下がりを招いた。中国
のマクロ経済指標の相対的な好調さも当てにならなかっ
た。国内総需要と固定資本投資のトレンドに関するデータ
が欠けているものの、2009年の中国の輸入量の減少は、中
国のマクロ経済トレンドが全世界と相似していることを証

表２．北東アジア諸国のマクロ経済指標（％）
指

標

GDP
輸 入
国内総需要
固定資本投資

日
2008
-0.7
0.9
-0.9
-5.0

本

中 国
2008
2009
9.0
7.7
5.2
-7.8
…
…
…
…

2009
-0.8
-12.6
-3.4
-12.3

韓 国
2008
2009
2.2
-2.2
3.7
-14.5
1.4
-4.6
-1.7
-5.1

出所：OECDデータベース

図５．
ロシア極東の輸出品の価格の推移（四半期、
前年同期比変化率％）
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図８．ロシア極東の日本からの乗用車およびトラックの輸
入高の推移（単位：百万ドル）

図７．ロシア極東の輸入高（単位：百万ドル）

表３．極東と北東アジア諸国との貿易高（単位：百万ドル）
2008年
第１四半期
中国
韓国
日本

425.6
1253.2
1227.5

北東アジア諸国
中国
韓国
日本

北東アジア諸国

2008年
第２四半期

2008年
2008年
2009年
2009年
2009年
第３四半期 第４四半期 第１四半期 第２四半期 第３四半期
輸
出
482.9
501.1
481.6
426.5
691.1
587.6
1500.7
1766.7
1256.5
697.9
770.8
1004.1
1128.1
1181.3
855.1
568.6
714.8
1032.4

2906.3

3111.7

729.9
129.9
543.6

798.1
166.7
765.4

1403.4

1730.2

3449.0
輸
入
901.2
214.4
725.7
1841.4

う要素の組合せだった。国家規制での新機軸は外国貿易の

2593.2

1693.0

2176.8

2624.1

777.5
192.7
648.7

418.0
59.5
135.8

434.3
87.1
98.4

567.8
112.2
99.0

1618.9

613.3

619.8

779.0

与度は9.9％にまで縮小した（2008年は31.1％）。

取引高とトレンドに深刻な影響を及ぼした。

2009年には韓国（49.3％減）や中国（41.5％減）からの

主要通貨に対するルーブル相場の下落（ルーブルの対ド

輸入も著しく減少した。

ル実質為替レートは、2009年１～９月で15.8％下落）
、国

韓国（45.3％減）および日本への輸出（34.5％減）が減

民の実質所得の減少と生産およびサービス分野の沈滞によ

少するなか、ロシア極東の輸出における対中国輸出は肯定

る需要の縮小は、ロシア極東の輸入の減少をもたらした。

的な動きを維持した（20％増）
。中国への輸出の増加には、

輸入額は2009年１～９月で48.9％減少した。

ロシア極東の燃料エネルギー製品（原油）および水産物（急

もっとも顕著な落ち込みを示したのは機械、プラント、

速冷凍魚）の輸出の増加が寄与した。

自動車の輸入だった。2009年１～９月でこのグループの輸

よって、2009年のロシア極東の外国貿易において、近年

入額は2.7分の１に減少した（図７）。この場合、ルーブル

日本や韓国に遅れを取っていた中国の寄与度が顕著に

の下落以外の不安要素となったのが、ロシア政府の関税の

（2008年第１～第３四半期の11.5％から2009年の24.2％に）

7

新機軸だった 。輸入関税の大幅引き上げは中古車輸入に

増加した。

とって、原木輸出関税の引き上げと同様のショックであっ
金融危機から脱出する見通し

た（図８）。
世界金融危機の発生の規模および形態が各国で違うの

ロシア極東経済の金融危機からの脱出は、主に二つの要

は、個々の商品市場の反応が一様でないことと、ロシア極

素に依存している。それはまず、ロシア経済の景気の安定

東と北東アジアの国々との貿易に差があることが原因であ

化の見通し、
次に北東アジア諸国の経済の回復速度である。

る（表３）。例えば、乗用車輸入の減少は日本からの輸入

北東アジア諸国の間で最高の回復スピードを見せている

の減少を招き（2008年比83.6％減）、その結果2009年第１

のが、2010年にはGDP変化率が109％に達すると予想され

～第３四半期にはロシア極東の輸入構造における日本の寄

ている中国だ。中国経済の高い成長テンポが回復したこと

7

参考文献７、８、９、10
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は、中国経済の原料資源の需要規模が復活することも意味

５．
「2009年１～６月の極東連邦管区の各地域の社会経済

している。ロシアは、金融危機の過程で中国との投資協力

状況主要データ」第１部「各地の社会経済状況の可比

の規模を本質的に拡大したアフリカ、ラテンアメリカ、
オー

データ」
、国家統計局ハバロフスク支部、2009年。

ストラリアに合流しようとしている。中国は既にこれらの

６．
「2009年１～６月の極東連邦管区の各地域の社会経済

国々の原料部門に莫大な投資を継続して行っている。
特に、

状況主要データ」第２部「ロシア連邦閣内の連邦工生

宣言文的でありながら構成としてはいかにも典型的な計画

態の主要な特徴」
、国家統計局ハバロフスク支部、

文書（プログラム）がこのことを証明している。これはプー

2009年。

チン首相の最近の北京訪問時に中ロ政府が合意したもので

７．2008年12月10日付第943号ロシア連邦政府決議「個人

8

ある 。

が私的利用のためにロシア連邦の関税国境を経て輸入

この調印文書では、ロシア東部および中国東北部に個々

する商品に対する関税および租税の一律税率の適用に

の施設を建設しプロジェクトを実施するための協力につい

関する規定

て取り上げている（表４）。

第11項の修正について」

８．2008年３月19日付台184号ロシア連邦政府決議「漁船、

調印された文書（プログラム）には、2004～2007年の間

捕獲した水生生物資源とその加工品の手続き、および

に一連の論文や書籍で発表された私の「ロシア極東におけ

ロシア連邦の海洋港における国家管理の規則について」

る辺境の工業サービスの弧の形成構想」と重なる部分があ

９．2008年12月24日付第990号ロシア連邦政府決議「ロシ

9

ア連邦の内海、ロシア連邦領海、ロシア連邦の大陸棚、

しかしながら、事実上それ（プログラム）は、辺境の弧

ロシア連邦の排他的経済水域での商業的操業時に捕獲

の形式ではなく、ロシアおよび中国領にまたがる輸送・交

され水生生物資源およびそれらの加工品のロシア連邦

通ベルト地帯の形成について述べている。次に、このベル

関税域への搬入（搬出）について」

る。

ト地帯の中国領で大部分の加工および最終製品の生産を行

10．2008年12月２日付ロシア連邦関税局令第1514号「特定

う意図がある。いうまでもなくそれは、（私の）構想の基

の商品（金属のスクラップおよび屑）の申告場所につ

本概念を本質的に変更してしまうものである。

いて」

ロシア極東の資源経済を発展させるために中国から投資

11．
「2008年極東連邦管区の社会経済状況」国家統計局（モ

を引き込むというロシアの意向は実現されるだろうか？ロ

スクワ）
、2008年。

シア東部地域を「経済的に吸収」し、最終的にこの広大な

12．G.I.ハニン、D.A.フォミン「2009年第１四半期のロシ

地域を中国市場に固縛するという中国の意向は実現するだ

アの経済概況」
、
『EKO』誌、2009年№７。

ろうか？ロシアは中国市場を利用し、中国の販売チャンネ

13．
「ロシアは中国の手に渡されるのか？」
、http://www.

ルを通じて世界市場に進出できるだろうか？北アジアにお

debri-dv.ru/。

ける地戦略的均衡も、ロシア極東とザバイカル地域が金融

14．P.A.ミナキル（編）
「ロシア極東とアジア太平洋諸国

経済危機からどうやって抜け出すかも、このことにかかっ

の経済協力」
、出版社「RIOTIP」
（ハバロフスク）、

ている。

2007年。

［ロシア語原稿をERINAにて翻訳］

15．P.A.ミナキル「北東アジアにおけるロシア」、
「イノベー
参考文献

ションの経済に向けたロシアの地方の動き」402頁、

１．V.V.クレショフ、V.I.ススロフ、V.E.セリベルストフ「シ

出版社「ナウカ」
（モスクワ）
、2006年。

ベリアの長期的発展の戦略的方針」、『地域：経済学と

16．P.A.ミナキル
「太平洋ロシア－北東アジアとの経済協

社会学』誌、2009年№２

力への誘いと可能性－」
『空間経済学』
、
誌、2005年№４。

２．国家統計局公式サイト（http://www.gks.ru）資料より。

17．
「2009年１～９月のロシア連邦の社会経済状況（速報

３．P.A.ミナキル「地域経済、極東」、出版社「経済」
（モ

値）
」
、国家統計局、2009年。

スクワ）、2006年。

18．2008年８月25日付第644号ロシア連邦政府決議「『2013

４．P.A.ミナキル「ロシアと極東における経済および危

年までの極東およびザバイカルの経済社会発展』連邦

機」、『空間経済学』誌、2009年№１

8
9

特別プログラムの修正について」

「ロシアは中国の手に渡されるのか？」、http://www.debri-dv.ru/。
参考文献14、15、16
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ザバイカル地方
１．ベレゾフスコエ鉱床〔鉄〕開発プロジェクト
２．ノイオン・トロゴイスコエ鉱床〔多金属鉱〕開発プロジェクト。
３．ザバイカル地方南東部の多金属鉱床の開発およびザバイカル
採鉱冶金コンプレクスの創出：
ブグダインスコエ鉱床〔モリブデン〕
、ブィストリンスコエ鉱床
〔金・銅〕、クルトゥミンスコエ鉱床
〔金・銅〕
、ソロネチェンスコ
エ鉱床
〔アンチモン〕
、ノボ・シロキンスコエ鉱床
〔金・多金属鉱〕
。
４．バイカル・アムール鉄道沿線のザバイカル地方北部の鉱床の
開発（ウドカンスコエ〔銅〕、チネイスコエ〔銅およびチタン・
バナジウム鉄鉱〕
、ゴレフスコエ〔シニーライト〕
）
。

１．鉱床の開発、原料資源の生産

マガダン州
15．プロジェクト「オロエク有望地域内における探鉱作業および
規格を満たす銅埋蔵量の発見」の共同実施。

サハリン州
13．ムガチンスコエ鉱床〔石炭〕の開発。
14．ノビコフスコエ鉱床〔ゲルマニウム含有褐炭〕の開発。

ブリヤート共和国
11．ウラン・ウデ市周辺のレンガ工場向けの粘土鉱床の開発。
12．ブリヤート共和国中部のセメント原料鉱床の開発（ザイグラエフ
スキー地区、セレンギンスキー地区、プリバイカルスキー地区）。

ユダヤ自治州
10．キムカノ・スタルスコエ鉱床〔鉄鉱石〕の開発と極東採鉱冶
金コンビナートの建設。

ハバロフスク地方
９．ソボリノエ鉱床〔錫〕の開発。

アムール州
７．エブゲニエフスコエ鉱床〔燐灰石〕の開発。
８．クリコフスコエ鉱床〔ゼオライト〕の開発。

イルクーツク州
５．チェレムホフスキー地区サビンスコエ鉱床〔マグネサイト〕
の開発
６．ニジニウディンスコエ鉱床〔金・銀・多金属鉱〕の開発。

ロシア国内

表４．ロシア連邦東部および中華人民共和国東北部における共同建設案件

プロジェクト

中国国内
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２．鉱物原料資源の加工
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マガダン州

ブリヤート共和国
28．かすみ岩加工の合弁企業の設立。

ハバロフスク地方
26．ニランスコエ鉱床〔石灰石〕とソクドュカンスコエ鉱床〔粘
土原料〕を拠点としたセメント工場の建設。
27．トゥグロ・チュミカンスキー地区でのクティン鉱床〔金〕を
拠点とした採鉱・選鉱コンプレクスの建設。

アムール州
25．チャゴヤンスコエ鉱床〔石灰石〕を拠点にしたセメント・ク
リンカー工場の建設。

イルクーツク州
22．ウソルエ・シビルスコエ市にポリシリコンの製造コンプレク
スを建設。
23．環境に優しい高品質の水の生産およびパッケージングの工場
をクルトゥク居住区に新規設立するという有限責任会社「神
聖バイカル・イルクーツク」の投資プロジェクト。
24．㈱アンガルスクセメントのセメント工場の近代化。

20．極東連邦管区におけるポリオレフィン製造コンプレクスの共
黒龍江省
同建設（サハ共和国（ヤクーチア）およびサハリン州）。
１．伊春市における年間生産量150万トンの鉱物資源の総合開発（鉄
精鉱、鉛精鉱、亜鉛精鉱）。
ザバイカル地方
２．鶴崗市における坑内ガス・排水の採取およびその利用プロジェ
21．オロビャニンスキー地区とモゴイトゥイスキー地区の境界区
クト。
域にセメント工場を建設。

チュコト自治管区
18．ベーリンゴフスコエ鉱床〔石炭〕の開発：
・石炭の生産および加工。
・船舶で石炭を出荷するための大水深の通年稼動の海洋港の建設。
・110kVの送電線を
「アナディリ－ベーリンゴフスキー」
間に建設。
・「アナディリ－ベルフネ・テレカイスコエ－ベーリンゴフス
キー」間自動車道の建設。
19．ベルフネ・エチンスコエ鉱床とオルホボエ鉱床での探鉱作業
と石油生産。

カムチャツカ地方
16．ヤゴディンスコエ鉱床〔天然ゼオライト〕の商業開発。
17．クルトゴロフスコエ鉱床〔石炭〕の商業開発。
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３．木材加工コンプレックス
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ブリヤート共和国
46．木材高度加工コンプレクスの設立、ホリンスク居住区。
47．木材およびプレハブ木材建築用部品の工場の設立、ムイスキー
地区タクシモ居住区。
48．OSB合板工場の共同建設、ウラン・ウデ市。

ハバロフスク地方
39．材木およびプレハブ木造建築用部品の工場の設立、スクパイ
居住区。
40．化粧板工場の設立、ビャゼムスキー市。
41．OSB合板工場の設立、コムソモリスク・ナ・アムーレ市。
42．木材高度加工センターの設立、アムールスク市。
43．ベニヤ板および材木の工場の設立、ソルネチヌィ地区ハルチ
パン居住区。
44．MDF合板工場の設立、ベリョゾブイ居住区。
45．年間生産能力10万m3の製材所の設立。

ユダヤ自治州
38．木材高度加工コンプレクスの設立、ビロビジャン市、ニジニ・
レニンスコエ村、パシュコボ村。

アムール州
37．チップ・MDF合板・OSB合板・乾燥木材の廃棄物ゼロ生産サ
イクルをベースにしたBAM鉄道エリアでの木材加工コンプレ
クスの設立。

イルクーツク州
34．
「チュンスキー木材加工コンビナート」をベースにした木材高
度加工コンプレクスの設立。
35．タイシェット木材加工コンプレクスの設立。
36．ウスチ・クート地区での木材加工コンプレクスの設立。

ザバイカル地方
32．ザバイカルスク居住区での木材の高度加工企業の設立。
33．チタ市での木材加工コンビナートの建設。

カムチャツカ地方
30．ハラクティルスコエ鉱床のチタン磁鉄鉱の廃棄物ゼロ加工。
31．エリゾフスキー地区における地元の原料（パーライト）を使っ
た断熱材生産。

29．マガダン周辺の鉱床の褐炭の総合加工。

黒龍江省
３．ハルビン市賓県における中ロ木材卸市場および木材加工基地
「ユアンフェン」。
４．チチハル市における木製防火ドアの生産（年間生産量２万枚）
と台所用家具の生産（年間生産量５万点）。
５．牡丹江市における林業と製紙業の統合プロジェクト。
６．綏芬河市における輸出向け高・中密度繊維板の生産（年間生
産量2.2m3）。
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５．製造企業

４．エネルギー事業

ザバイカル地方
内モンゴル自治区
62．
ザバイカルスク居住区とモゴイトゥイ居住区に工業地帯を建設。 10．１, ４-ブタンジオールの生産（年間4.5万トン）、フルンボイル
市ハイラル地区。
イルクーツク州
11．ポリシリコンの生産（年間3,000トン）、フルンボイル市循環経

チュコト自治管区
61．製油コンプレクスの建設：
・アナディリ市の製油所
・
「ベルフネ・テレカイスコエ－アナディリ」間石油パイプライ
ン（138km）
ヘッドポンプステーション
・石油備蓄基地（300m3）
・原油出荷バース

マガダン州
59．コルイマ川のウスチ・スレドネカンスカヤ水力発電所を建設。
60．スレドネカンスキー地区での水素燃料工場の建設。

54．ロシア連邦極東および東シベリアにおける新規の発電所の建
内モンゴル自治区
設および配電インフラの整備。
７．通遼市ナイマン（奈曼）旗での高速熱分解および褐炭ブリケッ
ト化によるコークスの実証生産（年間生産量120万トン）。
アムール州
55．電圧500kWh10の交流送電線153kmをアムール変電所から中ロ
黒龍江省
８．風力発電所（出力85万kW）と水力発電所（出力14万kW）の建設。
国境まで建設。
56．エルコベツカヤ火力発電所の建設。
吉林省
９．発電プラントの再建および出力拡張（年間余剰出力1.8万ト
ハバロフスク地方
ン11）、四平市。
57．ハバロフスク市での天然ガスによるコンバインドサイクルプ
ラント（出力400～500mW）の建設。
58．
ベルフネブレイスキー地区でのウラルスカヤ火力発電所の建設。

カムチャツカ地方
53．木材高度加工コンプレクスの建設、ミルコボ地区。

マガダン州
52．木材加工コンプレクスの共同設立、スレドネカンスク地区。

サハリン州
50．サハリン州での木材高度加工の組織。
51．OSB合板工場の共同建設、ノグリキ地区ヌィシュ居住区。

沿海地方
49．製材所の設立、ヤコブレフスキー地区。
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吉林省
38．大画面LED搭載カラーディスプレーの生産（年間３万m2）、長
春市。
39．ガソリンと電気のプラグインハイブリッド乗用車（PHEV）の

黒龍江省
24．電着塗装の型枠の製造（年間13万枚）およびサブミクロン粒
子の均質黒鉛の生産（年間1.5万トン）、ハルビン市。
25．炭化水素系化学素材の生産（年間30万トン）、牡丹江市。
26．ポリシリコンの製造（年間3,000トン）、牡丹江市。
27．家電製品の製造および組立、牡丹江市東寧県。
28．スポンジチタンの製造（年間３万トン）、ジャムス市。
29．電解アルミニウムの製造（年間100万トン）ジャムス市。
30．石炭化学コンビナート（年間100万トン）の再建およびメタノー
ルの年間生産量を10万トンに拡大、七台河市。
31．燐肥料の生産（年間120万トン）、鶴崗市。
32．ジアミノフォース（DMP）の生産（年間2.4万トン）、黒河市。
33．ポリクリスタルの生産（年間1,500トン）、黒河市。
34．ポリシリコン（年間5,000トン）および工業用シリコン（年間
14万トン）の生産、黒河市。
35．有機シリコンの生産（年間20万トン）、黒河市。
36．ミネラルウォーターの生産（年間40万トン）、五大連池市。
37．自動車輸出基地および電気機器販売センター、黒河市。

63．バイカルスク市での省エネ暖房器およびナノ構造の面状発熱
済区。
体をベースにした微気候（マイクロクライメート）制御シス 12．大型工場設備の組立
（年間5,000台）
、
フルンボイル市経済開発区。
テムの製造。
13．高級・中級家具の生産（年間30万セット）、満洲里市。
14．ポリシリコンの生産（年間1,000トン）、満洲里市。
アムール州
15．小型・中型採鉱用機械の生産
（年間1,500台）
、赤峰市ヘシグテン旗。
64．ライチヒンスク市でのガラス製品および陶器の工場の建設。
16．電気機器会社「フンウェン」の資産の組織再編、赤峰市元宝山区。
65．ベロゴルスク缶詰工場の近代化。
17．亜鉛・鉛・錫およびそれらの合金の生産（年間６万トン）、赤
66．ブラゴベシチェンスク市におけるエレベーターの共同生産プ
峰市ヘシグテン旗。
ロジェクト。
18．銅板の生産（年間７万トン）、赤峰市カラチン旗。
19．銅板および銅箔の生産（年間２万トン）、赤峰市元宝山区。
ユダヤ自治州
20．銅の高度加工プロジェクト（年間10万トン）、通遼市ホルチン
67．テプロオジョルノエ・セメント工場の再建。
左翼後旗。
石炭改質用機械・プラントの製造、ホリンゴル県。
沿海地方
21．アルミインゴットの高度加工プロジェクト、ホリンゴル県。
68．経済貿易合作区「康吉」、ウスリースク市。
22．モノクリスタルシリコンの生産（年間2,000トン）、ホルヒンゴ
69．工業パーク、ミハイロフスキー地区。
ル県。
70．家電製品の製造組立基地「アルチョーム」
。
アルミニウム鋼ケーブルのプロジェクト（年間2.5万トン）、ホ
リンゴル県。
23．採鉱用機械の製造および修理、シリンゴル盟経済技術開発区。
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遼寧省
69．経済開発区における動力変換装置および産業クラスターの部
品の生産、瀋陽市。
70．変圧器のブッシュ、および11万～100万ボルトへの直流・交流
（UHV AC-DC）の高圧変圧器の生産（年間3,500個）。
71．環境に優しい新型プラスチック管の生産（年間500万メートル）、
瀋陽市。

生産、年間10万台、長春市。
40．酵素剤の生産（年間５万トン）、長春市。
41．不飽和エステル樹脂の生産（年間５万トン）、長春市。
42．ナノサイズ炭酸カルシウムの生産（年間５万トン）、長春市。
43．キシリトールの生産（年間１万トン）、長春市。
44．採炭機械および連続採炭機の生産（年間2,800台）、吉林市。
45．耐ノッキングバルブ製品の生産、吉林市。
46．繊維強化、表面被覆用レーザー装置の生産（年間100セット）、
吉林市。
47．MDI（４, ４-ジフェニルカルビノール、ジソニルメタンジイソ
シアネート）の生産（年間30万トン）、吉林市。
48．ジナフチルの生産（年間1.5万トン）、吉林市。
49．縦軸型回転収穫機の製造（年間5,800台）、四平市。
50．フィルム型アモルファス太陽電池の生産（年間30MW）、四平市。
51．好気性バイオ流動床複合処理装置の製造（年間30セット）、四
平市。
52．太陽電池生産ラインの製造（年間300MW）、遼源市。
53．リチウムイオン電池の交換膜の生産（年間4,400万m2）、遼源市。
54．活性炭ファイバーの生産（年間500トン）、遼源市。
55．ポリマーマトリックス天然活性炭の生産
（年間２万トン）
、
遼源市。
56．リムジン用とトラック用のゼロアスベスト・ブレーキライニ
ング（それぞれ年間300万キット、1,000万枚）の修理、通化市。
57．軽焼マグネシアの生産（年間1.5万トン）、集安市。
58．SOG6Nシリコンの生産（年間1,000トン）、集安市。
59．生ワクチンプロジェクト（年間生産量300万個）、白山市。
60．様々な活性化剤の生産（年間4,800トン）、臨江市。
61．セルロースファイバーの生産（年間20万トン）、白城市。
62．車体カバーの型式製作（年間2,000キット）、白城市。
63．オイルフィードチューブおよびブッシュの処理（年間20万ト
ン）、松原市。
64．イタコン酸の生産（年間7,000トン）、松原市。
65．生分解性消毒剤の製造（年間6,000トン）、延辺朝鮮族自治州。
66．抗皮形成掘削液の生産（年間6,000トン）、図們市。
67．中ロ自動車部品基地の建設、琿春市。
68．原木下処理工業地帯プロジェクト（年間20万m3）、琿春市。
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カムチャツカ地方

マガダン州
吉林省
78．海獣猟、原料の高度加工および薬剤・化粧品・精肉・毛皮皮 93．天然食用色素の生産（年間14万トン）、白山市。
革製品の生産の共同組織、マガダン市。

内モンゴル自治区
88．年間100万羽のガチョウの加工ラインの設立、フルンボイル市、
ジャラントン市。
89．ナットウキナーゼの生産（年間90トン）、フルンボイル市アジュ
ユダヤ自治州
ン。
73．大豆の高度加工企業の設立、ビロビジャン市。
90．麦こうじの生産（年間10万トン）、フルンボイル市アルグン市。
74．養豚コンプレクスの建設、スミドビチ居住区。
91．エコ野菜の栽培プロジェクト（年間３万トン）、シリンゴル盟
75．ビドジャンスキーとテプロフスキーのサケ・マス養殖場の再建。
多倫県。
76．農業分野での協力。
黒龍江省
沿海地方
92．ぬか（年間５万トン）、食物繊維（２万トン）、高たんぱく食品（2.5
77．農業分野での協力
万トン）の生産、ハルビン市。

アムール州
71．砂糖および関連製品の生産、イワノフスキー地区。
72．農作物栽培での協力プロジェクト。

72．土木工事用高精度セラミック構造材の生産（年間7,000万個）、瀋陽市。
73． 人 工 石 板・ タ イ ル（ 年 間70万m2） お よ び 水 晶 版（ 年 間60万
m2）の生産、瀋陽市。
74．複合材料（コンポジットマテリアル）使用の自動車製品の生
産（年間14万トン）、瀋陽市。
75．自動車用金型生産センター、瀋陽市。
76．塗料の生産（年間２万トン）、瀋陽市。
77．コンピュータ数値制御ツインテーブル型移動用ガントリー型
工作機械（VMG4-2T/2R）による加工センターの設立、大連市。
78．ロシア製コールドガスダイナミックスプレーの導入、大連市。
79．ナノコンポジットによる金属および金属の腐食再生の強化技
術の開発、大連市。
80．電解銀メッキおよび再生メッキのプラント生産時の電気標準
の統一、大連市。
81．新世代歯車無し減速装置の共同開発、大連市。
82．インフルエンザ予防のための遺伝子組換によるワクチン生産
での中ロ協力、大連市。
83．生物学研究および遺伝子工学に関する中ロセンターの設立、
大連市。
84．ポリシリコン技術センターの設立、およびポリシリコン生産
ライン（年間1,500トン）の建設、錦州市。
85．新型暖房用パイプの研究および開発での協力、鞍山市。
86．特殊自動車の生産（年間3,000台）、鉄嶺市。
87．熱交換設備の製造（年間６万台）、鉄嶺市。

ERINA REPORT Vol. 92 2010 MARCH

92

10/02/08 19:16

12

086-094_ミナキル_表組み.indd 93

黒龍江省
94．有限責任会社「セメント・ハオリャンヘ」の再建と年間生産
量300万トン拡張、伊春市。
95．クリンカーの生産量を120万トン拡張、ジャムス市。

遼寧省
108．中ロ貿易物流センターの設立、鉄嶺市。

吉林省
107．辺境ロ岸の港湾の物流地帯の建設、図們市。

黒龍江省
105．ロジスティクスセンターの建設、牡丹江市（牡丹江企業「フア・マオ」）。
106．国際ロジスティクスパーク、綏芬河市。

イルクーツク州
黒龍江省
90．観光・レクリエーション型経済特区「バイカル・ハーバー」 99．牡丹江の国際展示センター「極東」。
の観光インフラ施設建設への中国の投資の誘致。
100．世界貿易センター、ジャムス市撫遠県。
101．ベイヘイダオ12温泉パークの建設、大慶市。
カムチャツカ地方
102．映像娯楽施設の建設、伊春市。
91．観光インフラ施設の建設（スキーリゾート地、
スパ付きホテル、 103．アムール川沿いの観光ルート「嘉蔭－蘿北」の開拓、伊春市。
ホテル）、エリゾボ地区、ミルコボ地区。
104．観光基地「北極の町」の建設、大興安嶺地区漠河県。

カムチャツカ地方
89．ペトロパブロフスク・カムチャツキー都市管区およびエリゾ
ボ地区での住宅建設。

吉林省
96．オートクレーブ（高温高圧蒸気）養生砂・石灰レンガの生産（年
サハリン州
間10億個）、長春市。
86．手ごろな価格の住宅の建設。
97．コンクリートの生産（年間120万トン）、琿春市。
87．レンガ工場の建設、
「ドリンスク都市管区」ソスノフカ居住区。 98．高密度パーケットの生産量（180万m2）の拡張、琿春市。
88．玄武岩繊維およびそれをベースにした断熱材の工場の建設、
ユジノサハリンスク市。

ブリヤート共和国
84．レンガ工場の建設、
イボルギンスキー地区クラスノヤロボ居住区。
85．小居住区の建設、ウラン・ウデ市。

アムール州
83．
「北居住区」の総合建設、ブラゴベシチェンスク市。

出所：
「ロシアは中国の手に渡されるのか？」
、http://www.debri-dv.ru/

９．輸送

８．観光振興

７．建設業および建材業

チュコト自治管区
82．海獣猟、原料の高度加工および薬剤・化粧品・精肉・毛皮皮
革製品の生産の共同組織。

79．天然銀イオン水の生産、ルースカヤ湾。
80．海面栽培の振興。
81．水生生物資源の高度加工場の建設、ペトロパブロフスク・カ
ムチャツキー市。

ERINA REPORT Vol. 92 2010 MARCH

原文のまま。

93

10/02/08 19:16

ERINA REPORT Vol. 92 2010 MARCH

The Global Financial Crisis and the Economy of the Russian Far East
MINAKIR, Pavel A,
Director, The Economic Research Institute of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
Summary
later become federal university facilities, etc., are to be
carried out within the framework of the city development
subprogram for Vladivostok.
Hit by the crisis, changes have taken place for
part of the project. For example, in the "South Yakut
Comprehensive Development" project—for which the
funding was decided would come from the "Investment
Fund" in 2008—the 2009 budgetary reduction and the
supplementation of the 2010 budget were fixed in June
2009. Furthermore, in the city development subprogram
for Vladivostok, while the budget total will not change, the
construction of part of the facilities was pushed back.

The Russian economy immediately prior to the global
financial crisis was of the form "exporting nation-debtor
nation," greatly dependent on the inflow of capital to
exports, such as energy resources, and to the private sector.
The Russian economy has suffered a double whammy (a
decrease in external demand and the withdrawal of foreign
capital) via the global financial crisis.
The economy of the Russian Far East has also
suffered a double whammy, yet this was a decrease in
external demand and a decrease in domestic demand. For
the manufacturing sector oriented toward the domestic
consumer market, and the electricity generating industry
and energy industry, however, the relative decrease in
output was small. On the other hand, the production
of commercial machinery manufacturing and of the
construction materials industry greatly decreased. The result
was that the volume of freight transportation also decreased.
Additionally, the labor market has also worsened, and the
increase in real wages has also stalled. Characteristic in
the economy of the Russian Far East is that fixed capital
investment has increased (a 20.8% increase in the first half
of 2009). This is probably due to government investment
and the implementation of National Priority Projects.
On the whole, a structural change has occurred in the
economy of the Russian Far East, where the investmentgoods-producing sector is decreasing and the consumptiongoods-producing sector is increasing. The facts that the
share of the service industry has fallen and that the share
of investment in the area of consumption has fallen can be
raised as positive changes. Import substitution has been
occurring in food and other relatively basic goods.

Via the contraction of external demand accompanying
the global financial crisis, exports in the fourth quarter of
2008 for the Far Eastern region were only 64.6% of those
for the same period of the previous year. The decrease in
exports has been continuing in 2009 too. The drop in the
price of exports has also been affecting this. Concerning
imports, the depreciation of the ruble, the decline in
household incomes, and the contraction in domestic
demand have been having an influence. In addition,
the announcements of the rise in tariffs for imported
secondhand cars and for raw timber exports have been
having a profound influence on market trends.
Escape from the crisis in the economy of the Russian
Far East depends on two factors. One is the prospect for
the stability of good economic conditions in the Russian
economy as a whole. The other is the speed of economic
recovery in the countries of Northeast Asia. Among the
countries of Northeast Asia, the one displaying the most
rapid recovery is China. Russia and China have reached
agreement on cooperating in the implementation of
(multiple) projects in the eastern part of Russia and in the
northeastern part of China.
Will Russia's intent to attract Chinese investment
for the economic development of Russia's Far Eastern
resources be realized? Will China's idea of "economically
swallowing up" the eastern part of Russia, ultimately
making the region a part of the Chinese market, be realized?
Will Russia be able to utilize the Chinese market, and go
out into the international market via the route of sales in
China? The geopolitical and strategic balance of Northeast
Asia depends on this, as also does how the Russian Far East
and Zabaykalye will escape the crisis.

[Translated by ERINA]

In August 2008 the Far East and Zabaykalye regional
development program was reviewed, and the amount of
investment increased from 567 billion rubles to 700.5
billion rubles. On that occasion, the investment amount
for the subprogram "The Development of Vladivostok
as a Center for International Cooperation in the AsiaPacific Region" doubled. More than 70% of the investment
amount for the program is aimed at the development of
transportation infrastructure and electricity infrastructure.
In addition the construction and improvement of health,
education, cultural and sports facilities is also to be carried
out. The construction of a bridge across the Golden
Horn, the construction of a bridge across the Eastern
Bosphorus, the improvement of the international airport,
and the construction of conference facilities which will
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