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ロシアのＷＴＯ加盟と同国の農業分野 
 

はじめに 本稿ではまず、ロシアのＷＴＯ加盟交渉のこれまでの経緯、現状および今

後の展望について、農業問題を中心に説明し、その後、加盟交渉の際に も問題視さ

れた２つの農業部門（甜菜栽培部門と畜産部門）の現状とＷＴＯ加盟後の展望につい

て考察する。 

 

１ ロシアのＷＴＯ加盟交渉の現状と今後の展望 

 

１） ＷＴＯ加盟交渉のここ１年の経緯 

 ロシアはＷＴＯ加盟に関する交渉を10年以上前から行っているが、2006年11月に米

国との間の二国間協議が妥結したことにより、ひとつの山場を超えたとの見方が強く

なっている。ロシアのＷＴＯ加盟の可能性はこれまで何度か取りざたされてきたが、

これでようやくゴールが見え始めたといえよう。 

米国との交渉のプロセスは、ロシアのＷＴＯ加盟が農業分野に与える影響を考察す

る上で無視できない要素であるので、以下で、米国との二国間協議が妥結するまでの

約１年間の経緯を紹介しておく。 

 2005年12月に香港で開催されたＷＴＯ閣僚会議において、ロシア経済発展貿易省の

グレフ大臣はＷＴＯ加盟に向けての二国間交渉を積極的に行い、ニカラグア、パラグ

アイ、マレーシア、カナダの四カ国との間で二国間協議を終了させることに成功した。

この時点で、二国間交渉が継続している国は、米国、スイス、オーストラリア、コロ

ンビア等数カ国となった。残った交渉相手国の中で、 大の難関と見られていたのが

米国であった。 

米国の間では、民間航空機の輸入関税、知的財産権保護の問題、ロシアの金融市場

の開放の問題、農業分野における政府補助金の問題、食肉の輸入障壁の問題、通関ポ

ストの数の制限の問題、自動車の輸入関税の問題等が交渉妥結を妨げるネックとなっ

ていた。 

 2006年３月下旬にもジュネーブにおいて、米国との間で二国間交渉が実施されたが、

結局、交渉は妥結しなかった。当該交渉後に出てきた情報によると（2006年３月24日

付「ロシア新聞」等）、民間航空機の輸入関税問題については、ロシア側が妥協を行な

い、現在20％となっている輸入関税率を引き下げる可能性が出てきたとされていた。

また、金融市場に開放については、米国金融機関（銀行、保険会社）の支店をロシア

に設置させることを要求していた米国側が妥協する可能性が出てきたとされていた。

ただ、農業問題については、ＷＴＯ加盟後も現行の水準15～25％を維持することで合

意が得られていたはずのロシアの食肉輸入関税率問題を米国側が再び蒸し返し、10％

に引き下げるべきとの主張を行なったため、ロシア側が強い反発を示したといわれて
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いる。また、農業分野への補助金の問題でも協議が難航したといわれている。 

さらに、知的財産権保護の問題についても、両者の意見の隔たりが依然として大き

かった。ロシアでは海賊版のDVDやCDが公然と販売されており、有効な取り締まり措

置が実施されていないというのが現状で、米国側が態度を硬化させたのである。 

 このように協議は難航していたが、2006年７月15～17日にロシアのサンクトペテル

ブルグで開催されるＧ８サミットまでに合意に達さねばならないという両国共通の政

治的思惑が存在し、粘り強い交渉が続けられた。その結果、交渉妥結の 大の障害と

いわれた金融市場の開放の問題をはじめとする主要な問題が2006年７月初旬の段階で

解決され、７月13日にクドリン・ロシア財務大臣が「米国との交渉は間もなく妥結す

る」という主旨の発言を行うなど、楽観的な空気が漂い始めていた。 

クドリン財務大臣は 大の難関といわれていた金融市場の開放の問題が、「外国の保

険会社の支店の設立は認めるが、銀行の支店の設立は認めない」という形で解決され

たため、もう大丈夫と判断しそのような楽観的な発言を行ったのだが、思わぬ伏兵が

存在し、結局、Ｇ８の席上で露米がロシアのＷＴＯ加盟交渉妥結のプロトコールに調

印するというシナリオは実現しなかった。 

交渉妥結を妨げる障害となった「伏兵」とは、米国産の食肉の輸入に際しての安全

性検査方法をめぐる問題である。自国の衛生証明書だけで十分であると主張する米国

側と、米国側の安全性検査体制と米国食肉工場をロシア側専門家が直接調査すること

が必要だと主張するロシア側と間で意見の対立が生じ、 後まで溝が埋まらなかった

のだ。この問題は、それまで話題になることがほとんどなくその重要性も認識されて

いなかったので、多くの関係者が伏兵に足をすくわれた、との印象を強くもったのだ。 

そして、食肉の安全性の問題は一種の言い訳であり、両国の間には本当はもっと深

刻な問題が存在するとの説を展開する者達も出現した。それらの人々は、これで米国

との交渉妥結の可能性は遠のき、ロシアがＷＴＯに加盟することは当分ないであろう、

と公言するようになった。一方、残った主要な問題は食肉の安全性の問題だけである

と信じる人々は、ロシア専門家による米国の安全性検査体制と食肉工場のチェックが

終了する2006年秋には交渉が妥結するとの見方をとっていた。 

 結果的には後者の人々の見方が正しく、2006年11月中旬に露米の二国間協定が妥結

したことが判明し、11月18～19日にハノイで実施されたAPEC首脳会議の際に交渉妥結

に関するプロトコールへの調印が行われた。 

 

２） ＷＴＯ加盟交渉の今後について 

 米国との交渉が終結したことにより、2006年12月中旬時点で、ＷＴＯ加盟に関する

二国間交渉が終結していないのはコスタリカ、グアテマラ、エル・サルバドル（これ

らの国々とは、粗糖の輸入障壁が問題になっていた可能性が高い。粗糖の輸入障壁つ

いては後述する）、モルドヴァ（ロシアによる同国産ワインの輸入禁止措置が障害にな
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っていたといわれている）だけとなった。ＷＴＯ加盟交渉のロシア側の窓口であるロ

シア経済発展貿易省のアンドレイ・クシニレンコ通商交渉部次長によれば、これらの

国々とはすでに事前合意ができており、近々、プロトコールの調印が行われるのは確

実とのことである（2006年12月20日付「ビジネス」紙）。 

ただ、現在ロシアとの関係が悪化している旧ソ連圏の２つの国が、ロシアのＷＴＯ

加盟の障害になる可能性が存在する。その１つはグルジアである。同国は2004年に二

国間交渉の妥結に関するプロトコールをロシアとの間で結んでいたが、衛生上の問題

があるとの理由からロシアがグルジア産のワイン等の輸入を2006年春に禁止したのを

契機に態度を硬化させ、締結したプロトコールを撤回する意向を同年７月に表明した。

グルジアは、その他、アブハジヤと南オセチアの国境検問所の廃止も要求しているよ

うで（2006年８月１日付「ビジネス」紙）、問題の解決の目処はたっていない。 

ロシアのＷＴＯ加盟の障害となる可能性のあるもうひとつの旧ソ連圏の国は、ウク

ライナである。同国はまだＷＴＯに加盟していないが、ロシア同様、現在加盟に向け

た交渉を行っており、そのプロセスはロシアよりも進んでいるといわれている。もし

ウクライナの方が先にＷＴＯに加盟すれば、ロシアはウクライナとも二国間交渉を行

い、プロトコールを締結する必要がでてくるが、周知のとおり、現在両国の関係はガ

スの輸出価格などの問題をめぐり悪化しており、交渉が難航する可能性が高い。この

二カ国（グルジアとウクライナ）が今後どのような動きを示すかは不透明であり、ロ

シアのＷＴＯ加盟時期を予測することを困難とする不確定要素となっている。 

 

３） 米国とのＷＴＯ加盟交渉においてロシアが履行を約束した農業関連の義務 

米国との交渉妥結後にロシア経済発展貿易省が発表した資料によれば、ロシア側は

農業分野の問題に関連し以下のような義務を遂行することを約束した。 

・家畜およびペット用の一部の飼料（大豆、油かす等）の輸入、ロシアで栽培されて

いない野菜、果物およびナッツ類（落花生、ピスタチオ、グレープ、オレンジ、バ

ナナ等）の輸入、ならびに、冬季の野菜と果物の輸入条件を自由化する。 

・ＷＴＯ加盟後３年で、ワイン、コニャック、シャンパンおよびウイスキーの輸入関

税を引き下げる。 

・ＷＴＯ加盟後、農産物の輸入関税率を平均で３％引き下げる。 

その他、農業問題以外では、ロシア側は、７年の移行期終了後に民間航空機の輸入

関税を現行の20％から7.5％に引き下げること、同様に輸入新車の輸入関税を現行の

25％から15％に引き下げること、ＷＴＯに加盟してから３年後にコンピューターおよ

びその部品の輸入関税をゼロにすること、ＷＴＯに加盟してから９年後に外国の保険

会社の支店の設置を認めること等の義務を履行することを約束した。 

一方、米国側は、農業分野の問題に関し以下のような譲歩を行った。 

・食肉の輸入割当（その詳細については後述する）を既存のパラメーターに基づき2009
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年まで（同年を含む）継続する。その後も、関係する納入者との交渉を行い、輸入

割当制度が延長される可能性が存在する。 

・もし、食肉の輸入割当制度を廃止する場合も、ロシアは自国の畜産分野を保護する

ために、食肉に対し高い輸入関税を課すという措置を導入する。 

・チーズ、植物油、動物性油の輸入関税を現行のまま据え置く。 

・米国側は国際獣疫事務局（OIE）およびロシア畜産物安全要求の原則に基づきロシア

に納入される食肉の安全性を保障する。米国と合意した手続きに基づき、米国食肉

工場の検査を行う権利をロシア側に与える。 

 

４） 二国間交渉で障害となっていた農業関連問題で決着の行方が不透明なもの 

(1) 粗糖の輸入障壁の問題 

 後述するように、現在ロシアでは、国内の砂糖用甜菜栽培部門の保護と国内の精糖

価格の安定化を目的として、粗糖（サトウキビ原料）に高い輸入関税が課せられてい

る。この粗糖に対する輸入障壁の問題は、グアテマラやコスタリカとの二国間交渉に

おいて、交渉を難航させる要因になった可能性が高いが、米国等の政治力の強い国家

にとっては直接的な関係を有さない問題ということもあり、ロシアのＷＴＯ加盟後に

粗糖の輸入関税率がどうなるかについての情報は殆どでていない。ただ、ＷＴＯ加盟

交渉のロシア側代表団の団長であるロシア経済発展貿易省のミハイル・メドヴェトコ

フ通商交渉部長が2006年４月にロシア連邦議会の農業・食糧委員会において行った「米

国とコロンビア以外のすべての国との間で基本合意が得られている。我々は2009年ま

で食肉の輸入割当制度を維持すること、ならびに、既存の粗糖輸入条件を維持するこ

とで合意に達した」という発言（「農業市場」誌、2006年５月号）、および、グレフ・

ロシア経済発展貿易大臣が2006年９月13日にロシア連邦下院にて行った「米国とのＷ

ＴＯ加盟交渉において、ロシア国内で内需を満たすに十分な量が栽培されている農産

物については、我々は一切妥協をしなかった。それらの農産物については、ＷＴＯ加

盟後も関税が引き下げられることはない。」という発言（2006年９月14日付「ロシア新

聞」紙）から判断して、ＷＴＯ加盟後に粗糖の輸入関税に関し大幅な見直しが行われ

る可能性は低いと思われる。ちなみに、一部には、ロシア経済発展貿易省のある官僚

が、「粗糖の輸入障壁は2012年まで維持される。」との発言を行ったとの情報も存在す

る（2005年５月16日付「ヴェードモスチ」紙）。 

もっとも、ロシア側が自主的に現行の粗糖輸入関税算定方式を見直す可能性は存在

する。後述するように、現行の算定方式は国内の砂糖用甜菜栽培部門の保護という役

割は十分に果たしているものの、国内の精糖価格の安定化という役割に関しては十分

に果たしているとは言いがたく、2006年春ごろから政府内で当該の算定方式の抜本的

な見直しを行う必要が検討され始めているのである（2006年12月時点では、まだ結論

がでていなかった）。 
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(2) 農業補助金の問題 

 ロシア政府の農業分野への補助金の規模も米国との二国間交渉において問題となっ

ていた。当初、ロシア側はソ連時代の数字をベースに 大年間約160億ドルの補助金を

認めるよう主張していたようだが、この数字に米国は強い難色を示したようで、ＷＴ

Ｏ加盟交渉におけるロシア側の担当責任者である経済発展貿易省のミハイル・メドヴ

ェトコフ通商交渉部長は約90億ドルという数字を口にしていた（上掲「農業市場」誌）。

また、同部長は、「ＷＴＯ加盟後５年間は補助金の額を年間90億ドルとするが、５年経

過した後はそれを20％削減するという提案を米国側に対し行ったが、まだ合意は得ら

れていない」とも語っていた。その後７月になり、ロシア側が90億ドルという数字自

体に関しても譲歩を行ない、それを縮小するとの提案を米国に対し行ったとの非公式

情報が流れ、「もしそれが本当なら遺憾である。」という主旨のコメントをロシア連邦

議会農業・食糧委員会のゲンナジー・ゴルブノフ委員長が行うという一幕もあったが

（2006年７月13日付「独立新聞」紙）、結局、現在に至るまでこの問題に関する公式見

解は発表されていない。 

 農業補助金をめぐる交渉の経緯は以上の通りであるが、この問題の今後を占う上で

無視できないある重要な事実についても言及しておきたい。それは、現在のロシアの

農業補助金の額は90億ドルには遠く及ばないという事実である。ロシア財務省および

農業省は2005年の農業補助金は33億ドルであったとの数字を発表しているし（上掲「農

業市場」誌）、連邦下院の国際問題委員会のコンスタンチン・コサチェフ委員長に至っ

ては約20億ドルとの評価を行っている（2006年７月20日付「ビジネス」紙）。このため、

ロシアのＷＴＯ加盟問題専門家の中には、ロシアは90億ドルという数字に固執すべき

ではないとの見解を示す者も存在する。たとえば、ロシアＷＴＯ加盟情報局（ロシア

経済発展貿易省の外郭団体のような組織で国家機関ではない：筆者注）のアレクセイ・

ポルタンスキー代表は、「オーストラリア、ニュージーランド、カナダの農業補助金に

対する要求は米国のそれよりも遥かに厳しく、ゼロにすべきとの主張をしている。ロ

シアは90億ドルという数字に固執すべきではない。一定の妥協を行い、農業補助金ゼ

ロという事態を回避すべきである。90億ドルという数字をある程度減額しても、現在

の補助金額よりは遥かに大きくなるのであるから」との見解を示している（上掲「ビ

ジネス」紙）。 
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２ ＷＴＯ加盟交渉で問題となった農業部門の現状と今後の展望 

 

１） 砂糖用甜菜栽培部門 

(1) 粗糖の輸入制限措置の詳細 

ソ連解体後、外国からの精糖および粗糖（サトウキビ原料）の輸入量が増加し、ロ

シア国内の砂糖用甜菜生産者は苦境に陥った。精糖の輸入に関しては、1996年ごろよ

り輸入関税や付加価値税の引き上げが実施された結果、急激に減少していったが、そ

れと反比例する形で粗糖の輸入量は1997年以降、さらに増加していった（表１）。 

 

表１ 精糖・粗糖の輸入量の推移 

（単位：1,000ｔ） 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

精糖 

粗糖 

147 

1,680 

373 

2,519 

332 

3,673 

61.7

5,774

270

4,547

139

5,410

483

4,453

456 

4,113 

613 

2,586 

625

2,893

（出所） ロシア連邦統計局。 

 

 この状況を憂慮したロシア政府は、国内の粗糖（砂糖用甜菜）生産者を保護するた

め、毎年６月15日～12月15日の間の砂糖用甜菜の収穫・加工時期に、粗糖（サトウキ

ビ原料）の輸入関税を大幅に上げるという措置を1999年頃に導入した。しかし、粗糖

の輸入業者が当該の時期を避け、大量に粗糖を輸入するという対抗策をとったため、

この季節関税導入措置はほとんど効果を生まなかった。そこで、ロシア政府は、2001

年（正確には2000年末）に粗糖の輸入割当制度を導入した。たとえば、2001年と2002

年の輸入枠は各365万ｔで、それぞれ前年の秋に、輸入割当をめぐるオークションが実

施された。2001年分を例にとると、各輸入業者は１ｔあたり56～64ドルで輸入枠を買

い取った。輸入枠を超過しての輸入も可能であったが、2001年の場合は、輸入超過分

に関しては30％の関税が課せられた（輸入枠内だと５％）。ただ、輸入割当枠を獲得す

るためのコストを勘案すると、結果的に、輸入枠内での輸入コストと枠外でのそれと

の間には大きな差異は生じなかった。すなわち、2001年分に関しては、輸出枠設定の

効果があまりなかったともいえる。このため、ロシア政府は、2002年と2003年の連続

で、割当枠内の輸入関税と枠外の輸入関税との間の格差を大きくするという措置を講

じた。2003年分を例にとれば、輸入割当枠は395万ｔと30万ｔ増加したが、枠内での輸

入関税がｔ当たり95ユーロに対し、枠外での輸入関税は200ユーロと実に100ユーロ以

上の格差がつけられた。ただ、この格差拡大への対抗策として、関税の安いシロップ

の形で（あるいはシロップと偽って）、輸入割当枠外の粗糖を輸入するケースが多発し、

ロシア政府の工夫も思ったような効果を生まなかった。このように輸入業者が次々と

「対抗策」を打ち出してくることもあり、季節関税制度も輸入割当制度も、結局、少
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なくとも粗糖の輸入量削減という視点から見る限りでは、思ったような効果を生まな

かった。 

このため、2003年秋にロシア政府は、2004年から輸入割当制度を廃止し、高い輸入

関税（関税障壁）を導入することを基本決定した。その後、輸入関税の算定方式を規

定した政府決定第720号（2003年11月29日付）が発令され、ニューヨーク商品取引所で

の直前の３カ月間の粗糖（サトウキビ原料）の平均価格を参考とした上で、所定の算

定方式を適用して毎月関税額が決定されることになった。先にも述べたとおり、この

新しい輸入制限措置は、国内の砂糖用甜菜業者の保護と精糖の国内価格の安定化とい

う２つの目標を視野に入れたもので、ニューヨーク商品取引所での取引価格が安けれ

ば輸入関税が高くなり、取引価格が高ければ逆に輸入関税が安くなるというシステム

が採用されていた（表２）。この新しい輸入制限措置は、以前の輸入割当制度と比較す

ると劇的とも言える効果を生み、2004年から粗糖の輸入量は激減している（精糖の輸

入量は逆に同年から増加している）。 

 

表２ 現行の粗糖輸入関税算定方式 

取引価格 

（セント/ポンド） 

輸入関税 

（ドル/ｔ） 

取引価格 

（セント/ポンド） 

輸入関税 

（ドル/ｔ） 

4.49未満 

4.5～5.09 

5.10～5.69 

5.70～6.39 

6.40～6.99 

270 

250 

235 

221 

206 

7.00～7.59 

7.60～8.29 

8.30～8.99 

9.00～12.00 

12.0以上 

194 

180 

164 

140 

140 

（出所）www.ikar.ru/lenta/78.html。 

 

しかし、このシステムでは、どれだけニューヨーク取引市場での取引価格が高くな

っても輸入関税はｔ当たり140ドル以下には下がらないことになっているため、思わぬ

弊害も生じた。ブラジルにおいてガソリン代替燃料製造用原料としてのサトウキビの

需要が増大したことや、不作のためインドとタイがサトウキビ原料の輸出を縮小した

ことが原因となり、2006年に入りニューヨーク商品取引所での粗糖の取引価格が想定

外の高値を記録するようになったのだ。たとえば、２月には１ポンド（=453.6ｇ）当

たり19.65セント（トン当たり400ドル以上）を記録した。表２からもわかるとおり、

ロシア政府は１ポンド12セントを大きく上回るという事態は想定しておらず、ニュー

ヨーク商品取引市場での価格が１ポンド９セントでも１ポンド20セントでも、輸入関

税はｔ当たり140ドルとなる。その結果、2006年に入りロシアに輸入される粗糖の価格

は高騰し、それに引っ張られる形で精糖の国内価格も急上昇した。2006年５月24日付

「コメルサント」紙によれば、2006年初～５月までの間に精糖の国内価格は40％上昇
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したとされている。これは、ロシアの砂糖用甜菜生産業者にとっては好ましい状況だ

といえるが、粗糖輸入業者や消費者にとっては当然ながら好ましい状況とは言えず、

2006年春より、ニューヨーク取引所での取引価格が１ポンド17.51ポンドを上回った場

合は段階的に輸入関税を大幅に引き下げ、22.01ポンド以上になった時はゼロにするこ

とを想定した新しい輸入関税算定システムの導入が検討され始めたが、既述のとおり、

2006年12月の時点では、まだ検討が終了していなかった。なお、ニューヨーク取引所

での粗糖の平均取引価格は2006年４～６月が362.12ドル/ｔ（約16.4セント/ポンド）で

あったのに対し、８～10月が264.55ドル/ｔ（約12セント/ポンド）と大分落ち着いてき

てはいるが、依然として高い水準にあり輸入関税は2006年12月時点で140ドル/ｔとな

っている。ちなみに、140ドル/ｔという税額は2005年10月から現在に至るまで変化し

ていない（2005年１～９月はずっと164ドル/ｔであった）。 

 

２） 粗糖の輸入制限措置と砂糖用甜菜の生産状況 

1996年以降の砂糖用甜菜の収量・播種面積等の推移は表３のとおりであるが、この

表からもわかる通り、粗糖の輸入割当制度が導入された2001年以降、砂糖用甜菜の総

収量や１ha当たりの収量の数字に改善傾向が見受けられ、輸入割当制度も、粗糖の輸

入量の減少にはつながらなかったものの、砂糖用甜菜の生産指標の改善には一定の貢

献をしていたことがわかる。これは、恐らく、輸入割当制度導入に危機感を抱いた大

手粗糖輸入業者に代表される大手資本が、2001年以降、砂糖用甜菜の栽培に積極的な

投資を開始したことが関係しているものと推測される。 

 

表３ 砂糖用甜菜の収量・播種面積等の推移 

 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

播種面積

（1,000ha） 

単位当たり

収量（t/ha） 

総収量 

（100万ｔ） 

1,060

 

15.3

 

16.1

933 

 

14.8 

 

13.9 

810 

 

13.3

 

10.8

900 

 

16.9

 

15.2

806 

 

17.4

 

14.1

773 

 

19.9

 

14.6

809 

 

21.9

 

15.7

924 

 

22.7 

 

19.4 

851 

 

27.7 

 

21.8 

… 

 

28.2

 

21.4

精糖生産量 

（1,000ｔ） 

うち甜菜原

料のもの 

3,294

 

1,711

3,778 

 

1,336 

4,745

 

1,274

6,808

 

1,520

6,077

 

,563

6,590

 

1,616

6,167

 

1,623

5,841 

 

1,901 

4,828 

 

2,236 

5,588

 

2,420

（出所）ロシア連邦統計局。 

 

さらに、2004年から導入された新しい輸入制限措置（関税障壁）は、粗糖の輸入量



－29－ 

の減少に直結したこともあり、より大きな効果を生んだ。１ha当たりの収量の数字や

総収量の数字が大幅に改善された他、ロシアの精糖生産量に占める甜菜原料の精糖の

割合を急増させた。2001～2003年の時点では30％前後だったものが、2004年も2005年

も40％を大きく上回った。2006年に入ってからも好調さは続いており、甜菜を原料と

する精糖の生産量は年間で300万ｔを上回り、精糖生産量全体に占めるその割合は５割

を超えると予測されている（「ビジネス」紙、2006.11.30）。 

 

３） 畜産部門 

(1) 輸入割当措置の詳細 

ソ連解体後、ロシアの食肉の生産量は激減した。たとえば2001年時点の牛肉の生産

量は、ソ連時代末期の47％程度でしかなかった（表５）。豚肉や鶏肉の生産をめぐる状

況も同様であった。これは、ソ連解体後、ロシア国内の食肉消費量が激減したことに

加え、食肉の輸入量が増加したためである。たとえば、2001年にロシアで販売された

肉および肉製品の約30％が輸入品だったといわれている。外国産の食肉は価格も安く

市場での競争力が高いので、ロシアの畜産業者は、食肉の輸入量が急増しはじめた2000

年ごろより強い危機感を抱き始め、食肉の輸入制限措置導入を求める積極的なロビー

活動を開始した。当該のロビー活動は2003年１月についに具体的な成果を生んだ。 

2003年春から牛肉、豚肉、鶏肉の輸入割当制度を導入することを規定した政府決定

が発令されたのである（但し、輸入割当の対象となるのはいわゆる「遠い外国（ロシ

ア独特の表現で、CIS諸国以外の外国の総称）」から輸入される食肉だけで、「近い外国」

といわれるベラルーシやウクライナ等のCIS諸国の食肉は輸入制限の対象外となった）。

2003年の輸入割当量は年換算で牛肉が42万ｔ、豚肉が45万ｔ、鶏肉が105万ｔで、輸入

枠内の食肉に関しては通常の関税率（たとえば、鶏肉の場合は25％、牛肉と豚肉の場

合は15％）が適用されるが、枠外で輸入する場合は、非常に高い税率（鶏肉と牛肉は

60％、豚肉は80％。但し、2005年春から牛肉の関税率は40％に引き下げられた。鶏肉

と豚肉の割当枠外輸入関税も2006年以降段階的に引き下げられることになっている）

が適用されることになった。 

各食肉の割当量の大枠は、それ以前の年の輸入実績を下回る量に設定された。そこ

には、国内市場で若干の食肉の供給不足の状態を創出し、食肉の国内価格を上昇に導

くことにより、国内の畜産業者を支援するという政府側の意図があったといわれてい

る。また、相手国別の輸入割当量は、直前の過去４年間（たとえば2004年であれば、

2000～2003年）の輸入実績をベースに決定されることになっていた（この輸入割当方

式は「歴史的原則に基づく分配」といわれている）。 

その後、2005年春にＷＴＯ加盟に関する二国間交渉の枠内で米国との間で「一定の

種類の鶏肉、牛肉および豚肉の通商について」という文書が締結され（2005年12月５

日付で、この文書の内容を法的に裏付けるロシア連邦政府決定第732号が発令された）、
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2006～2009年におけるロシアの鶏肉、牛肉および豚肉の輸入枠が定められた。米国と

のＷＴＯ加盟に関する二国間交渉の枠内で決定されたものであるという事実からもわ

かる通り、2006年以降の輸入割当はかなり政治色（外交政策上の思惑）の強いものと

なっている。 

具体的に言えば、上記の「歴史的原則に基づく分配」方式が事実上破棄され、相手

国別の輸入枠が恣意的に決定されているとの印象を強く受ける。政治力の強い米国や

ＥＵが明らかに優遇されているのである。例えば、2006年の鶏肉の輸入割当量は113

万800ｔで、相手国別内訳は米国が84万1,300ｔ（割当枠全体の74.4％）、ＥＵが22万600

ｔ（19.4％）、パラグアイが５万ｔ、その他６万3,900ｔとなっている。しかも、鶏肉の

輸入割当量は2007年以降徐々に増加し2009年には125万ｔになることが予定されてい

るが、相手国別の輸入比率は変化しないことになっている。すなわち、2009年の時点

でも米国は全体の74.4％を確保することになっている。 

牛肉や豚肉の割当もかなり偏重したもので、ＥＵの割合が不自然に大きくなってい

る。たとえば、2006年の冷凍牛肉の輸入割当量は43万5,000ｔであるが、そのうちの34

万3,700ｔ（79％）をＥＵが占めている（以下、米国１万７,900ｔ、パラグアイ3,000ｔ、

その他７万400ｔとなっている）。価格が高く市場での競争力が低いＥＵの牛肉の割合

が異常に高いこと、ならびに、ロシアの牛肉輸入において主要な位置を占めるアルゼ

ンチンやブラジルには独立の割当枠（この２国は「その他の国々」に含まれている）

が与えられていないことに不自然さを感じないわけにはいかない。 

その他、国内市場で慢性的な品不足感が生じている牛肉はともかく、鶏肉や豚肉の

輸入割当が2006年以降徐々に拡大されることになっている点にも政治色（外交政策上

の思惑）の強さを感じる。鶏肉については先に述べたが、豚肉の輸入割当量も2006年：

47万6,100ｔ、2007年：48万4,000ｔ、2008年：49万3,500ｔ、2009年：50万2,200ｔと毎

年枠が増加することになっている。ちなみに、豚肉についても も割当量が多いのが

ＥＵで全体の50.5％を占める（以下、米国：11.5%、パラグアイ：0.2％、その他：37.8％

となっている）。 

ロシア国内では2003年の食肉輸入割当制度の導入以降、養鶏業者が順調に育ってき

ており、鶏肉の生産量も増加傾向にある。また、養豚分野でも、 近になり投資額が

急増しており、養豚部門が今後活性化する具体的可能性が出てきている。ロシア政府

としては、養鶏部門と養豚部門の回復基調をより本格的なものとするために、輸入割

当量を段階的に減らしたかったところであろうが、恐らく、ＷＴＯ加盟交渉のプロセ

スの中で米国もしくはＥＵの意向を認める必要性に迫られたのであろう。 

 

(2) 輸入割当措置と家畜頭数および生産量の推移 

 2003年の輸入割当措置導入後、以下に示す複数の要因が重なり、ロシア国内の食肉

の価格は高騰した。 
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・ 先にも述べたとおり、国内に若干の品不足感が出ることを念頭に置いて輸入割当量

が少なめに設定されたこと。 

・ 牛肉、豚肉（特に牛肉）の輸入割当の多くが、それらの肉の価格が元々高いＥＵに

供与されたこと（その他、ＥＵ諸国に輸出余力が不足していることもあり、輸出割

当枠外での輸入が予想外に多くなったことも価格の上昇の原因となった）。 

・2003年夏以降に、食肉の国際価格が上昇したこと。 

・2003年夏以降に、ロシア国内の飼料価格が上昇したこと。 

 予期せぬ要因も加わったが、輸入割当措置の導入が食肉価格の高騰に一定の貢献を

したことは間違いない。このような価格の高騰、および、少なくとも2009年までは輸

入制限が実施されるという事実は、理論上は、ロシアの畜産分野における投資の活性

化と、それに伴う状況の大幅な改善につながるはずなのだが、現実は必ずしもすべて

がその方向に向かっているとは言い難い。部門により、投資状況が大きく異なるのだ。 

も状況が悪いのは養牛部門である。むしろ、輸入割当措置の導入が同部門の衰退

を促進したという印象すら受ける。すなわち、同部門では、輸入割当措置導入後、食

肉および飼料の価格の高騰の結果、短期的に利益を確保するために家畜をと殺するが、

再生産のための投資は行なわないという傾向が顕著となったのである。より具体的に

言えば、生産量（と殺重量）は微増もしくは横ばい状態にある一方で、家畜頭数は激

減するという傾向が顕著になったのだ（表４、表５）。養牛部門は、畜産分野の中でも

も投資回収期間が長いため（ロシアでは約７年といわれている）、民間資本の同部門

への投資意欲は低く、今のところ、今後同部門が劇的な改善傾向に向かう可能性は低

いと見られている。 

養豚部門でも、一時、養牛部門と同じような傾向が見受けられたが、国内需要が安

定していることや投資回収期間が比較的短いこともあり、 近になり大手資本による

国庫補助金を利用した養豚部門への大規模投資事例が急増している（その具体例につ

いては後述する）。数字を見る限りでは、今のところ目だった改善傾向は見受けられな

いが（表４、表５）、現在の投資状況から判断して、数年後には大幅な数字の改善が達

成されるとの見方が強くなっている。 

養鶏部門は、 も投資回収期間が短い（10～18ヶ月）ということもあり、ロシア経

済の景気が上向いてきた2000年頃から投資が増える傾向が顕著になっている。2003年 

の輸入割当措置の導入は、その傾向を加速させる格好となり、同年以降、羽数には大

きな変化はないものの、生産量（と殺重量）は顕著な増加傾向にある。養豚部門同様、 

養鶏部門でも 近、さらに投資が増加する傾向にあり大型投資案件も目立っている（そ

の事例については、後述する）。養鶏部門は、畜産分野の中で、輸入割当措置の恩恵を

も強く受けた部門であるといえよう。 
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表４ 家畜頭数の推移（各年初の数字） 

（単位：100万頭、羽） 

 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

牛 

うち乳牛 

豚 

羊・山羊 

家きん 

57.0 

20.5 

38.3 

58.2 

660 

43.3

18.4

24.9

34.5

491

39.7 

17.4 

22.6 

28.0 

423 

35.1 

15.9 

19.1 

22.8 

372 

31.5

14.5

17.3

18.8

360

28.5

13.5

17.2

15.6

356

28.0

13.1

18.3

14.8

346

27.3

12.7

15.7

14.8

339

27.1

12.2

16.0

15.3

343

26.5 

11.8 

17.3 

16.1 

342 

24.9 

11.1 

16.0 

17.0 

338 

23.0 

10.3 

13.4 

17.8 

337 

21.4

9.5

13.5

18.2

…

（出所）ロシア連邦統計局。 

 

表５ 肉種類別の生産量（と殺重量）の推移 

（単位：1,000ｔ） 
 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

牛 

豚 

羊・山羊 

家きん 

3,989 

3,190 

347 

1,751 

2,734

1,865

261

859

2,630 

1,705 

230 

690 

2,395 

1,546 

199 

630 

2,247

1,505

178

690

1,868

1,485

144

748

1,895

1,569

140

766

1,872

1,498

133

884

1,957

1,583

136

953

1,990 

1,706 

133 

1,044 

1,951 

1,644 

144 

1,187 

1,792

1,570

138

1,336

（出所）ロシア連邦統計局。 

 

(3) 輸入割当措置と輸入動向 

 表６からもわかる通り、2003年の輸入割当制度導入後、食肉の輸入は全般的に停滞

傾向にある。経済の好調さを背景に食肉の国内消費量が全般的に伸びている中での停

滞傾向であるから、輸入割当制度は、輸入量の制限という観点から見て十分にその役

割を果たしているといえよう。とはいえ、その法則性（輸入量の停滞）から逸脱した

数字が若干見受けられるのも事実である。具体的に言えば、2005年の牛肉および鶏肉

の輸入量の増大である。 

まず、牛肉の輸入増という事象であるが、その背景には食肉の国内消費量の急増と

いう事情が潜んでいる。1999～2000年以降の石油価格の高騰傾向という追い風を受け

産油国ロシアの経済は非常に好調であるが、それに伴い一般市民の購買力も向上し、

価格が高騰しているにもかかわらず食肉の消費量が増加傾向にあるのだ。ロシア食肉

連盟のマミコニャン会長によれば、牛肉と豚肉は毎年８～12％のテンポで消費量が増

加しているとのことである（2006年６月９日付「ヴェードモスチ」紙）。そのような状

況の中、2005年は牛肉の生産量がかなり大幅に減少したため、必然的に牛肉の輸入量

を増さざるを得なかったと判断される。ちなみに、2005年の相手国別牛肉輸入量を見

ると、アルゼンチンやブラジルといった輸入割当枠を持たない国からの輸入量が非常

に多いことがわかる（表７）。高い関税を払ってでも牛肉を調達しなければならないほ
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ど、国内市場で牛肉の品不足感が強まっていたのである。ちなみに、2006年に入って

からもロシアの牛肉市場では、増加する需要を満たすために、割当枠を持たない国か

ら高い関税を払って牛肉を輸入するという傾向が続いている。 

次に鶏肉の輸入増という事象であるが、これも国内消費の急増がその背景にあると

推測される。ロシアでは鶏肉の生産量は順調に伸びているが、鶏肉には牛・豚肉と比

較して割安感があるため、消費量も牛や豚を上回るテンポで増加しているのである。

「Russian Meat」誌（2006年No.15）によれば、2004年には230万ｔであった国内消費量 

が2005年には271万ｔに達したとされている。このような急激な消費量の増加に対応す

るためには、輸出量を大幅に増やす他に手がなかったものと推測される。 

 

表６ 牛・豚・鶏肉の輸入量の推移 

（単位：1,000ｔ） 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

牛肉 

豚肉 

鶏肉 

375 

309 

519 

449 

304 

607 

618 

309 

760 

419 

282 

615 

531 

444 

132 

282 

213 

579 

476 

398 

1,225

505 

602 

1,204

508 

535 

1,190 

511 

455 

1,101 

696 

563 

1,316

（出所）ロシア連邦国家関税局の各年の通関統計より筆者計算。 

 

表７ 2005年の牛肉1）の手国別輸入量 

輸入相手国 輸入量（ｔ） 輸入額（1,000ドル） 

ブラジル 

アルゼンチン 

パラグアイ 

アイルランド 

ドイツ 

ウクライナ 

スペイン 

イタリア 

ウルグアイ 

デンマーク 

ベルギー 

ニュージーランド 

その他 

299,001 

189,943 

51,695 

20,508 

17,459 

11,599 

10,885 

 7,342 

 3,383 

 3,164 

 2,396 

 1,847 

 5,678 

375,275.1 

235,010.0 

 66,018.5 

 24,540.7 

 23,860.2 

 33,423.9 

 13,254.2 

 10,111.0 

  4,898.8 

  4,131.6 

  2,503.5 

  1,948.6 

  7,187.1 

合 計 624,900 802,163.2 

注1）ここで示す数字は、ロシアの牛肉輸入の約９割を占める貿

易統計番号02.02.30（冷凍牛肉）の相手国別輸入量である。 
（出所）ロシア連邦国家関税局2005年通関統計。 
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(4) 活性化する養鶏および養豚への投資 

①養鶏部門の主要プレーヤーと大型投資案件 
ロシアの養鶏部門で活動する主要企業と、それら主要企業が検討中の大型投資案件

を表８と表９で紹介しているが、これらの表に名前が挙がっている主要企業のプロフ

ィールを以下で簡単に紹介しておく。 

 プリオスコリエは、ベルゴロド州を拠点とする農業関連企業グループで、養鶏の他、

飼料生産にも従事している。現在の年間売上高は約45億ルーブルに達するといわれて

いる（2006年９月29日付「コメルサント・ヴォロネジ」紙）。 

 BEZRKベルグランコルムもベルゴロド州を拠点とする農業関連企業グループで、養

鶏の他に、穀物栽培、飼料生産、養豚にも従事している。2005年の鶏肉の生産量は表

８の通りであるが、その他約30万ｔの配合飼料、約２万5,000ｔの豚肉が生産された（同

社HPより：www.janzori.ru）。 

 チェルキゾヴォは、2005年にチェルキゾフスキーという農業関連企業とミハイロフ

スキーという農業関連企業が合併して誕生した企業グループで、８つの食肉加工工場、

２つの養鶏所、４つの養豚所、飼料工場等を傘下に収めている。2005年の売上高は５

億4,620万ドルであった（2006年10月18日付「ヴェードモスチ」紙）。 

 アグロホールディングは、1992年に設立された農業関連企業グループで、ロシアの

南部、中央部、沿ボルガ地域に所在する約70の企業（うち９つが養鶏所）を傘下に収

めており、従業員の総数は約２万人に達する。同グループは、養鶏の他、養豚、飼料

生産等に従事している（同社HPより：www.agroholding.ru）。 

 アグロスは、ロシア有数の財閥「インターロス」の農業関連資産の管理・運営のた

めに2001年に設立された会社である。同社は、スタヴロポリ・ブロイラーの他に複数

のマカロニ工場を管理・運営している。2005年のアグロス傘下の企業の売上高の合計

は約１億5,000万ドルであった（2006年１月20日付「ヴェードモスチ」紙）。 

 モスセリプロムは、モスクワを拠点する農業関連企業グループで、養鶏所、飼料工

場等を傘下に収めている。2005年の売上高は13億6,300万ルーブルであった（2006年６

月２日付「ヴェードモスチ」紙）。 

 GA「レスールス」は、2002年に設立されたロシアの南部地域を拠点とする農業関連

企業グループで、養鶏の他に飼料生産等にも従事している（同社 HP より：

www.gapresurs.ru）。 

 エリナル・ブロイラーは1997年に設立された米ロ合弁企業で、設立当初の出資比率

は50：50であった（現在、どうなっているかは不明）。この会社は、ゴア・チェルノム

イルジン委員会の枠内で設立された会社で、設立には米国農務省および米国の33の養

鶏関連企業が関与した。ロシア側のパートナーの選定はコンペ方式で行なわれ、エル

ナルという会社が選ばれた。 

 オプチフードは2000年に設立された会社で、鶏肉と果物の輸入の他、養鶏にも従事
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しており、現在、ロストフ州に２つの養鶏所を保有している。2005年の売上高は約３

億2,500万ドルであった（2006年６月22日付「ヴェードモスチ」紙）。 

 エヴロセルビスは、ロシアとウクライナに多数の砂糖工場、パン工場、農業企業を

保有する他、鶏肉の輸入も積極的に行なっている。2005年の売上高は７億7,750万ドル

であった（2006年10月24日付「ヴェードモスチ」紙）。 

表には名前が出ていない企業グループの中で養鶏部門におけるプレゼンスの高いも

のとしては、プラネータ、アグロサユーズ、ラズグリャイ等の名を挙げることができる。 

 

表８ ロシアの主要養鶏業者の2005年の生産量 

業者名 所在地 
生産量 

（1,000ｔ） 

プリオスコリエ 

ＢＥＺＲＫベルグランコム 

チェルキゾヴォ 

セヴェルナヤ養鶏所 

アグロホールディング 

アグロス（スタフヴロポリ・ブロイラー）

モスセリプロム 

GAP「レスールス」 

エリナル・ブロイラー1) 

ベルゴロド州 

ベルゴロド州 

モスクワ州 

レニングラード州 

クールスク州 

スタヴロポリ地方 

モスクワ州 

南部連邦管区 

モスクワ州 

60 

50 

42 

40 

40 

38 

34 

31 

23 

注1）2004年の数字。 
（出所）「Food」誌（2006年５月号）。 

 

表９ 主要企業による養鶏部門への投資計画 

会 社 名 
投資計画実現後の 

生産量（1,000t/年）

新設備完成 

予定時期 

投資額 

（100万ドル） 

アグロス 

GAP「レスールス」 

チェルキゾヴォ 

エルナル・ブロイラー 

モスセリプロム 

アグロホールディング 

プリオソコリエ 

オプチフード 

エヴロセルビス 

80 

40 

80 

… 

37.4 

M&A 

165 

30 

30-60 

2009 

2006 

2006 

… 

2006 

… 

2008 

2006 

2006 

115 

… 

30 

… 

23 

14 

… 

… 

50-100 

（出所）「Food」誌（2006年５月号）。 
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以上列挙したロシア資本の企業の他、 近では外資もロシアの養鶏部門への投資を検

討しはじめている。たとえば、2006年５月にはベルギーのIdeal Poultry Houseがウリヤ

ノフスク州に大規模養鶏所を建設することを検討しているとの情報が流れた。また、

一部には上記のエヴロセルビスがTyson Foodsと合弁企業を設立して養鶏所を建設する 

ことを検討しているとの情報や、ロシア資本の鶏肉輸入業者のミラトルグがブラジル

のSadiaと共同での養鶏所の建設を計画しているとの情報も出ている（「Food」誌、2006

年５月号）。 

 

②養豚部門での大型投資案件事例 

養豚部門でも、養鶏部門同様に、2003年の食肉の輸入割当制度導入後、投資額が増

加しているが、2006年に入り投資額がさらに急増した。 

この養豚部門への投資額急増の背景には、ロシア連邦国家計画「農工コンプレクス

の発展」に基づき（2005年末にプーチン大統領が発表した４つの主要国家計画のうち

のひとつ）、農業関連企業が畜産分野への投資用に銀行から獲得した融資の金利の３分

の２を国が負担するという補助金制度が2006年初より導入されたという事実が存在す

る。この畜産分野への補助金（2006年度予算には34億5,000万ルーブルが計上されてい

る）の大半が養豚部門で利用されているようで、2006年に入り同部門での投資活動が

急激に活性化しているのである（2006年８月24日付「ビジネス」紙）。ロシア農業省の

ミチン次官によれば、2006年に入り、この補助金制度を利用して合計で百億ルーブル

単位の投資案件が養豚を中心とする畜産分野において実現されることが決定したそう

である（上掲「ビジネス」紙）。 

当該の補助金を利用して今後実現される予定になっている養豚部門における主要大

型投資案件は以下のとおりである（2006年12月29日付「ヴェードモスチ」紙等）。 

・ミコヤン精肉工場を保有するエクシマ社の、１億ドル以上を投下してオリョール州

に５つの巨大養豚所を建設する計画。 

・大手農業関連企業グループのアグリコの、１億ドル以上を投下してオリョール州に

巨大養豚所を建設する計画。 

・チェルキゾヴォの、１億ユーロ以上を投下してリペツク州に巨大養豚所を建設する

計画。 

・ロシア管理会社のノヴォシビルスク州に１億ドル以上を投下して巨大な養豚所を建

設するという計画。 

・シベリア農業グループの、１億5,000万ユーロ以上を投下してスヴェルドロフスク州

に巨大養豚所を建設するという計画。 

・チタンとオルビタの２社の、約5,000万ユーロを投下してオムスク州に巨大養豚所を

建設するという計画。 

・シベリア 大の穀物生産者である「アレイスクセルノプロダクト」の、約15億ルー
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ブルを投下して傘下の既存の養豚所の拡充を行なうという計画。 

・エスタルという会社の、約40億ルーブルを投下してロストフ州に３つの養豚所を建

設するという計画。 

 

まとめ 農業補助金の問題をめぐる状況が不透明なこともあり、WTO 加盟がロシアの

農業分野に与える全般的な影響については明言できないが、ロシアが輸入障壁を設け

保護する姿勢を明確に示している甜菜栽培部門と畜産部門に限定すれば、WTO 加盟に

よって受ける影響は、少なくとも中短期的には軽微なものに留まると推測される。筆

者がそう考える第１の理由は、粗糖に関しても食肉に関しても、ロシアの WTO 加盟

後も輸入障壁の継続が認められる可能性が高いからである。第２の理由は、甜菜部門、

および、養鶏と養豚部門では投資が活性化しており、資金力と高い技術力ならびに経

済性を有し、輸入品に対し十分な競争力を持ちうる生産者が育ってきているという点

にある。ただ、養牛部門では、輸入障壁が導入されているにもかかわらず、いまだに

投資の活性化の傾向が見受けられず、WTO 加盟が、同部門の状況をさらに悪化させる

可能性は否定できない。 
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うらじろ 
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