
資料４ 
（一社）ロシアＮＩＳ貿易会(ROTOBO)の取組 

 

1.平成28年(2016年)におけるロシアＮＩＳ貿易会の活動報告 

 
(１)調査・情報提供 

1)調査 
 1月 ロビイング活動について現地調査 

モスクワ市、スヴェルドロフスク州にて、現地での企業活動の問題、対ロ制裁下での外国企業の活動状況につい

てヒアリングを行った。 

  
 2月 ユーラシア経済連合に関する現地調査 

モスクワ、ミンスク、キエフにて、行政担当者および研究者等と面談し、現地調査を行った。 

  

 3月 極東で交通インフラに関する現地調査 

ウラジオストク、ナホトカにて、極東地域の港湾物流、交通インフラの状況についてヒアリングを行った。 

  

 ９月 新規市場開拓可能性調査 

モスクワにて、ロシアの経済、産業、投資政策の現状や日本企業の進出の可能性について、ロシア経済の専門家

や日本企業関係者にヒアリングを行った。 
 

 10月 モスクワの工業団地、経済特区等を訪問 

モスクワ市およびモスクワ州ストゥピノ地区を訪問し日系企業の活動状況や今後の展望についてヒアリングを行

うとともに工業団地、経済特区の視察を実施した。 

  

 11月 ロシアの市場動向及び対外経済政策動向に関する情報収集 

ロシア・モスクワ、ドイツ・ハンブルグにおいて、ロシア市場に進出している欧州及び韓国の企業家、ロシアの対

外経済政策の動向に詳しいロシア及びドイツの専門家と面談し、情報収集を行った。 

  

 11月 戦略的投資環境調査・情報提供事業 現地調査 

ロシア極東（ウラジオストク、ナホトカ）を訪問し、同地域の先進社会経済発展区や自由港などの投資誘致政策の

現状と課題について調査した。 

  

 11月 戦略的投資環境調査・情報提供事業 第2回現地調査 

バイカル地域の政府機関・学者・ジャーナリスト・企業家等を訪問し、同地域の社会経済情勢、ビジネス投資環境

の現状と課題を調査した。 
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2)出版物による情報提供 
①ロシアNIS調査月報 

2016年１月号 特集◆中央アジアと日本の経済関係の新展開 
2016年２月号 特集◆保健医療ビジネスのフロンティア 
2016年３月号 特集◆ロシア・NIS諸国の石油精製業 
2016年４月号 特集◆ユーラシア経済空間の諸相 
2016年５月号 特集◆日ロ経済関係の再活性化を目指して 
2016年６月号 特集◆揺れ動くNIS経済と産業・貿易 
2016年７月号 特集◆出張・旅行の諸問題と航空業界 
2016年８月号 特集◆農業とその関連産業の動向 
2016年9-10月号 特集◆ロシアの貿易・外国投資統計を活用する 
2016年11月号 特集◆第2回東方経済フォーラムとロシア極東 
2016年12月号 特集◆自動車市場はいかに苦境を乗り切るか 

 

②ロシアNIS経済速報 
月３回、平成28年中に、1682号～1714号、33回発行 

 

③特別報告書 

『ロシア経済の現状とビジネスチャンス』 

『ユーラシア経済連合とビジネスの諸問題』 

『中央アジア諸国の政治・経済情勢』 

『ロシア石油ガス分野の課題と日本の技術の貢献の可能性』 

『カスピ海地域を起点とするガスパイプライン建設の可能性と日本の協力の展望』 

『日露石油ガス技術交流セミナー（日本開催・ロシア開催）』 

『平成27年度中堅・中小企業のプレゼンテーション等事業報告書』 

 
④月例報告会(詳しくは、(２)セミナー・コンサルティング 1)日本におけるセミナー・商談会・イベントに記載) 

１月26日 「新シルクロードをめぐる中国・ロシア・中央アジア関係」 
２月16日 「ロシアの石油会社は油価下落にどう対応するか」 
３月31日 「ロシア製鉄業の現状と展望」 
４月20日 「政変から２年、ウクライナはどこに向かうか」 
５月27日 「ロシア企業と取引を始める前に—公開データベースとその使い方—」 
６月28日 「ロシアの人事労務管理—その特徴と最新事情—」 
７月6日 「サハリンで考えたこと 歴史、領土、経済」 
８月10日 「モスクワ・エカテリンブルグ経済ミッション帰国報告」 
９月16日 「キルギス共和国の最新の政治社会事情」 
10月31日 「ロシア自動車産業の最新事情」 
11月30日 「ロシア工業団地視察報告」 
12月19日 「2016年のロシア経済の総括」 
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(２)セミナー・コンサルティング 
1)日本におけるセミナー・商談会・イベント 
 １月26日 月例報告会｢新シルクロードをめぐる中国・ロシア・中央アジア関係｣ 東京・当会会議室 

主な講演者：中央大学商学部専任准教授・町田一兵氏 

 
 ２月16日 月例報告会｢ロシアの石油会社は油価にどう対応するか｣ 東京・当会会議室 

主な講演者：当会ロシアNIS経済研究所・坂口泉嘱託研究員  

 

 ２月24～26日 ｢ロシア極東経済セミナー｣  
24日東京・如水会館、25日富山・ANAクラウンプラザ富山、26日京都・京都リサーチパーク 

主な講演者：ロシア科学アカデミー極東支部経済研究所・パーヴェル・ミナキル所長、アレクサンドル・ゴリュノ

フ副所長 
 

 ２月29～３月１日 ｢日ロ貿易・産業対話｣ 東京・虎ノ門ヒルズ 
マントゥロフ・ロシア連邦産業・商業大臣が来日、４分科会、全体会合、レセプションを開催 
全体会合 日本側パネリスト：朝田照男経団連日ロ委委員長、村山当会会長ほか 
     ロシア側パネリスト：D.マントゥロフ産業・商業大臣、S.ヴォスクレセンスキー経済発展省次官ほか 

 

 ３月２日 「ロシア投資セミナー 工場進出の現状と課題」 名古屋・名古屋マリオットアソシアホテル 
主な講演者：ロシア工業団地協会・マクシム・パズニコフ理事会共同議長、工業発展基金・セルゲイ・ヴォロツキ

ー総裁ほか 

 

 ３月31日 月例報告会｢ロシア製鉄業の現状と展望｣ 東京・当会会議室 
主な講演者：ロシア製鉄企業マシプロム・アレクサンドル・コテリニコフ社長  

 

 ４月20日 月例報告会｢政変から２年、ウクライナはどこに向かうか｣ 東京・当会会議室 
主な講演者：有限会社ケイ・アイ・エス・コーポレーション代表取締役・國谷光司氏 

 

 ５月27日 月例報告会｢ロシア企業と取引を始める前にー公開データベースとその使い方―｣東京・当会会議室 
主な講演者：プライスウォーターハウスクーパース・ロシア・松嶋希会氏 

 

 ６月28日 月例報告会｢ロシアの人事労務管理―その特徴と最新事情｣ 東京・当会会議室 
主な講演者：Kei-Ei Consulting パートナー・新井滋氏 

 

 ７月６日 月例報告会｢サハリンで考えたこと 歴史、領土、経済｣ 東京・当会会議室 
主な講演者：在ユジノサハリンスク日本国総領事館総領事・今村朗氏 

 

 ７月19日 ｢ウリュカエフ・ロシア経済相講演会｣ 東京・ジェトロ本部展示場 
主な講演者：ウリュカエフ・ロシア経済発展大臣 

 

 ８月10日 月例報告会｢モスクワ・エカテリンブルグ経済ミッション帰国報告｣ 東京・当会会議室 
主な講演者：当会ロシアNIS経済研究所・齋藤大輔次長、同大渡耕三研究員 

 
 



 4 

 ９月７日、９日 ロシア水・省エネ・環境展示会の事業説明会  

７日東京証券会館、９日TKPガーデンシティ大阪OAPタワー 

主な講演者：当会ロシアNIS経済研究所・長谷直哉研究員 

  

 ９月16日 月例報告会｢キルギスの最新政治社会事情｣ 東京・当会会議室 
主な講演者：在キルギス日本国大使館・小池孝行大使 

 

 ９月29日 「ロシアビジネスセミナー－インフラ・ビジネスの現場から－」 東京・フクラシア東京ステーション 
主な講演者：會澤高圧コンクリート㈱代表取締役社長・會澤祥弘氏、当会ロシアNIS経済研究所・高橋浩副所長 

 

 10月27日 産業総合博覧会 「イノプロム2017」説明会  東京・ジェトロ本部 

主な講演者：当会ロシアNIS経済研究所・齋藤大輔次長 

 

 10月31日 月例報告会｢ロシア自動車産業の最新事情｣ 東京・当会会議室 
主な講演者：当会ロシアNIS経済研究所・坂口嘱託研究員、服部同調査部長 

 

 11月９日 「ロシア産業・商業省第一次官訪日ミッション｣交流会 
主な参加者：ニキーチン・ロシア産業・商業省第一次官、ミッション同行ロシア企業５社、日本企業など 

 

 11月21日 「イノプロム2017」PRプレゼンテーション 

東京ビックサイトにて開催された第28回日本国際工作機械見本市への、オシマコフ・ロシア産業・商業省次官一

行の訪問に合わせ、産業総合博覧会「イノプロム2017」（2017年７月10～13日開催予定）にかかる日本企業への周知

を目的とした説明会を行った。 

  

 11月30日 月例報告会｢ロシア工業団地視察報告｣ 東京・当会会議室 
主な講演者：当会ロシアNIS研究所・高橋副所長、ロシアNIS経済研究所・渡邊研究員など 

 

 12月16日 日露ビジネス対話  ８分科会：東京・ホテルニューオータニ、全体会合･ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ：東京・経団連会館 
全体会合 日本側パネリスト：経団連・朝田照男会長、当会・村山滋会長ほか 

ロシア側パネリスト：実業ロシア・A.レピク会長、ロシア産業家企業家連盟・A.ショーヒン会長ほか 
 

 12月19日 月例報告会｢2016年のロシア経済の総括｣ 東京・当会会議室 
主な講演者：当会ロシアNIS経済研究所・齋藤大輔次長、同・坂口泉嘱託研究員 
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2)ロシアにおけるセミナー・商談会 

 

 ２月５日  「日ロ貿易・産業対話」の準備協議を実施 

主な出席者：日本側 当会モスクワ事務所・中居孝文所長、当会ロシアNIS経済研究所・輪島実樹部長ほか 
      ロシア側 インフォルムヴェス・アトラシキン専務取締役ほか 

 

 ２月11～12日 ロシア水ビジネス展示会 in イルクーツクを開催 

主な参加企業：（公社）日本下水道協会、㈱水研など 
  

 ２月28～３月７日  「Russian Coffee & Tea Industry Event 2016」 「Ingredients Russia 2016」  

展示会出展支援 

主な参加企業：日本茶輸出組合など８企業・団体が参加 
 

 ６月16～18日  第20回ペテルブルグ国際経済フォーラムにおいて、ラウンドテーブル「日本とロシア：新たなビ

ジネスモデルの創造と展開」を開催 

参加者：約200名 
 

 ６月30日 日本ロシア・エネルギー産業協力セミナー 

日本側モデレーター：当会ロシアNIS経済研究所・輪島実樹部長 
 

 ７月９～15日 ROTOBOロシア経済ミッションを派遣 

主な参加企業：川崎重工業㈱、㈱IHI、伊藤忠商事㈱など 
 

 ７月10～17日 ウラル地方ビジネスマッチングミッションを派遣 

主な参加企業：倉敷機械㈱、住友商事㈱、㈱小島鉄工所など 
 

 ９月２～３日  第２回東方経済フォーラム(於：ウラジオストク)において、ラウンドテーブル「ロシア極東：日ロ

協力の新段階」を開催 
主な参加企業：三井物産㈱、飯田グループホールディングス㈱、日揮㈱など 
参加者：約400名 

 

 10月１～９日 ヴォルガ地方日露産業協力ミッションを派遣 

主な参加企業：豊田通商㈱、双日㈱など 
 

 10月11～13日 ロシア水・省エネ・環境ミッション in イルクーツク 

主な参加企業：㈱IHI、川崎重工業㈱など 
 

  



 6 

2.平成29年(2017年)におけるロシアＮＩＳ貿易会の活動計画 

(１)調査・情報提供 
1)調査 
 １月13～19日 ロシア経済法運用・市場慣行実態調査による現地調査 

モスクワにおいて「ロシア広域経済圏の形成と日本企業のビジネス」について現地調査を行う。 

 

 １月～３月 新興国市場開拓等事業（ロビイング活動支援事業）による現地調査 
モスクワに進出している日系企業、日本及び諸外国の経済団体などを対象としたヒアリング調査、および連邦政

府、地方政府においてビジネス環境等についての聞き取り調査を行う。 

 
2)出版物による情報提供 
①ロシアNIS調査月報の発行 
②ロシアNIS経済速報の発行 月３回、平成28年中に、33回発行 
③特別報告書の発行 

 
3)日露貿易投資促進機構のウェブサイト(http://www.jp-ru.org/)による情報提供 
 

(２)セミナー・コンサルティング 
1)日本におけるセミナー・商談会・イベント 
 １月29日～２月３日 新興国市場開拓等事業（ミッション・見本市等） 政策担当者招聘および水分野技術協力

推進招聘 東京（予定） 
ロシア・イルクーツク州、カザフスタン・アティラウ州より上下水道関係者を招聘 

 
 ２月14日 ロシアビジネスセミナー in 京都－医療関連ビジネスを中心に 京都 

 
 ３月17日 ロシアビジネスセミナー in 旭川-医療分野を中心に 旭川 

3月開催予定 自転車文化普及を通じた日ロ経済交流促進 長野 
 

 通年 月例報告会 

 
2)ロシアにおけるセミナー・商談会 

 ２月11～18日 新興国市場開拓等事業（ミッション・見本市等） によるカザフスタン・ロシア水ビジネス推進ミッ

ションの派遣 
ロシア・ノヴォシビルスク、カザフスタン・アティラウおよびシムケントにミッションを派遣、現地行政府・関

係機関および企業との意見交換・情報交流、関連施設視察等を行う。 

 

 ６月   第21回ペテルブルグ国際経済フォーラムへの協力 
 

 ７月10～13日開催予定   産業総合博覧会「イノプロム2017」への参画 
 

 9月6～7日開催予定   第３回東方経済フォーラム(於：ウラジオストク)への参画 
 

 通年 新市場進出支援事業(ロシア企業生産性診断、改善指導) 

 

 通年 新市場進出支援事業(訪日研修) 

 


