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◆国際人材フェア・にいがた 2012 開催報告◆
ERINA 経済交流部研究員 穆尭芋
公益財団法人環日本海経済研究所
（ERINA）は 2011 年６月 23 日（木）、
新潟県内企業と外国人留学生を対象とした就職相談会「国際人材フェ
ア・にいがた 2012」を開催した。
「国際人材フェア・にいがた」は ERINA の主催事業として 2005 年
から開催している。北東アジアを中心に海外でビジネスを展開する県
内企業が増え、人材確保の視点から外国人留学生の採用に対する関心
が高まっていることから、県内企業と留学生に就職相談の場を提供す
ることを目的としている。今回までの開催実績は下記のとおりである。
年度

開催日

会場

参加企業

参加留学生

採用者

2005 年

10 月 28 日（金）

長岡商工会議所

9社

60 名

7名

2006 年

10 月 27 日（金）

新潟市民プラザ

9社

53 名

2名

2007 年

9 月 21 日（金）

新潟市民プラザ

14 社

47 名

3名

2008 年

5 月 21 日（水）

新潟市民プラザ

18 社

69 名

6名

2009 年

5 月 22 日（金）

新潟市民プラザ

8社

47 名

1名

2010 年

5 月 21 日（金）

新潟市民プラザ

22 社

59 名

1名

2011 年

6 月 23 日（木）

新潟市民プラザ

19 社

85 名

－

計(のべ)

-

-

99 社

420 名

20 名

東日本大震災及び福島第１原発事故の影響で、留学生の大半が一時
帰国した事態を受け、今年は例年と比べて１カ月遅れの開催となった。
しかし今年は財団法人中島記念国際交流財団の助成金を得たこともあ
って、新潟県内だけでなく、震災の影響を受けた福島県の学生にも参
加を呼び掛けた。その結果、学生の参加人数は過去最高の 85 人に達
した。企業の参加社数は 19 社で過去２番目に多かった。
■開催概要

日

時 平成 23 年６月 23 日（金）13：00～17：00

会

場 新潟市民プラザ

主

催 公益財団法人環日本海経済研究所（ERINA）

共

催 新潟労働局

後

援 新潟県

協

力 新潟地域留学生等交流推進会議、にいがた産業創造機構、
新潟県商工会議所連合会、新潟県経営者協会、新潟経済同友
会、ジェトロ新潟貿易情報センター、にいがたインターンシ
ップ推進協議会、新潟県中小企業団体中央会、新潟県行政書
士会

就職ガイダンスの様子

参加者 県内企業 19 社、留学生 85 名
新潟労働局（外国人雇用管理アドバイザー）、新潟県行政書士
会（在留資格変更手続相談コーナー）
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■プログラム

13:00 主催者代表・共催者代表挨拶
13:05 留学生向け就職ガイダンス
・ 日本における就職活動の進め方と注意点
（株式会社毎日コミュニケーションズ 新潟営業所 就職情報事業本
部 星野佳奈美）
・ 留学生 OG による就職体験談
（株式会社きむら食品 姜玉星）
・ 留学資格から就労資格への変更に関する注意事項
（東京入国管理局新潟出張所統括審査官 小川未奈登）
14:00 就職相談会
・ 留学生が企業のブースを順次移動し、県内企業と就職相談を行う。

就職相談会の様子

これと並行して外国人雇用管理相談（新潟労働局）及び在留資格
変更手続相談（新潟県行政書士会）を実施。
17:00 終了
■結果概要

参加企業は新潟市をはじめ、三条市、燕市、見附市、長岡市、上越
市、津南町など新潟県内広範の地域から集まった。業種は教育、観
光、飲食、物流、製造、精密加工、コンピューターシステムの開発、
情報サービスなど多岐に渡った。県内で広く知られている大企業の参
加もあった。
参加留学生は 85 名、うち中国からの留学生が 69 名で全体の約８割
を超えた。留学生の専門分野は経済、経営、観光、環境、国際文化、
人文、教育、農学、電気、電子、情報サービスなどだった。理系は 33
人で全体の４割近く占め、文系は 55 人で６割を占めた。大学院生の
参加者は 49 名、全体の６割近くを占め、学部生が 23 名、専門学校生
は 13 名であった。大学別では新潟大学の留学生が 33 名と最も多く、
長岡大学が 10 名と続いた。福島県からは福島大学４名、会津大学６
名がそれぞれ参加した。
当日は就職ガイダンスと就職相談会の２部構成で実施した。就職ガ
イダンスでは、株式会社毎日コミュニケーションズの専門家から日本
における就職活動の進め方と注意点について詳しく説明され、その後
留学生 OG による就職活動の心構えや面接の準備などの体験談があっ
た。東京入国管理局新潟出張所は留学資格から就労資格へのビザ更新
手続きについて説明した。就職相談会では留学生が企業のブースをま
わり、事前に用意したエントリーシート（参加申込書）を企業に提出
して採用担当者から説明を聞いた。
フェア終了後、参加企業から「予想よりも当社のブースに訪れた学
生が多かった」、「実際に一人一人の留学生と話をして、人となりを知
ることができた」、「外国人留学生の就職への意識など、生の声が聞け
た」など評価する意見があった。また「もっと多くの留学生に参加し
てほしい」
、「理系、文系との違いが分かるようにしてほしい」、
「ブー
スレイアウトは改善の余地がある」など改善を求める意見もあった。
留学生側からは、
「就職のスケジュールやルールなどが理解できた」
、
「留学生先輩の話を聞いて励まされた」
、
「自分の第１希望の会社があ
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ったり、とても良かった」などの意見が寄せられたほか、
「このような
活動は３カ月に１回やってもらいたい」などの意見もあった。

◆在日外国企業に聞く－新潟編①◆
「人材派遣から対中貿易、対中進出まで、トータルサービスで応えます」
中国江蘇国際経済技術合作公司

新潟事務所

所長 林睿氏

地方都市にも外国企業が数多く立地するようになってきました。自
治体の企業誘致に応える形で進出したもの、日本での留学経験を経て
起業したものなど経緯はさまざまですが、外国企業と直接取引しよう
とする地方企業が増えてくる中で、目の前の外国企業の存在は極めて
心強いに違いありません。本誌では、こうした外国企業にインタビュ
ーし、企業の海外展開の参考に供することとしました。第１回は、2011
年５月 17 日に新潟市で事務所を開設したばかりの中国江蘇国際経済
技術合作公司（中江国際）新潟事務所の林所長を訪ねました。インタ
ビューはもちろん、すべて日本語で行いました。
－まず、中江国際が新潟へ進出
された経緯をお聞かせください。

2010 年 11 月、当社の孔董事長が業務視察のため来日し、足を延ば
して、就任まもない友人の王華駐新潟総領事を訪ねました。王総領事
や森新潟県副知事からいろいろ紹介され、新潟について認識を新たに
したのは、日本一の農業、技術力に優れた地場産業であり、太平洋沿
岸に比べても大きな潜在力があるということです。お二人の熱心な勧
めもあり、神戸、東京、大阪に次いで日本で４番目の事務所を日本海
側の拠点としてつくろうと決断しました。

－最初の進出先が神戸だった背
景は何ですか。

阪神大震災後、長江中下流地域と神戸・阪神との協力プロジェクト
があり、その窓口的な役割を担う形で 2003 年に進出してきました。
最初は行政主導でしたね。

－なるほど国有企業といった感

中国本社の業務は四つあります。

じですね。さて、肝心の業務内

一つ目は建築工事請負、いわゆるゼネコンです。中国国内 20 省・

容についてお聞かせください。

自治体、世界 30 カ国・地域で、ホテル、高層ビル、大学、空港、ス
ポーツ施設、病院、工場、発電所、インフラ整備などを展開していま
す。
二つ目は国際貿易です。江蘇省でトップテンに入る輸出入企業とし
て、年間輸出入額が６億ドル、そのうち対日貿易額は１億ドルを超え、
主に化学材料、服装、食料品、機械設備、医薬品、日常用品を扱って
います。
三つ目は人材派遣、日本の場合、実習生派遣と呼ばれるものです。
創業以来 30 年で、世界 40 カ国・地域に 10 万人以上の労働者、技術
者、実習生を派遣してきました。日本では現在、青森県から熊本県ま
で、1,000 人以上の実習生がアパレル、機械加工、食品加工、建築、
プラスチック、農業などの分野で働いています。
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四つ目が不動産で、中国で一般向け住宅団地などを開発しています。
日本では国際貿易と実習生の派遣が中心となります。
－事務所を開設してちょうど１

貿易ですね。まだ実績には結び付いていないのですが、新潟には強

カ月経ちました。新潟では貿易

い技術力を持つ中小企業がたくさんあります。たとえば iPod の鏡面

と人材派遣、どちらの反応が多

仕上げは燕市にある会社の技術だと聞いています。

いですか。

しかし、中小企業はその技術力にもかかわらず、販売ルートに頭を
悩ませているのではないでしょうか。中国ではさまざまな製品、機械
設備、技術を求めており、私たちも自動車部品用清浄機械、太陽光電
池の工作機械、プール用浄化装置、濾過装置、ファッションなどの販
売に取り組んでいます。
本当に良いものでも、高価格はやはり避けられない壁になります。
市場競争力を高めるためには、人件費と材料費を抑えなければなりま
せん。材料費のコストダウンは共同購入や海外調達で実現でき、当社
でも日本側のために原材料調達代理をしたいと考えています。さらに
人件費のコストダウンは、当社の実習生派遣を通じて実現できると思
います。

－実習生の出身地は江蘇省とい
うことになるのでしょうか。

江蘇省に限らず、安徽省、江西省、四川省と連携して派遣していま
す。目標をもったやる気満々の若い人材を４カ月以上の日本語研修を
行ったうえで派遣し、日本では３年間の契約によって安定性を確保し
ながら、最低賃金、退職金なしでコストダウンを実現します。

－貿易や人材育派遣を通じて、

当社が目指しているのは、貿易、人材派遣、建設などをつないで一

トータルサービスを提供できる

つのサイクルやチェーンになることです。つまり、日本側の企業から

わけですね。

みれば、
「製品の中国販売→事業の拡大→人員不足→中国人実習生の受
け入れ→中国進出・工場建設→製品の中国販売」という発展サイクル
のそれぞれの場で当社をご利用いただけるものと思います。

－最後に、そのほかに新潟で考

まず、江蘇省農業訪問団の派遣です。江蘇省の町長・村長クラスを

えている事業があればお聞かせ

メンバーに、新潟の農業技術、農村発展、環境保護、農業経営、農協

ください。

などを視察し、ビジネスチャンスを生みだしたいと思います。農業だ
けでなく、江蘇省中小企業局と相談しながら、協力分野を建築、製造
業、病院などにも広げていきたいと考えています。また、新潟で行わ
れる商談会・展示会への出展・参加を目的に、中国企業の訪問団を派
遣したいと思います。
さらに、東北地方の震災からの復旧・復興にゼネコンとして何かお
役に立てればいいのですが…。
取材日 2011 年６月 17 日
聞き手 企画・広報部長 中村俊彦、経済交流部研究員
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【中国江蘇国際経済技術合作公司】
中国本社

江蘇省南京市北京西路５号
Tel: 86-25-83277554

Fax: 86-25-83310169

URL: http://www.zjgj.com
新潟事務所 新潟市中央区南笹口 1-1-38 コープオリンピア笹口 506
Tel: 025-278-8689

Fax: 025-278-8690

E-mail: rinei07@hotmail.com

◆ロシア極東・日本センター通信（第２回）◆
ハバロフスク雑感
ハバロフスク日本センター 山本博志
４月１日、ウラジオストクから異動、ハバロフスク勤務が始まった。
当地は実に 30 年ぶりである。ソ連時代、日本企業にも知られた地域
貿易公団“ダリイントルグ”が時々ハバロフスクにて対岸貿易見本市
を開催したが、当地滞在はそのアテンドの為であった。記憶はアムー
ル川の大きさとその濁った水、そしてホテルの風呂での茶色いお湯し
か残っていない。その後ハバロフスクは遠い存在にはなったが、街の
様々な情報は友人たちから入ってきた。いざ住み始めて率直に感じた
ことは、町の外観がこれほど良くなった街は他にはないと断言できる
ことである。行政の努力が外部の人間に効果的に伝わるのが市街地イ
ンフラ整備であろう。それでもまだ発展途上である。裏通りに入ると
所謂“ウラジオ通り”が多くある。
“ウラジオ通り”とは全く個人的な
定義であるが、平坦でなく、穴ぼこが多く、舗装も中途半端で、歩行
者にとって歩きにくく、狭 く、ゴミが散らかった通りのことである。
しかし街づくりのコンセプトとして、モットーが世界の町、文化の町、
創造の町－ハバロフスク、ブランドイメージとして豊かさ、健康、安
全、精神性とうたっている事から、遅かれ早かれ“ウラジオ通り”は
無くなっていくものと期待する。実際に裏通りで地道な道路工事を多
く見受けたし、郊外の大規模住宅建設もより良い生活を約束する様で
頼もしく思えた。ロシアの中で住みやすい環境の街としてハバロフス
クが上位に位置するのも十分理解できる。ウラジオストクは APEC
2012 を契機に大胆な街づくりを連邦予算で進めているが、常日頃、街
の整備を推し進めているハバロフスクの行政には敬意を表する。モス
クワ、ペテルブルグ、ウラジオストクそしてハバロフスクと移り住ん
で、その街独特の何かを感じてきたが、安息を感じられるのはハバロ
フスクが初めてである。逆な言い方をするとゆったりと落ち着いた街
ではあるが、活気さに欠ける街とも言える。
ハバロフスクは 1858 年建都以来、ロシア帝政、ソビエト社会主義
政権下、一貫してロシア極東地方の中心であった。現在もロシア極東
連邦管区の代表部がハバロフスクにあることでも理解できる。20 世紀
中庸に行政的区割りとして沿海地方、サハリン州、アムール州、カム
チャツカ地方、ユダヤ人自治区、マガダン州が分離・成立していって
5
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も位置づけは変わっていない。
変わりつつあるのはハバロフスクと日本の関係である。ハバロフス
クには木材輸出のヘッドクォーターがあった。一時ソ連邦からの輸入
額の半分を木材が占め、その量は 900 万立方メートル／年を記録した。
在ハバロフスクの日本企業は 10 数社を数えた。その木材輸出が 100
万立方メートル近くにまで減少した現在、日本企業は４社となり、こ
の２年で株式一部上場している大手企業５社が日本人駐在員引き揚げ、
その内２社は事務所を閉鎖した。日本の輸入が原油、天然ガス、石炭
といったエネルギーへシフトされ、結果として残念なことではあるが、
産地でも積出港でもないハバロフスクは対日プレゼンスの修正も出来
ないまま、日本にとって確実に遠い存在になりつつある。
一方 ハバロフスクからの中国向け木材輸出は 90％近く（日本向け
は７～８％程度）にまで成長、中国にとっての消費物資市場でもある
ハバロフスクは地理的にも近いことから、より一層の協力関係が政治
的にも経済的にも構築され、中国がなくてはならない存在になること
は間違いない。事実、2004 年 10 月に締結された中露国境協定で大ウ
スリー島の半分が中国に譲渡されたが、この国境線までハバロフスク
市内から直線距離で８km しかない。両国の経済発展を考えると中露
国境の輸送インフラ（鉄道橋、自動車道路・橋、河川交通）が整備さ
れるのは目に見えている。
単なる物資の輸出入では中国との競争には勝てない。ハバロフスク
に対する日本のプレゼンスを上げる方策を組み立てる時期である。All
Japan で知恵を絞って、①付加価値ハイテク商品（IT、省エネ）、②
おもてなし商品（旅行、医療）
、③Made by Japanese 商品（現地生
産での木材加工、食品加工、農業・畜産・酪農）
、④中国が提供できな
い安心・安全商品（食品、医薬品、医療機器）などの開発と、それを
実行に移すことが急務である。
何も手を打たねば、玄奘三蔵「大唐西域記」の一節を借りれば“空
に日本から飛ぶ飛行機なく、地には走る日本車もなく”といった、日
本にとってハバロフスクは我々の父・その兄弟が歌った“異国の丘”
や“ハバロフスク小唄”の舞台を想像させるだけの街に近い将来なっ
てしまわないかと危惧する。
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◆海外ビジネス情報◆
ロシア極東
Sukhoi Superjet 100 がやっと納品された（RBC daily 4 月 20 日）
ウラジオに日ロが
LNG 工場をつくる
（RBC daily ４月 27 日）

ガスプロムが日本人投資家とともに、年間生産能力 1,000 万トンの
LNG 工場をウラジオストク市につくろうとしている。
ガスプロムのアレクサンドル・アナネンコフ副社長と日本の「極東
ロシアガス事業調査会社（Japan Far East Gas Co., Ltd.）」の松川良
夫代表取締役社長との会談で、ウラジオストク市周辺における天然ガ
ス利用プロジェクトの共同事業化調査実施に関する合意書が調印され
た。
ガスプロムのパートナーとなるのは日本の「極東ロシアガス事業会
社」
（伊藤忠商事 JAPEX、丸紅、INPEX、CIECO）。ガスプロム側は RBC
daily に対し、事業化調査は年内に終わると説明した。工場は LNG の
ほか、圧縮ガスも生産する。推定される工場の定格生産力は年間 1,000
万トン。

シュワロフ第 1 副首相が

沿海地方行政府の発表によると、イーゴリ・シュワロフ第１副首相

ウラジオ空港の滑走路の

が 14 日、2012 年 APEC サミットに向けたウラジオストク市整備の枠

テープカットに出席

内で整備改修された同市の空港の滑走路の完成式典に出席した。

（ノーボスチ・ロシア通信社

シュワロフ副第１副首相は 13 日にウラジオストク市に到着し、

５月 16 日）

2012 年 APEC サミットに向けた同市の準備状況を視察。沿海地方行
政府の発表によると、シュワロフ副首相はイーゴリ・レビチン運輸首
相、ビクトル・バサルギン地域発展相、セルゲイ・ダリキン沿海地方
知事とともにテープカットをした。
完成式典に先立ち、第１滑走路は１カ月間ほど、テスト体制で運用
された。第１滑走路は APEC サミット関連施設のなかで４番目に完成
した。工事の開始は 2009 年５月。滑走路は 3.5 キロに延長され、再
度舗装された。沿海地方行政府の情報によると、この滑走路の年間旅
客取扱能力は 500 万人となった。
産油国でガソリン不足（RBC daily ５月 16 日）
中ロ国境の島への橋梁建設が７月に始まる
（ノーボスチ・ロシア通信社５月 20 日）
ヤクーチア～ハバ間ガスパイプラインは ESPO ルートを採用
（ノーボスチ・ロシア通信社５月 31 日）

BAM 鉄道の新トンネルの

６月３日、クズネツォフ・トンネル掘削が貫通した。このトンネル

掘削が貫通

の開通は、バイカル・アムール鉄道（BAM 鉄道）の輸送力を 2016 年

（ハバロフスク版

から約２倍にアップさせることにつながる。ハバロフスク地方ワニノ

コメルサント・デイリー

地区での盛大な催しには、同地方のシュポルト知事や極東鉄道のミハ

６月７日）

イル・ザイチェンコ社長、連邦鉄道輸送庁のゲンナジー・ペトラコフ
長官、様々なレベルの行政責任者たちが出席した。
2008 年にスタートしたコムソモリスク・ナ・アムーレ～ソビエツカ
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ヤ・ガワニ鉄道区間の整備更新では、新しいクズネツォフ・トンネル
とオウネ駅～ビソコゴルナヤ駅区間の迂回線の建設が予定されている。
2016 年の竣工が予定されている整備改修費の総額は 599 億ルーブル
で、そのうち 236 億ルーブルはトンネル建設に当てられる。極東鉄道
のミハイル・ザイチェンコ社長によれば、トンネル建設を伴う鉄道区
間の整備改修によって、線路はより緩やかになり、その結果、年間の
貨物通過能力が 2,300 万トンに達する（現在は 1,650 万トン）という。
全線の整備改修が終了すれば、控えめに見積もっても BAM 鉄道の輸
送力は 2016 年までに 3,570 万トン、2020 年までに 6,000 万トンにな
るとみられている。
ソフガワニで発電所建設が始まる
（ハバロフスク版・コメルサント・デイリー６月 15 日）
アムール州に製油所建設計画（ノーボスチ・ロシア通信社６月 16 日）
中国東北
吉林省政府が

４月 12 日、吉林省政府は吉林環境エネルギー取引所有限公司を新

環境エネルギー権益取引機構を

設した。同省唯一で最初の省レベル環境エネルギー権益取引機構とし

新設（吉林日報４月 13 日）

て、環境整備の統治効率の引き上げ、地域エネルギー資源の統合、省
エネ・排出削減、低炭素発展などにおける役割が期待される。
同取引機構は吉林省政府により批准・設立された。環境エネルギー
分野における利益関係者、省エネ・排出削減業者、科学研究機構、投
資機構等に事業の設計および価値評価、経営戦略、基金運営等に関す
る専門的アドバイスを提供する。また、同省の各レベル政府機関の低
炭素発展政策研究においてシンクタンクとしての機能も担う。低炭素
発展の政策研究も行う予定。

中国・ロシア・北朝鮮を

４月 26 日、吉林省琿春三彊国際旅行社が独占運営する「中ロ朝環

環状とする多国観光ルートが

状多国観光ルート」が開通した。同省琿春市政府の後押しと琿春三彊

開通（吉林日報４月 27 日）

国際旅行社、ロシア極東運輸連合体、北朝鮮羅先市国際旅行社が共同
して推進し、開通に至った。
同ルートの旅程は４日間で、中国・琿春（琿春口岸）を出発し、ロ
シア・ウラジオストク－スラビヤンカ－ハサン－北朝鮮・豆満江－羅
先を一周し、琿春（圏河口岸）に戻る。

満洲里口岸からロシアへの

満洲里検査検疫局によると、４月の対ロシア自動車輸出 1,493 台の

自動車輸出に変化

うち、ノックダウン（CKD：Completely Knock Down）方式輸出が

（内モンゴル日報５月５日）

356 台となり、全体の 23.8％を占めた。今まではセミノックダウン
（SKD：Semi Knocked Down）方式輸出だった自動車輸出に変化を
もたらした形だ。
関係者によると、現在、ロシアの自動車市場では輸入車のシェアが
高く、国産車のシェアが低くなっている。そのため、ロシア政府は自
国産業の保護策として、外国企業の進出に税金や技術参入障壁を設置
した。それを受けて、中国の自動車メーカーは、変化しつつある外部
8
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環境に適応し、事前の市場評価と事後の市場計画や事業展開を確実に
行うと同時に、ブランド管理とアフタサービスの質を高めていく考え
だ。
寧安－ウスリースク国際道路貨物・旅客輸送ルートが開通
（黒龍江日報５月 11 日）
中国と北朝鮮が協力

元汀里口岸（中国側は圏河口岸）～羅津港道路改造プロジェクトは、

「元汀里口岸～羅津港」道路

北朝鮮の羅先地域の開発を目的に中国と北朝鮮が協力して行う重点的

改造プロジェクト着工
（吉林日報５月 19 日）

プロジェクトで、５月末に着工する。
同プロジェクトは中国・北朝鮮国境にある元汀里口岸を始点に、全
長 53.5 キロメートル、投資規模 1.5 億元を予定。改造項目は主に路床、
排水路、防護柵、路面等で、鉄道・道路分離式の橋が１基、中小橋梁
16 基、地下排水路 129 カ所を含む。設計時速は 40 キロメートル、山
間部の時速は 30 キロメートルを予定。市内区間は路床幅 10 メートル、
路面幅９メートルで、市外区間は路床幅 8.5 メートル、路面幅７メー
トルを計画。路面構造はセメント・コンクリートを使用する。
「中国図們江地域協力開発計画要綱」の実施プロセスの下で、琿春
市は同プロジェクトを対外通路建設の最優先事業として進めている。
協力開発は二国間経済貿易協力を促進し、「借港出海戦略」（北朝鮮の
港を借りて海上輸送を行う戦略）の実施に重要な意義を持つとともに、
北朝鮮羅先地域の経済発展を加速化し、琿春及び図們江地域協力開発
を進める上でも重要な役割を持つ。
延辺朝鮮族自治州とウラジオストク市が友好都市に
（延辺日報５月 19 日）
東北初の電気自動車充電スタンドを大連市友誼街に新設
（大連日報５月 25 日）
同江、撫遠両口岸

対ロシア到着ビザ業務開始（黒龍江日報６月２日）

満洲里 機械設備の輸出額が倍増（内モンゴル日報６月２日）
中朝２経済区の

６月７日～９日、遼寧省と吉林省における羅先経済貿易区と黄金

開発協力合同指導委員会

坪・威化島経済区に関する中朝の開発協力合同指導委員会の第２回会

第２回会議開催

議が開かれた。中国商務部の陳徳銘部長と北朝鮮労働党中央行政部の

（吉林日報６月 10 日）

張成澤部長が共同主催し、両経済区における一部協力プロジェクトの
開始セレモニーを行った。
中朝双方は、
「政府主導、企業主体、市場原理、互恵ウィンウィン」
という開発協力原則を明確にした上で、各自の優位性を活かし、両経
済区を中朝経済貿易協力モデル区として、また、世界各国との経済貿
易協力のプラットフォームとして築き上げていくことに合意した。羅
先経済貿易区は北朝鮮東北部にあり、中国吉林省延辺地区に隣接して
いる。黄金坪・威化島経済区は鴨緑江下流に位置し、中国遼寧省丹東
地区に隣接している。
同委員会の第１回会議は 2010 年 11 月に北朝鮮・平壌で開かれた。
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中朝双方は、中朝国境地区の経済・社会発展を促し、両国の経済・貿
易分野の実務協力を推進するため、北朝鮮国内にある羅先経済貿易区
と黄金坪・威化島経済区を共同開発することで合意し、両経済区の開
発を管理する開発協力合同指導委員会を発足した。中国側は陳徳銘部
長が、北朝鮮側は張成澤部長が委員長を務める。
モンゴル
ガソリンの９割をロシアに依存するモンゴル
（コメルサント・デイリー６月１日）
中国からのガソリン輸入を模索

D.ゾリグト鉱物資源・エネルギー大臣を団長とするモンゴル代表団

（MONTSAME ６月３日）

が、鉱物資源・エネルギー分野での協力に関するモンゴル・中国政府
間協議会の第２回会合に出席した。この部門での連携の強化に関する
中国国家発展改革委員会の張平主任との意見交換に重点が置かれた。
モンゴル側代表団は、中国石油天然気集団公司（CNPC）副社長と
懇談し、中国製石油製品の近々のモンゴルへの供給や製油所の建設に
ついて話し合った。これは、月あたり１万トンの燃料を中国で調達す
るという話だ。第１便（燃料 3,000 トン）の今月中の輸入について、
現在、両国の作業部会の間で協議中だ。

日本の融資で

デムベレル国会議長は９日、日本の国際協力銀行（JBIC）の加賀隆

モンゴルに製油所ができる

一アジア太平洋地域外事審議役、丸紅、東洋エンジニアリングの関係

（MONTSAME ６月９日）

者らと会談し、ダルハン・オール県での製油所建設について意見を交
わした。
デムベレル議長はまず、先の震災にもかかわらず、モンゴルに投資
する意向を持っているということに対して、日本側に感謝の意を表し
た。デムベレル議長によれば、自国の製油所を建設し、輸入した原油
を精製して国内の石油製品需要を充足するという目的をモンゴルの国
会と政府は持っており、これに基づいて、政府の活動プログラムにダ
ルハン・オール県での製油所建設が盛り込まれた。
同プロジェクトの実行には、両国の政府系のみならず民間の企業も
参加する。製油所の原油の定格精製能力は日量４万 4,000 バレル。ダ
ルハン・オール県での工事は３年を要する。投資総額は６億ドル。モ
ンゴル政府の保証に応じて、JBIC がプロジェクトに融資する。

モンゴル初の

今年６月 11 日、オハーホダク炭鉱（ウムヌゴビ県ツォクトツェツ

精炭コンビナートが始動

ィー郡）をベースに建設された現代的石炭精製コンビナートが正式に

（MONTSAME ６月 20 日）

操業を開始した。
2009 年にオハーホダク炭鉱でコークス用炭の採掘に着手した国営
石炭会社エナジー・リソースは、２年間で大規模なインフラ整備を行
い、国内初の石炭精製コンビナートを建設。国内の精炭工場の操業開
始によって、付加価値のついたコークス用炭の輸出と輸送コストのカ
ットが可能となった。
「オハーホダク」プロジェクトの枠内で、出力 18 メガワットの発
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電所の建設が終わり、今月中に国家委員会が給水システムを採用する。
この新しい生産施設は、年間 500 万トンの石炭を洗浄して精製する三
つのセクションで構成される。二つ目のセクションの操業開始は今年
第４四半期、最後のセクションの完成は 2012 年末の予定。石炭精製
コンビナートの操業開始と共に、140 人以上が雇用される。
コンビナートの建設は 12 カ月を要し、設計と元請けはオーストラ
リアの「セジメン」が担当した。第１セクションの工事には孫受けと
してモンゴル企業 20 社が参加した。

◆列島ビジネス前線◆
北海道
モンゴル首都に寒冷地ノウハウ

旭川市は本年度から３年間、モンゴルの首都ウランバートルの都市

（北海道新聞５月 21 日）

基盤整備の技術向上に協力する。両市の土木技術者が相互訪問し、道
路建設や緑化などで旭川の進んだ寒冷地技術を移転、整備計画作りか
ら施工・維持管理まで総合的に支援する。
国際協力機構（JICA）の草の根技術協力事業（地域提案型）に採択
され、事業費 3,000 万円で実施する予定。
知事、上海で観光 PR（北海道新聞５月 24 日）

道、上海に事務所

道は 25 日、中国での北海道観光 PR や物産販売強化のため、中国経

観光や物産 PR

済の中心地である上海に事務所を開設する方針を固めた。中国での道

（北海道新聞５月 26 日）

事務所開設は初めて。６月の定例道議会に提出する補正予算案に経費
2,000 万円を盛り込む予定で、12 月の開設を目指す。
道の海外事務所はロシア・ユジノサハリンスク、韓国・ソウルに続
き３カ所目となる。

ハルビンに新工場

ベアリング製造の北日本精機（芦別）は中国黒龍江省ハルビン市で

北日本精機８月にも稼動

新たなベアリング工場を８月初めにも開設する。同社子会社運営の上

（北海道新聞５月 28 日）

海工場に続き、中国で２カ所目の生産拠点。世界各国の需要増に対応
するため、沿海部に比べ人件費が安い中国東北部への立地を決めた。
北日本精機の創立記念日である８月１日の操業開始を目指す。投資
額は約 8,000 万円。
札幌の観光客数

過去 10 年で最低（北海道新聞６月８日）

青森県
中・韓コンテナ航路再開

東日本大震災で一部の運航にとどまっていた八戸港定期コンテナ航

八戸港、物流回復に弾み

路のうち、中国・韓国航路の利用が 19 日、約２カ月ぶりに再開され

（東奥日報５月 20 日）

た。国内の港と結ぶ内航航路は４月 23 日に再開されたが、外国と直
結する外貿航路は震災後初めて。６月 18 日には東南アジア航路が再
開する予定で、八戸港の物流機能の回復に弾みがつく。
中国・韓国航路は、八戸港コンテナ航路の４割を占める主力航路。
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従来は火、水曜の週２便が寄港していたが、今後は原則として毎週１
便、月曜に寄港する。新しいルートは釜山－蔚山－光陽－大連－青島
－釜山－新潟－苫小牧－八戸－富山－釜山となる。
八戸港、東南アジア航路再開

主要コンテナ３航路復活
（東奥日報６月 20 日付夕刊）

秋田県
オンラインショッピング 中国のサイトに県内５社、出店へ
（秋田魁新報５月 27 日）
秋田港外港コンテナヤード

県は３日、2014～18 年に整備、完成させる予定だった秋田港外港

整備前倒し、取扱容量 10 万本に

地区の国際コンテナターミナルを早ければ 13 年中にも完成させる方

（秋田魁新報６月４日）

針を明らかにした。新ターミナルが完成すればコンテナヤードの取扱
可能容量は 10 万本（20 フィートコンテナ換算）となり、現在のコン
テナヤード（大浜地区）の容量の 2.5 倍になる。
東日本大震災後、太平洋側の代替港として秋田港の利用度が高まり、
貨物量が増えていることから14 年からの２期計画を前倒しする。外港地
区の整備により、能力的には仙台港に近い能力を発揮できるだけに、
今後は貨物の集荷量維持や態勢強化が課題となりそうだ。
コンテナ年 1,200 本の確保可能

ロシア荷主会で県が見通し
（秋田魁新報６月 15 日）

山形県
中国へのコメ輸出で薫蒸

酒田市の県有施設「酒田港西埠頭上屋」が 30 日、中国へコメを輸

東北唯一、酒田港倉庫を登録

出する際に必要な薫蒸処理を行う国内倉庫に登録された。今年２月中

（山形新聞５月 31 日）

旬から３カ月間にわたる調査で、検疫対象の病害虫が発生しないこと
を国が確認した。東北地方では唯一の登録。
薫蒸倉庫は今年１月、北海道、東北、関東、北陸、東海、近畿、中
国四国、九州の８地域ごと１カ所ずつ登録候補を選定し、各倉庫で病
害虫の有無に関する調査が進められた。農水省植物防疫課は「８カ所
のうち最終的な調査結果を受け取っていない倉庫もある。結果が出そ
ろった段階で中国側に登録倉庫を通知する」と説明している。
対中輸出の指定精米工場 県内２業者、候補に（山形新聞６月 11 日）

新潟県
中国江蘇省の国営企業 新潟事務所、きょう開設
（新潟日報５月 17 日）
県内大学留学生 24 人、震災で退学へ（新潟日報５月 17 日）
新潟東港から中古鉄道車両初輸出 鉄路連動も初めて
（新潟日報５月 18 日）
北越紀州製紙 中国広東省に生産拠点（新潟日報５月 19 日）
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日本精機、中国・武漢に計器工場 現地メーカーへ拡販
（新潟日報５月 24 日）
新潟東港－ウラジオ

新潟東港からロシア・ウラジオストクへ向かう週１便の定期コンテ

定期貨物航路を開設

ナ航路が 11 日、開設される。ロシア極東航路の定期便運航は２年４

（新潟日報６月１日）

カ月ぶり。県は新潟港の拠点化、利便性向上につながると期待する。
運航会社はパシフィック・インターナショナル・ラインズ（PIL、シ
ンガポール）
。中国、台湾からロシアへの貨物需要の増加に伴い、新潟
に寄港する既存の東南アジア航路を改編した。土曜に新潟に入港して
日曜に出港、火曜にウラジオに寄港する。苫小牧、八戸、台湾２港、
上海、釜山を経由して３週間後に新潟に戻る。20 フィートコンテナ
628 個分を積載できるコンテナ船を３隻態勢で運航する。

新潟－ウラジオ線

ロシアのウラジオストク航空が、東日本大震災と東京電力福島第一

来月に運航再開

原発事故の影響で運休している新潟－ウラジオストク線の運航を７月

（新潟日報６月８日）

に再開する見通しであることが７日、関係者の話で分かった。同じく
運休中の新潟－ハバロフスク線は引き続き運休する。
ウラジオ便の日程は７月 15 日から８月 26 日まで、毎週金曜日の１
往復で最終調整中。９月以降の運航は未定。関係者は「夏場は需要が
あると判断したようだ」とみる。２空路は昨年 10 月から一時運休し
たが、県と新潟市の財政支援で年末年始に運航を再開。しかし、大震
災の影響で需要が大幅に減ったため、３月末から運休していた。
日本海横断航路

再開へ（新潟日報６月 21 日）

富山県
富山の魅力・安全性 PR 県訪中団、大連で説明会
（北日本新聞５月 11 日）
レアアース採掘へ連携
富山大、モンゴル科技大と協定
（北日本新聞６月９日）

富山大は８日、モンゴルの地質調査や事前環境研究について、モン
ゴル科学技術大などと包括的な連携協定を締結すると発表した。将来
的な現地でのレアアース採掘に向け、教育研究の基盤整備を目指す。
16 日に遠藤俊郎学長らがモンゴル・ウランバートルを訪れ、調印する。
協定を結ぶのは両大のほか、名古屋大と地質調査会社ジオ・コミュ
ニケーションズ（東京）
。３大学は 2004 年からモンゴルの地質構造に
関して共同研究を続けており、09 年にはモンゴル科技大に現地調査拠
点を設置。協定によって同大での人材育成に力を入れ、モンゴル国内
にあるリチウムなどのレアアース調査や埋蔵量の解明につなげる。
「富山」など５県

中国で商標登録、自治体に無断
（北陸中日新聞６月 11 日）
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石川県
上海へ貨物船試験運航 コマツ粟津工場、９月金沢港から
（北陸中日新聞５月 18 日）
ユニベール、中国市場に参入

無錫市の拠点、移転拡張
（北陸中日新聞５月 20 日）

明和工業の環境リサイクル装置

明和工業（金沢市）は、もみ殻などのバイオマス（生物資源）を利

ライセンス事業

用した自社製の環境リサイクル装置のライセンス契約を、中国企業と

アジアで本格化

締結。同社は近く、現地生産と販売を始める。ベトナム企業とも契約

（北陸中日新聞６月４日）

する方針で、アジアでライセンス事業を本格化。海外売上高を 2016
年６月期に３倍の６億円にする。
明和工業は、穀物の殻などを原料に土壌改良用の炭や燃料用ガスを
作る炭化・ガス化装置など、環境リサイクル機器で国内トップ級の納
入実績を持つ。今回は北京にあるメタンガス製造装置メーカーと契約
した。中国政府は農村部の近代化を目的に、バイオマスなど再生可能
エネルギーの利用に補助金を出している。

福井県
フェリー航路延長

韓国・東海市－鳥取県境港市間のフェリー航路の敦賀港までの延長

敦賀に韓国試験船が入港

を計画している東海市の船会社「DBS クルーズフェリー」の試験運航

（福井新聞５月 14 日）

が行われ、同社のフェリーが 13 日、敦賀港に入港した。敦賀市と姉
妹都市である東海市の金鶴基（キム・ハッキ）市長ら訪問団も乗船し
ており、歓迎交流会が開かれた。
同社は 2009 年７月から、定期貨客船を東海－境港間で週２便運航。
10 年９月からは週１便に減る中で、関西・中京圏に近く物流や旅客が
見込める敦賀港への航路延長を計画。運航スケジュールや節範状況を
確認するため試験運航を行った。
農産品・加工品輸出強化へ 水産、商工団体加わり協議会
（福井新聞６月３日）

鳥取県
石田商事の中国百貨店の展示場
輸入規制で移転へ
（山陰中央新報６月 16 日）

総合商社の石田商事（米子市）が、中国吉林省の百貨店に開設して
いる日本製品の常設展示場を移転新設する。福島第１原発事故を受け、
中国が日本産食品の輸入規制措置を継続、施設管理者が展示場の閉鎖
を申し入れてきたため。山陰両県の企業と現地法人事務所をアンテナ
ショップとして改修し、９月のオープンを目指す。
同社は昨年９月、同省延辺朝鮮族自治州・延吉市にある「サンイン
ピラザインチャイナ」を立ち上げ、山陰の９社が出展した。しかし、
原発事故の発生で、展示場を管理する現地貿易会社が事業中止を通知。
６月末で閉鎖となることが決った。ただ、同社は経済発展を続ける中
国は加工食品の有力な輸出先になると分析。百貨店から 100 メートル
に位置する「延辺大山商貿有限公司」のオフィスにアンテナショップ
機能を移転することに決めた。
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島根県
合銀など地銀４行

海外ビジネス支援へ連携
（山陰中央新報５月 19 日）

小松電機産業、ソウルに現地法人
貨客船活用、部材を初輸入
（山陰中央新報６月４日）

シートシャッター製造などを手掛ける小松電機産業（松江市、小松
昭夫社長）が、韓国・ソウルに現地法人と工場を設立した。工場は韓
国をはじめ、近隣のアジアなどに販売する商品の生産拠点として６月
中の稼働開始を予定。本格的な海外市場の開拓に乗り出す。
３日に境港に入港した日韓ロ定期貨客船を初めて活用し、来月の販
売開始を目指すシートシャッターの新製品「ハッピーゲート門番」の
部材（40 フィートコンテナ１台分）を小松コリアを通じ、韓国の仕入
れ先から輸入した。

九州
九州の特産品 江蘇省で PR

九州・沖縄８県と福岡市、北九州が１日、江蘇省呉江市にオープン

（西日本新聞５月２日）

したテーマパーク、格林郷村公園内に共同のアンテナショップを開設
した。今後 1 年間、九州の観光と物産を PR する。九州が一体となっ
た中国でのアンテナショップは、これまで上海などで１～２週間程度
の短期開設はあったが、長期間にわたるものは今回が初めて。

三好不動産が上海事務所

マンション・一戸建ての賃貸業「三好不動産」
（福岡市）が、福岡県

（西日本新聞５月 12 日）

内で学生生活を始める中国人留学生への住居あっせんなどを目的に、
６月、中国・上海に営業活動の足場となる現地事務所を新設する。三
好不動産の海外拠点は初めて。
上海事務所は日本人、中国人の社員２、３人体制でスタート。福岡
の住まい仲介のほか、投資セミナーなどを通して中国人投資家に所有
物件を紹介するという。
長崎－上海フェリー航路 来春めど 定期運航へ
（西日本新聞５月 18 日）
九州の入国者数半減 ３月外国人（西日本新聞５月 26 日）
重慶－九州 航空便開設を 福岡の視察団、市幹部と会談
（西日本新聞６月３日）

博多大丸、中国大手と提携

福岡市・天神の博多大丸が、中国東北部で百貨店やスーパーを展開

（西日本新聞６月 11 日）

する中国の大手小売業「欧亜集団」とサービス面や人事交流などで業
務提携することが 10 日、分かった。両国の地方百貨店同士の提携は
あまり例がない。18 日、中国・長春市で業務提携協定の調印式が行わ
れる予定。
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◆セミナー報告◆
平成 23 年度第２回賛助会セミナー

日 時：平成 23 年５月 18 日
場 所：朱鷺メッセ２階・中会議室 201
テーマ：
「北東アジアと地方経済」シリーズ
ロシア東部のビジネス環境
第１部：日ロ地域間交流の促進に向けて
講 師：ERINA 副所長 杉本侃

日ロ貿易と極東ロシアの貿易の
特徴

ソ連時代は輸出と輸入が均衡していました。日本からの輸出では鉄
鋼や機械、輸入では木材、水産物、石炭等がかなり多かったのですが、
基本的には「その他」の部分がたいへん大きい時代でした。日本のい
ろんな産業界のいろんな企業の方々が関心を持ってくださっていた時
代だったと言えます。
エリツィン時代は、特に輸入が激減しました。ロシアが混乱した時
代で、企業に収入がないため輸入はとてもできない。輸出は下がった
り上がったりし、自分たちが持っている資源や原料を切り売りしてい
った時代になりました。
プーチン大統領が登場した 2000 年以降、ロシアの政治・経済・社
会が安定してきます。かつ、油価が上昇を続け、高止まりします。ロ
シアの国としての収入も増えていく段階です。
日ロ貿易高も 2001 年、
2002 年ぐらいからどんどん増え、03 年のあたりでソ連時代末期の 60
億ドルを超えます。それまではどちらかというと輸出が少なかったの
が、輸出と輸入が逆転していきます。日本からの輸出の中核は機械、
鉄鋼になり、輸入は水産物、木材、石油、石炭、非鉄金属で９割とい
う状況になるわけです。
ところが、2008 年９月のリーマン・ブラザースの破綻のショックで、
世界的に景気が後退し、ロシアは特に大きく影響を受けました。ロシ
ア経済が依存していた資源価格が落ち、なおかつ金融面でも状況が悪
化し、貿易がガクッと落ちます。
特に日ロ貿易では輸送機械、つまり日本の輸出の４分の３を占めて
いた新車・中古車を含めた自動車が一気に落ちていきました。それは、
ロシアが不景気になっただけでなく、輸入関税を高くするという決定
がなされたためにガタンと落ちていったわけです。
ただし、2009 年に底を打って、2010 年にはかなり回復をしていま
す。2007 年、2008 年あたりは 300 億ドルを超えるだろうといわれて
いた段階で、2010 年も 300 億ドルには戻っていませんが、それでも
かなり回復してきています。ちなみに、01 年から 08 年のピークまで
の間に日ロ貿易高は 6.5 倍に伸びていきました。
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ここで、日本とロシアの貿易の特徴を少し述べておきます。ソ連時
代は日本、西ドイツ、フィンランドが常にトップ３を占めていた時代
がありました。そういう意味では、日本はソ連にとって非常に有意義
な貿易パートナーだったということです。それが、一時 12～13 位ぐ
らいまで落ちますけれども、現在は再び５～６位ぐらいに戻っていま
す。
日本の貿易高は１兆 5,000 億ドルですから、それから見ると 300 億
ドルというのはまだまだ少なく、全体の 2％を切る比率です。昨年の
数字ですと 1.65％で、日本にとって 15～16 位に相当します。
このように日ロ貿易高はそれほど大きくないように感じられますが、
ある特定の品目で見るとかなり大きな意味を持ってきます。例えば、
日本の自動車輸出では、08 年ですと、アメリカの次がロシアでした。
その後ロシアとの貿易が下がり、代わりに中国が出てきますが、いま
だにロシアは第３位を占めていますし、ロシアでは自動車輸入の４割
近くが日本からの輸入です。
ロシアの輸出品目としては、石油・LNG があります。まず LNG に
ついては、ロシアはサハリンでしか作っておりません。そこで生産さ
れる LNG の半分以上を日本が買っていますから、ロシアにとって日
本は、LNG の最大の輸出国といえます。石油は東シベリアから太平洋
の出口・ナホトカ湾までのパイプラインがまだ完成していませんが、
昨年は日本が最大の輸出先になりました。ロシアにとって日本はたい
へんに良い石油・天然ガスの輸出国であるといえます。ただし石油に
ついては、東シベリアから中国に向かうパイプラインが完成したので、
今年以降は中国が最大の輸入国なるという状況です。
日本では中東原油に対する依存度が９割を占めていたわけですが、
ロシアから石油が入ってくることによって、３～４％中東依存が下が
ってきています。ガスもロシアから輸入した LNG がかなりのシェア
を占めつつあり、いわゆるサプライソースの多角化を図るという意味
で、ロシアからの輸入にはたいへん大きい意味があります。
次に、ロシアから来る水産物はたいへん多く、日本の場合、水産物
の輸入先としてはアメリカが第１位、ロシアが第２位を占めています。
石炭もかなりロシアから輸入しています。輸入している石炭のほとん
どは、いわゆる電力用炭ではなく、鉄を作るために使われる原料炭で
す。さらに、北洋材はこれまではロシアから入ってくるものがほとん
17

ERINA BUSINESS NEWS

2011 年 7 月 No.86
Economic Research Institute for Northeast Asia

どだったわけで、ロシアにとっても日本は最大のサプライヤーの一つ
になっています。
このように、日本とロシアの経済関係は大きくないようでありなが
ら、品目で見ていくとかなり重要な意義を互いに持っているというこ
とがいえます。
ロシア極東の貿易高もどんどん伸びた後、やはり 2008 年を境に下
り坂になって、2010 年は回復の傾向に向かっています。輸入と輸出の
比率は、ロシア全体として見た場合には６割ぐらいが輸出、４割ぐら
いが輸入ですが、極東の場合もだいたいそのような構成比です。
また、年によって多少違いますが、日本、中国、韓国の３カ国がだ
いたい 8～9 割近くを占めています。アメリカのシェアは４～５％で、
あまり大きいものではありません。
地方企業の考え方
（アンケート結果）

昨年 12 月から今年２月ぐらいにかけ、８県２市のご協力をいただ
き、企業の方々へのアンケート調査を行いました。約 60 社から、お
答えをいただきました。60 という数字について、少ないと思われるか
もしれませんが、ロシアに対する関心度から申し上げると、必ずしも
少ないものではありません。国際協力銀行が毎年、製造業者 900 社ぐ
らい（３店舗以上の海外支店を持っているところ）を対象にアンケー
ト調査をしていて、
「３年後にロシアに進出しようと考えている」と答
えるのが 75 社ぐらいなので、私どもが県・市のご協力をいただいて
行った回答数は、決して少ないものではないといえます。
アンケートの設問の中で、「ビジネスを支援するような組織の必要
性」について質問しています。それに対して、だいたい８割以上の方
が「必要だ」と答えています。その理由は、
「過去に問題に遭遇してい
る」、あるいは「これから問題が起きそうだ」
、「何か心配だ、不安だ」
という回答がほとんどでした。特に、対ロビジネスの課題としては、
法律や税制という制度上の問題が最大の課題で、次に、
「通関や査証と
いう手続き的な問題が心配」、「かつてトラブルになったことがある」
という回答をいただいています。それから、
「行政上の障壁（含：賄賂）
」
についても、かなりの懸念が示されています。
「その他（交通の便・言
語・生活環境他）」というのは、ロシア極東に限らないことかもしれま
せんが、非常に広い土地ですから、そういう回答が出てきております。
次に、
「ビジネス支援組織にどのような機能が必要か」という質問に
対して、146 回答中、最大の答えは「情報」（80 件）でした。ビジネ
スの情報、法律の情報、制度の情報、ともかく情報が欲しい。事前準
備（転ばぬ先の杖）としては当然のことです。それから、数はぐんと
減りますが、
「トラブル解決」（駆込み寺）と、「ビジネスマッチング」
（お見合い）は、ほぼ同数（各 27 件）でした。
実は、ハバロフスク地方、沿海地方、サハリン州の３地方政府にお
願いして、ロシアの企業に対しても同じアンケートを配布してもらい
ました。残念ながら、回答数はあまり多くなかったのですが、それら
を総合してみますと、やはり、情報に対する需要がいちばん多くあり
ました。その次に多かったのが、ビジネスの斡旋・企業の紹介。３番
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目は制度に関するもので、ロシアの企業にとっても日本の制度は分か
りにくいようです。４番目の希望は、駆込み寺でした。それから、輸
出や輸入に対して資金を援助してくれるような制度は必要かという点
について、日本ではあまり大きな希望は出ていませんが、ロシア側で
はそういう希望もかなり出ていました。
では、このようなことを踏まえて、ERINA として、今、何をやろう
としているのかを紹介をさせていただきます。
情報ハブ構想

まず、情報ハブ構想です。日本側もロシア側も、企業としてはまず
情報が欲しい。そこで今、日本、中国、ロシアなどの自治体に集めて
もらった情報を、ERINA が集約して配送することを考えています。ロ
シアや中国の自治体が集めた企業情報を、ERINA が入手して日本の自
治体に配布し、自治体が持っている連絡網を使って企業にも配信して
いただく。逆に、日本の市や県が企業情報あるいは経済情報を集めて
ERINA に送り、これを ERINA が今度は中国やロシアの自治体に送り、
そこから各企業に配信されるという形をとると、かなり効果的に情報
の交流ができるのではないかということで、現在準備をしているとこ
ろです。
６月ぐらいから、まず中国からスタートしていこうと、準備をして
おります。そして、この枠をなるべく広げていく。双方でたくさんの
自治体が動いてくれると、非常に多くの情報が双方に入るわけです。
まず企業がビジネスを行う前提として、それを使っていただくのが良
いのではないかと考えています。実際にスタートすると、いろいろな
問題が出てくると思いますが、それを一つ一つクリアしながら、将来
的には北東アジア全体のネットワークを作り上げていくということが
大事ではないかと思っています。
本

ム

日

ロシア他
中国・

ロシアとのビジネス推進スキー

二つ目は、ロシア極東に限った話になります。ロシアは、先ほど申
しましたように、品目によっては結構重要な役目を果たしています。
そこで、日本の企業に使っていただけるようなメカニズムが作れない
かと考えています。ここに書いたのは、現在ある枠組みすべてです。
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大統領

≪日本・ロシア極東ビジネス推進スキーム≫
日

ロ シ ア 側
政

府

本

政

側
府

政 府 間 貿 易 経 済 委 員 会

経済
発展省

地域
開発省

貿 易 投 資
分
科
会

地 域 協 力
分
科
会

日ロ・ロ日貿易投資促進機構
極東地域大統領全権代表
外国投資誘致評議会

ロシア側組織

?

日本側組織
ROTOBO
日本センター

経済
産業省

外務省

地方自治体の支援体制
（新潟県の例）
現 地
推進員

庁 内
チーム

JETRO

NICO

Advisory
Group
ERINA

貿易投資促進機構地方支部
情 報 ハ ブ

情 報 ハ ブ
極東ザバイカル
経済協力協会

連邦構成主体
地方自治体
経済界他

ERINA

日本ロシア東部地域間協力WG
地方自治体
経済界他

地方企業

地方企業
7

日本とロシアの政府間には、政府間貿易経済委員会（貿易と経済に
関する政府間委員会）が存在し、その中に、
「貿易投資分科会」と「地
域協力分科会」という二つの分科会があります。次に、ロシアと日本
は「日ロ貿易投資促進機構」、「ロ日貿易投資促進機構」をそれぞれの
国内に持っています。政府間の協定で作った枠組みです。日本側はロ
シア NIS 貿易会、ジェトロ、日本センターが窓口になって、この組織
を構成しています。しかしロシア側には実態がないため、ロシア極東
で何かを支援できる制度にはなっていません。ですから、貿易投資促
進機構の地方版があるといいのかな、ということがいえます。
それから、私ども ERINA とロシアの極東ザバイカル経済協力協会が
あります。この協会は 1991 年に設立され、知事と地方議会議長で構
成されています。両者の間で４年ほど前に日本ロシア東部地域間協力
ワーキンググループというものを設立して、これまでに３回、会議を
開いています。今年は、10 月ぐらいに第４回の会議を開く予定です。
それ以外に、ロシア極東に限定して言うならば、極東地域大統領全
権代表の下に、昨秋、
「外国投資誘致評議会」が設立されています。現
在、23～24 社の外国企業が入って、この組織のあり方について議論を
しているところです。日本では、これは新潟の例ですけれども、庁内
チームに加え、現地のビジネス推進員、アドバイザリー・グループが
あり、ERINA や JETRO、NICO が協力する制度になっています。
このような制度をもう少し機能的に結びつけ、皆さんに使い勝手の
いいメカニズムができないものか、ということが今、ERINA の考えて
いることです。そして、そのベースになるのが先ほど申し上げた情報
ハブです。
このことについては、今年２月の「北東アジア経済発展国際会議イ
ン新潟」において、日本からは通産省、外務省、新潟県など、ロシア
からはハバロフスク地方、沿海地方、民間の方にも入っていただき、
意見交換をしました。まだ試行錯誤ではありますが、いろんな方と相
談しながら進めていけないだろうかと考えています。
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重層的取組み

さらに構想を展開していくと、
「４階建て構想」というものになりま
す。１階部分の「情報ハブ」が全体のベースになり、２階部分の「ビ
ジネス推進スキーム」が具体的に企業の方々の相談相手を務め、企業
の方々に具体的な情報を提供していくという役割を果たします。
「ロシ
アとビジネスをやりたい」という企業にビジネスをお手伝いできるよ
うな具体的な組織が３階部分の「貿易実務相談窓口」になります。あ
と、足りないのは４階部分の「協議・調整機能」です。
民間だけはできないことがかなりありますから、総合的かつレベル
の高い、官民が一緒になって検討できるような枠組みができるならば、
双方の地方企業にとってたいへんに役に立つのではないかと、考えて
おります。このような考えに基づいて、ERINA の経済交流部がこれか
ら作業を進めてまいろうと思っているところです。

第２部：対ロビジネス－北海道の現場から－
講

師：
（有）ロシア開発コンサルティング代表 内山恒平氏

海外取引というのは、
「輸出入取引」
、
「駐在員事務所・支店」
、
「現地
法人における取引」の３つに基本的に集約されます。私自身はそれぞ
れ経験させていただいておりますので、それに沿ってお話させていた
だきます。
１

輸出入取引

（1）商品の選定

輸出の流れは次の通りとなります。
①

商品（ハード・ソフト）の選定。

②

取引先の選定。

③

輸出入手続きの確認（許認可・必要修理）。

④

引合書入手・見積書の作成。

⑤

商談。

⑥

契約書（製品契約、SV 契約、ソフト契約）の締結。

⑦

発注・仕入れ。

⑧

代金回収業務（前金、後払、DP、DA、L/C）。

⑨

船積業務（通関、船腹確保、保険、必要書類手配）

⑩

保証、保守サービス

本来、メーカーの海外営業部が取り扱ったものを、現地の直営の独
立法人が輸入総代理店になり、現地のディーラー網に卸します。例え
ば、トヨタ自動車の場合、トヨタの海外輸出部が 100％独資で「トヨ
タ・ロシア」をつくり、ここに一括して車両を出し、全国に組織した
代理店に売っているわけです。ところが、例えばスズキ自動車は、私
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の知る限りでは、スズキの海外営業部が伊藤忠に Exclusive Distributer
の権利を与えています。そうすると、商社が現地法人を作って輸入総
代理店となり、国内に販売ネットワークを作っていく仕組みになりま
す。
メーカーというのは、自分たちのマーケットに近いところで存在し
なければなりません。そこからマーケット・インフォメーションが入
り、それを自動車の車種の改善などに役立てています。ロシアの場合、
WTO にロシアが入るという噂がいっせいに流れた 2004 年以降、こう
いう動きが急速に高まっています。今は、いわゆる「ブランド」を持
ったほとんどのメーカーが現地法人をつくり、売っているのが現実で
す。
次に、世界的に通用するブランドではないメーカーや、海外営業部
があっても力がない場合、いわゆる「エマージェンシー・マーケット」
という非常にリスクの高いマーケットでは、国内に正規の輸出代理店
を設定し、ここに売り切ります。当然、前金ですから、メーカーにリ
スクはありません。輸出代理店が自らのリスクでロシアの輸入代理店
に輸出します。実は、この傾向はどんどん減っています。
それから、海外営業部もないメーカーの場合、国内の代理店がロシ
アの輸入代理店を作って売ることになります
（2）取引先の選定

取引先の選定をする上で何が重要かというと、
「地域で１～２番のロ
シア企業と取引をする」ことです。その業界のトップ企業と取引がで
きないようであれば、成功する可能性はあまりありません。次に、
「業
界に精通する企業を取引先とする」こと。それから、
「経営者を見極め
る」ことです。要するに、モラルの高い経営者きちんと見抜く力が必
要だと思います。
さらに、
「現場を見る」こと。そこの企業へ行って現場を見たときに、
嬉々として働いている従業員のいるところは「将来伸びる企業だな」
と、皆さんも日本で取引先を選定されるときにはそう思われますよね。
そういう感覚を研ぎ澄ませていくことが必要だと思います。
それから、
「コンプライアンスに対する考え方を見る」こと。商いと
いうのは、民法であり、会社法であり、民事訴訟法の世界です。けれ
ども、コンプライアンスを守らず、そのうち刑法の世界に行くような
ことを平気で考える経営者がいるかもしれません。そういう臭いをち
ょっとでも感じたら、即、やめてください。

２

駐在員事務所と支店

駐在員事務所は、情報収集のみで売上は計上できません。それから、
登記期間も長くて時間もかかります。これは多くの商社やメーカーが、
まだマーケットが成熟していないときによく使かう手です。実は私も、
ウラジオストクの駐在員事務所長をやっていました。基本的に、駐在
員事務所が交渉をして契約を決めるのですが、必ず委任状（power of
attorney）ベースであり、売上は全部、本社に入ります。これは今、
あまり意味がありません。
次に、支店は、本社所在地で課税されます。例えば、サハリン・エ
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ナジーという会社は、いわゆるタックス・ヘブン国に本店があって、
サハリンにあるのは支店です。これは大企業のやり方で、少なくとも、
北海道の年商 100 億円以下の企業にはまったくこれは当てはまりませ
ん。
３

現地法人による取引

「現地法人による取引」とは、ロシア市場における会社の経営をい
います。日本でも会社経営者というのは非常に苦労されていますが、
ロシアにも同じような苦労があります。作るのは簡単ですが、育てて
いくのはたいへんです。

（1）動機

海外に会社を作る場合に何が必要かというと、まず、動機です。
「建
設、サービスなどの役務を販売したい」
。これは動機になります。次に、
「ロシア国内に輸入代理店がいないので独自で販売網を作る」、
「ロシ
ア企業が輸入する熱意に欠けるため、独自で販売網を作る」。これには
ものすごく時間がかかります。それから、ブランド物の人たちが考え
ることとして、
「ユーザーの近くにいてマーケット情報を得たい」
、
「サ
ービス体制を確立したい」
、
「市場価格政策を安定させたい」というこ
とがあります。例えば、輸入代理店をたくさんつくってしまうと、そ
れらが勝手に動きます。そうすると、片方はコストが安い、片方はコ
ストが高いというように、統一的な価格政策ができなくて大きな問題
になります。さらに、
「通関の一元化」があります。メーカーが通関を
すると、いわゆる簡易通関が可能になります。以上は、あくまでも例
です。皆さんが海外に進出する場合には、各自各様の動機があると思
います。

（2）戦略

「やってはいけないこと」として、①世間に踊らされて考えないこ
と、②本業以外の分野に進出しないこと－があります。商品も新しい、
マーケットも新しいというのがいちばん難しいのです。マーケットが
新しいのなら、少なくとも商品は本業でいろ、本業のいちばん得意な
分野でマーケットを狙え、ということです。それから、③美味しい話
に乗らないこと。美味しい話は世の中には存在しません。

（3）現地法人の設立手続き

これは、それほど難しい話ではありません。ロシアの弁護士事務所
に頼むと、せいぜい 30 万～40 万円でできます。ところが東京の一流
の弁護士事務所に頼むと、事務所によっては数千万円を要求するとこ
ろがあります。我々は零細企業ですから、30 万円だって惜しいわけで
す。現地へ行って、きちんとした弁護士事務所に理由を説明すれば、
きちんと登記できます。

（4）決算書類

（税務署提出必須書類）現地で登記をして営業を開始し、１年の会
計年度が終わると決算になります。決算では、①貸借対照表、②損益
計算書、③株主資本変動等計算書、④キャッシュフロー計算書、⑤貸
借対照表付属書の５つが基本書類です。ロシアには「1С」という会計
ソフトがあり、それに打ち込んでいくと、年度末には書類ができるこ
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とになっています。かつ、四半期ごとに①と②は税務署に出さないと
いけません。さらに、⑥これらについての説明書があり、これは企業
の会計責任者が作り、外部監査に出します。会計事務所が監査をしま
す。⑦外部監査報告書は 20～30 ページです。現地の会計事務所に頼
みますと、６～８万ルーブルほど（約 24 万円）で書いてくれます。
（その他）決算書類を作るにあたって、全部の項目に台帳がありま
す。中心的な台帳（銀行取引明細、債権・債務台帳、資産台帳）をき
ちんと押さえておけば大丈夫です。また、銀行取引明細書は、毎週、
銀行と契約すれば送ってくるもので、お金の流れが一目瞭然で分かり
ます。それから、例えば建設業界では、骨材を買うとか、クレーン屋
を雇うとか、意外と現金取引があるので、現金出納帳が必要になって
きます。これの管理も、ロシアの会計基準では厳しいものがあります
から、きちんと管理していっていただければ、と思います。
（5）配当・金利

決算が終わると、出資者総会で税引き後の利益をどうするかを決め、
配当していきます。ロシアでは配当所得税（15％）がかかります。同
様に、金利収入についても有価証券所得税（15％）がかかります。二
重課税防止条約により、もしロシアでもし納税したら、納税証明書を
提出すれば、日本では課税対象になりません。

（6）土地

北海道は、そこら中に工業団地があって、ぜんぜん売れません。坪
100 円とか、何年間か非課税にする条件とかをつけて、企業の呼込み
をやっています。ロシアの場合は結構きびしく、土地の所有は必ずし
も不可能なことではありませんが、
「かったるい」とだけ申し上げてお
きます。土地の取得にはだいたい次の三つの方法があります。
①

州政府の借地権入札公示（MIZO）に応札。落札後、建築許可
を市役所から取得。建築完成認証後、土地を自社資産に計上。

②

州政府から借地権を得た企業と借地権上と契約の締結。建築完
成認証後、土地を資産に計上。

③
（7）建物

土地所有者から購入し、資産に計上。

土地を買ったら、建物をつくらなければいけません。ロシアでは以
下の手順を踏む必要があり、なかなか安易にはできません。
・借地権又は土地所有権を取得。
・インフラ網へつなぐための技術課題を合意する（上下水道会社、
ガス会社、電力会社、暖房会社、通信会社）。
・説明会、基本設計監査などを経て、市役所から建築許可。
・建設開始。
・営業許可取得。
・土地・建屋の資産としての登記。
建物の営業開始があって初めて、貸借対照表の「資産」の科目に土
地が入り、登記できます。それまでは所有権が発生しません。借地権
は発生しますから、そのことは頭に入れておいてください。実は、以
前は、土地を買ってちょっと土台を築いただけで、バランスシートの
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資産勘定に入れられました。ところが、今度はそれを転がして売る事
態が発生したので、今は「営業開始時期をもって資産になる」という
ことになっています。
（8）建設業許可

皆さんよく聞かれる言葉に「SRO（非営利団体・建設業協会）」があ
ります。建設業をやるにあたっての許可には、この SRO への登録が必
要で、いろいろな登録基準をクリアしなければいけません。これは、
意外とたいへんです。今、北海道の企業では２社登録されています。
サハリン州に１つ、モスクワに１つ登録されている企業があり、それ
ぞれの基準の下で登録しているわけです。例えば、土木、建築、公共
事業、10 億ルーブル以上の工事に対し元請けで応札できる権利を取得
するためには、①ロシア連邦の建設学科の卒業生が〇人以上技師とし
て働いていること、②重機類を〇〇台所有していること、③工事実績
があること等の条件があり、これらをいちいちクリアしていかなけれ
ばいけません。

（9）建材・施工・工法の認証

これも建設業にとっては大事なことかと思います。まず、個別構成
部材検査及び認証があります。例えば断熱材の不燃性は主に消防庁の
許認可の問題です。次に商品（例えばパネル）としての耐火性検査お
よび認証。それから、施工システム（例えば、外壁、留め金、断熱材、
RC 構造）としての防火認定、安全認定の取得があります。これは日
本でも同じですよね。それから、新工法に対する設計認証。
「まだロシ
アにない新工法だ」といえども、きちんと認証を取らないとスペッキ
ングができません。一方、これを認証させたら一人勝ち、という世界
もあるわけです。

（10）労務管理

労務管理はたいへんです。必ず、労務管理ができる専門家を雇って
ください。労働争議含めていろいろな問題があり、そういう労務管理
に強いロシアの法律事務所と相談しつつ、雇用契約等を作ってくださ
い。その中で、例えば社長はあくまでも出資者に雇用されていて、実
績が上がらなかったら２年や１年でクビにできることなどを全部書い
ておきます。社長の持っている権限規定をここで書いてしまいます。
他に、解雇条件の確定、統一社会税（約 26％）や個人所得税（約 13％）
など源泉税などの項目があります。現場作業員などは派遣契約も可能
で、弁護士、会計士、IT コンサルなどは業務委託契約で使ってくださ
い。日本にロシアの労務管理の専門家がいないのは当たり前の話です。
ロシアの専門家を頼ってください。

（11）法務

すべてのことについて契約書があります。私も商社時代、
「書類を作
るときは裁判の証拠書類として作れ」ということを、上司から口を酸
っぱくして言われました。そのマインドを持ってください。口約束は
ゼロです。電話で言ったことは、必ず後でメールで確認してください。
ロシアの経営者はファイリングが実に見事です。何かあったら負けて
しまいますから。
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そこで、いろんな書類があるわけです。こうした書類を作成するた
めに弁護士事務所がありますが、弁護士事務所だけに任せても事の本
質は分かりませんので、我々自身が法的な知識をきちんと持ち、どこ
にリスクがあるかを見定めてやってください。
（12）銀行

会社を登録すると、銀行口座を開設できます。そこに売上が入金さ
れ、経費が支払われます。銀行手数料は意外に高いです。銀行取引明
細は必ず、日本にもインターネットで送ってきます。借り入れは、あ
くまでもロシア国内での資金調達が必要になった場合です。金利が高
いので、オーバーナイトローンといって、１日借りて翌日返すローン
を繰り返すやり方などいろいろな方法がありますが、リーマンショッ
クでこれがいったん崩れました。ロシアの銀行は、ズベルバンクも、
DTB バンクも、審査が厳しいです。それに耐えて、きちんと経理の書
類を揃えておくことが必要です。そして、融資契約に基づいて、金利
や元本の返済を決めていくことです。

（13）海外進出の経費

実際、どれだけのコストがかかるか。海外に会社をつくると当然、
出資金が必要です。例えば、１年間の運転資金を出資金で払うか、融
資にするかは、事業化計画の中で決めていくことです。フィージビリ
ティ・スタディできちんと検討して、どうするか決めてください。設
立登記費用は１回払うだけ、だいたい 30 万円と頭に入れておいてく
ださい。それから、コンサル料（30～50 万円）がかかります。社内的
な人員を育てていくには金がかかりますから、アウトソーシングでコ
ンサル、または商社の OB などのプロを雇います。翻訳料は１枚だい
たい 6,000 円ぐらい、通訳料は１日だいたい６～８万円ぐらいです。
さらに、海外ですから旅費・交通費がかかります。以上が海外進出の
おおよその経費です。

（14）人材

結局、成功の秘訣は「人」です。人がいなければ何もできません。
現地のロシア人を雇うにしても、しょうもない人を 100 人雇うより、
優秀な人を一人雇ってください。
「類は友を呼ぶ」と言うとおり、優秀
な人には優秀な人材がついてきます。
それから、人任せではなく、日本人も積極的に係わってください。
例えば、現場に入って整理整頓が悪かったら、
「何だ、これは。こうい
うところで、よく物を作れるな」という突っ込みを入れるのです。そ
うすると、士気が一気に高まります。ロシアの一流企業というのは、
そういうところはしっかりしています。組むのであれば、そういう企
業と組んで合弁を作るなり、または百パーセント独立法人をつくるな
りして、きちんと経営をやれば、必ず成功すると思います。それを期
待して、今日は終わらせていただきます。
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◆ERINA 日誌◆（5 月 1 日～6 月 30 日）
5 月 13 日

北東アジア天然ガス開発・利用研究会平成 23 年度総会・会員セミナー
（東京、新井主任研究員他）

5 月 14～21 日

JICA 新潟県・ウランバートル市道路排水計画技術協力事業研修生受入
（エンクバヤル主任研究員）

5 月 17 日

中国江蘇国際経済技術合作公司新潟事務所開所式
（ホテルオークラ新潟、佐藤経済交流部長他）

5 月 18 日

平成 23 年度第２回賛助会セミナー【北東アジアと地方経済シリーズ】
「ロシア東部のビジ
ネス環境」
（朱鷺メッセ中会議室、ロシア開発コンサルティング代表

内山恒平氏、ERINA

副所長 杉本侃）
5 月 20 日

社団法人新潟県電子機械工業会主催講演会講師（長岡市、新井主任研究員）

5 月 20 日

秋田県企画振興部学術国際局長来所（中村・企画広報部長）

5 月 25 日

ERINA BUSINESS NEWS No.85 発行

5 月 28 日

韓国・高麗大学ロシア-CIS 研究所主催「Reflections on Institutional Landscapes in East
Siberia and the Russian Far East: For Better Risk Management and Sustainable
Resources Development」講師（ソウル、杉本副所長）

6月3日

延辺朝鮮族自治州医療訪問団来訪（佐藤経済交流部長ほか）

6月6日

特別講義『韓国の文化と社会』（新潟県立大学、三村調査研究部長）

6 月 15 日

ERINA REPORT No.100 発行

6 月 15 日

早稲田大学ソーシャル・ロジスティクス研究所主催「第７回ソーシャル・ロジスティクス
研究会コロキウム」
（東京、新井主任研究員）

6 月 23 日

国際人材フェア・にいがた 2012（新潟市民プラザ）

6 月 24 日

天津社会科学院北東アジア研究所来所（穆研究員ほか）

6 月 27 日

所内セミナー「最近の（朝鮮半島）南北関係と今後の見通し」
（ERINA 会議室、共同研究員・李燦雨氏）

6 月 30 日

平成 23 年度第３回賛助会セミナー【北東アジアと地方経済シリーズ】
「新潟の空港アクセ
ス改善と都市交通の未来像」（朱鷺メッセ中会議室、長岡技術科学大学環境・建設系教授
中出文平氏、長岡技術科学大学環境・建設系教授 佐野可寸志氏）
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今号から、新潟に進出した中国など外国企業のイン

発 行 人 西村可明

タビュー記事を連載することにしました。▼ERINA

編集責任 中村俊彦

でも外国企業誘致のための特区策を提言したり、実

編 集 者 丸山美法

際に中国企業の進出を働き掛けたりしたのは数年

発

前のこと。いまでは外国企業が新潟に所在するのが

〒950-0078 新潟市中央区万代島５番１号

当たり前のような感覚になってきました。▼それで

万代島ビル 13 階

行 公益財団法人環日本海経済研究所

も日本はやはり島国です。最近、欧州へ行って帰っ
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てくると、東日本大震災の影響もあってか、国全体

FAX

025-249-7550

が内向きになっている空気感に強く襲われました。
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界が力強く動いていることを忘れてはなりません。
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