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1 

 

1 本事業全体の背景と目的 

1.1. ロシア連邦のスマートシティへの取り組み 

ロシア連邦・建設省は、国を挙げてスマートシティに取り組む姿勢を明らかにしている。2024 年を目

標とし、スマートシティ 3.0「高度な知的統合都市」を実現することを目標として、2019 年３月に「ス

マートシティ・スタンダード」ドラフトを公開し、スマートシティ・ソリューションのデータバンクを

立ち上げ、地方でのパイロットプロジェクトを進める等の取り組みを行なっている。 

ロシア政府はスマートシティ 3.0 を実現するための主なソリューションとして８分野を挙げており、ス

マート都市交通、エコロジカル・セーフティのための統合システム等が含まれている。 

 

図表 1.1.1 ロシア連邦のスマートシティ政策 

 

出所）ロシア連邦建設省資料より NRI 作成 

 

1.2. サハ共和国・ヤクーツクの位置付け 

サハ共和国は、ロシア連邦の東部側に位置し、ヨーロッパロシアを除いた地域の約 1/4 を占めるロシ

ア最大の構成主体である。ヤクーツクはサハ共和国の首府である。ヤクーツクを通るレナ川は国土を南

から北に縦貫して北極海へ注ぎ、重要な南北を結ぶ交通路となっている。 

ロシア連邦は、スマートシティ開発のモデル都市として 26 の都市を選定しており、ヤクーツクもその

1 つとなっている。これに伴い、ヤクーツクもスマートシティ化が求められるが、特に優先順位の高い

項目が、①レナ川橋梁の建設、②船舶ドックを含む港湾インフラの整備、③熱供給の効率化の３点であ

る。 

①について、ヤクーツク周辺にレナ川を横断する橋梁がなく、春夏は船舶で横断、冬季は凍結する河

川を道路に見立てて横断する等、効率が良いとは言えない状況となっている。スマートシティ開発、あ

るいはそれ以前の都市交通の非効率の問題を解決するため、橋梁の開発は優先順位の高い喫緊の課題と

なっている。 

②について、①がレナ川を東西に横断する交通路になるのに対し、レナ川そのものは南北の物流の重

要な交通路（夏季：河川水運、冬季：凍結により陸運が可能となる）だが、ヤクーツクの船舶ドックを

含む港湾インフラは全近代的かつ老朽化しており、効率の良い物流の実現やそのために必要な船舶の供

給・整備が難しい状況となっている。南北の物流の要衝として位置付くヤクーツクにとり、港湾運営や

インフラギャップ、劣化した
公共施設と都市インフラ

環境負荷配慮へのプレッシ
ャーの増加

都市サービスへの
ニーズの変化

地方自治体の予算とリソー
ス不足

デジタル技術、エンジ
ニアリング技術の活
用による都市管理と
生活の質の向上

ロシアの都市問題 タスク 2024年の期待結果

都市空間の質と安全性へ
のニーズの増加

主な取り組みの内容

• 人間に焦点を当て
る

• 現代都市インフラ
と技術

• 都市資源管理の質
の向上

• 快適で安全な都市
環境

• 経済効率に焦点を
当てる

目標

安心・安全な生活環境
- ユーティリティ、廃棄物等
- 交通
- エコロジー

ロシア国内の都市の高い競争
力
- 都市経済管理の向上
- 技術開発・人材開発に向け
たイノベーティブなインフラの
開発

効果的な都市管理
- 不動産開発・設計の向上
- データサービスの有効性と
アクセス

- 都市管理への市民の関与
- 都市スペースの有効利用

ターゲットモデル:
Smart city 3.0 -
高度な知的
統合都市

• ロシア建設省の
'Smart city standard'

• スマートシティソリュ
ーションのデータバ
ンク

• パイロット自治体
• 都市のIQ

手段

スマートソリューション導入の
主要な8分野（8）

• 都市経営
• スマート住宅セクター
• 都市空間のイノベーション
• スマート都市交通
• 公安知的システム
• 環境安全の知的システム
• 通信ネットワークインフラ
• 観光サービス
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船舶の開発・整備は重要な産業としても位置づき、雇用へのインパクトもあることから、優先度の高い

課題として位置づく。 

③について、ヤクーツクのスマートシティ化の取り組み・計画には、熱供給、建物の断熱、照明・昇

降機の効率化、セキュリティ、スマートパーキング、環境関連（環境監視、ごみ収集・処理等）、IoT 活

用等が分野として上げられている。この中で、優先順位が高いのは熱供給である。ヤクーツクは冬季に

なると外気温がマイナス 70 度となる極寒地であり、効率的で確実な熱供給の実現が死活問題となって

いる。ロシアの目指すスマートシティの主要タスクの一つに、安心・安全な生活環境があり、その中で

ユーティリティが具体的な取り組み内容として含まれていることもあり、当該分野の優先順位は高い。 

 

1.3. サハ共和国からの FS実施要請と経緯 

以上の背景から、この度サハ共和国より駒井ハルテック及び三井物産に対し、レナ川橋梁開発の FS 実

施、船舶ドック開発の FS 実施、及び熱供給事業の FS 実施の要請があった。橋梁開発はサハ共和国と駒

井ハルテック間で FS 実施に関する MOU に署名している。また、三井物産及び駒井ハルテックはサハ

共和国政府と定期的に意見交換を行っており、昨年 8 月もサハ共和国関係者と面談を実施しており、レ

ナ川橋梁建設、船舶ドック、スマートシティを含む周辺インフラ整備はサハ共和国のみならずロシア経

済に影響を与える最重要案件として協力要請を受けた。同年 9 月に東方経済フォーラムに於いて三井物

産はサハ政府とスマートグリッド共同開発についての MOU を締結している。 

  

図表 1.3.1 サハ共和国と駒井ハルテックの MOU 署名式 

 

出所）駒井ハルテック撮影 

 

1.4. レナ川橋梁開発検討の経緯 

レナ川橋梁建設はソビエト連邦時代からサハ共和国の悲願の案件であり又、ロシア連邦政府は極東発

展に欠かせない案件として、2013 年に当該橋を連邦予算で建設すること決定した。（政令 NO.489-ｐ）

2014 年にクリミア半島の橋梁建設の優先度が高いとして一旦凍結された。その後 2015 年に再び重要案
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件として、ロシア連邦交通システム開発プログラムに登録され（№AD-P9-147Pr）連邦予算案件に返り

咲く。当件 Pre-F/S については China Power(中国)が自己資金で実施するもサハ共和国政府は技術提案

に不安要素あるとして別途モスクワの事業者に Pre-F/S の再実施を要請。日本政府及び日本企業には実

現に際しての技術支援・資金支援を期待している。 

 

1.5. 本調査の目的 

 以上の背景を踏まえ、レナ側橋梁、船舶ドックを含む港湾インフラ、熱供給のエネルギー効率向上の

事業実施可能性調査を実施して結果をサハ共和国側に提出し、それにより、建設の入札フェーズにおい

て日本企業が得意とする技術・ソリューションが採用されることを目的とする。具体的には、下記の内

容を明らかにする。 

1. レナ川橋梁開発に向けた開発方式・技術の評価、既存FS のレビューと本邦技術の適用可能性検討・

提案、概略事業計画の策定 

2. ヤクーツクの船舶ドックを含む港湾インフラの整備に向けた適切な開発方式・技術及び事業実施可

能性 

3. ヤクーツクの熱供給のエネルギー効率向上に向けた適切な開発方式・技術及び事業実施可能性 
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2 レナ川橋梁の開発 

2.1. 調査の背景と目的 

2.1.1. 調査の背景 

ロシア連邦（以下、「ロシア」という。）を構成する一主体であるサハ共和国（Sakha Republic）は、

南北に 2,500km、東西に 2,000km の広がりを持ち、国土面積は約 310 万 km2 であり、日本（約 38 万

km2）のおよそ 8 倍の広さに相当する。最北端は北極海に浮かぶノヴォシビルスク諸島のヘンリエッタ

島であり、ノヴォシビルスク諸島を挟んで西はラプテフ海、東は東シベリア海が大陸に面している。サ

ハ共和国の首都ヤクーツク市（Yakutsk）の東側には南北にレナ河（Lena River）が流れている。現在、

レナ河には橋梁が存在せず、河川が凍結しない期間（夏季）は船舶で横断、河川が凍結する期間（冬季）

は凍結した河川上を車で横断している状況である。河川凍結もしくは河川融解の期間は、レナ河を渡河

できない期間となる。このように年間を通してレナ河を渡河する交通輸送手段が確保されておらず、サ

ハ共和国だけでなく周辺の東シベリア地域の経済活動に支障をきたしている状況である。 

このような状況下、ロシア連邦では東シベリアでの鉄道網の整備を喫緊の課題として取り組んでいる。

そのひとつとして「ペルカキト～トモット～ヤクーツク（ニジニ・べスチャフ）線」がある。これは鉄

道網のないサハ共和国の首都ヤクーツク市へ繋がる鉄道で、ロシア極東における鉄道発展戦略のひとつ

である。2005 年までにペルカキト～トッモト間は開通済みであり、現在、トッモト～ヤクーツク（ニジ

ニ・ベスチャフ駅）間の約 450km の事業が進められている。この路線の終点にあたるニジニ・ベスチャ

フ駅はヤクーツク市のレナ河を挟んだ対岸に計画されており、さらに、その別線として、ヤクーツク市

内までの鉄道網（プラーバヤ・レナ～ヤクーツク線）が計画され、その中でレナ河横断橋の事業が含ま

れている。 

このような状況下、ヤクーツク市は「レナ河橋梁開発に向けた適切な開発方式・技術（技術的選択肢

と評価）と事業実施可能性（費用試算・資金調達可能性）」について日本側へ実現可能性調査（F/S）実

施の要請を行った。 

2.1.2. 調査の目的 

上記の要請を踏まえて、「レナ河橋梁開発に向けた開発方式・技術の評価、既往 F/S のレビューと本

邦技術の適用可能性の検討・提案、概略事業計画の策定」を実施し、その結果をサハ共和国へ提出する。

このことにより、建設において日本企業が得意とする技術内容が設計図書に含まれることを目的とする。 

2.1.3. 現地受け入れ機関 

現地調査は第一次調査を 2019 年 7 月 9 日～13 日（ヤクーツク）で実施し、第二次調査を 2019 年 7

月 24 日～30 日（モスクワ及びサンクトペテルブルグ）にて実施した。現地側の協議先受け入れ機関（公

社・民間含む）は以下のとおりである。 

2.1.3.1. 第一次調査 

＜ヤクーツク市＞ 

 Ministry of External Relations and Ethnic Affairs of the Republic of Sakha (Yakutia) 
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 Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation in Taktsk City 

 Ministry of industry and Geology of the Republic of Sakha (Yakutia) 

 Ministry of Housing, Communal Services and Energy of the Republic of Sakha (Yakutia) 

 Ministry of Economy of the Republic of Sakha (Yakutia) 

 Ministry of Transport and Road Facilities of the Republic of Sakha (Yakutia) 

 Ministry of Construction of the Republic of Sakha (Yakutia) 

 Institute for Biological Problems of Cryolithozone of the Russian Academy of Science (RAS), 

Siberian Branch 

 Melnikov Permafrost Institute of the RAS, Siberian Branch 

 Institute of Physical and Technical Problems of the North 

 

2.1.3.2. 第二次調査 

＜モスクワ、サンクトペテルブルグ＞ 

 USK Most 社 

 Trans Most 社 

 Stroy Poekt 社 
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2.2. 既往フィジビリティスタディ（F/S）の内容確認 

2.2.1. 架橋位置の確認 

ロシア政府により実施されたフィジビリティスタディ（以下、「F/S」という。）によると、レナ河橋

の架橋位置は、ヤクーツク市より 38km 上流側にある Tabaginsky Utyos の近くに位置し、ヤクーツク

市とサハ共和国の Megino-Kangalassky 地区のそれぞれの行政区に跨る形で建設される予定である。架

橋位置の始点側は、Never とヤクーツク市の間にある「M－57 レナ道路」 の分岐点であり、終点はヤ

クーツク市と Olyokminsk の間にあるUmnas 地方道の分岐点である。 

図表 2.2.1 既往F/S による架橋位置 

 

出所）ロシア政府により実施された F/S 

 

2.2.2. 周辺の地勢・地形状況 

架橋位置はレナ河の中流域に位置しており、その地域は高原地域を外れて中央ヤクーツク低地帯であ

る。レナ河の河谷は箱型形状であり、中流域の河川幅は 5～15km 程度であり、架橋位置付近の河川幅は

7km 程度である。架橋位置付近では、河床はわずかに折れ曲がっており、土砂の堆積が認められる。ま

た、河岸は低河川水位から 5～6m の高さとなっており、左岸側の斜面は急峻であり、高さは河川水位か

ら 80～120m である。その地質は砂岩とロームで形成されており、表面は混交林に覆われている。 
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図表 2.2.2 ヤクーツク周辺道路および架橋位置 

 

出所）ロシア政府により実施された F/S 

 

左岸の氾濫原は 300m の幅があり、灌木と草地に覆われている。架橋位置から 1.5km 上流側は、

Tabaginsky Utyos とよばれる高い谷壁に達し、所々岩壁となっている。架橋位置付近は、左岸側に

Tabaga、Staraya Tabaga、右岸側に Khaptagai 渓谷が存在する。架橋位置付近の左岸の森林はヤクー

ツク地区森林局によって管理されているが、右岸の森林は Megino-Kangalassky 区森林局によって管理

されている。森林は主にダフリア落葉松と通常の松の針葉樹林で形成されている。また、周辺地域での

商用の木材の切り出し等は行われていない。 
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図表 2.2.3 レナ河両岸の様子（上段：左岸側、下段：右岸側） 

 

出所）ロシア政府により実施された F/S 

2.2.3. 気象要件 

プロジェクト地域は極大陸性気候で、冬季の気温が非常に低く（摂氏マイナス 50度～マイナス 65度）、

夏季の気温（摂氏 20 度～35 度）は高い。大気の循環パターンおよび自然の地理学上の地勢条件が気象

特性決定の主な要因であり、プロジェクト地域は、海から離れているため、内陸型の気象となっている。

ヤクーツク市の観測所の長期的な観測によると、年平均気温は 10.3 度であり、絶対最高気温は 38 度で

ある。また観測史上最も低い気温は、マイナス 64 度である。 
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図表 2.2.4 ヤクーツク市と東京の気温／降雨量（1971 年～2000 年の平均値） 

 

出所）https://www.travel-zentech.jp/world/kion/Russia/Yakutsk.htmWeb 

2.2.4. 河川要件（凍結融解） 

2.2.4.1. 現況 

レナ河の源流はプリモルスキー（Primorsky）山脈の北側の標高 1350m の位置およびバイカル湖の西

側 10～12km に位置しており、流域は主にラプテフ（Laptev）海盆に属している。レナ河はロシアにお

いて 2 番目に長く、長さは 4400km、流域面積は 3 番目であり、面積は 248.8 万 km2 である。また、流

量は、平均 12,100 m3/s であり、大河に属する。レナ河は、冬季の河川凍結の時期および春の凍結融解

の時期に洪水が発生する極寒冷地の河川である。レナ河の架橋位置付近では、主に河川流量の 50～70%

が雪解け水、25～35%が夏から秋の雨水、その他 3～7%の地下水である。 

冬季の河川凍結はレナ河の下流部で形成され、上流側に向かって進行する。10 月頃から表層凍結が観

られ、12 月頃にかけて凍結が進行する。凍結が進行している 11～12 月にかけて冬季の洪水期となり、

この時期の洪水要因は、土壌凍結による表面地下水の河川への流入である。 

一方、4 月後半から 5 月前半にかけて雪解け水により水位が上昇することで、春の高水位期間が始ま

る。その期間は、通常 4 月後半頃から開始し、7 月中旬頃に終了する。平均的な期間は約 74 日間であ

る。架橋位置周辺の現場では、上流側 13 ㎞、下流側 16 ㎞の範囲において流氷が発生する。流氷が開始

する前に、1～2 箇所せり上がりが起こる箇所が観察されており、架橋位置周辺のせり上がり日は平均で

5 月 18 日である。最も早い時期としては 1943 年 5 月 5 日が記録されており、最も遅い時期として 1954

年 5 月 27 日が記録されている。また、最初の平均的なせり上がりの高さは 460 ㎝が記録されている。

その後、流氷の発生は、通常 5 月 20 日頃から始まり、通常 6～8 日程度継続し、5 月 30 日頃に終了す

る。流氷の厚さは 1～5m 程度であり、水位を押し上げる大きな要因となっている。洪水のピークは、流

氷が漂流している時期に観察され、平均的な洪水のピークの基準日は 5 月 26 日である。過去 150 年、
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ヤクーツク市では 10 回以上のひどい水害が発生しており、最も破滅的な洪水は 1864 年 5 月 25 日であ

り、水位が 13ｍ以上上がったことが記録されている。 

図表 2.2.5 流氷のせり上がり 

 

図表 2.2.6 レナ河の流氷 

 

出所）https://siberiantimes.com/other/others/news/power-

of-the-ob-drifting-ice-on-clogged-river-breaks-metal-
railings-and-drags-people-away-from-their-hi-tech-lives/ 

出所）https://siberiantimes.com/other/others/news/power-

of-the-ob-drifting-ice-on-clogged-river-breaks-metal-
railings-and-drags-people-away-from-their-hi-tech-lives/ 

図表 2.2.7 流氷滞留による洪水状況（2018 年 5 月） 

  

出所）https://siberiantimes.com/other/others/news/state-of-emergency-as-ice-choked-lena-river-spills-its-banks-in-remote-

settlements/ 

 

2.2.4.2. 航路状況 

レナ河には横断するフェリーが航行しており、レナ河航路は 1 級内陸航路として定義されている。定

期船は Ust-Kut から始まり、ヤクーツク周辺とその下流側で運行している。河川が凍結しない春夏は船

舶によりレナ河を横断し、河川が凍結する冬季は河川上を道路として横断する。しかしながら、河川凍

結もしくは河川融解への移行時期は、レナ河を渡河できない。 
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2.2.5. 土質条件 

2.2.5.1. 地質 

架橋位置周辺地域の地層は、ジュラ紀の基岩上に堆積した沖積土砂層から成り立っている。左岸側は、

砂質系の土砂および小石、砂質系のローム、シルトから砂等の様々な粒度の砂分を含んだ沖積堆積物が

主である。一方、右岸側はローム、有機物または少量、中程度のピート含んだ砂質系ロームが主分とな

っている。すべての永久凍土層は雪解け期間中、上部が融解する。観察データによると、永久凍土の温

度はマイナス 0.22 度からマイナス 2.35 度の範囲内である。基岩層は中期ジュラ紀の砂岩とオルロライ

トから形成される。堆積土砂の上部は標高 88m から 62m の範囲で左岸側へ傾斜している。 

沈殿物の堆積は大陸の沿岸領域といった不安定な自然条件下で形成されている。それがオルロライト

や左岸の混合土の堆砂となっている。すべての地質構造を形成する地層は同じ方向に傾斜しており、北

西に 0.5 度から 3 度の勾配である。永久凍土層の岩の温度はほぼ摂氏 0 度に近い状況である。 

Yakutian Suite 堆積層の露出厚さは平均 45.6m である。地下水は永久凍土層のため、あまり広がり

をみせず、通常の透水性の地層のように浸潤していない。永久凍土層の地域は河砂利や氾濫原で遮られ

ている。例年の雪解け層の厚さは 2.5m～3.0m であり、土壌の種類により厚さが変化する。架橋位置付

近は Lena-Vilyui Artesian 第二被圧帯流域の南東部に位置している。それは東部シベリア被圧帯流域の

Yukuitan 第一被圧帯流域の一部を形成している。 

水文学的には、架橋位置周辺は主に 2 層の岩水層に区分され、これらは地質構造と永久凍土層の厚い

層によって特徴づけられる。最上層には、季節の融解水と地下水が含まれる。低レベルの地下水は、永

久凍土層下の地下水を汚染している。 

2.2.5.2. 地質学と地震学 

架橋位置付近は大きな構造体を有するシベリアプラットフォームの東端部に位置している。これは二

つの構造層から形成され、結晶質のベースとプラットフォームのカバーに分けられる。結晶質ベースは

1～2 km の深さがあり、第一構造は結晶質ベースに統合される。始生代の台地の深さに対して、第二構

造は Yakutian Dome に深さ 1～2 km 構造層を形成する。架橋位置はこの第 3 構造の東南部にある。 

SNIP によれば、50 年の期間に 10%の確立で発生する地震の場合、ヤクーツク周辺では地震ゾーンは

VI（図表 2.2.8）となり、表面最大加速度は 0.4～0.8m/s2（図表 2.2.9）となる。 
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図表 2.2.8 50 年間に 10%の確立で発生する場合の地震ゾーンマップ（OSR-97） 

 

出所）http://snip.com/index.php?Page=390 

 

図表 2.2.9 50 年間に 10%の確立で発生する表面最大加速度マップ 

 

出所）http://www.seismo.ethz.ch/static/gshap/neurasia/report.html 

 

http://snip.com/index.php?Page=390
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2.3. 周辺の交通ネットワークの状況 

2.3.1. 東シベリア地域の地勢と輸送ネットワークの概要 

ロシアを構成する７つの連邦管区のうち、ウラル、シベリア、極東の 3 つの連邦管区を合せた地域が

広義のシベリアである。その中でも、クラスノヤルスク地方、イルクーツク州、サハ共和国を合せた地

域を「東シベリア地域」と称している。この地域は亜寒帯の広大なタイガで、冬季の気温は非常に低い

ため、樹木は生育せず、地下には厚い永久凍土層が広がっている。 

東シベリア地域における主な輸送手段は、河川輸送（エニセイ川、レナ河とその支流）、鉄道輸送（シ

ベリア鉄道、BAM 鉄道）、自動車輸送、航空輸送である。また、物流上の拠点は、シベリア鉄道とエニ

セイ川が連結する「クラスノヤルスク」およびBAM 鉄道とレナ河が連結する「ウスチクート」の 2 つ

の都市である。 

図表 2.3.1 東シベリア地域と輸送ネットワーク 

 

出所）日通総研 「ロジスティクスレポート」No.12 2009.5 

 

2.3.2. 各種輸送方法の現状と課題 

2.3.2.1. 各種輸送方法の実績 

ロシア全体の貨物輸送量を 2004 年実績で見ると、重量ベースでは鉄道・パイプライン・自動車・水運

の順に多いが、トンキロベースではパイプライン・鉄道・水運・自動車の順となる。 
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図表 2.3.2 ロシアのモード別輸送実績（2004 年） 

 

出所）日通総研 「ロジスティクスレポート」No.12 2009.5 

 

2.3.2.2. 河川輸送 

エニセイ川とレナ河およびその支流が貨物・旅客ともに重要な輸送路として利用されている。河川輸

送は河川が氷解する 5 月下旬に開始される。この頃は、北極海河口部は凍結しており、河口で河川が堰

き止められているため中上流部は平時の 5～15m 程度水嵩が増している。バージ（約 20ｍ×70ｍ）によ

る貨物輸送が行われており、1 回の輸送で最大 6 隻（2 行×3 列）のバージを連結した輸送が可能であ

る。河川のいたるところに港が整備され、特に鉄道との結節地点では貨物保管ヤードや多数の大型クレ

ーンが設備されている。河川には橋やダムがほとんどなく、大ロット輸送も容易に行える環境にあるが、

10 月下旬には河川の凍結が始まるため、1 年のうち 5 ヶ月程度しか河川輸送はできない。 

2.3.2.3. 鉄道輸送 

シベリア鉄道はモスクワ～ウラジオストックの約 9,300km を結び、全線が複線・電化で整備されてい

る。運行列車の約 80%は貨物列車であり、主に石油・石炭・木材・鉄鉱石・アルミ・化学製品などが輸

送されている。東行きの貨物が主で、実車ベースでは東行き約 9 割に対し西行き約 1 割である。BAM 鉄

道はタイシェット～ソヴィエツカヤ・ガヴァニの約 4,300km を結び、電化整備は全体の約 1/3 に留まっ

ている。運行列車の約 90%が貨物列車であり、主に石油・石炭・木材などの原材料が輸送されている。 

東シベリア鉄道管内では 152 駅で貨物の取扱いが可能であり、貨物駅にはクレーンなどの貨物積降設

備が設置されている。生産財や消費財などの一般貨物は、20ft・40ft コンテナを使用して輸送されるの

が一般的で、これに満たない場合は小ロット貨物用の 2t コンテナが利用される。輸送日数はイルクーツ

ク～モスクワで 9～14 日程度要する。これに対し、トラック輸送は 5～6 日程度である。この原因とし

て、駅での編成換え作業の効率が悪いことや、貨車の老朽化などが挙げられる。 

2.3.2.4. 自動車輸送 

自動車輸送は大型トラックによる輸送が主流である。荷台寸法は ISO40ft コンテナとほぼ同等であり、

積載重量は約 20t である。東シベリア地域は資源輸送が盛んであるため、バン型トラックよりも資機材

や木材を運搬する平ボディトラックや石油タンクローリー車が非常に多い。 

東シベリア地域独特の輸送として、ウインターロード（冬道路）輸送がある。これは厳冬季に凍結し

た河川やツンドラの表面をブルドーザー等で平らに整地し、輸送路として使用する方法である。使用期

間は 12 月頃から 4 月頃までの約 5 ヶ月間であり、河川凍結で運航できない船舶輸送に変わる重要な輸
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送手段となる。東シベリア地域は国土があまりにも広大であり、道路整備が行き届いていないことから、

ウインターロード輸送を行っている。ウインターロード輸送は遠隔地の原野をマイナス 30 度以下とい

う厳しい環境下での輸送となるため、トラック隊列（コンボイ）を組んでの輸送となる。コンボイには

燃料・宿泊・飲食・医療を備えたトレーラハウスが組み込まれるため、通常道路の約 3 倍の輸送コスト

が必要となる。 

図表 2.3.3 東シベリア地域の道路網 

 

出所）運輸政策研究 Vol.14 No.3 2011 Autumn 

2.3.2.5. 航空輸送 

国土が広く空き地も多いため、ヘリでの航空輸送は頻繁に行われている。ヘリでの運搬能力は、外吊

り 3 トンあるいは内部搭載 4 トン、巡航速度 180km/hr、巡航距離 300～350km である。一方、東シベ

リア地域内には約 50 の空港があり航空路も設定されているが、上記の現状より、州都以外の空港は基本

的には旅客扱いのみであり、貨物の取扱いは行われていない。 

2.3.2.6. 輸送現状のまとめ 

東シベリア地域は、さらなる資源開発とともに経済発展が大きく期待されている。当地域の物流事情

の現状を下表に整理する。 
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図表 2.3.4 各輸送方法の比較表 

輸送方法 期間 長所 短所 

河川輸送 5月下旬～10月下旬 
大量輸送が可能 

鉄道との連結が容易 
1年の内 5ヶ月しか輸送できない 

鉄道輸送 通年 大量・長距離輸送が可能 
時間がかかる 

運輸能力の飽和状態 

自動車輸送 通年 
船舶・鉄道が輸送できない場

所へとアクセス可能 

長距離運送が困難 

道路状態が劣悪 

ウインターロード 12月頃～4月頃 厳冬季でも輸送可能 輸送コストが高い 

航空輸送 通年 長距離輸送が可能 
貨物航空機の離着陸可能な空港が

少ない 

出所）駒井ハルテック 

河川輸送は、今後も重要な輸送路として、役割は変わらないと見込まれる。しかし、鉄道や自動車と

の結節地点となる港湾の老朽化したクレーン等の交換、倉庫設備の充実が急務である。鉄道輸送網もニ

ーズに合わせた整備が急がれる。シベリア鉄道を補完する BAM 鉄道の全線複線化や第３シベリア鉄道

の計画があり、更に永久凍土地帯への線路敷設計画も公表されている。自動車輸送は道路インフラ整備

に左右され、主要幹線道路は州道から連邦道へ格上げされ、整備が進められている。ただ、国土は非常

に広く、距離的にトラック輸送には限界があるため。自動車輸送と鉄道輸送が相互補完する必要がある。 

また、ロシア政府は、物流上の課題として保管施設の不足・未整備を認識している。現状では都市部

にコンテナ倉庫はあるものの、細かい仕分けや流通加工は行えず、品質・温度・衛生環境も良いとはい

えない状況である。今後、鉄道整備計画に合わせ、貨物駅に直結したロジスティクスセンター建築構想

が打ち出される可能性がある。 

2.3.3. 東シベリア交通・物流インフラの将来予測 

東シベリア地域は、豊富な資源の活用により、経済成長が期待されている地域である。それに伴い、

今後の運輸需要は増加すると予想されている。ロシア連邦運輸省（Ministry of Transport of the Russian 

Federation）提供の資料を基に、貨物輸送を取り巻く社会経済予測を提示する。 

2.3.3.1. 貨物輸送を取り巻く社会経済予測 

東シベリア地域における 2017 年度の貨物輸送量は 3,430,000 トンであるが、2025 年にはその 1.7 倍

に値する 5,843,000 トンに急増すると予測されている。なお、輸送貨物の品目は、2017 年の現状と 2025

年の将来予測の間で大きな変化は見られない（図表 2.3.5）。 
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図表 2.3.5 輸送貨物の品目（2017 年実績と 2025 年予測） 

 

出所）ロシア連邦運輸省 “Construction of the bridge over the Lena River near the area of Yakutsk city” 

 

輸送ネットワークの発達は、集積の効果を最大化し、効率的な都市発展の促進に寄与する。例えば、

レナ河右岸に位置し、運輸のハブ地であるニジニ・ベスチャフは、今後の経済発展に伴って急激な人口

増加が予測されている（図表 2.3.6）。しかし、その人口を維持するには、レナ河左岸のヤクーツク市か

らの資源輸送が必要とされている。ヤクーツク市に位置する空港や港湾、ニジニ・ベスチャフに位置す

る鉄道・港湾・工業地を連結することで、両都市の効率的な経済発展が期待できる。 

2018 年時点で、ヤクーツク市とニジニ・ベスチャフの人口の 20.9%しか一年を通じて運輸網にアクセ

スできていない。現状のままであれば、この割合は 2025 年には 13.0%へと更に減少すると予測されて

いる。しかし、両都市を分断しているレナ河に橋を架け、運輸網を連結させることで、この状況は大幅

に改善することが可能であると予測されている（図表 2.3.7）。 

図表 2.3.6 ニジニ・ベスチャフの人口増加予測 図表 2.3.7 運輸網への通年アクセス可能人口割

合 

 

 

出所）ロシア連邦運輸省 “Construction of the bridge over the Lena River near the area of Yakutsk city” 

 

 

 

レナ河橋梁建設に

よるアクセス改善

効果 
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2.4. 現地調査結果 

2.4.1. 架橋位置について 

現地調査の結果から、レナ河には 1942 年から橋梁建設計画が進められ、2006 年に現行の架橋位置に

結論づいたもようである。架橋位置の決定の経緯として、図表 2.4.1 に示すように、3 か所の架橋位置

の候補が挙げられた。なお、3 か所の架橋候補地から最終架橋位置に決定した背景について決定機関や

その議事録の入手の可能性について現地の関係機関に確認したが、いずれの機関も正式な要請書を提出

して欲しいとのことであり、また本国（ロシア）に確認しないと詳細がわからない旨の回答であったが、

3 か所の架橋候補地から類推すると、現行の架橋位置の左岸側地盤は岩盤であり、安定していることが

大きな決定要因と考えられる。 

図表 2.4.1 橋梁架橋位置計画案 

 

出所）Google Mapを基に駒井ハルテック作成 

 

2.4.2. 現地調査結果 

架橋位置付近は図表 2.4.2 に示すように、架橋予定位置の上流側に送電線の鉄塔が設置されている。

架橋位置左岸付近には前述したように脆弱な堆積岩で構成される丘陵が迫っており、橋梁基礎を建設す

るには相応しい地質といえる（図表 2.4.3）。 

  

橋梁建設予定位置 
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図表 2.4.2 架橋位置上流側に見える送電線鉄塔 

 

図表 2.4.3 架橋位置左岸側の丘陵岩盤分布 

 

河川両岸は非常にきめの細かい細砂が分布しており、永年の河川の流れや流氷の流れによって砂税分

が更に細かくすり減りを繰り返した結果であると考えられる。これらの細砂はきめ細か過ぎるため現地

産としてのコンクリート製造には不適切である（図表 2.4.4、図表 2.4.5）。 

図表 2.4.4 左岸側に分布する細砂 

 

図表 2.4.5 右岸側に分布するきめ細砂 
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2.5. 既往 F/Sの路線計画 

2.5.1. 路線条件 

既往 F/S ではロシア基準に則り、路線設計条件が整理されている。 

2.5.1.1. 平面・縦断曲線 

平面・縦断線形の幾何構造基準値は図表 2.5.1 のとおりである。 

図表 2.5.1 幾何構造基準値 

項目 詳細 備考 

道路規格 III  

設計速度 (Km/h) 100  

最小平面曲線半径 (m) 800  

片勾配を打ち切る最小平面曲線半径 (m) 5,000  

凹型縦断曲線 (m) 5,000 日本道路構造令では 3,000m 

凸型縦断曲線 (m) 15,000 日本道路構造令では 6,500m 

最急縦断勾配 (%) 4.0 日本道路構造令では 3.0% 

最小縦断勾配 (%) 0.0 日本道路構造令では 0.3% 

出所）ロシア政府により実施された F/S 

2.5.1.2. 横断構成 

道路横断構成およびその基準値は図表 2.5.2 のとおりである。 

図表 2.5.2 道路横断構成および基準値 

項目 詳細 

車線数 2 

車道幅 (m) 3.0 

道路幅 (m) 7.0 

路肩幅 (m) 2.5 

路肩舗装幅 (m) 0.5 

路床幅 (m) 12.0 

拝み勾配 (%) 2.0 

最大片勾配 (%) 4.0 

出所）ロシア政府により実施された F/S 

2.5.2. 路線計画 

レナ河横断橋はレナ河の中流域（ヤクーツク市から約 38km 上流側）に計画されており、左岸側は第

４次地域幹線道路のUmnas 道路に接続し、右岸側は第 3 次地域幹線道路の M-56 Lena 道路に接続する

計画である。既往 F/S では４つの線形オプションが考慮され、オプション 1 と 2 の架橋位置は同じ位置

であり、オプション 3 はオプション 1 の上流側、オプション 4 は下流側に計画されている。なお、路線

延長は、約 18km である。 
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図表 2.5.3 レナ河横断橋の路線計画 

 

出所）ロシア政府により実施された F/S 

 

2.5.3. 道路舗装 

道路舗装構造は以下の恒久型 2 層瀝青舗装を採用する。 

 表層 (4cm)：密粒度アスファルト舗装 (Type-B、Grade II with BND、90/130、GOST 9128-

2009) 

 基層 (6cm)：粗粒度アスファルト舗装 (Type-B、Grade II with BND、90/130、GOST 9128-

2009) 

 上層路盤 (14cm)：セメント処理砂質土 (セメント含有 4-6%、強度クラス II) 

 下層路盤 (15cm)：粒状路盤材 

 上部路床：砂質土 
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2.6. 橋梁形式の検討 

2.6.1. 設計条件 

既往 F/S ではロシア基準に則り、図表 2.6.1 に示す諸元を適用している。 

図表 2.6.1 橋梁諸元 

項目 単位 詳細 

道路区分 ‐ Ⅲ 

基本設計速度 km/h 100 

橋梁延長 m 3182（設計 TBD） 

車線数 車線 2 

車道幅員 m 7.0 

路肩幅員 m 2.5 

橋梁設計荷重 ‐ A14, N14 

航路限界 ‐ 
1級内陸航路 GOST 26775-97 

（幅：154.3m（斜角考慮）、高さ 17m） 

舗装クラス ‐ 恒久舗装 

特記条件 ‐ 

 信頼性クラス：1b-GOST R54257-2010に基づいた高信頼性

クラス 

 建設気象ゾーン：非常に厳しい北方気象区、SNIP23-01-99 

 建設ゾーン：永久凍土地域内 

出所）ロシア政府により実施された F/S 

2.6.2. 支間長の設定 

既往 F/S にて、河川の流氷のせり上がりおよび流氷滞留のシミュレーション解析を行っており、支間

長の設定は、解析結果を考慮することとし、支間長設定の条件は以下である。 

 タバガ（Tabaga）近郊では、新橋の建設により流氷が滞留し、水位の上昇を引き起こすことを

避けるために、現況の流氷の滞留状況に関わる水理、形態条件を検討し、流氷の滞留を悪化させ

ない計画とする。 

 河川開口の範囲が 3,178m を下回ると、河川域で 0.1m、洪水域で 0.36m の水位のせり上がりが

予測されている。さらに、平均流速は 1.2 倍（1.86m/s）になり、最大流速は 3.9m/s と予測され

ている。よって、橋梁を建設した場合でも河川開口は 3,178m 以上を確保することとする。 

 橋梁建設により河川有効幅が狭くなることによって、流氷滞留を引き起こし、流速が早くなり洪

水域の土壌を浸食させる懸念がある。 

 流氷滞留によるバックウォーターのせり上がり等を考慮すると、220m 以上の支間長を確保する

ことが望ましい。220m 以上の支間長を確保することにより、バックウォーターの流速差を低く

することができる。 

 支間長 154m 以下の場合、流氷滞留のバックウォーターの流速が低下し、滞留による速度差が

最大（最悪）となると予測されている。 

 橋脚の上流側には縦方向に勾配をつけた砕氷エッジ（水平方向にラウンド）を設けることが望ま

しい。これにより橋脚に衝突する流氷を砕氷し、橋脚部での滞留、アーチ状の結氷を抑えること

が可能となる。 

一方、レナ河には航路が設定されており、航路幅は、154.3m（25 度斜角）x2 ヶ所=309m である。 
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2.6.3. 既往 F/Sの橋梁形式代替案 

既往 F/S では、図表 2.6.2 に示す 8 案の橋梁形式が提案されている。代替案 1～4 と 7 はそれぞれサ

ブオプションとして 2 種類の基礎形式が提案されている。サブオプション A は基岩への直接基礎、サブ

オプションB は直径 2,000mm の RC 場所打ち杭基礎である。 

図表 2.6.2 既往F/S で提案されている橋梁形式代替案 

オプション 橋梁形式 下部・基礎工 

オプション 1-A 主橋梁：連続曲弦ワーレントラス橋 

アプローチ橋：連続ワーレントラス橋（下路） 

直接基礎 

オプション 1-B RC場所打ち杭 

オプション 2-A 主橋梁：トラスドランガー橋 

アプローチ橋：連続ワーレントラス橋（下路） 

直接基礎 

オプション 2-B RC場所打ち杭 

オプション 3-A 主橋梁：連続曲弦ワーレントラス橋 

アプローチ橋：連続ワーレントラス橋（下路） 

直接基礎 

オプション 3-B RC場所打ち杭 

オプション 4-A 主橋梁：トラスドランガー橋 

アプローチ橋：連続ワーレントラス橋（下路） 

直接基礎 

オプション 4-B RC場所打ち杭 

オプション 5 
主橋梁：連続斜張橋 

アプローチ橋：連続ワーレントラス橋（上路） 
RC場所打ち杭 

オプション 6 
主橋梁：連続斜張橋 

アプローチ橋：桁橋 
RC場所打ち杭 

オプション 7-A 主橋梁：エクストラドーズド橋 

アプローチ橋：桁橋 

直接基礎 

オプション 7-B RC場所打ち杭 

オプション 8 
主橋梁：吊橋 

アプローチ橋：桁橋 
RC場所打ち杭 

出所）ロシア政府により実施された F/S 

一方、現地調査におけるサハ共和国側のヒアリングによると、最新の有力橋梁形式は 4 径間鋼斜張橋

（主橋梁部）を候補として挙げている（図表 2.6.3）。 

図表 2.6.3 4 径間鋼斜張橋（主橋梁部）の候補 

オプション 橋梁形式 下部・基礎工 

サハ州代替案 
主橋梁：連速斜張橋 

アプローチ橋：鋼床版桁橋 

直接基礎 

RC場所打ち杭 
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1) 概算工事費の算出 

橋梁形式代替案で提案した橋梁形式代替案について、概算工事費の算出を行った。道路橋単体の結果

を図表 2.6.4 に示し、鉄道併用橋の結果を図表 2.6.5 に示す。なお、概算工事費は日本業者が参入する

ことを前提に算出した。 

図表 2.6.4 概算工事費（道路橋単体の代替案） 

項目 単価 

代替案＜R①> 代替案＜R②＞ 代替案＜R③＞ 

数量 
工事費 

(百万円) 
数量 

工事費 

(百万円) 
数量 

工事費 

(百万円) 

上部工 

斜張橋  14,000m2  27,440m2  18,200m2  

トラス橋  29,484m2  -  24,570m2  

鋼床版橋  -  16,240m2  -  

小計        

下部工 

橋脚 

（斜張橋部） 
 2基  4基  2基  

橋台・橋脚 

（トラス橋、

鋼床版橋部） 

 12基  12基  12基  

小計        

基礎工 

鋼管矢板井

筒基礎 
 2基  4基  2基  

場所打ち杭  12基  12基  12基  

小計        

合計         

出所）駒井ハルテック 

 

図表 2.6.5 概算工事費（鉄道併用橋の代替案） 

項目 単価 

代替案＜RR①> 代替案＜RR②＞ 

数量 
工事費 

(百万円) 
数量 

工事費 

(百万円) 

上部工 

斜張橋  14,000m2  27,440m2  

トラス橋  29,316m2  15,820m2  

小計      

下部工 

橋脚 

（斜張橋部） 
 2基  4基  

橋台・橋脚 

（トラス橋、鋼床版

橋部） 

 22基  10基  

小計      

基礎工 

鋼管矢板井筒基礎  2基  4基  

場所打ち杭  22基  10基  

小計      

合計       

出所）駒井ハルテック 
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2) 雪氷対策 

サハ共和国のような極寒冷地で斜張橋が建設された場合、供用後に斜材部材に張付くと思われる雪氷

への対策が必要となる。特に、雪氷落下による通行車両への被害は甚大と想定され、これらへの対応と

して図表 2.6.7 に示す技術の導入が必要であると考えられる。図表 2.6.7 は、日本国内で斜張橋の斜材

への雪氷対策（雪氷の付着対策）として開発されたものである。この技術の導入にあたり、極度な寒冷

となるサハ共和国の気象条件下における動作確認等、技術的検証を事前に行うことが必要である。 

図表 2.6.6 斜材ケーブルに付着した雪氷 

 

出所）株式会社ドーコン資料より 

 

図表 2.6.7 スクレーパーによる除雪状況 

 

出所）株式会社ドーコン資料より 

 

 

3) 本邦技術の提案 

本邦技術の適用に関しては、ロシア基準のみならず本

邦技術を考慮した我が国の基準を比較検討し、本邦技術

導入の可能性について検討を行う必要があり、設計基準

については、日本側およびサハ共和国側と協議の上、最

終決定を行う必要がある。なお、ロシアでは昨今、世界

最大の支間長を有するウラジオストックのルースキー

島連絡橋（Russky Island Bridge）（支間長：1,104m／

新日鉄住金が主ケーブルを製作）（図表 2.6.8）が建設

され、高い技術水準を持っていることがわかる。本邦技

術の適用に当たっては、これらロシアの橋梁実績を念頭

においたうえで、日本側としてアピール性の高い橋梁技

術を提案することが必要である。 

 

図表 2.6.8 ルースキー島連絡橋 

 

出所）wikipedia 
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2.7. 斜張橋ケーブルの引張試験 

（公表不可のため削除） 

 

2.7.1. ケーブル引張試験 

（公表不可のため削除） 

 

図表 2.7.1   

（公表不可のため削除） 

 

図表 2.7.2 

（公表不可のため削除） 

 

図表 2.7.3 

（公表不可のため削除） 

 

図表 2.7.4 

（公表不可のため削除） 

 

2.7.2. 定着体（ソケット）引張試験 

（公表不可のため削除） 

図表 2.7.5 

（公表不可のため削除） 

 

図表 2.7.6 

（公表不可のため削除） 

  



27 

 

図表 2.7.7 

（公表不可のため削除） 

 

図表 2.7.8 

（公表不可のため削除） 

 

図表 2.7.9 

（公表不可のため削除） 
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2.8. 本邦技術適用の可能性 

橋梁形式代替案に選定された橋梁形式を勘案すると、本邦技術としては、斜張橋のケーブル、鋼管矢

板井筒基礎（SPSP）、重防食塗装、耐候性鋼材が考えられたが、先方政府との協議により、斜張橋のケ

ーブルのみ提案することとなった。なお、鋼管矢板井筒基礎（SPSP）、重防食塗装、耐候性鋼材は参考

として記載した。 

2.8.1. 斜張橋のケーブル 

2.8.1.1. 本邦技術適用の可能性 

斜張橋のケーブルは、大きく分けて PC 鋼撚線の集束防食加工(被覆)・端末加工までを工場で加工する

「完全プレファブ型ケーブル」と工場で加工した PC 鋼撚線(ストランド)を現場にて複数本束ねて防食

加工（被覆）･端末加工を行う「現場集束型ケーブル」に分けられる。このうち「完全プレファブ型ケー

ブル」が本邦技術に該当する。本報告では「現場集束型ケーブル」を「防食ストランドケーブル」、「完

全プレファブ型ケーブル」を「亜鉛メッキパラレルワイヤーケーブル」の名称でそれぞれ扱っている。 

1) 「防食ストランドケーブル」と「亜鉛メッキパラレルワイヤーケーブル」の比較検討 

「防食ストランドケーブル」と「亜鉛メッキパラレルワイヤーケーブル」の防錆仕様を図表 2.8.1 に

示す。 

図表 2.8.1 「防食ストランドケーブル」と「亜鉛メッキパラレルワイヤーケーブル」の防錆仕様 

概要 詳細 

防食ストランドケーブル（亜鉛メッキ被覆ストランド） 

 

亜鉛メッキされたストラン

ド、ワックス、ポリエチレ

ンシース（PEシース）、

斜材保護管で構成 

防食ストランドケーブル（エポキシ樹脂被覆ストランド） 

 

エポキシ樹脂被覆ストラン

ド（ECFストランド）、ワ

ックス、ポリエチレンシー

ス（PEシース）、斜材保

護管で構成 

亜鉛メッキ被覆パラレルワイヤーケーブル 

 

亜鉛メッキされたパラレル

ワイヤー、フィラメントテ

ープ、斜材保護管で構成 

出所）住友電気工業（株）、東京製綱（株）の資料を基に駒井ハルテック作成 
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「防食ストランドケーブル」、「亜鉛メッキパラレルワイヤーケーブル」を斜張橋の斜材に適用する

にあたり、施工を含めたケーブルシステム全体を考慮して、斜材の比較検討を実施した。図表 2.8.2 に

比較検討表を示す。 

図表 2.8.2 「防食ストランドケーブル」と「亜鉛メッキパラレルワイヤーケーブル」の比較検討 

 

防食ストランドケーブル 

（亜鉛メッキ被覆ストランド、エポキシ樹脂被

覆ストランド（ECFストランド）） 

亜鉛メッキパラレルワイヤーケーブル 

防食性能 

亜鉛メッキ被覆ストランド、エポキシ樹脂被覆

ストランド（ECF ストランド）自体が防錆性能

を有しているため、斜材保護管が損傷した場合

においても、ストランドの防食性能は一定期間

確保される。 

亜鉛メッキ鋼線とフィラメントテープにより素

線は密に配置され、また高密度のポリエチレン

管により防食性能は確保されている。 

斜材保護管 

斜材保護管とストランドケーブルは独立して挙

動するため、ストランド緊張に伴う斜材保護管

への影響は少ない。 

斜材保護管とパラレルワイヤーはフィラメント

テープを介していることからそれぞれはほぼ独

立して挙動するため、ケーブル緊張に伴う保護

管への影響は少ない。 

ケーブルの輸送 

ストランドケーブルは施工現場で束ねることで

完成品となることから、部品毎に輸送できるた

め、一般的なトラックやコンテナによる輸送が

可能である。 

パラレルワイヤーケーブルは工場で完成させて

輸送するため、大型の輸送設備が必要となる。 

製作・施工 

ストランドケーブルを現場で鋼材保護管に挿入

する必要があり、現場作業が増加する。緊張は、

シングルストランド用ジャッキを使用して、1本

ずつ緊張するため、緊張力の管理の難易度が高

くなり、施工期間も長くなる。 

斜材保護管の現場溶接、ストランドごとの引き

込みと定着部取付などに時間がかかること、ま

た、現場施工が多いことから施工期間が 現場の

天候に左右される。 

工場で製作することから安定した品質で供給が

可能である。斜材保護管は工場押出し加工によ

り接合部を無しにできる。パラレルワイヤーケ

ーブルは、工場で完成させているため、現場では

一本のケーブルをリールからそのまま取付け可

能で、現場作業が少なく、短期間での施工が可能

である。しかし、本ケーブルは完成品を架設する

ため、重量が重く、大型のクレーン等が必要とな

るとともに大型の緊張ジャッキが必要となる。 

トラブル時の対応 

施工中にストランドケーブルの損傷や不具合が

発生した場合、他で使用する予定の同じストラ

ンドケーブルを代品として使用することが可能

である。 

施工中にパラレルワイヤーケーブルの損傷や不

具合が発生した場合、再生産が必要となり、調達

に時間がかかる。 

ケーブルの交換 

ケーブルの交換は、斜材保護管内部のストラン

ドケーブルを 1 本ずつ交換するため、シングル

ストランド用ジャッキを用いた交換が可能であ

るが、交換に時間がかかる。 

パラレルワイヤーケーブルは、斜張橋の斜材1本

ずつの交換となるため、短期間での交換が可能

であるが、大型ジャッキや大型の設備が必要と

なる。 

出所）住友電気工業（株）、東京製綱（株）の資料を基に駒井ハルテック作成 

以上より、防食ストランドケーブルと亜鉛メッキパラレルワイヤーケーブルは一長一短であり、主に

防食性能に重きを置く場合は、防食ストランドケーブルが有利となり、工期に重きを置く場合は、亜鉛

メッキパラレルワイヤーケーブルが有利となる。 

2) 亜鉛メッキ被覆とエポキシ樹脂被覆の比較検討 

エポキシ樹脂被覆ストランド（ECF ストランド）は、エポキシ樹脂被覆のみで防錆機能を有しており、

PE シースが損傷した場合でも、一定期間防錆効果が期待できる構造である（エポキシ樹脂は紫外線に対

して劣化するため中長期的には補修が必要）。一方、亜鉛メッキ被覆ストランドは、亜鉛メッキのみで

は完全防錆となっておらず、ワックス、PE シースを含めて防錆効果が期待できる構造である。 

エポキシ樹脂被覆ストランド（ECF ストランド）と亜鉛メッキ被覆ストランドの防食性能を比較する

ために、塩水噴霧試験が実施ており、その結果、エポキシ樹脂被覆ストランドの方が防錆性能が高いこ
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とが証明されている。図表 2.8.3 に示すとおり、エポキシ樹脂被覆ストランドでは腐食は見当たらない

が、亜鉛メッキ被覆ストランドのほうは少しではあるが腐食が見受けられる。 

図表 2.8.3 塩水噴霧試験後の外観（1,000 時間後） 

（上：ECF ストランド、下：亜鉛メッキ被覆ストランド） 

 

出所）住友電気工業（株） 

以上より、エポキシ樹脂被覆ストランド（ECF ストランド）の方が、防錆性能が高いことがわかる。 

 

3) 斜張橋ケーブルの極寒冷地における性能試験 

（公表不可のため削除） 

 

2.8.2. 鋼管矢板井筒基礎（SPSP: Steel Pipe Sheet Pile Foundation）（参考） 

下部工・基礎工形式の検討でも記述したが、橋梁基礎は、永久凍土内に根入れし、永久凍土と杭表面

との間の凍着強度によって、基礎工、下部工、上部工、活荷重等の重量に抵抗する必要がある。鋼管矢

板井筒基礎を採用する場合も同様、上記の条件を満たす必要がある。鋼管矢板井筒基礎の施工は、打撃

工法、中堀工法、圧入工法があり、地盤の種類や周辺環境の状況により、施工方法の選定が可能である

ことから、施工上問題ないと考えられる。鋼管矢板井筒基礎の概念図を図表 2.8.4 に示す。鋼管矢板を

水面上まで伸ばすことで、底版および橋脚施工時の仮締切が不要となり、コスト縮減につながる可能性

がある。 
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図表 2.8.4 鋼管矢板井筒基礎概念図 

 

出所）日本製鉄（株） 

 

2.8.3. 重防食塗装および耐候性鋼材（参考） 

鋼橋を腐食から守る方法は、被覆、耐食性材料の使用、環境改善、電気防食の 4 つに大別できる。こ

のうち多く使われているのが、被覆と耐食性材料（耐候性鋼材）である。環境改善は鋼材を腐食しない

環境に置くことであり、非常に難しい。また電気防食は海中部ではよく使用されるが通常環境下ではほ

とんど使用されていない。このことから、本橋梁に適用可能と考えられる防食は、被覆と耐候性鋼材で

ある。 

被覆（塗装、亜鉛メッキ、金属溶射）および耐候性鋼材の防食法の詳細を図表 2.8.5 に示す。被覆の

中でも重防食塗装はこれまで腐食環境の厳しい海上橋梁で多く採用されており、信頼性が高い。一般塗

装と比較して、初期コストは多少高価であるが、塗り替えスパンが長く、維持管理費も含んだライフサ

イクルコストの削減につながる。一方、耐候性鋼材は、海浜部から離れた内陸（塩化物イオンが飛来し

ない場所）でよく使用されており、塗替が不要であることから、維持管理費が安価である。よって、鋼

材の防食は、重防食塗装と耐候性鋼材を推奨する。 
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図表 2.8.5 被覆と耐候性鋼材の防食法の詳細 

防食法 
塗装 

耐候性鋼材 溶融亜鉛メッキ 金属溶射 
一般塗装 重防食塗装 

防食原理 
塗膜による環

境遮断 

塗膜による環境遮断

とジンクリッチペイ

ントによる防食 

安定錆の生成によ

る腐食速度の低下 

亜鉛被膜による

環境遮断 

溶射被膜による

環境遮断 

施工方法 
スプレー、ブラシ、ローラーを用い

た塗装 

製作時に合金元素

を添加 

メッキ工場にお

ける亜鉛タンク

への浸漬 

溶射ガンによる

溶射 

適用地域 

陸上部 

（飛来塩分の

高い地域では

適用不可） 

海上部及び 

海岸地域 

陸上部 

（飛来塩分の 

高い地域では 

適用不可） 

全ての地域 

外観（色彩） 色彩は自由 茶褐色 灰白色 灰白色 

初期コスト 安価 やや高価 やや高価 高価 高価 

維持管理 

（塗替） 

約 30年に 

1度の塗替 

約 45年に 

1度の塗替 
塗替の必要なし 

25年後に再塗装 

（しかし実績無） 

60年後に再溶射 

（しかし実績無） 

評 価 適用可能 
適用可能 

推奨案 

適用可能 

推奨案 
推奨しない 

出所）鋼道路橋塗装防食便覧（日本）に基づいて駒井ハルテック作成 

2.8.3.1. 重防食塗装 

塗装は一次防錆プライマー、防食下地、下塗り塗装、中塗り塗装、上塗り塗装があり、これらを組み

合わせた防食方法である。それぞれの役割は図表 2.8.6 のとおりである。また、重防食塗装の仕様を図

表 2.8.7 に示す。 

図表 2.8.6 塗装の機能 

塗装名 役割 

一次防錆プライマー 
ブラスト処理で除去した鋼材は錆が発生しやすい。これを防ぐために直ち

に塗装するプライマーを 1次防錆プライマーという。 

防食下地 鋼材の腐食を防ぐ。ジンクリッチペイント等。 

下塗り塗装 水分や塩類などの腐食性物質の浸透を防ぐ機能。エポキシ樹脂塗装等。 

中塗り塗装 下塗り塗装と上塗り塗装を一体化させる役割。 

上塗り塗装 
耐候性の良い樹脂と顔料を選択することで、長期間に渡り光沢や色相を保

つ機能がある。 

出所）駒井ハルテック 

図表 2.8.7 重防食塗装の仕様 

塗装工程 塗料名 
目標膜厚  

（μm） 

製鋼工場 
素地調整 ブラスト処理 - 

プライマー 無機ジンクリッチプライマー （15） 

橋梁製作工場 

2次素地調整 ブラスト処理 - 

防食下地 無ジンクリッチペイント 75 

ミストコート エポキシ樹脂塗料下塗 - 

下 塗 エポキシ樹脂塗料下塗 120 

中 塗 フッ素樹脂塗装用中塗 30 

上 塗 フッ素樹脂塗料上塗 25 

出所）鋼道路橋塗装・防食便覧（日本） 
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2.8.3.2. 耐候性鋼材 

耐候性鋼材は、適量のCu、Cr、Ni 等の合金元素を含有し、鋼材表面に緻密な錆（安定錆）を形成す

る鋼材である。錆が緻密であるため、錆が鋼材内部に進行しないとともに錆の原因となる因子の進入を

防ぐことから、塗装不要で使用できる鋼材である。図表 2.8.8 に示すとおり、日本では、耐候性鋼材は

多く使用されている状況であり、耐候性鋼材に対する信頼性も高い状況である。図表 2.8.9 に一般鋼材

と耐候性鋼材の錆にメカニズムの違いを示す。耐候性鋼材の錆は緻密であり、外部から錆の原因となる

因子が母材に到達することができないため、錆が進行しない構造である。耐候性鋼材は無塗装での使用

が可能であるが、近年では、景観性に配慮して、塗装している鋼材も存在する。 

 

図表 2.8.8 耐候性鋼材の使用量 

 

出所）日本橋梁建設協会 

図表 2.8.9 防食のメカニズム 

 

 

 

 

耐候性鋼材 

一般錆 

母材 

安定錆 

一般鋼材 
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2.9. 概略事業計画 

2.9.1. ロシア側の概略事業計画 

ロシア側より入手したレナ河の橋梁に係る設計および施工スケジュールを図表 2.9.1 に示す。 

  図表 2.9.1 レナ河の概略設計および施工スケジュール 

（公表不可のため削除） 

 

2.9.2. 今後の事業計画の見通し 

ロシア側事業者が、2019 年 12 月に実施されたレナ川橋梁のコンセッション事業者選定に応札した結

果、2020 年 1 月正式に事業者に選定されたことで、日本製ケーブルの実績・施工メリットを提案できる

可能性が高まった。 

今後は事業者が設計院と、約 1 年をかけて詳細設計を実施する。ロシア側は概略設計においては、航

路や流氷の大きさに基づき最大支間長を設定、現地が永久凍土であることや最低気温が-70℃を記録した

こともある寒冷地であること等から、流氷力学計算上最適とされる連続斜張橋を主橋梁の有力形式とし

ている。 

 

2.9.2.1. 技術仕様・予算・工期の提案 

 ロシア側が有力型式としている斜張橋について、 

① プレハブワイヤーストランド(PWS)を使用した短期施工の提案 

② 内部充填型エポキシ樹脂被覆 PC 鋼より線(ECF ストランド)採用の提案 

を行い、ロシア側事業者のニーズに沿う本邦技術を丁寧に説明していく。 

また、日本側が提示したプレハブワイヤーストランドの低温試験結果について、ロシア GOST 規格の

要件と合わない項目について質問があったが、類似の試験は実施済みであり、速やかに追加試験を実施

して、GOST 規格を満足するデータを提供することとした。 

 

2.9.2.2. 資金調達 

 資金調達については、詳細は先方の予算に関する詳細計画を待つ必要があるものの、橋梁開発予算の

概ね 2 割程度はロシア側事業者による調達が求められることが見込まれ、日本側からの支援が期待され

ている。 

 日本の政府関連資金調達方法を検討したところ、下記のとおりであった。 

 

1. JBIC によるバイヤーズ・クレジット：ロシア側が希望するルーブル建ての設定がない。外貨融資に

ついてのロシア側事業者の意向、および融資先次第で改めて相談 

2. JBIC IG：政府間案件であれば可能性がゼロではないとされ、確認を求めているものの難しい見通

し 

3. 極東ファンド（ロシアVEB 経由で JBIC が出資）：露で協議して具体的な金額が決まれば興味あり

との回答。バイクレの可能性と並行して検討 
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 以上から、今後ロシア側の求める資金調達金額について具体化したところで、案 3 を軸に検討する。 

  

 今後もロシア側事業者並びに設計院、ファイナンス関係者との協議を続け、2020 年 9 月に予定され

る東方経済フォーラムにおいて、何らかの発表や署名の実現を目指す。 

 

2.9.3. 最終報告会 

本調査チームは、2020 年 2 月にモスクワにおいてフェドトフ・モスクワ全権代表（第一副首相）、ブ

チコフ副首相等に対する本調査の最終報告を行った。 

サハ共和国側からは、日本政府との関係を重要と考えていること、Tiksi における NEDO 実証での本

邦技術の実績について言及があった。サハ共和国にとって長年の悲願であるレナ川橋梁建設が具体化す

るにあたって、ロシア側事業者と協議を行うこと、現地気象条件・流氷の観点から工期短縮が最も重要

である旨コメントがあった。 
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3 船舶ドックを含む港湾インフラの整備 

3.1. 本パートの調査内容 

 ロシア連邦（以下、ロシア）のレナ川流域において、船舶は春夏期における物流の交通路としての役

割を果たしているものの、サハ共和国における船舶ドックを含む港湾インフラは前近代的かつ老朽化し

ており、効率の良い物流の実現やそのために必要な船舶の供給や整備が難しい状況となっている。南北

の物流の要衝として位置付くサハ共和国ヤクーツク市にとって、港湾運営の開発・整備は重要な産業で

あり、雇用等への影響もあることから、優先度の高い課題として位置付く。 

本章の調査内容については、サハ共和国レナ川流域の造船所における日本技術の導入可能性を検討す

べく、造船事業の現状分析として造船業界全般における主な経済指標や特徴を述べるとともに、当該地

域にて更新・新規建造予定のジャタイスカヤ造船所と比較した際に、類似する特徴を有するロシアの造

船業界プレイヤー（「Vyborg Shipyard」、「Pella Shipyard」、「Experimental Shipyard」）の概要、沿革、製

品、生産能力、財務状況等特徴に関し、ケーススタディを行う。その後、ジャタイスカヤ造船所に関し

て、沿革や予算状況等の現状分析を行うとともに、現地視察により判明した内容やその後のやり取りの

結論を含む、当該造船所における日本技術の導入や活用可能性の検討結果を述べる。 

 

3.2. ロシアにおける造船事業の現状 

3.2.1. 概要 

3.2.1.1. 造船業の特徴 

ロシアには、約 4 万キロメートルの海岸線と約 4 万キロメートルの海岸線と 10 万キロメートルの内

陸水路がある。造船産業は、防衛、輸送、貿易、エネルギー、食料分野を含む海上・河川輸送分野にお

ける国家安全保障を確保する上で決定的な要素の 1 つである。 

ロシア産業商務省(ミンプロムトルグ)によれば、造船業に属する企業は約 600 社[産業企業、研究機関、

設計局、総合構造物(ホールディングス、法人)]であり、同時に約 150 社が造船・船舶修理事業を行って

いる。また、海洋部品機器、材料、電子部品基盤等の納入を行っている団体は 3,000 社を超える。 

年間 50 億ルーブル以上の生産量を誇る最大の造船企業を含む、造船産業の 40%以上が北西連邦地区

に集中し、更に多数の企業が、南部連邦地区、ヴォルガ連邦地区、極東連邦地区、および中央連邦地区

に位置している。 

ロシアの造船産業は、顧客と投資家の両方の役割を、州政府が担っており、現在管理と生産の集中化

がますます進む傾向にある。同時に、産業の統合については、2007 年に州政府によって採択された、

2020 年までの目標を示す造船産業開発戦略において確立された。市場の主要なリーダーは 20 の造船場

および船舶修理工場を含む 41 の企業を束ねる国有企業「統一造船会社（JSC United Shipbuilding 

Corporation, USC）」であり、連邦国家資産管理局（Rosimushchestvo）によって所有されている。例え

ば、統一造船会社 (USC)1は、ロシアにおける全発注額 1.1 兆ルーブルのうち、9,260 億ルーブルを受注

している。 

                                                   
1 統一造船会社とは、複数の造船企業を統合し設立されたロシア連邦政府の国有企業である。 
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また、ロシア国内の造船業の特徴としては、産業の国家統制と管理・生産に関する高度な集中が挙げ

られる。例えば、ロシア最大の造船会社 5 社中 3 社が、軍艦の生産を優先しており、大量の受注が国防

命令（SDO または Gosoboronzakaz）と軍艦の輸出建造により生まれている2。 

 

図表 3.2.1 ロシアにおける造船業の主な実績 

項目 2014 2015 2016 2017 

 建造船（pcs） 252 200 168 150 

– うち民間船舶 132 113 103 86 

建造船(千トン) 414.2 212.2 213.3 224.6 

– うち民間船舶 335.1 136.3 158.7 184.1 

ロシアで建造された船舶の総費用（10億ルーブル） 146.8 117 138.5 97 

– うち民間船舶 59.8 21.8 42.5 31.8 

     

海洋船舶（年間指標値）（pcs） 2,769 2,760 2,744 2,718 

ロシア連邦への船舶の輸入（10億ドル） 1.42 1.25 2.00 2.37 

ロシア連邦からの船舶輸出（10億ドル） 0.73 0.62 0.63 0.95 

ロシアで建造された船舶の総費用（億ドル） 1.56 0.36 0.63 0.55 

ロシア連邦の船舶の見掛け消費量（10億ドル） 2.25 0.99 2.00 1.97 

出所）Rosstat、INFOLine Information Agency、連邦海事及び河川輸送局、ロシア連邦産業商務省、HSE Centre of 

Development Institute 推計よりNRI 作成 

 

2018 年のロシア連邦産業商務省によると、ロシアの造船所で建造中の船舶は 170 艘、船舶敷設は 51

艘、顧客への引渡実績は 90 艘であった。現在、受注中の船舶は 150 艘あり、これは世界の船舶受注の

3%である。 

ロシアで建造される船舶の種類別内訳としては、ロシアの海上貿易の特性から、68%をタンカーが占

めている。2018 年のデータによれば、同国の港湾における全貨物積替え量のうち、流動貨物は 54%程

度を占めている。 

  

                                                   
2 https://www.kommersant.ru/doc/3261300 

https://www.kommersant.ru/doc/3261300
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図表 3.2.2 ロシアの船種別生産構成（2018 年） 

 

出所）Central Marine Research and Design Institute より NRI 作成 

 

ロシアの造船の重点分野は、国防に係る船舶調達・獲得のほか、北洋航路整備計画に伴う氷上航行船

の建造や、北極の大陸棚における石油・ガス開発のための特殊海洋技術の開発である。砕氷貨物船のよ

うなセグメントは需要の増加傾向が見られるが、これは州が提供する積極的な支援による結果である。

例えば、ロシア連邦の国家計画「2013-2030 年の海洋分野開発のための造船・設備の開発」3においては、

産業発展のための年度予算の配分が行われている4。 

市場は依然として輸入に大きく依存しており、近年では、特に韓国が重点パートナーとしての地位を

強化している。一方造船機械の輸出国としてのロシアの立場は弱く、ITC 貿易マップによれば、

2014~2017 年において、ロシアの主要製品の世界輸出に占める割合は 1%を超えなかった。連邦関税局

によれば、2017 年末時点で、船舶や浮体構造物の輸出は、世界 60 カ国以上で行われているのに対し、

ロシアからの輸出額の 60%は、韓国、日本、シンガポール、トルコの 4 カ国のみで占められる。ロシア

の造船製品の主な輸出項目は、「クルーズ、旅客船、フェリー、貨物船、はしけやその他これらに類する

旅客又は貨物の輸送用浮体船」（63%）、「その他の船舶（戦艦、救助艦を含む。ただし、ローイングボー

トを除く。）」（24%）、「曳船・プッシャー船」（11%）の三つにより、全体項目のほぼ全てを占められて

いる。 

現在、世界市場における船舶は供給過剰となっており、ロシアの造船業界は、他国の競合他社と比較

して、技術的背景に悩まされている。多くの国が課すロシアへの制裁措置の増加も、マイナスの影響を

及ぼしている。国内産業にとっては、必要とされる製品及び技術へのアクセスが制限されることを意味

する。 

ロシアの造船業における需要の大半は、州組織からの直接受注、または政府と密接な企業からの受注

に集中する。このため、政府は今後の産業・市場の発展を見極めつつ、国内産業の支援を通じた市場の

                                                   
3 http://docs.cntd.ru/document/420396569 

4 https://www.multitran.com/m.exe?s=Defense%20Procurement%20and%20Acquisition&l1=1&l2=2 

タンカー; 68%

バルク船; 9%

一般貨物船; 16%

その他; 7%

タンカー バルク船 一般貨物船 その他

https://www.multitran.com/m.exe?s=Defense%20Procurement%20and%20Acquisition&l1=1&l2=2
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活性化に注力している。例えば 2018 年 3 月、ロシア連邦政府は、「造船所の整備に係る事業に対する貸

付利息の返還に係る補助金に関する決議」を採択した。当該決議は、造船所の建造プロジェクトを実施

し融資の利子を返済している各機関に対し、連邦予算から補助金の交付を承認するものであるが、ロシ

アでは現在このような国内造船業を支援し、製品需要を創出する政策の推進を行っている。 

 

3.2.1.2. 生産量と推移 

生産量の全体推移としては、2014 年以降、市場は民間船、軍艦両方の建造量において減少傾向が見ら

れたものの(純登録トン数(NRT)が 20～150 千トンクラスの造船量)、近年は比較的安定してきている。

一方、図表 1.2.3 に示されるように、2018 年の艘数ベースの船舶建造数においては、総量の約 70%を軍

用船が占めていた。 

 

図表 3.2.3 総NRT が 20～15 万トンの民用・軍用船の生産動向（艘） 

  

出所）INFOLine Information Agency より NRI 作成 

 

INFOLine Information Agency によれば、2025 年までに 350 を超える大型船舶が完成することになっ

ており、量としては全船舶の 55%を民間部門が占めており、民間造船の増加傾向を示している。 

また、2013 年以降、完成船の総トン数(総 NRT が 20～150 千トンの船舶)も減少傾向にあり、2015 年

には大幅な減少となった。しかし、2016 年以降、特に民間船のトン数が増加していることから、完成し

た船の総トン数はプラスの動きとなっている。 
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図表 3.2.4 2011～2018 年の造船業における総トン数(千トン) 

  

出所）INFOLine Information Agency より NRI 作成 

 

3.2.1.3. ロシア連邦における造船業の課題 

ロシアにおける造船産業においては、現在以下の課題が挙げられる。 

 

図表 3.2.5 造船業の主な課題 

課題 内容 

生産設備の老朽化 ロシア産業商務省の推計によると、生産設備の 60%は老朽化してお

り、稼働している設備のうち、80%が更新や大規模な近代化を必要と

している。 

輸入依存度が高いこと  船舶の輸入：ロシア産業商務省の推計によれば、輸入は高水準で

あるにもかかわらず、ロシアの造船所における金属工事および

建造現場の稼働率は 50～60%を超えない。 

 構成機器・機械の輸入：船舶構成部品における輸入の割合は、民

間造船(70～90%)と軍用造船(水上艦～80%)の両方において高い

という特徴がある。この状況は、動力装置(ディーゼルエンジ

ン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン等)、クレーン、

および石油・ガス分野の装置の製造において特に深刻である。 

ロシア造船業の技術的な遅れ ほとんどの国内企業は、船舶の大ブロック組立、自動化およびロボッ

ト化、ならびにCIM(Computer Integrated Manufaturing)等の生産性向

上インフラの導入が遅れている。 
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大規模な建設現場の継続的不

足により、大容量船舶等の建

造力が限定的である 

ロシアにおいて、170m 以上の長さの船舶を建造することができる造

船所は限られている。最大 70～80 千トン規模の船舶は、JSC「Baltic 

Zavod」、JSC「Admiralty 造船所」の船台や、Severodvinsk が自社保

有するドライドックで建造される。有限会社「SZ"Zaliv"」のドライド

ックにおいては、最大 25 万トン規模の船舶の建造が可能である。 

出所）2035 年までの造船業振興戦略プロジェクト、ロシア産業商務省、2018; 

Data of Central Research and Design Institute of the Marine Fleet; open data analysis. に基づき NRI 作成。 

 

3.2.1.4. 2035年までの造船業発展戦略プロジェクト分野 

国内造船の発展を決定する重要な国家課題と優先事項(民間造船)は、以下のとおりである5： 

 北極圏における戦略的プレゼンスを確保すること、特にロシア連邦の砕氷船艦隊の整備を通じ

た、北極海航路の開発。 

 海上・河川輸送の整備。 

 大陸棚の開発-特に海洋埋蔵資源開発用の船隊の拡大による、鉱物資源の採取と輸送。 

 特にロシアの遠隔地(北部地域、シベリア地域、極東地域)において、内陸水路およびロシア漁船

隊の整備を通じた、輸送および食料安全保障の確保。 

 

3.2.2. ロシアの造船事業のケーススタディ 

ロシアにおける主要な造船会社として、以下の企業が挙げられる。 

 

図表 3.2.6  ロシアの主要な造船会社リスト 

番

号 

名称 所属グループ 

1 33 Shipyard 統一造船会社（USC） 

2 Admiralty Shipyards 統一造船会社（USC） 

3 Baltic Shipyard  統一造船会社（USC） 

4 Vyborg Shipyard 統一造船会社（USC） 

5 "Severnaya verf" shipbuilding plant 統一造船会社（USC） 

6 "Sredne-Nevsky Shipyard" 統一造船会社（USC） 

7 Severnoe Design Bureau 統一造船会社（USC） 

8 Arctech Helsinki Shipyard 統一造船会社（USC） 

                                                   
5 「2035 年までの造船業発展戦略プロジェクト」より 
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9 Nevskoe Design Bureau 統一造船会社（USC） 

10 "Almaz" Design Bureau 統一造船会社（USC） 

11 "Krasnoye Sormovo Shipyard" 統一造船会社（USC） 

12 "Rubin" Design Bureau 統一造船会社（USC） 

13 "Onega" Research and Development Technological 

Bureau 

統一造船会社（USC） 

14 "Malachite" Design Bureau 統一造船会社（USC） 

15 10 Shipyard 統一造船会社（USC） 

16 "Yantar" Shipyard 統一造船会社（USC） 

17 Amur Shipbuilding Plant  統一造船会社（USC） 

18 SC "Zvyozdochka" 統一造船会社（USC） 

19 "Proletarsky zavod" 統一造船会社（USC） 

20 Khabarovskiy shipbuilding plant 統一造船会社（USC） 

21 "USC-Iceberg" Central Design Bureau 統一造船会社（USC） 

22 CNRG Management 統一造船会社（USC） 

23 Production Association "Arktika" 統一造船会社（USC） 

24 Production Association "Sevmash" 統一造船会社（USC） 

25 Svetlovsky enterprise ERA 統一造船会社（USC） 

26 35 SRZ branch of Zvezdochka SRC 統一造船会社（USC） 

27 Shipbuilding plant "Lotos" 統一造船会社（USC） 

28 Kronstadt Marine Plant 統一造船会社（USC） 

29 Sudoexport 統一造船会社（USC） 

30 Design office for shipbuilding “Vympel” * 統一造船会社（USC） 

31 Sevastopol Marine Plant named after Ordzhonikidze  連邦国営単一企業

（FSUE） 

32 Shipyard "More" 連邦国営単一企業

（FSUE） 
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33 Eastern-Siberian Inland Navigation Company 「Eastland」（ホールディ

ングス） 

34 Okskaya Sudoverf UCL ホールディングス 

35 Vympel Shipyard カラシニコフ・コンツェル

ン 

36 Rybinsk Shipyard カラシニコフ・コンツェル

ン 

37 Akhtubinsky Shipyard 企業グループ「Vega」 

38 Volzhsky Shipyard 企業グループ「Vega」 

39 Balakovo Shipyard 企業グループ「Vega」 

40 United Vega Shipyards 企業グループ「Vega」 

41 Craneship Shipyards Transship グループ 

42 Yenisey River Shipping Company 民間企業 

43 ZNT YARD 民間企業 

44 Alekseev’s Central Hydrofoil Design Bureau 民間企業 

45 Zelenodolsk Plant named after A.M. Gorky 民間企業 

46 Nevsky Shipyard 民間企業 

47 Nobel Shipyard 民間企業 

48 Pella Shipyard 民間企業 

49 Shipreparing & Shipbuilding Corporation 民間企業 

50 FES Zvezda 民間企業 

51 Onego Shipyard 民間企業 

52 Kampo Shipyard 民間企業 

53 CKB Neptun 民間企業 

54 Livadia Shipyard 民間企業 

55 Ladoga shipyard 民間企業 

56 Balakovsky Shipbuilding and Ship Repair Plant 民間企業 
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57 Shipbuilding company "Aerohod" 民間企業 

58 GCKB Rechflot 民間企業 

59 Arkhangelsk repair and operational fleet base 民間企業 

60 Kostroma Shipbuilding Plant 民間企業 

61 Shipbuilding plant of a name of the October revolution 民間企業 

62 Ushakovo Yards 民間企業 

63 Experimental Shipyard 民間企業 

64 Sretensky Shipbuilding Plant 民間企業 

65 Port-Kolomna  民間企業 

66 Nefteflot 民間企業 

67 Shipyard "Zaliv" 民間企業 

68 Neptun Hovercraft 民間企業 

69 Samussky Shipyard 民間企業 

70 Arkul Shipbuilding and Repairing Plant named after Kirov 民間企業 

71 Kostroma Wharf 民間企業 

72 Yaroslavsky Shipyard 民間企業 

73 Laky Verf Company (Ozernaya Verf) 民間企業 

74 Limendsky Shipbuilding Plant 民間企業 

75 Tyumensudokomplekt 民間企業 

76 Eastern shipyard 民間企業 

77 Volga Shipyard 民間企業 

78 Lena United River Shipping Company(LORP) 民間企業 

出所）NRI 調べ 

 

これら主要な造船所を持つ企業のリストの内、参照価値の高いものを選定すべく、以下①～⑤の基準

を設け、ケーススタディの対象とした。 

 

＜基準＞ 

① 検討案件であるジャタイスカヤ造船所と類似した特徴を持つこと。 
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② 河川用の船を生産する企業であること。 

③ 主な生産船舶が軍艦でなく、民間企業用の船であること。 

④ 経営状態について特徴が見受けられること（経営状態が良いものと、経営が破綻しそうなところ）。 

⑤ 公開情報ベースで情報が収集可能であること。 

 

これら基準により上記リストより抽出した、番号４「Vyborg Shipyard」、番号 48「Pella Shipyard」、

番号 63「Experimental Shipyard」の３企業について、ケーススタディを行った。 

 

3.2.2.1. Vyborg Shipyard 

1) 所在地 

PJSC「Vyborgskiy sudostroitelniy zavod」（Vyborg Shipyard）は、フィンランドとの国境から遠くな

く、サンクトペテルブルグから 130km 離れたロシア北西部のレニングラード地域の Vyborg 市(人口

77,4tsd. peoples (2018))に位置する。造船所は、外洋から 18km のフィンランド湾岸に位置している。 

 

図表 3.2.7  Vyborg Shipyard の所在地 

 

 出所）OpenStreetMap 

2) 概要 

当該企業は、ロシア北西管区最大の造船企業の一つである。当造船所は、1948 年に設立され、商業造

船、ならびに大陸棚に用いる掘削リグのためのプラットフォーム構築において豊富な受注経験を持つ。

企業の簡単な特徴を以下に示す： 
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図表 3.2.8  Vyborg Shipyard の特徴 

項目 内容 

設立年月日 1948 

株式シェア JSC "OSK" (JSC "USC") ：29.82% 

JSC「WSC」(西部造船センター、JSC「USC」所有)：66.22% 

社長 ソロビエフ・アレクサンダー・セルゲアイヴィッチ

（Solovyev Aleksander Sergeyevich） 

従業員数(2018 年) 1,978 人 

造船所総面積 44.18 ha 

出所）公開資料、Spark Interfaxデータベースより NRI 作成 

 

3) 沿革 

Vyborg Shipyard の沿革は、以下のとおりである。 

 

図表 3.2.9  Vyborg Shipyard の沿革 

 

出所）2018 年 4 月 PJSC「Vyborgskiy sudostroitelniy zavod」(Vyborg Shipyard)年次報告書、Vyborg shipyard 社の 

公式ホームページ（URL: http://vyborgshipyard.ru/ru） http://vyborgshipyard.ru/ru より NRI 作成 

  

http://vyborgshipyard.ru/ru
http://vyborgshipyard.ru/ru
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図表 3.2.10  Vyborg Shipyard 

 

出所）2018 年 4 月 PJSC「Vyborgskiy sudostroitelniy zavod」(Vyborg Shipyard)の年次報告書、Vyborg shipyard 社公式ホ

ームページ（URL: http://vyborgshipyard.ru/ru） http://vyborgshipyard.ru/ru より NRI 作成 

 

4) 製品 

同造船所の長い歴史の中で、ロシアおよび外国両方の顧客向けに 210 を超える船舶(合計総トン数は約

1,550,000 トン)、9 カ所の沖合掘削プラットフォーム、および石油およびガス田開発のための 105 のト

ップサイドモジュールが建造された。内訳としては： 

 北極海用半潜水浮遊式掘削装置(第 6 世代) 

 多目的ベアデッキプラットフォーム(第 5 世代) 

 半潜水浮遊式掘削装置(第 2 世代) 

 ジャックアップ浮き掘削装置(第 2 世代) 

 バルク船・タンカー 

 トロール船およびプラットホーム供給船の外装船体 

 曳舟（タグボート） 

 掘削プラットフォームのブロックモジュール 

 専用船舶 

 救助・有線式遠隔操縦水中ロボット（Remotely operational Vehicle[ROV]）船 

 揚陸艦 

  

http://vyborgshipyard.ru/ru
http://vyborgshipyard.ru/ru


48 

 

現在、同社は主に以下のサービスを提供している。 

 

図表 3.2.11  当社の製品・サービス 

製品・サービスの種類 製品 

民間造船  砕氷船 

 補給艦 

 タンカー 

 砕氷支援船 

 冷凍トロール船 

 海上石油掘削基地 

船舶修理  船体の修理 

 船体および配管の表面の機械的およびショットブラスト処理、塗装およ

び断熱 

 システム・配管の修理、海上弁・接続部の交換 

 船舶機器、主機関および操舵装置、プロペラ又はプロペラ羽根等の交換 

 船舶用機器、電気系統、船舶計装、無線航法用機器の修理、試験および

設置 

大型鋼構造物の建設 産業: 

 造船 

 石油加工業（FPSO: Floating Production Storage and Offloading System

を含む） 

 建築業界 

出所）Vyborg Shipyard 公式 HP（http://vyborgshipyard.ru/ru）(閲覧日: 2019 年 8 月 5 日) http://vyborgshipyard.ru/ru

より NRI 作成 

 

Vyborg Shipyard の年次報告書によれば、同社の主要な事業分野は、民間船舶（砕氷船、砕氷支援船、

釣り用トロール船、掘削リグ等）の建造である。 

Vyborg Shipyard は、船舶のサイズアップグレードプロジェクトや河川・海洋船への改造を実施した経

験が豊富であり、建造可能な船舶の大きさは、長さ 150 メートルまで、幅 26～27 メートルまで、総ト

ン数 8,600 トンまでである。 

 

http://vyborgshipyard.ru/ru
http://vyborgshipyard.ru/ru
http://vyborgshipyard.ru/ru
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5) 生産施設 

当該造船所は、Vyborg Sea Port に位置し、海上における貨物の交換が可能である。当社の構内特性は

以下の通りである。 

図表 3.2.12  Vyborg Shipyard の構内特性 

総面積 441,800 m2 

水域 135,000 m2 

建設エリア 179,000 m2 

生産スペース 82,500 m2 

室内スペース 64,000 m2 

オープンスペース 18,500 m2 

内陸鉄道の長さ 1.62 km 

内道の長さ 5.7 km 

出所）Vyborg Shipyard2016 年情報パンフレットより NRI 作成 

 

図表 3.2.13  Vyborg Shipyard の生産施設マップ 

 

出所）Vyborg Shipyard2016 年情報パンフレットより NRI 作成 
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また、企業の生産能力の詳細な説明を以下の表に示す。 

 

図表 3.2.14  Vyborg Shipyard の生産能力 

生産設備 記載 

鋼材一次処理・鋼構

造物製造 

• 鉄鋼の一次処理層：処理能力 3.5 万トン/年 

• 切断および曲げ加工層：処理能力 2.4 万トン/年 

• 鉄鋼製造能力：2 万トン/年 

• 塗装セル：41 万～42 万m2/年 

造船 • ブロック組立工場：長さ 96m、幅 20m、クレーン容量 50 トン 

• 船体組立工場：長さ 168m、幅 22m、クレーン能力 50 トン 

• 屋外船台：長さ 227m、幅 22m、クレーン容量 32 トン 

輸送 • 大型ブロックおよび区分輸送用の 100 トン、250 トンおよび 300

トン容量マルチホイールトレーラ 

• 容量 4,500 トンまでの自走式でないトローリーを備えた特殊列車 

塗装・サンドブラス

ト装置 

• 気候制御機能を備えた新しい塗装セル（2010 年に委託）（L×B×H 

= 24×22×15 m までのブロックのブラスト・塗装用装置で、マルチホイ

ールトランスポーターによる特別なフレームで移動可能） 

船舶装備品、半潜水

浮遊式掘削装置 

• 岸壁の装備：長さ 300m、岸壁の水深 8m、クレーンの能力 10 ト

ン 

• 岸壁装備：長さ 250m、岸壁の水深 9.5m、架台クレーンの能力 10 

トン、高さ 50 m 

• 重量 300 トンの貨物を、高さ 46m まで移動させる浮上式クレー

ン、重量 90 トンの貨物を、高さ 90 m まで移送可能なフライジブ（ク

レーンのアームの部分） 

ラ ン チ ャ ー

（Launchihg facility）お

よび進水設備 

• 長さ 139m、高さ 18m、抜き勾配 4,6/5,5m の浮体構造物のための

ドックセクションで、ドック重量 6,400 トンのキール軌道上に着陸し

た場合 

• 船舶用海路 Vyborg-Vysotsk の喫水限界 6.5m 
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• 半潜水型バージコート、自家用(130×35m)船体高 7,3m、積載重量

14,419 トン 

• 開水路延長：18km、幅：125m、水深 6m。 

 

出所）Vyborg Shipyard2016 年情報パンフレットより NRI 作成 

 

6) 財務諸表 

同社の業績(売上高、売上総利益)は以下のとおりである。 

 

図表 3.2.15 2015-2018 年 Vyborg Shipyard の業績 

 

出所）Spark Interfax データベースより NRI 作成 

 

7) 現行の契約状況 

Vyborg Shipyard は国内外に幅広い顧客を有し、2018 年現在、造船分野では以下の活動を実施してい

る。 

 砕氷船の建造: プロジェクト IBSV01 の下でVyborg Shipyard PJSC が完工し、顧客である有限

会社 Gazpromneft Shipping に「Alexander Sannikov」および「Andrey Vilkitsky」と命名された

2 艘の砕氷船を引き渡した。（Novoportovskoye の北極ターミナルにて操業予定） 

 港湾運航船の建造：2018 年には、「Yamal LNG」プロジェクトによる港湾運航船の建造を「FSUE 

Atomflot」(設計・工事請負)の受注により継続した。 

 JSC「Arkhangelk Trawl Fleet」向けの 4 つの大容量トローラ(納期:2019～2020 年)、有限会社

Nord-Piligrim 向けの釣り用冷凍トローラ(納期:2019 年)、FOR グループ向け釣り用トローラ 3
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艘(納期:2021～2022 年)を提供した。 

  

8) 会社の現状 

現状における、同社の主要な課題は以下のとおりである6。 

 Vyborg Shipyard PJSC の異なる供給業者および請負業者に対する負債の総額は、約 25 億ルー

ブルである。その理由の 1 つは、多数の注文による運転資金不足である。現在、同社は約 7 艘の

船舶を同時に建造しているが、2013～2014 年時点では 2～3 艘に過ぎなかった。 

 運転資金の補充のための貸付を受けることが困難であり、2 年前に財政状態の悪化(会社の損失)

により地方政府銀行からの貸付を拒否されていた。現時点では、他の銀行が融資可能性を検討し

ている。 

同社の年次報告書によれば、Vyborg Shipyard は、JSC「USC」の 2030 年に至るまでの主要な開発戦

略に基づいた、以下の目標と民間造船市場の動向を踏まえた開発計画を有している。 

 民間船舶に対する国内顧客の需要の充足 

 民間造船産業における技術的および財政的競争力の向上 

 生産設備の近代化、近代技術の導入に係る施策の実施 

 生産量の増加、生産性の向上 

 企業の生産計画を考慮した専門家の訓練、再訓練、再配分を行う人事政策の実施 

 良好な財務・経済パフォーマンス指標の達成 

出所）2018 年 4 月 PJSC「Vyborgskiy sudostroitelniy zavod」(Vyborg Shipyard)年次報告書 

Vyborg Shipyard information brochure, 2016. Vyborg Shipyard の公式ウェブサイト（http://vyborgshipyard.ru/ru） 

 

  

                                                   
6 Not Korea: why there is no sense saving money for Russian shipbuilders. RBC、2019 年 8 月 7 日(社長イン

タビュー)https://www.rbc.ru/spb_sz/07/08/2019/5d4979439a794727133d3cd3 
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3.2.2.2. Pella Shipyard(レニングラード地方) 

1) 所在地 

JSC「Leningradskiy sodostroitelniy zavod "Pella"」(Pella Shipyard)には、4 つの主要な造船地点があ

る。 

 レニングラード地域、オドラドノイ市内の造船所(人口 2.5 万人(2018 年))  

 レニングラード地域、サピョルニ居住地における造船所(人口 1,592 人(2019 年)) 

 ドイツ・ハンブルグのペラ・シータス造船所 

 クリミアのフェオドシヤにおける造船所(国有企業「More」より、2020 年までのレンタル) 

 

図表 3.2.16 Pella Shipyard の地理的位置 

 

出所）OpenStreetMap  
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2) 概要 

Pella Shipyard は、長年にわたる造船経験を有し、ロシアのタグボート造船市場においてトップクラス

の地位を占めている。造船所の特徴は以下のとおりである。 

図表 3.2.17 Pella Shipyard の特徴 

特性 記載 

設立年月日 1950 年 

企業種別 民間企業 

社長 Zaturov Gerbert Robertovich 

従業員数 約 2 千人 

総面積 33 ha 

出所）公開資料、Spark Interfaxデータベースより NRI 作成 

 

3) 沿革 

当該企業の沿革は、以下の通りである。 

図表 3.2.18 Pella Shipyard の沿革 

 

出所）公開資料、公式 HP よりNRI 作成 
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4) 製品 

同社は、多くの子会社を持つ持株会社体制を有しており、各子会社は同社の個別の活動を代表してい

る。主な子会社は以下のとおり。 

 

図表 3.2.19 Pella Shipyard の株式保有状況 

 

出所）公開資料、Spark Interfaxデータベースより NRI 作成 

当社は、民間船舶、海軍船舶の建造を行っている。同社の年次報告書によれば、Pella Shipyard は、ロ

シアにおける救助隊および技術船隊等船舶のトッププレイヤーの一角を占めている： 

 1000～5000hp の容量を有する、船舶用ドッキングタグ(stock-produced ship-docking tugs)。 

 救助活動、消火、油流出対応等の幅広い機能のマルチエスコートタグ 

 河川や海ではしけを運ぶためのタグプッシャー 

 パイロットボート 

 タンカーに搭載されたフリーフォール式の救命ボートと降下ロープ 

 トロール漁業用ハイテク船、その加工・凍結 

キャタピラー、カミンズ、ロールスロイス、DESMI、古野電気、Heinen&Hopman 等世界の主要メー

カーの設備を活用し、タグやパイロットボートを建設している。 
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5) 生産施設 

同社は造船施設を 4 か所設有している。オトラドノエ造船所は歴史的な敷地であるが、2012 年から

2016 年にかけて、敷地から 3km 離れたサピョルニ地区に別の造船所を建造し、地方自治体から 20ha の

建造地を購入することが承認された。ネヴァ川の急流のため、3.5～4m の喫水限界がある旧拠点とは対

照的に、新拠点には、建造中の船舶のための喫水限界がないため、当該企業の船舶建造力の向上が見込

まれる。 

図表 3.2.20 会社の保有する生産施設 

拠点 説明 

オトラ

ドノエ

市の造

船所 

建造上の制約:ネヴァ川の河川航路は浅く、喫水限界が 3.5～4m までの小・中型船の建造のみが

行われている。 

主な製品:技術船。タグ、パイロットボートその他の特殊船で、喫水 4m までのもの。 

容量:12～15 ユニット/年。 

 

サピョ

ルニ地

区の造

船所 

建造制限：オトラドノエ造船所とは対照的に、船体の制限は少なく、長さ 100m、幅 22m まで、

喫水は 8m までである。 

主な製品： 

 技術船団の特殊船舶 

 耐氷能力を強化した曳舟 

 北海航路のインフラ運営のための特殊船舶 

 漁船(長網漁業用船、浮きトローラ、漁業連邦庁(Rosrybolovstvo)の研究船) 

 ロシア海軍用船舶 

生産能力：年間 10 船まで。 
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ド イ

ツ・ハ

ンブル

グの造

船 所

(ペラ・

シータ

ス社) 

建造上の制約：喫水限界 9m 以上、長さ 180m、幅 38m、総重量 1.2 万トン以下の船舶の建造。 

設備：同社は、同社独自の船体生産を行っており、1.2 万トンのドック、450 トンのポータルク

レーン、1,375m の装備岸壁を有する。 

主な製品：公共用水運用車、RO-RO 船、旅客船、浮遊設備、船部、船体等 

生産能力：年間 200～300 百万ルーブル/年相当の船舶。 
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6) 財務諸表 

Pella Shipyard の業績は以下のとおりである。 

図表 3.2.21 2015～2018 年の JSC「Pella」の業績 

 

 

出所）公開資料、Spark Interfaxデータベースより NRI 作成 

 

7) 現行の契約状況 

同社 2018 年の報告書によれば、以下のような活動が行われている。 

 ロシア連邦国防省の港湾、空港、沿岸地域において、牽引作業等を行うためのアジマススラスター

（船舶の推進装置）を搭載した曳舟 2 艘を納入。 

 プロジェクト番号 03160「ラプトル」：ロシア連邦防衛省向けのパトロールボート 2 機を納入。 

 プロジェクト番号 22800「ハリケーン」における作業：小型ミサイル船の建造工事が実質的に完了。 

 プロジェクト番号 11982「ラドガ」における作業：パイロット船の建造工事が実質的に完了。 

 極東の漁師用に設計された、カニ捕獲船「RUS」を発売。 

また、2019 年 1 月時点では、プロジェクト番号 3095「ペラ」において、複数社のために中規模の容積

トン数のトロール漁船を 6 基建設中でり、総額は 190 億ルーブルと推定される7。 

 

8) 会社の現状 

同社は、ロシアの造船市場で最も大きな成功を収めている民間企業のひとつであり、積極的に開発投

資を行い、自社の生産能力拡大(新たな複雑な造船所の建造、クリミアでの造船所のレンタル、ドイツで

                                                   
7 https://metagazeta.ru/business/rejting-verfej-po-rybolovnym-zakazam/ 
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の造船所の購入)を行っている。このため、2014 年から 2016 年にかけて、総コスト 132 億ルーブル、総

重量約 1 万 4 千トンもの船を、計 38 艘建造した。 

2018 年 9 月、Eastern Economic Forum (EEF)において Pella Shipyard の代表者が、沿海地方政府と、

年間 50 億ルーブル以上の投資額と、少なくとも年間 7 艘の省資源型のハイテク船に関する「沿海地方

における近代的コンパクト造船所の建設および省資源ハイテク船の連続生産の手配」の実施協定に署名

した。しかしながら報告書作成時の公開資料では、今後のプロジェクト実施の見通しに関するデータは

ない8。 

また、2019 年 6 月、サンクトペテルブルグ国際経済フォーラム(SPIEF)において、Pella Shipyard は、

ロシア最大の銀行であるスベルバンクと協定を締結し、両当事者は、漁業およびカニ捕獲に従事する研

究機関および企業との契約を通じて、造船所の操業および投資活動、一連の現代ハイテク船の建造のた

めの追加生産能力の創出に協力することに合意した。 

 

3.2.2.3. Experimental Shipyard（チュメニ地方） 

1) 所在地 

トゥラ川(長さ 1,300km)によりロシア西シベリア南部のチュメニ地域のチュメニ市(78.88 万人)に、非

公開 JSC「Experimental Shipyard」が位置する。 

図表 3.2.22 Experimental Shipyard の所在地 

 

出所）OpenStreetMap 

                                                   
8 https://www.kommersant.ru/doc/3738266 

https://www.kommersant.ru/doc/3738266
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2) 概要 

Experimental Shipyard は 1992 年に設立された。20 年以上にわたり、同工場は、河川専用船を専門と

して、曳船、特殊目的船等、様々なタイプおよび目的の船舶建造および再整備プロジェクトを行ってい

る。 

 

図表 3.2.23 Experimental Shipyard の特徴 

特性 記載 

設立年月日 1992 年 

企業種別 民間企業 

社長 Dobrolyubov Igor Vladimirovich 

従業者数 91 人 (2018) 

総面積 5.2 ha 

出所）公開資料、Spark Interfaxデータベースより NRI 作成 

 

3) 沿革 

Experimental Shipyard は、以下の沿革をもつ。 

図表 3.2.24 Experimental Shipyard の沿革 

 

出所）同社 HP（http://www.s-verf.ru/）より NRI 作成 

 

4) 製品 

当社は、以下のサービスを提供している。 

 造船 

http://www.s-verf.ru/
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 船舶の設計および工学 

 タグボートを含む船舶の設備および近代化 

 船体の故障検出および潜水検査 

同社は河川型船のみを生産している。Experimental Shipyard の製品ラインには、以下のものが含まれ

る。 

 荷物、タグボートおよび貨物船 

 漁船(冷蔵貨物船、魚加工船等を含む) 

 旅客船および貨物船 

 ポントーンピア、多目的船舶等 

 船舶用機器 

 

5) 生産施設 

同社の造船・船舶修理能力には、約 4,200m2の生産拠点が含まれている。会社には 2 つの引上船台（施

設内と外）、長さ 55m、深さ 3 m の艤装用波止場がある。 

金属加工能力は年間 300 トンまでである。 

 

6) 財務諸表 

1995 年 12 月 26 日公布の連邦法No 208-FZ により、非公開株式会社の形態を有する会社は、その財

務諸表を公表しない権利を有するため、当社の財務諸表は公表されていない。 

 

7) 現行の契約状況 

2019 年 4 月現在、同社は以下を実施している。 

 北ドヴィナ川とペチョラ川で用いられるプッシャー2 台の建設。 

 2019 年 5 月初頭に、トムスクへの 3 台のプッシャーの送付準備。 

 

8) 会社の現状 

現在、チュメニ地域の河川用造船業は、製品需要の低迷や安定的な工事受注の不足等により低迷して

いる。この地域には、主に 3 つの河川用造船会社：Tymen Shipyard 社、CJSC Tyumen Sudokomplekt

社、CJSC SZ Experimental Shipyard 社がある。CJSC Tyumen Sudokomplekt 社は現在財政的困難のた

め外部管理下にあり、CJSC SZ Experimental Shipyard 社は同地域の造船業の中では最も安定した財務

状況ではあるものの、依然として受注に関しては困難を伴っている。そのため、同社はアムール川、ア

ンガラ川、レナ川、アルダン川、ネヴァ川、ヴォルガ川等、チュメニ地域外の顧客を積極的に開拓して

いる。  
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3.2.3. ケーススタディの結論 

ジャタイスカヤ造船所と類似した特徴（河川用の船を生産し、主な生産船舶が民間企業用であること）

を持つ「Vyborg Shipyard」、「Pella Shipyard」、「Experimental Shipyard」のケーススタディから、それぞ

れ類似した製品を同様の市場環境下で製造しているとしても、異なる経営・財務状況となっていること

が分かった。 

「Vyborg Shipyard」と「Experimental Shipyard」の各事例から、財務状況が悪化する要因として、（１）

船舶需要不足により受注が不十分であるケースと、（２）あるタイミングで急激に需要が高まり、製造能

力以上に受注を引き受けることにより運転資金不足に陥り経営に支障をきたすケースの二通りが浮き上

がった。一方、「Pella Shipyard」も需要低迷と急激な需要増への対応については他の２事例と同様の状

況でありながら、財務状況は良好であった。これは、「Pella Shipyard」の設備が比較的充実していたこ

とに加え、ドイツ・ハンブルグのペラ・シータス造船所買収やクリミアにて他社造船所を借用する等、

必ずしも生産拠点を自社国内造船所に拘泥することなく、他社既存造船所の間借り等により、柔軟に製

造体制を構築し対応していることが要因の１つと考えられる。 

上記事例の示唆として、ジャタイスカヤ造船所の成功要因としては、①十分な需要、②十分な製造能

力の整備、及び③外部活用を含む柔軟な製造体制の構築が挙げられる。このうち、①十分な需要につい

ては、2035 年にかけて増加すると考えられるレナ川流域の船舶需要により確保されると考えられる。ま

た、③の外部活用は、レナ川沿岸の内陸に位置するジャタイスカヤ造船所では地理的に難しい可能性が

ある。したがって、まずは上記②の、上記需要をカバーしうる十分かつ適切な製造能力の確保がポイン

トとなる。この度のジャタイスカヤ造船所の開発計画、及び日本に対する協力要請（下記）は、上記の

事例研究の示唆とも合致する動きである。 

 

3.3. サハ共和国/ヤクーツクの造船事業の現状 

3.3.1. ジャタイスカヤ造船所の概要 

ジャタイスカヤ造船所は、1960 年から 1991 年まで船舶の修理や造船を行っていたサハ共和国で唯一

の造船所であったが、サハ共和国運輸省によれば、1991 年以降新規の船舶は建造されていない。また、

その当時の総建設能力は年間約 25 艘だった。 

同時にサハ共和国の内水は、レナ川流域に含まれ、地域の経済と人々の生活支援において戦略的に重

要な役割を果たしている。レンスキー流域水路の長さは約 21,724km で、そのうち 16,520km がサハ共

和国、4,076km がイルクーツク州、762km がマガダン州を、366km がハバロフスク地方を流れる。レナ

川流域では、延べ 10,900km の航路が整備されている。従来、レンスキー流域では大型船の建造は実用

化されておらず、既存企業(イルクーツク州 5 社、サハ共和国 1 社)が船舶の修繕・近代化を行っている9 

10。 

同時にこの地域は、レンスキー流域およびロシア連邦の北極圏北東部における生命維持に欠かすこと

の出来ない貨物配達を、内陸水運により確保しなければならないという重要な課題に直面している。サ

ハ共和国の運輸・道路施設省によれば、共和国側の需要に合わせて年間 150 万トンのエネルギー資源（原

油、天然ガスコンデンセート、石油製品、石炭）、社会的に重要な食品、農産物、工業製品、建設資材等

                                                   
9 http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=28236 

10 プロジェクトプログラム「サハ共和国における内水輸送およびレナ川流域内水道開発」より 

http://www.morvesti.ru/analitics/detail.php?ID=28236
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の貨物を含んだ、約 300 万トン分の貨物が水路により輸送されている。また北極地域には、河川・海洋

船により約 40 万トンが運ばれている。 

2017 年 1 月 1 日の FAU「ロシア河川登録」11によれば、更新を必要とするレナ川流域での貨物および

旅客船舶を含み、内陸水路のレナ流域には、各種船舶が 1,714 船登録されている。同時に、課題として、

船舶、輸送機器等一部品目において、生産能力の摩耗が生じていることが挙げられる。船舶の標準使用

年数が 24 年であるのに対し、レナ川流域の船舶は 36.4 年となっている。使用年数が 10 年以下の比較

的新しい船舶の割合は、11%未満である。 

ジャタイスカヤの新規造船所における船舶建造や修理サービス等の主な想定顧客は、2035 年までに必

要総数が 283 船となると予測されるレナ川流域の船主である。 

 

3.3.2. 沿革 

ヤクーツク市の造船・船舶修理の歴史は、ジャタイスカヤ造船所の開発の歴史と密接に関連する。ジ

ャタイスカヤ造船所開発の沿革を以下に簡単に示す。 

 

図表 3.3.1 サハ共和国の造船事業の沿革 

時期 内容 

1943 ヤクーツク市から 15 km 離れた船舶拠点であるレナ川左岸にある Zhatayskiy 

Zaton において、レナ川中部の船舶修理および造船業の発展が形成される。 

1952 Zaton は、当時の国営企業「Lenskoye 河川運送会社」の管轄にあった。 

1950s 機械、鋳物工場(80 年間において最大生産能力 500 トン/年)、自動車輸送工場、

酸素ステーション等のインフラの整備や開発が進む。 

1960s スリップを稼働させることで、船舶修理工事の短縮、労働集約度の低減、修理

品質の向上を図った。 

レンスキー流域における技術的再装備が始まり、造船が並行して発展。 

1970s 企業の最盛期。造船・船舶修理の開発、船舶修理の新技術の開発を行う。 

1990 年 代 か ら

2000 年代 

1991 年、最後の船舶が工場で製造され、その後、ジャタイスカヤ造船所は専ら

船舶修理に従事した。 

工場所有者である Lena United River Shipping Company (LORP)が JSC(ジョイ

ント・ストック・カンパニー)に転換。 

 この時期の特徴として、市場規模が減少し、受注が減少したこと、企業の生産

能力が徐々に老朽化したことが挙げられる。 

2010 年代 2010 年には、Lena United River Shipping Company の主な活動が輸送であるこ

とから、造船会社の国家支援を受けられることを期待して、造船所を JSC

                                                   
11 https://www.rivreg.ru/home-en-us 
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「ZhSSZ」に改造することが行われた。しかし、新企業は不安定に働き、その

後清算された。 

間もなく国家レベルで造船所の近代化の必要性が支持され、ハイテク造船所建

造プロジェクトが国家プログラム「ロシア北極圏の社会経済発展」に盛り込ま

れた。 

2019 年 4 月 ジャタイスカヤ造船所の近代化プロジェクトを開始し、年間最大 10 船までの造

船能力の向上を掲げる。 

出所）公開資料、2018 年 JSC “LORP”「Zhatay — from backwater to shipyard」より NRI 作成 

 

3.3.3. 予算 

ロシア連邦政府が 2019 年 6 月 18 日付で宣言し、2019 年 6 月 26 日に発布されたN 775「ジャタイス

カヤ造船所への予算出資に関する件」に基づき、ロシアの連邦予算から、ジャタイスカヤ造船所の近代

化・建造プロジェクトを実現するための約 41 億ルーブルの予算配分が計画され、株式会社「ジャタイス

カヤ造船所」に投資が行われることが決定した。このプロジェクトは、「ロシア連邦の北極圏の社会経済

開発」(サブプログラム 2、北海ルートの開発と北極における航行の提供)の下、北海ルートの開発の国家

プログラムにおいて融資されており、ロシア連邦政府の公布された法令と同様に、プロジェクトの実施

のための予算配分が明記されている。 

 

図表 3.3.2 ジャタイスカヤ造船所の近代化プロジェクトに係る予算配分計画 

項目 プロジェクト資金の分配（ルーブル）  

2019 2020 2021 合計* 

設備投資見込額 

  1,146,300      2,748,200     1,106,200    5,750,700  

全社設備投資額 

  1,146,300      2,748,200     1,106,200    5,750,700  

予算投資合計 

   550,000      2,450,000     1,106,200    4,106,200    

*2016～2018 年には自社ファンドから 7.5 億ルーブルの資金調達が実施された。 

出所)2019 年 6 月 18 日ロシア連邦政府決議 N 775「ジャタイスカヤ造船所への予算出資に関する件」より NRI 作成 

 

本プロジェクトは 41 億ルーブル超、総額約 57 億 5,000 万ルーブルの国家融資に基づくものであ

る。プロジェクトの事業計画によれば、プロジェクト実施の一環として、JSC「ジャタイスカヤ造船

所」の認定資本に対する 7 億 5,000 万ルーブルの拠出金の形式で、JSC「サハ共和国開発公社」に株式

融資が行われている。 
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3.4. 造船所プロジェクトにおいて利用可能な技術選定と技術要件 

3.4.1. 対象拠点、造船所更新計画 

Lena United River Shipping Company（LORP）が保有するジャタイスカヤ造船所において、投資プ

ロジェクトである「内陸水路のための近代的な河川船舶を作るためのロシアの能力近代化と開発」12が

実施されている。 

 

図表 3.4.1 ジャタイ周辺地図 

 

出所）OpenStreetMap 

 

投資プロジェクトの実施スキームは、以下の要素を含む。 

（公表不可のため削除） 

 

プロジェクト実施のための組織計画には、以下の 3 つの段階が含まれる。 

 

図表 3.4.2 プロジェクト実施のための組織計画 

（公表不可のため削除） 

 

 

このプロジェクトは、以下の設備の建設を含む。 

                                                   
12 http://static.government.ru/media/files/DPN2vikasSBdFWztQKJsCSQA9GYoZxK3.pdf 

http://static.government.ru/media/files/DPN2vikasSBdFWztQKJsCSQA9GYoZxK3.pdf


66 

 

 

図表 3.4.3 プロジェクトにおいて建設予定の主な設備 

（公表不可のため削除） 

 

また、造船所では、レナ川流域の海運会社のニーズに応じて、次のような船種を生産する予定であ

る。 

（公表不可のため削除） 

 

3.4.2. ロシア連邦の造船所の設置や運営に係る主な政策 

3.4.2.1. 造船所産業の政策 

造船所産業(特に、民間造船)に関する政策は、国家計画「2013-2030 年の海洋分野開発のための造

船・設備の開発」に反映されている。このプログラムの実施の責任機関は、ロシア連邦産業商務省であ

る。また、このプログラムの主な目標は、造船業に関連する現在の州当局の方針を示すことである。 

 

図表 3.4.4 国家計画「2013-2030 年の海洋分野開発のための造船・設備の開発」にて 

述べられている主な事項 

目標 -国内造船・船舶修理施設における民間造船・船舶設備生産量の 5 倍増(2013 年比) 

-造船現地化レベル 70%まで達成 

目的 -海洋、河川の設備および海洋分野の開発のための設備の生産に必要な新設備の開発お

よび実施 

-造船における各国のトップレベルに適合した技術開発。 

-海洋分野の開発を含む造船製品の輸入代替・ローカライズの確保 

-生産能力の開発支援 

-造船の人材育成 

-造船需要の促進 

期待される

成果 

-海、河川、漁業、研究・探検艦隊および大陸棚資源の採掘に従事する産業のための競

争力のある民間船舶の建造のための研究開発基盤を創出すること。 

-海洋分野開発のための土木技術の新技術・革新的プロジェクトの開発 

-研究・試験施設における設備技術の再整備 

-大型船舶・船舶機器の建造・修理・近代化を行う生産能力の創出 

-造船団体の生産能力の向上 

-造船構造に占めるハイテク製品の割合の増加 

-造船業における研究機関の創出と本格的な機能の確保 

出所）国家計画「2013-2030 年の海洋分野開発のための造船・設備の開発」より NRI 作成 
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また、このプログラムは、造船業のさまざまな側面をカバーすることを目的とした、開発の優先事項

である 4 つのサブプログラムから構成されている。 

 

図表 3.4.5 国家計画「2013-2030 年の海洋分野開発のための造船・設備の開発」のプログラム 

にて述べられている主な事項 

サブプログラム 説明と目標 

造船科学の発展 目標:ハイテク船舶機器の建設のための 300 種類以上の保護技術

ソリューションの創出 

時期：2016-2030 年 

予定資金総額(連邦予算):112,722,625 千ルーブル 

海洋分野開発のための民間船舶建

造物・設備の技術的可能性の開発 

目標:輸入代替の必要性を考慮した、400 艘以上の船舶建造と 300

以上の海洋堆積物の開発のための船舶・設備技術の導入 

時期：2016-2025 年 

予定資金総額(連邦予算):52,232,298 千ルーブル 

民間船舶建造物の生産能力の開

発、産業の資材・技術基盤の整備 

目標:ケース生産における金属加工能力の 2 倍増 

時期：2016-2026 年 

総計画融資(連邦予算): 39,393,736 千ルーブル 

国家支援 目標:リース・貸出メカニズムを通じて獲得した 200 艘以上の民

間船舶の建造 

時期：2013-2030 年 

予定資金総額(連邦予算):74,914,426 千ルーブル 

出所）国家計画「2013-2030 年の海洋分野開発のための造船・設備の開発」プログラム内容より NRI 作成 

 

北部海路整備の枠組みにおける造船分野の重要な国家プログラムとしては、「ロシア連邦北極圏の社会

経済発展」13（北部海路の整備および北極航路の整備）がある。本プログラムの枠組みにおいて、ロシア

連邦経済発展省が責任機関として、ジャタイスカヤ造船所建設プロジェクトの国家融資が実施されてい

る。 

  

                                                   
13 http://government.ru/docs/29164 
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「ロシア連邦北極圏の社会経済発展」プログラムは、以下 3 つの段階で実施される。 

 

図表 3.4.6 国家計画「ロシア連邦北極圏の社会経済開発」で述べられている主な事項 

目標 ロシア連邦北極圏の社会経済発展の水準の向上 

目的 - ロシア北極圏における投資活動の増加 

- 北極地域および北極におけるロシア大陸棚の経済発展のためのプロジェクト

実施 

- 北極圏ロシアの開発に必要な輸送、エネルギーその他のインフラの整備のた

めの事業実施 

- ロシア北極圏の発展に関する積極的な情報の割合を国家情報の増加 

- 北極圏の発展を目指す国際機関との交流 

- 沈殿物の大気中の主空気の含有量を連続的に測定するための自動化されたシ

ステムの段階的実施 

- 緊急事態における人々の安全保護レベルの向上 

- 危険な地寒学的過程の区域における建築物および構造物の安全確保 

期待される成果 第 1 段階(2015-2017): 

- 北極支援地域の創設のための方法論的および法的基礎、これらの支援地域の

形成および発展の概念、北極の発展のための情報支援のシステムの創設等 

第 2 段階(2018-2020 年): 

- 支援開発区域の形成のためのパイロットプロジェクトの実施 

- 北警察の自走式プラットフォームの試運転 

- 新規ハイテク造船所(ジャタイスカヤ造船所)の創設 

第 3 段階(2021-2025): 

- 北極圏開発のための研究開発アウトプットの創出 

- ロシア北極圏における複合輸送施設のための統一された安全な情報通信シス

テムの創設 

- 自動氷位置情報システム「ノース」の委託 

- 北極圏の電子機器全体に占める外国製電子機器の割合の減少等 

出所）国家計画「ロシア連邦北極圏の社会経済開発」より NRI 作成 
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3.4.2.2. 経済特区政策 

極東地域の先進特別経済特区（Advanced Special Economic Zone[ASEZ]）は、企業活動の特別な法

制度が確立されているロシア連邦の領域の一部であり、2014 年 12 月 29 日付の連邦法第 473-FZ 号

「ロシア連邦における先進特別経済特区に関して」に基づき運営されている。極東地域には、2019 年

8 月現在、20 か所のASEZ があり、そのうち 2 か所がサハ共和国（優先社会経済発展地域「カンガラ

ッシ工業団地」および優先社会経済発展地域「南ヤク―チア」）に所在している。 

 

図表 3.4.7 極東連邦地区における先進特別経済地域の分布 

 
出所）極東開発公社公式 HP を基に NRI 作成 

 

現在、ASEZ の管理会社である JSC「極東開発公社」に対し、ASEZ である優先社会経済発展地域

「カンガラッシ工業団地」にジャタイスカヤ造船所を含むよう、申請書が送付されている。 

本 ASEZ は、近代非一次産業の配置・育成、中小企業の育成、地域の革新的な発展の促進を目的と

し、サハ共和国の投資家に対して支援を行うものである14。 

本領域の有効期間は 70 年であり、ロシア連邦政府の決定に基づき、領域の存続期間の延長の可能性

も確立されている。また、この領域はヤクーツク市の領域の一部でもある。 

  

                                                   
14 本 ASEZ は、2015 年 8 月 21 日付のロシア連邦政府令第 877 号「優先社会経済発展地域「カンガラッシ」

の創設に関して」に基づき創設。http://www.interfax-russia.ru/Moscow/print.asp?id=1019118&type=main 

http://www.interfax-russia.ru/Moscow/print.asp?id=1019118&type=main
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優先社会経済発展地域の住民には、以下の税制優遇と保険料手当が支給される： 

 

図表 3.4.8 住民が得られる税制優遇と保険手当の税率 

出所）「カンガラッシ」開発計画より NRI 作成 

 

優先社会経済発展地域の居住者は、税制優遇に加えて、土地区画のレンタル料の優遇、管理チェック

の時間の短縮や、地域の既存の割り当てを考慮せずに、簡素化された手続きで外国人労働者を誘致が出

来ること等、その他の行政上のメリットを受けることも出来る。 

  

税・保険料の種類 税率・保険料(給付

を除く) 

給付を含む税率・保険料 給付の有効期間 

所得税(連邦+地方予算) 2%（連邦予算） 0% （連邦予算） 最初の利益が得られたタ

イミングから 5 税期 

地域予算の 18% 0% 最初の利益が得られたタ

イミングから 5 税期 

10% 追加の 5 税期 

付加価値税 (連邦予算) 3 ヶ月の払い戻し手

続 

付加価値税還付手続きの

簡便化(10 日以内) 

契約期間毎 

団体の財産税(予算) 2.2%  0% 財産を貸借対照表に計上

した月の翌月から 5 年間 

土地税(地方予算) 市町村が設立した

0.3%～1.5% 

0% 5 年以内 

ロシア年金基金(予算外

基金) 

22% 6% 10 年（法律の施行の日

[2016 年 1 月 1 日]から 3

年以内に居住者となる者

が対象） 

社会保険基金(予算外基

金) 

2.9% 1.5% 

連邦複合医療保険基金

(予算外基金) 

5.1% 0.1% 
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3.4.3. 本造船所プロジェクトにおける日本企業の参画可能性 

3.4.3.1. 造船所プロジェクトの現状 

本造船所プロジェクトについては、2019 年 7 月 10 日～12 日の現地視察により現状把握を行った。ジ

ャタイスカヤ造船所の現地視察においては、以下が判明した。 

（公表不可のため削除） 

 

これらを基に、現地造船所プロジェクトにて調達が予定されている設備のリスト開示のためのNDA を

締結することで、合意を行った。 

 

図表 3.4.9 屋内造船所建設地 

 

出所）NRI 撮影 

 

図表 3.4.10 屋内造船所工事断面図 

（公表不可のため削除） 

 

後日NDA を締結後、本造船プロジェクトにおいて調達予定の設備リストを受領したが、その内容は以

下のとおりであった。 

 

図表 3.4.11 ジャタイスカヤ造船所で調達予定の設備リスト 

（公表不可のため削除） 
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3.4.3.2. 日本企業の参画可能性の検討 

１） 技術的課題 

図表 1.4.11 における、ジャタイスカヤ造船所で必要となる設備リストのうち、日本の設備メーカーが

提供可能なものは以下のとおりである。 

 

図表 3.4.12 ジャタイスカヤ造船所で必要となる設備・技術を保有する日本企業 

（公表不可のため削除） 

 

 

これら関連技術を保有する企業・または設備の調達能力を有する企業についてヒアリングを行った結

果、大きく以下の二点が判明した。 

 いずれも冬季マイナス 50℃の寒冷な環境に設備や材料が耐えうるか否かについては、性能試験

を行っていない。 

 また、現地企業より取得した必要となる設備リストにあるものは、日本企業の技術でなくても、

多くはロシア企業からも安価に調達可能である。 

以上のヒアリング等の結果から、気候の対応面や調達面で条件に合致する技術を輸出できる日本企業

は存在しないことが判明しており、日本製設備の導入については断念せざるを得ない結果となった。 

  



73 

 

２） 資金提供に関する課題 

現地造船会社は、日本による設備導入と同時に、長期かつ低金利での融資を期待しており、日本の設

備が導入されない場合においても、融資の可能性を検討することを要請された。 

上記要請を踏まえ、日本製設備の導入は断念したものの、日本側で長期かつ低金利の融資可否の検討

を行った。国外融資等に係る国際協力銀行（JBIC）には、「輸出金融」、「輸出用バンクローン」、「事

業開発等金融」等の融資メニューがあり、本事業においても当該団体のメニュー活用が想定された。 

しかしながら、これら国際協力銀行の融資メニュー利用にあたって、本件は以下の条件により活用が

困難という結果に至った。 

 「輸出金融」、「輸出用バンクローン」の一般的な融資の条件として、日本製設備・技術でなけ

ればならない。 

 「事業開発等金融」については、ロシア含むヨーロッパ地域を対象にしたものは現在利用が出来

ない。 

また、融資の与信管理の観点では、現地造船所の運営企業は国営企業であるものの、営業赤字である

ため、与信が下りず、政府保証が必要となる可能性が高い。しかしながら、ロシア国内の政府による保

証に関する法規制として、地方政府が保証することは認められておらず、あくまでロシア連邦政府が保

証をしなければならないとされている。法改正を行わなければ、地方政府として保証することはできな

いため、本件に関しては、政府保証の付与が行われ融資が実現する可能性は低い。同様に、日本貿易保

険（NEXI）における貿易保険も地方政府ではなく、連邦政府の保証が必要であるため、活用が難しいと

いう結論に至っている。以下、参考としてNEXI におけるロシアの保険引受方針を示す。 

 

図表 3.4.13 2020 年 1 月現在の日本貿易保険（NEXI）におけるロシアの保険引受方針 

年数 方針 

二年未満凡例 保険引受可能 

二年以上凡例 ▪ 案件ごとに金額、与信期間、与信先、プロジェクトの事業性、

リスクの軽減措置等を審査の上、引受可否を判断する。あらか

じめ、引受条件を定めている国については、その条件を満たし

た案件について、個別に審査の上、引受の可否を判断する。引

受条件については、以下の通り： 

▪ ①リスク軽減措置：輸出代金等が対象国を経由せず返済される

スキーム等、対象国のリスクが十分に軽減されていると認めら

れる案件に限る。スキームの内容については、案件ごとに審査

の上、可否を判断。 
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▪ ②外貨獲得案件：収入を外貨（ハードカレンシー）で得る案件

に限る。内容については、個別審査の上、可否を判断。 

▪ ③その他条件：国状況および個別案件の内容等により、一部リ

スクの免責、支払人または保証人が民間セクターであること等

の条件付けを行う。 

o 公的セクター：与信管理区分における G 格（中央銀行、

財務省、外国政府の各省各局、地方公共団体、政府関係

特殊法人等） 

o 民間セクター：公的セクター以外のもの 

出所）日本貿易保険 HP より NRI 作成 

 

3.4.4. 総括 

2019 年 7 月 10 日～12 日までの現地調査において、エンジニアリング・建設に関しては既に現地

企業が開始を行っていた為、日本企業の参画が難しいことが明らかになった。また、人材教育につい

ても既に韓国系企業による提案と導入検討が始まっている為、今回は設備の納入とファイナンスをス

コープとして検討を行うこととした。 

しかしながら、ジャタイスカヤ造船所にて導入・調達が予定されている設備は他国でも調達可能な

ものばかりであると同時に、日系機器メーカーはヤクーツクほどの厳しい気候下では性能保証を行う

ことも難しい状況であったことから、日本製は納入困難であると判断した。また、国際協力銀行

（JBIC）の融資の活用を検討するも、日本製設備の導入可能性が低いことから困難と結論づけた。

これらを踏まえ、2019 年 11 月 7 日に日本にて開催された第二回ワーキンググループ会議におい

て、日本側による技術提供と融資が困難であることをサハ共和国側に説明し、本検討を終了すること

で合意した。 
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4 熱供給他スマートシティ関連技術の導入 

4.1. 本パートの調査内容 

ロシア連邦は国内 26 の都市をスマートシティのパイロット都市として指定し、スマートシティ政策

を推進しているところ、ヤクーツクはその対象都市として極東管区内で唯一認定されている。 

これを受け、ヤクーツクはスマートシティ化の計画を策定しているが、その内容には、熱供給、建物

の断熱、照明・昇降機の効率化、セキュリティ、スマートパーキング、環境関連（環境監視、ごみ収集・

処理等）、IoT 活用等が分野として上げられている。ヤクーツクは冬季になると外気温がマイナス 70 度

となる極寒地であり、効率的で確実な熱供給の実現が死活問題となること、ロシアの目指すスマートシ

ティの主要タスクの一つに、「安心・安全な生活環境」があり、その中でユーティリティが具体的な取り

組み内容として含まれていることから、熱供給の優先順位が高い。また、ちょうど廃棄物処理場に関す

る法律が変更されたこともあり、廃棄物処理に対する問題意識も高い。同時に、政府のデータセンター

や交通網は前近代的であり、これを機に近代化させたい意向も確認された。 

以上の背景の下、サハ共和国政府ならびにヤクーツク市は、調査団に対し、熱供給を含むスマートシ

ティ技術の導入可能性の FS の共同実施を要請、調査団は MOU の署名を含む対応の検討を実施した。

以下では、サハ共和国におけるスマートシティ政策、廃棄物処理、熱供給に関する現状を概略整理した

上で、調査団が行った具体的な提案と調整の過程とその結果、今後の見通し等を整理し報告する。 

 

4.2. ロシアにおけるスマートシティ政策 

4.2.1. 国家戦略 

ロシア連邦政府の戦略計画文書では、スマートシティ概念の要素が以下に示されている。 

1. 国家プロジェクト「住宅・都市環境」（フスヌリン副首相による監督） 

2. 国家プログラム「デジタル・エコノミー」（チェルヌィシェンコロシア連邦副首相による監督） 

1 つ目の戦略計画文書（国家プロジェクト「住宅・都市環境」）は、連邦プロジェクト「快適な都市環

境の形成」（国家プロジェクトの一部、項目 4.3）の中に位置付き、部門プロジェクト「スマートシティ」

の実施を含む。この部門プログラムには、以下のパフォーマンス目標が示されている。 

 ロシア連邦における都市経済のデジタル・トランスフォーメーションの平均効率指数（「City 

IQ」）：2024 年末までに 30%増 

 都市の意思決定に対し、デジタルな手法を通じ参加している 14 歳以上の住民の割合：2024 年

末時点で 60%増 

 住宅ストックを管理する団体や、暖房・給水・衛生分野のエネルギー供給事業者で、都市部で自

動配送システムを利用する事業者の割合：2024 年末時点で 30%増 

 ロシア連邦の都市でオンラインデータを遠隔送信できる自動資源消費会計システムに接続され

たマルチユニット・アパートメント・ビルディング（MKD）の割合：2024 年末時点で 80%増 

 住宅・共同体サービス、建築、都市計画、改善の分野における情報の割合（意思決定に重要）と、

機械可読形式で収集・処理される情報の割合（2024 年末時点で 50%増） 

部門計画には以下の予算が配分されている。 
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図表 4.2.1 スマートシティ関連プロジェクトに対する予算（単位：百万ルーブル） 

項目 2019 2020 2021 2022 2023 2024 小計 

都市の IQ 評価を含むスマートシティ生

態系開発のための方法論的・組織的枠組

みの確立 

100      100 

都市経済デジタル化の最も有望で水平

展開可能なプロジェクトの実施 

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 12,000 

「スマートシティソリューションバン

ク」のリソースを活用した都市経済（ス

マートシティ）の効率化に向けた、水平

展開可能なデジタル・エンジニアリング

ソリューションの実施 

 250 200 150 150 150 900 

部門全体のプロジェクト 2,100 2,250 2,200 2,150 2,150 2,150 13,000 

出所）連邦建設省によるスマートシティプロジェクト承認文書（2018年 10月 31日付） 

（https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ecf/Pasport-proekta-umnyy-gorod.pdf） 

 

2 つ目の戦略計画文書（国家プログラム「デジタル・エコノミー」）は、スマートシティの概念の実現

への直接的な言及を含まないが、それにもかかわらず、スマートシティの概念の個々の要素、または必

要なインフラ（例えば、5G ネットワーク）のいずれかに対するサポートを示唆する。特に、このプログ

ラムは、以下の活動を含んでいる。 

 5G ネットワークの整備を中心とした、世界的に競争力のあるデータ伝送・処理・保管インフラ

の構築 

 行政・事業・社会の各分野におけるデジタル技術・プラットフォームソリューションの導入： 

o 州と自治体所有の不動産複合施設における全種類のエネルギー資源の在庫、会計、モニ

タリングのためのユニバーサルなデジタルプラットフォームの構築 

o 「スマートな都市環境」のエコシステム形成のための組織的基盤の構築、都市資源管理

のための多目的デジタルプラットフォームの構築 

 経済・社会の重点分野の変革に関するプロジェクトの選定と予算配分 

等である。 

 

 

  

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/ecf/Pasport-proekta-umnyy-gorod.pdf
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4.2.2. スマートシティプロジェクト支援のための法整備 

現在、スマートシティプロジェクトの主導者は、連邦政府、州政府、または市町村政府である。これ

らのプロジェクトにおける事業者との契約形態は、以下の通り分類される。 

 PPP・コンセッション契約：2015 年 7 月 13 日 N 224-FZ 連邦法「ロシア連邦における官民パ

ートナーシップ、自治体と民間パートナーシップ、ロシア連邦の特定の法律行為の修正に関する

法律」、2005 年 7 月 21 日N 115-FZ 連邦法「譲渡契約」 

 ライフサイクル契約：2013 年 4 月 5 日 N 44-FZ 連邦法「州及び市のニーズの供給のための物

品、工事及びサービスの調達の分野における契約制度」 

 長期・サービス契約：2011 年 7 月 18 日N 223-FZ 連邦法「特定の法人による物品、工事及び役

務の調達に関する法律」 

 投資・JV 設立：1999 年 2 月 25 日N 39-FZ 連邦法「設備投資の形態で実施されるロシア連邦へ

の投資活動に関する法律」 

 エネルギーサービス契約：2009 年 11 月 23 日 N 261-FZ 連邦法「省エネルギー及びエネルギー

効率の向上並びにロシア連邦の特定の法律行為の改正に関する法律」 

 

これらの法律に基づき、ロシア連邦の各都市では多様なスマートシティ関連プロジェクトが実施され

ている。その事例ならびにその契約・実施形態は、以下のとおりである。 
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図表 4.2.2 スマートシティ関連プロジェクトの契約・実施形態 

［記号凡例］ 

:適用不可 :リスク大・適用例なし :リスク小・適用例なし :リスク大・適用例あり、 :リスク小・適用例あり 

スマートシティの 

サブシステム 

契約・実施形態 

関連事例（P） 

利用可能な技術・ソリューション（T） 

 

※ロシア建設省及び国立 PPP センターのプロジェクトのデー

タベース”Smart Cities Data Bank”に登録された事例を含む 
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関
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I 住宅・共同サービス、建設・エネルギー分野 
建築物のエンジニアリング
インフラ（室内照明、気候
制御等）の制御・管理シス
テム 

      

P1:サハ共和国、KhMAO、チェリャビンスク地域（PJSC
「ロステレコム」）にある施設のエンジニアリングシス
テムに対するスマートサービス契約 
P2:モスクワ州プシノのスポーツ宮殿「オカ」の室内照
明用スマートエネルギーサービス契約（有限会社「エネ
ルゴニカ」） 
P3:アパート・ビルエンジニアリングシステムおよび資
源消費の制御の派遣システム（エカテリンブルグの管
理会社「アカデミチェスキー」） 

エネルギーや共同資源に関
する会計の自動情報測定シ
ステム 

      

P1:モスクワの統一情報会計センターによる（GBU 
EIRC） 計量装置の供給と保守（223-FZ の枠組みの中
で長期契約の請負を発表） 
P2:モスクワ地域の住宅・共同サービスにおける統一情
報分析システム（EIAS）の構築・運営保守（モスクワ政
府と PJSC「ロステレコム」との投資協定） 
P3:アパート、マンションの資源消費の遠隔自動会計シ
ステム（エカテリンブルグの管理会社「アカデミチェス
キー」） 

中央給湯・給水・排水処理
に関する遠隔制御・管理シ
ステム（「スマートウォータ
ーユーティリティ」、「スマ
ートヒーティングシステ
ム」） 

      

P1:モスクワ州モジャイスキー市街地のボイラーハウ
ス・暖房ネットワーク近代化のための「スマート」エネ
ルギーサービス契約（PJSC「ロステレコム」） 
P2:タンボフ地域モルシャンスク（JSC「タンボフ・ネ
ットワーク・カンパニー」）の上下水道・熱供給施設の
創設・復興コンセッション契約におけるスマート要素 

対話型システム（プラット
フォーム）: 
• 住宅や共同サービスのあ
らゆる問題に関する市民か
らのオンライン問い合わせ 
• アパート建物所有者によ
る総会のオンライン開催 
• 住民の小規模団体を含
む、アパート建物の居住者
に対する追加サービスの提
供（オンライン形式） 

      

T1:各種施設へのインストール用ソフトウェア・ハード
ウェア「シグマプロ」（有限会社「TPK シグマプロ」） 
T2:アパート・ビル等居住地管理のためのオンラインサ
ービス、管理機関と住民とのコミュニケーション（ドモ
プリト） 
Т3: ユニバーサル・サービス・アグリゲーター U24 （有
限会社 "Yu24"） 

エレベータ設備の状態をオ
ンラインで監視し、MCD の
検査の進捗状況を報告する
ためのインタラクティブシ
ステム（プラットフォーム） 

      

P1:モスクワ マリノのスマートクォーター（OJSC（公
共株式会社）「モスリフト」と投資契約） 
T1:設備修理の進捗状況を業務報告するためのソフトウ
ェアパッケージとモバイルアプリケーション 
リアルタイム（Eye of Capremont） 
 

住宅および共同サービスの
ためのオンライン支払いシ
ステム 

      

P1: エカテリンブルグの管理会社「アカデミチェスキ
ー」のホームページにおける個人口座のオンライン決
済システム 
T1:HOA、UK、RSO 向けに設計された住宅・共同サー
ビスの決済の統一クラウドシステム-「Vseveda」（有限
会社「MIRA」） 
T2:住宅・共同サービス分野での決済のための業界デジ
タルプラットフォーム「レント 24」（有限会社「レント
24」） 
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家庭内ガス濃度、ガス供給
連動、漏洩時の緊急事態・
所有者情報のオンライン監
視 

      

T1: 住宅および共同サービスの分野における緊急事態
の監視および診断システム（有限会社「スナイパーメデ
ィアグループ」） 

制御された負荷および発
電、ならびに電力分離およ
び消費システム（スマート/
マイクログリッド）を有す
る電力グリッド 

      

T1:配電網 6（10） kV 用自動電力計測ポイント（イバ
ノボ州立エネルギー大学、V.I.レニン） 
T2:電力品質の問題を解決し、ローカルスマートグリッ
ド「Energy Optimizer」を構築するためのデジタル機器
（有限会社「Energy Optimum」） 

都市における小規模再生可
能エネルギーの開発・利用
に関する事業（風力発電、
ソーラーパネル等） 

      

P1:地熱設備のコンセッション契約 
T1:系統から電力を節約可能な屋根設置型太陽光発電所
（SES）（有限会社 "Hevel"） 

Ⅱ. 廃棄物の管理・監視・環境保全分野 

環境監視システム 

      

T1:統一都市環境モニタリングデータ基金（GOSTグル
ープ傘下） 
T2:セーフヤード：環境モニタリングセンサー（非営利
団体自動ロボティクス研究センター「Airab Rus」） 

廃棄物レベル管理及びスマ
ートソーティング（例えば、
IoTベース）を含む、廃棄物
を取り扱うためのデジタル
プラットフォーム 

      

T1:ソフトウェア・ハードウェア：複合自動管理システ
ム「Waste Management」（有限会社「ボルシャヤトロ
イカ」） 

スマートゴミトラック・ゴ
ミコンテナ       

T1:複合ゴミ収集システム「Clever Bin」（有限会社
「Clever-NT」） 
T2:電子ゴミコンテナ（有限会社「PZhKH」） 

質の低い廃棄物管理や市内
の環境状況に関する市民の
訴求のためのオンラインモ
ジュール 

      

T1:統合市町村地理情報システム（EMGIS）モジュール
「Ecological Atlas of Togliatti Urban District」（地方独立
機関「多機能センター（MFC）」） 
T2:ソフトウェアおよびハードウェア：複合自動管理シ
ステム「Waste Management」（有限会社「ボリシャヤ
トロイカ」） 

Ⅲ. 街路・公共スペース分野 

都市の屋外照明制御システ
ム 

      

P1:ヴォルゴグラードのコンセッション契約の枠内に
おける屋外照明システムの創出（有限会社
Svetoservice-Volgograd） 
P2:ヤクーツク市の街路照明ネットワークの近代化に
関する研究の成果（市営単一企業「Gorsvet」と有限会
社「New Technologies of Light」による 223-FZ の下で
の長期契約） P3:コムソモリスク、ヴャジマ、シチェフ
カ、ジミトロフグラード等地域における都市照明の近
代化のためのスマートエネルギーサービス契約。
（PJSC「ロステレコム」による） 
P4:スヴェルドロフスク州ニジニ・タギルの屋外照明
（JSC 産業グループ「Ural Optomechanical Plant」との
ライフサイクル契約） 
T1: モスクワの室外照明の統合情報制御システム。 
（GOSTグループ） 
T2:自動照明制御「Unilight」（有限会社「IT スマートシ
ティ」） 
Т3:歩道・公共地区の標識灯（有限会社「Ayra」） 
T4:自動照明制御「Sferra」（有限会社「Sferrum」） 

構内・公共エリアのインベ
ントリ自動化システム 

      
T1:複合ソフトウェア「Inventory of Stationary objects」
（有限会社「ボリシャヤトロイカ」） 

Wi-Fi 共有ポイントの作成 

      

P1:モスクワの都市Wi-Fi ネットワーク:街路、公園、歩
行者エリア、公共交通機関、地下鉄の無料ネットワーク
アクセスポイント 
T1:都市 Wi-Fi ネットワーク監視およびインベントリ情
報の自動収集（JSC 「グロブステレコム」） 

Ⅳ. 公安分野 

都市映像監視システム:デ
ジタル観測、フォトビデオ
記録、生体認証（人物認知
を含む） 

      

P1: アカデミチェスキー地区における統合ビデオ監視
システム（エカテリンブルグの民間警備会社「Garant」）
による治安システム 
T1:コンピュータビジョン Orwell 2k（JSC「ELVIS-
NeoTech」）を用いた多目的統合映像監視システム 
T2:地理空間サービス:公共の場における人物の検知 
（コミュニケーション・トランス M） 
Т3:IP カメラ用ソフト「マクロスコープ」 

建物の状態制御、環境、エ
ンジニアリングシステムを

      
T1:システム「スマートインターコム」（GC「Rostec」） 
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備えたマルチアパートメン
トビルにおける「スマート
インターコム」およびアク
セス制御システム 

T2:ウファ、モスクワ、ニジニ・ノヴゴロド、エカテリ
ンブルグ、チェリャビンスク地域の IP インターコム
（PJSC「ロステレコム」） 
Т3:総合システム「Safe yard」（有限会社「Npo Rekon」） 

112 RCSO（システム・アン
ド・パブリック・アウェア
ネス）       

P1:チェリヤビンスク地域（44-FZ の枠組み内の長期契
約）およびニジニ・ノヴゴロド地域（PPP に関する地
域法の枠組み、PJSC「ロステレコム」との投資協定）
における中央警報（RASCA）の地域自動化システムの
確立 

公安監視体制と違反の予測
検知 

      

P1: アカデミチェスキー地区における統合ビデオ監視
システムに基づく治安と迅速対応システム（エカテリ
ンブルグの民間警備会社「Garant」） 
T1:自動化複合機器 ECOR （Unified Center of Rapid 
Response） （有限会社 「RIC」） 
T2: ECOR/RIP:PC「CoordCom」に基づく統合即時対応
センターと地域プラットフォーム（JSC「SPHERA」） 

Ⅴ. 交通・道路網・交通分野 

スマート歩行者踏切や信号
機などの高度道路交通シス
テム（自動交通管制システ
ム） 

      

P1:モスクワ地域における地域航法情報システム
（RNIS）の構築（投資協定） 
P2:制御室と技術的に関連する交通信号を設置するた
めの非居住ビルの再建設/近代化（イバノボ地域と有限
会社「ペルスペクティバ」のコンセッション協定によ
る） 
T1:足元交通灯（有限会社「Ayra」） 
T2:重量・サイズ制御の自動化システム、情報分析シス
テム「Intelligent Traffic」（有限会社「アーバンテクノロ
ジズ」） 
Т3:自動情報システム（AIS）システム「Passenger 
transportation」（Vi-Tel Group） T4:都市輸送管理（GOST
グループ） 

街路・道路網における駐車
場管理システム 

      

P1:ヴォロネジ地域の有料駐車場管理システムの構築
（有限会社「シティパーキング」とのコンセッション契
約） 
P2:スタヴロポリにおける有料駐車システムの構築・運
営・保守（市民パートナーシップ（MPP）協定による。
2016 年以前に有限会社「シティパーキング」と締結） 
P3:クラスノダール地域の有料駐車場の設備・運営（有
限会社「LANIT-Yug」との投資契約） 
P4:チェリャビンスクにおける市内駐車場の整備（有限
会社「Administrator of Chelyabinsk Parking Space」と
のコンセッション契約） 
P5:クルスク、リャザンの有料駐車場の設備・運営
（PJSC「ロステレコム」との投資契約） 
T1:有料駐車場管理システム（PJSC「ロステレコム」） 

写真・動画システム、重量
管理システム（地方自治体
道路に境界設置を行う地域
プロジェクト） 

      

P1:アストラハン地方、セヴァストポリ、ユダヤ自治体
（JAO）、トランスバイカル地方、コストロマ地方、モ
スクワ地方、ダゲスタン、イングーシ、クリミア、リャ
ザン、北オセチア-アラニア（RSOA）における道路建設
に係る技術コンプレックスの創設・運用に関するコン
セッション協定 
P2:チュメニ地域のロシア総務省国家交通安全監督の
サポートを目的とした交通・車両移動に関する情報収
集・保管・伝達業務の実施（PJSC「ロステレコム」と
の長期契約） 
P3:モルドヴィア、ニジニ・ノヴゴロド地域における投
資契約・PPP 契約（2016 年以前締結）の枠組みでの交
通安全システムの構築・運営 
T1:交差点における交通違反の写真・動画記録（MSK グ
ループ） 
T2:交通違反自動撮影システム「PEREKRYOSTOK」
（JSC「ELVISNEOTECH」） 
Т3:交通規制違反の自動写真・動画記録システム
「Integra-KDD」（コンソーシアム Integra-S） 
T4:交通規制違反の撮影・録画（PJSC「ロステレコム」） 
T5:自動重量制御システム（PJSC「ロステレコム」） 
T6:重量・サイズ制御に関する自動化システム、情報分
析システム「Intelligent traffic」（有限会社「アーバンテ
クノロジズ」） 
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都市公共交通のための支払
管理システム（単一交通カ
ード） 

      

P1:エカテリンブルグにおける乗客のキャッシュレス
支払いシステム（E-Card）（JSC「Informationnaya set」
との共同 SEC の創設） 
P2:モスクワ地域の乗客（ストレルカ）に対するキャッ
シュレス支払システム（JSC「Raschyotye resheniya」、
以前は有限会社「Universalnaya electronnaya karta」と
の投資契約） 
P3:モルドヴィア共和国の統合社会電子カードを、交通
アプリと統合処理するための地域システムの実施
（PJSC AKKSB「KS 銀行」との投資協定） 

パーソナル・モビリティ・
ソリューション（カーシェ
アリング、無人制御等） 

      

T1:Velocabs：都市の「スマート」輸送インフラ（マガ
ス政権） 
T2:以下の都市におけるカーシェアリング会社 10 社:モ
スクワ、サンクトペテルブルグ、ソチ（アドラー、クラ
スナヤ・ポリャナを含む）、トゥアプセ、ノヴォシビル
スク、グロズヌイ、サマラ、ウファ、クラスノヤルスク 
Т3:企業・コンソーシアムによる無人タクシー・バスの
試運転: Yandex, 「Volgabus」, 「Cognitive Technologies 
KAMAZ」, 「KAMAZ-NAMI」。 
T4: スマートバイクのための車道"Smart track" （有限
会社"Aira"） 

再生可能エネルギーの輸送
インフラ 

      
P1:イジェフスクにおける自動給油ステーション、電気
バイクのための電気チャージャー設置（224-FZ） 

公共交通機関（スマートス
トップ）のスケジュールや
ルートを乗客に知らせるシ
ステムの導入による停留所
の近代化 

      

P1:ニジニ・ノヴゴロドでのスマートストップ 「ロステ
レコム」との譲許契約） 
P2: ヒムキにおけるスマートストップ  （ JSC
「Stabcom」とのコンセッション契約） 
P3:ヤクーツク市のスマート/ウォームストップ（複数の
事業者との、投資・運営機能を有する長期自治体契約） 
P4:ヤクーツク市におけるスマートストップの建設（有
限会社「SK Vostokpromstroy」とのコンセッション契
約、合計 2 か所） 
T1:多機能通信システム「スマートストップ IMCS
「NEXT」（有限会社「Dizfor」） 

Ⅵ. 市政分野 

本部のための （ダッシュボ
ード）を含む状況管理セン
ター、スマートシティのた
めの単一スマート管理シス
テム 

      

T1:都市資源管理のためのデジタルプラットフォーム
「都市区域管理の地理解析センター」（有限会社
「TsPS」） 
T2:Industrial Internet of Things （IIoT）プラットフォー
ムに基づくスマートシティソフトウェア・ハードウェ
アを展開するように設計された包括的なモジュラーオ
ープン型の拡張ソリューション「EnergoGorod」（有限
会社「エネルゴクルク」） 
Т3:「Rosatom Smart City」-都市経営に関する情報を加
工・保存するクラウドサービス（「 Rusatom 
Infrastructure Solutions」） 

デジタル地形プラットフォ
ーム 

      
T1:スマートシティ「Integra 4D-Earth」用単一デジタル
プラットフォーム（Integra-C コンソーシアム） 

土地・森林・水質監視シス
テム       

T1:都市資源管理のためのデジタルプラットフォーム
「都市区域管理の地理解析センター」（有限会社
「TsPS」） 

都市情報モデルに基づく都
市領域計画制度 

      

T1: ヤルタのデジタル帳簿,自治体独立機構「Plots of 
Togliatti」（自治体独立機関 Multifunctional Center
（MFC）） 
T2:統合空間情報システム（PJSC 「ロステレコム」） 

メディアモニタリングツー
ルやソーシャルネットワー
クを含む、公共サービスを
オンライン形式で提供する
システム、住民からの「フ
ィードバック（アピール、
提案、苦情）」を受け取り、
処理するシステム 

      

P1:ポータルサイト「GOROD.MOS.RU」（インフラ、車
道、交通ハブ、照明、清掃等の状況に基づく市民の制御） 
P2:国民の不服申立てを受け付けるプログラム。都市経
営、人工知能のデジタルプラットフォーム（マガス政
権） 
P3: IS「オープンシティ」トリヤッチ（トグリアティ政
権） 
P4:ポータルサイト「オープンエラブガ」（MUE「エラブ
ガ市住宅・共同サービス・建設部」） 

公的イニシアティブ収集シ
ステム、電子投票サービス 

      
P1:モスクワの電子住民投票システム「Active Citizen」 

VII. 社会・事業展開 

「スマートヘルス」（遠隔医
療、ロボット手術、電子文

      
P1:イルクーツク地域の医療分野における統一情報シ
ステム（PJSC「ロステレコム」） 
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書管理）分野のプロジェク
ト 

P2:モスクワにおける統一医療情報分析システム
（EMIAS） 

「スマート教育」（MOOC、
教育システム、人工知能、
電子日記） 

      

P1:サマラ地域における州・市町村教育機関コミュニケ
ーションの地域教育ネットワーク（PJSC「ロステレコ
ム」） 
P2:モスクワ地域における学生の教育成果を会計・モニ
タリングする統合情報システム複合体のハードウェ
ア・ソフトウェアの作成・実施・保守（PJSC「ロステ
レコム」との投資契約） 

（出所）http://pppcenter.ru/assets/files/10122018.pdf 

 

4.2.3. ヤクーツクの取り組み（スマートシティフォーラム） 

 2019 年 11 月 27-28 日に、ヤクーツクで「スマートシティフォーラム」が連邦政府主催で開催された。

ヤクーツクは、極東連邦管区の都市では唯一、連邦政府が指定する 26 のスマートシティのパイロット都

市に指定されている背景もあり、本フォーラムの会場に選ばれた。 

政府要人としては、連邦建設・住宅公営事業大臣、サハリン州知事ならびにユジノサハリンスク市長、

沿海州・プリモルスキー副知事、サハ共和国首長と副首相、ヤクーツク市長等が参加した。 

本フォーラムの中では、ユジノサハリンスク市でのスマートシティプロジェクトの開発に関する覚書

が締結され、連邦建設・住宅公営事業大臣、サハリン州知事、ユジノサハリンスク市長によって署名さ

れる等の式典も開催された。 

本フォーラムでは、ロシア国内のスマートシティプロジェクト事例として、市民向けの公共サービス

やその他のサービスのウェブサイトやインターネットプラットフォームの作成を内容とするデジタル化

プロジェクト、自動制御システムのインストール等を内容とするユーティリティサービスの改善、CCTV

による監視等のシステムを導入等が紹介された。 

ヤクーツク市長による報告では、ヤクーツク市の公共サービスのオンラインポータルサイトである「ワ

ンクリックヤクーツク」等の事例を紹介し、デジタル技術の積極的な導入意向を示した。 

これ以外にも、ヤクーツクでは 2009 年に「セーフシティ」システムを稼働させ、市内全域に 120 台

のCCTV を設置し、この結果、路上犯罪が 10 か月で 3.7％減少させるなど、スマートシティ技術の活用

に積極的である。 

この度のスマートシティ技術導入可能性検討の要請は、上記の背景に基づくものである。 
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図表 4.2.3 ヤクーツク・スマートシティフォーラム 

 

出所）NRI 撮影 

  



84 

 

4.3. サハ共和国における廃棄物処理事業の現状 

ヤクーツク市によるスマートシティ化の計画には、熱供給と環境関連（ごみ収集・処理等）が含まれ

ている。これに加え、本調査に係るサハ共和国・ヤクーツク市との当初の協議・現地視察において、ゴ

ミ処理そのものに対する問題意識や、埋立地で廃棄物から発生するガス（ランドフィルガス、以下 LFG）

を活用する案に対してサハ共和国政府による関心が示されたことから、本節では廃棄物処理の現状を取

り上げる。 

 

4.3.1. 概要 

4.3.1.1. サハ共和国における廃棄物管理の概要 

連邦法によれば、ロシアの廃棄物管理システムは、廃棄物の収集、廃棄物の蓄積、廃棄物の輸送、廃

棄物の準備、廃棄物の処理、廃棄物の汚染除去、廃棄物の定置（貯蔵および埋立）からなる。 

 

図表 4.3.1 ロシアの廃棄物管理システムの構成要素と定義 

廃棄物管理システムの 

構成要素 

定義 

 

廃棄物の回収 廃棄物の更なる調製、処理、汚染除去及び定置のために、その調製、処理、

汚染除去及び定置に従事する者が廃棄物を受け取ること。 

廃棄物の短期貯蔵 廃棄物の更なる調製、処理、汚染除去及び定置のために、11 ヶ月を超え

ない期間、廃棄物を貯蔵すること。 

廃棄物の輸送 法人又は個人の事業者が所有する土地区画の境界外における車両による

廃棄物の輸送・譲渡及びその他の権利の付与。 

廃棄物の下処理 分別、分解、洗浄などの廃棄物処理の事前準備。 

廃棄物の処理 物品（製品）の生産に廃棄物を使用し、その目的のために廃棄物を再利用

（リサイクル）することを含むサービスを提供し、適切な準備（再生）の

後に生産サイクルに戻り、再利用（回収）のために有用な成分を抽出。 

廃棄物の除染 廃棄物の量を減らし、廃棄物の組成、物理的・化学的性質（専門施設での

焼却および（または）消毒を含む）を変えて、廃棄物が人の健康や環境に

及ぼす負の影響を減らす。 

廃棄物の再配置 廃棄物の保管・埋立 

廃棄物の長期貯蔵 処理、汚染除去、埋立てのための 11ヶ月以上の期間にわたる専門施設で

の廃棄物貯蔵。 

埋立処分量 リサイクル化を想定しない廃棄物を特別な貯蔵庫にて隔離を行うこと。 

目的は、環境への有害物質の放出の防止。 

（出所）連邦法第 89-FZ 24.06.1998「消費・生産廃棄物に関する法律」より NRI 作成 
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サハ共和国の廃棄物管理システムは、「回収（蓄積）輸送廃棄物の埋め立て」というスキームに

従って機能している。 

 

図表 4.3.2 ロシアとサハ共和国における廃棄物管理の構成要素 

 
（出所）連邦法第 89-FZ「消費・生産廃棄物に関する法律」（1998 年 6 月 24 日施行）、サハ共和国廃棄物管理の地域計画

と、サハ共和国国家プログラム「2018~2022 年における質の高い住宅の提供および住宅と共同サービスの質の向上」よ

り NRI 作成 

 

サハ共和国の都市廃棄物管理体系は、次のように特徴付けることができる。 

 収集し、蓄積された都市廃棄物の 96%が埋立地に送られる。 

 都市廃棄物の 4%のみが、更なる処理のために選別、分解、洗浄が行われる。 

 廃棄物の収集・輸送は、大都市や、行政の中心地のみで行われる。 

 認定埋立地の総数は 480（1,400ha を超える）であり、そのうち 7 つのみがロシアの廃棄物処理

施設の国家登録簿（GRORO）（衛生要件を含む、ロシアの法律を満たす埋立地の登録簿）に含

まれている。 

 

現在、サハ共和国は、ヤクーツク、ミールヌイ、ヴィリュイスク、ニュルバ、ニジュニー・ベスチャ、

デプタツコム、マヤそれぞれにおける 7 つの廃棄物処理・埋立施設の設置を検討している。この活動の
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ために、2019 年には地域予算として約 1,050 万ルーブルを配分しており、さらにサハ共和国における都

市廃棄物の地域計画の電子モデルを作成するために、300 万ルーブルが割り当てられている。15 

 

4.3.1.2. サハ共和国における廃棄物管理の課題 

一般に、サハ共和国における Municipal Solid Waste（都市廃棄物）システムの既存の問題は、インフ

ラ不足、埋立処理場の連邦による衛生基準不適合、違法な処理場、政府による監視不足等であり、土

壌・地下水汚染、排ガス、処理場における火災等の問題を引き起こしている（下図）。 

 

図表 4.3.3 サハ共和国における都市廃棄物管理の課題 

 

（出所）2017～2026 年（予測期間は 2036 年まで）のサハ共和国域内における都市廃棄物を含む廃棄物管理の地域計画

に基づき、NRI 作成。 

 

下図は、サハ共和国の典型的な埋立処分場（連邦の衛生基準に不適合）の例である（メギノ＝カンガ

ラッスキー地区チョフチュル（Tyokhtyur）村にある埋立地）。本処理場はサハ共和国政府により認可は

されているものの、廃棄物処理施設のロシア国家登録簿（GRORO）には含まれていないため、国の衛生

基準に準拠しておらず、廃棄物による土壌汚染を防止する被覆等による処理も行われていない。サハ共

和国内には、こうした不適切な埋立地が 300 以上存在している。 

 

  

                                                   
15http://yakutia.info/article/189879 

http://yakutia.info/article/189879
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図表 4.3.4 チョフチュル村（サハ共和国メギノ＝カンガラッスキー地区）の埋立地 

 

（出所）NRI 撮影 

 

4.3.1.3. サハ共和国における廃棄物量 

サハ共和国における廃棄物管理の地域計画によれば、サハ共和国全体で年間約 40 万トンの廃棄物が

発生しており、2036 年に 47.2 万トンまでに廃棄物量が増加する見込みである。サハ共和国の都市廃棄

物の 70%以上は家庭から排出されている。16 

 ヤクーツク市の廃棄物の割合は、サハ共和国内の都市廃棄物の総生産量の約 35%を占める。 

 

図表 4.3.5 サハ共和国における都市廃棄物 

 
（出所）2017～2026 年（予測期間は 2036 年まで）のサハ共和国域内における都市廃棄物を含む廃棄物管理地域計画に

基づき、NRI 作成。 

                                                   
16 サハ共和国域内における都市廃棄物を含む廃棄物管理地域計画による 
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4.3.2. サハ共和国の廃棄物管理政策 

4.3.2.1. サハ共和国における地域廃棄物管理計画 

地域で発生した都市廃棄物の回収、輸送、準備、処理、除染、定着等の活動を一定期間にわたり整理・

実施する制度として、「地域廃棄物管理制度」がある。このスキームは、連邦法第 89−FZ（1998 年 6 月

24 日公布）「消費・生産廃棄物に関する法律」に従って、すべてのロシア国内の自治体に義務付けられ

ている。また、本制度は、廃棄物収集のためのシステムを整備し、廃棄物収集・処理インフラの不足を

判定するのに役立つ。 

地域計画による都市廃棄物管理制度の開発段階は以下の通りである。まず準備段階として、廃棄物管

理の枠組みと計画を作り、地域のオペレーターの選定等を行う。次に移行段階として、廃棄物管理（処

理）インフラとして輸送、埋立、処理施設を開発する（～2026 年目処）。将来的には第 3 段階として、

全てのインフラが整い、地域の新しい廃棄物管理の枠組みに全て移行することが期待される（～2036 年

目処）。 

 

図表 4.3.6 都市廃棄物管理制度の開発段階 

 

（出所）2017～2026 年（予測期間は 2036 年まで）のサハ共和国域内における都市廃棄物を含む廃棄物管理の地域計画

に基づき、NRI 作成。 
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地域計画はこの制度を実現するために提案された活動や費用見積も含む。下表は当該計画の概要であ

る。 

 

図表 4.3.7 都市廃棄物処理場の整備に関する予算計画概要 

アクション  測定単位（量/容量） 
CAPEX、千ルーブル 

2017-2026 2026-2036 

都市廃棄物処理場の再生 

違法都市廃棄物処理場の再生 計 70.1 ha 973,116 1,189,364 

認可都市廃棄物処理場の再生 71 か所 154,440 188,760 

小計   1,127,556 1,378,124 

都市廃棄物処理場の建設・復旧・近代化 

既存都市廃棄物処理場の 

復旧・近代化 
埋立地 386 か所 2,478,701 3,029,524 

都市廃棄物処理場の新設 13 か所 188,172 229,988 

集積所・専用機器による廃棄物

輸送所の建設 
32 か所 7,664 9,367 

リサイクルプラントの建設 3 か所 1,242,675 1,518,825 

小計   3,917,212 4,787,704 

都市廃棄物回収拠点の設備 

廃棄物コンテナの購入 45,970 セット 103,434 126,420 

コンテナサイトの開発 13,725 箇所 185,282 226,456 

廃棄物輸送トラックの購入 868 台 1,249,920 1,527,680 

小計   1,538,636 1,880,556 

合計   6 583 404 8 046 384 

（出所）2017～2026 年（予測期間は 2036 年まで）のサハ共和国域内における都市廃棄物を含む廃棄物管理の地域計画

に基づき、NRI 作成。 
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下図は、2017-2036 年度の資金配分を整理したものである。都市廃棄物処理場の新設・復旧・近代化

に 60％の予算が配分されており、その中でも特に既存とし廃棄物処理場の復旧・近代化に最大の予算が

配分されている。 

 

図表 4.3.8 都市廃棄物システムの現代化における計画のコスト分配 

 

（出所）2017～2026 年（予測期間は 2036 年まで）のサハ共和国域内における都市廃棄物を含む廃棄物管理の地域計画

に基づき、NRI 作成。 

 

4.3.2.2. 地域廃棄物管理事業者制度の導入 

地域廃棄物管理事業者は、各地域で都市廃棄物の収集・輸送・処理等を担当する企業である。同事業

者は、入札の結果に応じて選出され、都市廃棄物の収集、輸送、準備、汚染除去、処理及び設置に従事

する（契約期間 10 年間）。同事業者は、廃棄物収集および集積所で、廃棄物が廃棄物収集車に積み込ま

れた瞬間から、当該廃棄物を適切に管理する責任を負う。 

サハ共和国地域は 5 つの地域に区分され、それぞれ異なる地域廃棄物管理事業者が運営している。各

地域と選出された事業者の概要を以下に示す。 
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図表 4.3.9 サハ共和国における廃棄物管理地域と特徴 

地域 地区 特徴 

中心地域 （1）ヤクーツク市 

（2）ジャタイ市 

（3）ゴルニ地区 

（4）ナムツィ地区 

（5）ハンガラッスキー地区 

人口 398.1 万 

村の数 79 

都市廃棄物排出量（トン/年） 174.2 万. 

地域廃棄物管理事業者 有限会社 "Yakutskecoseti"  

必要と予想される投資額（ルーブ

ル） 

359 億 4,600 万. 

中央東部 （6）アムギンスキー地区 

（7）コビヤスキー地区 

（8）メギノ＝カンガラッスキー地区 

（9）オイミャコンスキー地区 

（10）タッチンスキー地区 

（11）トムポンスキー地区 

（12）ウスチ＝アルダンスキー地区 

（13）ウスチ＝マイスキー地区 

（14）チュラプチンスキー地区 

人口 147.7 万 

村の数 191 

都市廃棄物排出量（トン/年） 60.6 万 

地域廃棄物管理事業者 有限会社 「Ekologicheskie 

sistemy Yakutii」  

必要と予想される投資、（ルーブル） 42 億 500 万. 

南部地域 （15）ネリュングリスキー地区 

（16）アルダンスキー地区 

人口 116.4 万 

村の数 26 

都市廃棄物排出量（トン/年） 47.4 万 

地域廃棄物管理事業者 MUP "Pererabotchik" 

必要と予想される投資（ルーブル） 120 億 1,500 万. 

西部地域 （17）ヴェルフネヴィリュイスキー地区 

（18）ヴィリュイスキー地区、  

（19）レンスキー地区、 

（20）ミルニンスキー地区、 

（21）ニュルビンスキー地区、 

（22）オレクミンスキー地区、  

（23）スンタルスキー地区 

人口 228.8 万 

村の数 194 

都市廃棄物排出量（トン/年） 94.2 万 

地域廃棄物管理事業者 「MPZhKh」有限会社 

必要と予想される投資（ルーブル） 454 億 600 万. 

北極・ 

北部地域 

（24）アビイスキー地区、 

（25）アルライホフスキー地区、 

（26）アナバルスキー・ナツィオナリニ （ド

ルガン＝エヴェンキ）地区、 

（27）ブルンスキー地区、 

（28）ヴェルフネコリムスキー地区、 

（29）ヴェルホヤンスキー地区、 

（30）ジュガンスキーエヴェンキスキー・ナ

ツィオナリニ地区、 

（31）モムスキー地区、 

（32）ニシュネコリムスク地区、 

（33）オレネクスキー・ナツィオナリニ地区、 

（34）スレドネコリムスキー地区、 

（35）ウスチ＝ヤンスキー地区、 

（36）エヴェノ＝ビタンタイスキー・ナツィ

オナリニ地区 

人口 68.5 万 

村の数 101 

都市廃棄物排出量（トン/年） 27.6 万 

地域廃棄物管理事業者 GUP （ユニタリーエンタープ

ライズ）「ZhKKh （サハ共和

国）」 

必要と予想される投資（ルーブル） 187 億 2,500 万. 

（出所）2017～2026 年（予測期間は 2036 年まで）のサハ共和国域内における都市廃棄物を含む廃棄物管理の地域計画

に基づき、NRI 作成。 
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図表 4.3.10 サハ共和国における都市廃棄物システムの地域区分 

 

（出所）2017～2026 年（予測期間は 2036 年まで）のサハ共和国域内における都市廃棄物を含む廃棄物管理の地域計画

に基づき、NRI 作成。 

 

4.3.2.3. 地域別廃棄物処理料金の設定 

住居及び工業施設の所有者のための廃棄物処理料金は、地域毎に施行される廃棄物発生基準に基づい

て計算される。 

住居の都市廃棄物処理料金は以下の算式で計算される。 

 

住居の都市廃棄物処理料金（1戸あたり）=
居住人数×廃棄物発生基準

12 ×運営管理費等に基づく地域廃棄物管理事業者の料金
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下表は、住居の廃棄物発生基準である。同基準は、当該地域の人口規模に応じて設定されている（人

口規模が大きいほど廃棄物発生基準も大きい）。 

 

図表 4.3.11 住宅・アパートの廃棄物発生基準 

施設の種類 単位 1 単位（年間）の廃棄物発生基準 

m3 kg 

人口が 2 万人を超える村 

マンション・アパート 住民 1 名 1,86 279 

住宅用区画建物 住民 1 名 1,97 295,5 

人口が 2 千人を超え、2 万人以下の村 

マンション・アパート 住民 1 名 1,77 265,5 

住宅用区画建物 住民 1 名 1,88 282 

人口が 2 千人以下の村 

マンション・アパート 住民 1 名 1,68 252 

住宅用区画建物 住民 1 名 1,78 267 

（出所）2018 年（2018 年）サハ共和国住宅・エネルギー省令第 443-p（2018 年 10 月 29 日施行）「サハ共和国における

地域の都市廃棄物の発生基準（サハ共和国）」 

 

住居以外の施設についても、廃棄物発生基準が設定されている。下表はその一例である。 

 

図表 4.3.12 公共施設の廃棄物発生基準例 

施設の種類 単位 1 単位（年間）の廃棄物発生基準 

m3 kg 

商業施設 

スーパー 店舗面積 1m2あたり 0.26 40.2 

薬局 店舗面積 1m2あたり 0.22 37.6 

教育施設 

幼稚園 園児 1 人あたり 0.26 34.7 

学校 生徒 1 名あたり 0.07 10.6 

サービス 

ホテル 1 ベッドあたり 0.84 129.2 

コインランドリー、クリーニ

ング屋 

店舗面積 1 m2あたり 0.15 26.3 

医療施設 

外来・歯科 1 区画あたり 0.37 54.8 

病院、療養所等 1 ベッドあたり 0.66 101.1 

（出所）2018 年（2018 年）サハ共和国住宅・エネルギー省令第 443-p（2018 年 10 月 29 日施行）「サハ共和国における

地域の都市廃棄物の発生基準（サハ共和国）」 
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4.3.2.4. 公共プロジェクトの実施 

サハ共和国における廃棄物管理政策は、住宅エネルギー省（サハ共和国）が実施責任を有するロシア

連邦の「住宅・住宅サービスの品質向上計画（2018~2022 年）」のサブプログラム「生産・消費廃棄物の

管理システム整備」の下で定められている。同サブプログラムには、サハ共和国の生態系・自然管理・

森林省が主導した地域プロジェクト「クリーンカントリー」と、連邦国家プロジェクト「エコロジー」

の下で開発された地域プロジェクト「統合都市廃棄物管理システム」が含まれている。 

 

図表 4.3.13 サハ共和国における廃棄物管理政策の体系 

 

（出所）情報ポータル「国家プロジェクトロシアの未来」（https://futurerussia.gov.ru）に基づき NRI 作成 

 

 サハ共和国における都市廃棄物管理プロジェクトの概要は下表の通りである。いずれも撤廃あるいは

数値目標を設定し、推進する計画となっている。 

「都市廃棄物統合管理システム」プロジェクトは、廃棄物の処理割合、各種廃棄物管理施設への委託

等が、数値目標とともに設定されている。また、「クリーンカントリー」プロジェクトでは、2024 年ま

でに不法埋立地を撤廃することが目標とされている。 
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図表 4.3.14 サハ共和国における都市廃棄物管理プロジェクト 

 地域プロジェクト 

「都市廃棄物統合管理システム」 

地域プロジェクト 

「クリーンカントリー」 

責任を負う公的機

関 

サハ共和国住宅エネルギー省 サハ共和国生態・自然管理・森林省 

実施期間 2019-2024 2019-2024 

目標（KPI） -下処理のために輸送される都市廃棄物の

割合、現状 4%→87% 

-最終処理のために輸送される都市廃棄物

の割合、現状 0%→37.8% 

2018年 1月 1日に存在が認知されている

不法埋立地の撤廃 

期待される結果  ヤクーツク市における、年間 17 万ト

ン以上の処理能力を有する廃棄物処

理場への委託 

 ミールヌイ市、ネリュングリ市におけ

る、年間 10.7 万トン以上の処理能力

を有する廃棄物処理場への委託 

 廃棄物の下処理施設 20 か所への委託 

 連邦の要件（（GRORO）に登録）に準

拠した 35 か所の埋立地への委託 

 廃棄物管理の地域計画の電子モデル

の作成 

 ヤクーツク市内の埋立地廃止 

 ニュルバ市の埋立地廃止 

 ヴィリュイスク市内の埋立地廃止 

 ミールヌイ市内の埋立地廃止 

 Kularsky 金採掘所の鉱滓ダムの廃止 

必要な資金調達 61.52 億ルーブル 170.55 億ルーブル 

（出所）「クリーンカントリー」、「都市廃棄物統合マネジメントシステム」地域プロジェクト公開情報より NRI 作成 

 

また、5.2.1.1.でも述べたが、現在、サハ共和国は、ヤクーツク、ミールヌイ、ヴィリュイスク、ニュ

ルバ、ニジュニー・ベスチャ、デプタツコム、マヤ各地域における 7 つの廃棄物処理・埋立施設を建設

するための設計・予算を検討している。これら都市廃棄物の地域政策の実現には、以下資金源が考えら

れる。 

 連邦、地域及び市町村による資金調達 

 地域廃棄物管理事業者による投資 

 その他の民間投資 

 公営非営利会社「Rossiyskiy ekologicheskiy operator」（ロシア環境事業者）17 

                                                   
17 サハ共和国の住宅・エネルギー省の情報（インタビューに基づく）によれば、廃棄物処理場（埋立地）建設に関連する

ヤクーツク市の投資プロジェクトに対し、融資を検討している。 
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4.4. サハ共和国における熱供給事業の現状 

4.4.1. 概要 

4.4.1.1. 熱消費量 

サハ共和国における2018年の熱消費量は1,230万Gcalである。過去5年間における増加率は約9.5％

であり、電力・水道・ガス部門の伸びが大きい。住宅、サービス、鉱業部門による熱消費量は概ね横ば

いに推移している。 

 

図表 4.4.1 サハ共和国における熱消費量（単位：千 Gcal） 

 

出所）「2019～2023 年に向けたサハ共和国の電力産業発展のための計画とプログラム」（https://glava.sakha.gov.ru）よ

り NRI 作成 

 

4.4.1.2. 熱供給能力 

2018 年の大手エネルギー会社の大規模発電所の熱供給能力は 2,521.5 Gcal/h であった。熱は、多数の

ボイラーハウスからも供給される。エネルギー会社が所有する大型ボイラーハウスの総熱供給能力は

5,590.34 Gcal/h である。以上を合計すると、サハ共和国における熱供給能力は 8,537.5 Gcal/h である。 

最大の熱供給者は、サハ共和国内に広範な支店ネットワークを有する、サハ共和国住宅・共同サービ

ス社（州連合企業（State Unitary Enterprise）、テプロエネルゴセルヴィス社（JSC）、ヤクーツクエネ

ルゴ社（PJSC）、およびサハエネルゴ社（JSC）である。 
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図表 4.4.2 サハ共和国における熱供給能力（単位：Gcal/h） 

 

出所）「2019～2023 年に向けたサハ共和国の電力産業発展のための計画とプログラム」（https://glava.sakha.gov.ru）よ

り NRI 作成 

 

4.4.1.3. 生産量 

サハ共和国における 2018 年の熱供給量は 1,560 万 Gcal であった。詳細は下表に示すとおりである。 

  

図表 4.4.3 サハ共和国における熱供給 

  エネルギー会社 
発熱量 

（千 Gcal） 
燃料 

発電所（全体: 4,451.7 千 Gcal） 

1 

ヤクーツクエネルゴPJSC 計 2,389.6   

ヤクーツカヤ GRES（国営地域発電所） 1,055.2 天然ガス 

ヤクーツカヤ GRES-2（国営地域発電所） 539.2 天然ガス 

ヤクーツカヤ TETS（中央熱供給・発電所） 795.2 天然ガス 

2 

DGK JSC 傘下の「ネリュングリンスカヤ

GRES」の支店 
計 2,003.9   

ネリュングリンスカヤ GRES（国営地域発

電所） 
1,713.9 石炭 

チュルマンスカヤ TETS（中央熱供給・発電

所） 
290 石炭 

3 
サハエネルゴ JSC 計 58.2   

デプタツカヤ TETS（中央熱供給・発電所） 58.2 石炭 

ボイラーハウス（全体: 10,720 千 Gcal） 
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1 ヤクーツクエネルゴ PJSC 15.6 天然ガス、軽油、木材 

2 
ネリュングリンスカヤ GRES（国営地域発電

所） 
25.9 石炭 

3 サハエネルゴ JSC 6 天然ガス、軽油、石炭 

4 テプロエネルゴセルヴィス JSC 913.1 天然ガス、軽油、石炭 

5 有限会社 PTVS 1,134.8 天然ガス、軽油、石炭 

6 有限会社レンスコエ PTES 233.4 天然ガス、石油 

7 AK ALROSA（PAO） 179.5 天然ガス、軽油、石炭、石油 

8 DSK JSC 119.6 天然ガス 

9 テプロエネルギヤ JSC 738.0 天然ガス 

10 
国営ユニタリー企業「サハ共和国住宅・共同

サービス社（州連合企業」 
3,755.6 天然ガス、軽油、石炭 

電気ボイラーハウス（全体: 346.1 千 Gcal） 

1 テプロエネルゴセルヴィス JSC 81.6   

2 有限会社 PTVS 254.1   

3 AK ALROSA（PAO） 10.4   

二次エネルギー（全体: 67.2 千 Gcal） 

1 JSC「サハエネルゴ」 18.1   

 （その他） 49.1  

出所）「2019～2023 年に向けたサハ共和国の電力産業発展のための計画とプログラム」 

（https://glava.sakha.gov.ru）より NRI 作成 

 

下図は、施設別の熱供給量の推移を示したものである。サハ共和国における熱供給は主にボイラーハ

ウスによるものが多い事がわかる（2018 年で全体の 74.2%）。また、熱供給に占める発電所の割合は、

2014 年の 31.5%から 2018 年には 28.6%に減少している。また、配管の老朽化等の原因で総熱供給量の

約 2 割に相当する 300 万Gkcal が毎年逸失しており、効率化・省エネの観点からこの点の改善が急がれ

る。  
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図表 4.4.4 サハ共和国における熱供給（単位：千 Gcal） 

 

出所）「2019～2023 年に向けたサハ共和国の電力産業発展のための計画とプログラム」 

（https://glava.sakha.gov.ru）より NRI 作成 

 

4.4.1.4. 燃料消費 

2017 年度の熱供給用発電所・ボイラーハウスの総燃料消費量は、約 2.4 百万 toe （石油換算トン）で、

石炭が 1.3 百万 toe、天然ガスが 1.0 百万 toe であった。 

 

図表 4.4.5 2017 年熱供給用燃料の消費（単位：千 toe[石油換算トン]） 

  総計 発電所 ボイラーハウス 電気 

ボイラーハウス 

石炭 1,136 323 812 - 

原油 221 - 221 - 

石油製品 20 2 18 - 

天然ガス 1,003 345 658 - 

その他の

固体燃料 

4 

 

4 - 

電力 53 - - 53 

出所）「2019～2023 年に向けたサハ共和国の電力産業発展のための計画とプログラム」 

（https://glava.sakha.gov.ru）より NRI 作成 
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4.4.2. サハ共和国の熱供給関連政策 

4.4.2.1. 熱供給に係る主な政策目標 

地域プログラム「2018～2022 年に向けた良質な住宅の供給と住まいと公共サービスの質の向上」に

は、熱供給に関する目標が盛り込まれている。その一つは、暖房ネットワークの整備と再構築を通じ、

集中熱供給施設への市民宅への接続を確保することである。2018 年から 2022 年にかけて、646 戸の住

宅を地域の（集中）熱供給システムに接続する計画がある。また、市民に提供される熱供給サービスの

品質及び信頼性の向上についても、重要な政策として位置付けられている。 

 

4.4.2.2. 熱供給サービス利用料に対する政策的優遇 

熱供給サービスは公益サービスとみなされ、その利用料は政策的に優遇されている。サハ共和国から

熱供給会社に対し、経済的に合理的な想定収入と優遇された利用料の差額がサハ共和国予算より補助金

として支払われる。この結果、市民の料金負担は、通常想定される料金の平均 30%程度である（北極圏

では約 10%、都市では最大 70%）。財源の集中化を解決するため、2012 年以降、サハ共和国予算の認定

機関である「補助事業機関」が、公益事業会社に対する補助金の認定ならびに供出する事業を担当して

いる。18 

  

                                                   
18サハ共和国国家プログラム「2018~2022 年における質の高い住宅の提供および住宅と共同サービスの質の向上」URL: 

https://minstroy.sakha.gov.ru/gosprogramma-obespechenie-kachestvennym-zhilem  

https://minstroy.sakha.gov.ru/gosprogramma-obespechenie-kachestvennym-zhilem
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4.5. スマートシティ関連技術の導入可能性検討 

4.5.1. サハ共和国との検討経緯 

4.5.1.1. 現地出張（2019年 7月） 

2019 年 7 月にヤクーツクを訪問し、サハ共和国コロデズニコフ第一副首相以下、住宅・エネルギー省

大臣、ヤクーツク市長、熱供給会社社長等と面談を行い、熱供給関連を中心とするスマートシティ技術

に関するニーズ聴取を実施した。 

また、現地事情把握のため、現地のボイラーハウスや廃棄物処理場の視察を実施した。 

ボイラーハウスについては、まず Thermoenergy 社が運営する市内 2 ヶ所のボイラーハウスを視察した。

市内１つ目のサイト Chernyshevskogo 60 では、天然ガス焚きの中規模ボイラーが使用されていたが、将来の

拡張のため 10MW 級ボイラー1 機分のスペースが空けてあり、そこに木質ペレットボイラーを導入したい

意向が示された。 

 

図表 4.5.1 市内ボイラーハウス（Chernyshevskogo 60） 

  

（使用されている天然ガス焚きボイラー）    （新ボイラー向け拡張区画） 

（出所）NRI 撮影 

同２つ目のボイラーハウスPtitsefabrika では、天然ガス焚きのドイツ製ボイラーを確認した。使用方法

が不適切で壊れてしまった同ボイラーの修復（熱交換器の追加敷設等）に関する提案を求められたもの

の、９月までに解決する必要があることから時間軸が合わず、こちらは提案を断念した。 

また、こちらでは、同社の課題として熱供給パイプのメンテナンスコスト不足が課題であることを聴

取した上で、熱供給パイプの延命技術や安価で高温対応の樹脂製パイプの提案を求められた。 

  



102 

 

図表 4.5.2 市内ボイラーハウス（Ptitsefabrika） 

  
（出所）NRI 撮影 

チョフチュル村で視察した２つのボイラーハウスはいずれも石炭焚きの小規模ボイラーを使用しており、

地方部では石炭焚きボイラーが未だに使用されている事実を確認した。いずれも更新直後または更新中であ

ったため、本チームに対する提案ニーズは特に示されなかった。 

 

図表 4.5.3 地方部のボイラーハウス例（チョフチュル村） 

 

（出所）NRI 撮影 

 廃棄物処理場の視察は、上記チョフチュル村で行った。本処理場は 1.3.2.1 節で示した違法都市廃棄物

処理場にあたり、こういった処理場がサハ共和国内に多数存在すること、これらを今後合法な廃棄物処

理場に再構築していく旨説明を受けた。日本の関連技術として埋立ガス（LFG）活用技術を紹介したと

ころ、サハ共和国政府から関心が示されたことから、ヤクーツク市内に新設予定の廃棄物処理場への導

入可能性を検討することとした。 
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図表 4.5.4 チョフチュル村（サハ共和国メギノ＝カンガラッスキー地区）の埋立地（再掲） 

 

（出所）NRI 撮影 

本出張の期間中に訪問した政府機関や国営企業との協議と以上の各視察において示されたニーズのう

ち、下記の３つの熱供給関連技術について実現可能性を検討することに合意し、今後ワーキンググルー

プを開催して実現可能性を検討することとした。 

 

1. 木質ペレット（バイオマス）ボイラー導入可能性（Chernyshevskogo 60 向け） 

2. 廃棄物処理場における排ガス（LFG）利活用可能性 

3. 高温対応樹脂製パイプまたはコーティング・防錆による熱供給パイプの延命技術 

 

 また、熱供給とは別に、スマートシティ関連技術として下記の２つの技術についてもサハ共和国側か

ら関心が示され、合わせて検討対象とすることで合意した。詳細は、以後のワーキンググループ等で協

議することとした。 

4. CCTV（Closed Circuit Television）顔認証監視システム 

5. データセンター 

 

4.5.1.2. 東方経済フォーラム（2019年 9月） 

2019 年 9 月に開催された東方経済フォーラムにおいて、サハ共和国へのスマートシティ技術導入に

関する協同 FS 実施に係る協力覚書（MOU）の署名を、サハ共和国、三井物産、野村総合研究所の 3 者

で行った。 

 

4.5.1.3. 第１回ワーキンググループ（2019年 10月） 

 第 1 回ワーキンググループは、テレビ会議により開催した。サハ共和国側座長は、コロデズニコフ第

一副首相が務めた。 
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本ワーキンググループでは、上記第 1 回現地会議の結果を受け、詳細検討のために事前に提示した質

問項目に対する回答を主に取得することを目的に協議を行った。テーマごとの要旨は下記の通りである。 

 

1. 木質ペレット（バイオマス）ボイラー導入可能性（Chernyshevskogo 60 向け） 

 引続きサイトの特定、必要技術の特定が必要。前者は木くず燃焼ボイラー、後者は焼却炉

＋ボイラーとすることも視野に入れる。 

2. 廃棄物処理場における排ガス（LFG）利活用可能性 

 木質ペレットボイラー同様、引続きサイトの特定を求めた。 

3. 高温対応樹脂製パイプまたはコーティング・防錆による熱供給パイプの延命技術 

 高温対応の樹脂製パイプは、要望に応えられる製品は日本にはないこと（技術的には可能だ

が値段が高すぎる、新たにテストが必要等）を確認し、コーティングに絞って検討を継続する

こととした。 

4. CCTV 顔認証監視システム 

 本件については具体的な案件が念頭にあり、すでに地場企業が提案を行っていることが判

明した。TOR（terms of reference）の提供を依頼し、継続検討することとした。 

5. データセンター 

 本件についても具体的な案件が念頭にあることが判明したが、まだ入札書類の作成には至

っていない模様。複数の案件・構想が入り乱れる協議展開となったが、今後具体的なスペッ

ク情報等を入手の上、継続検討することとした。 

 

4.5.1.4. 第２回ワーキンググループ（2019年 11月） 

 第２回ワーキンググループは、コロデズニコフ第一副首相の来日に合わせ、三井物産本社で開催した。 

本ワーキンググループでは、上記第 1 回ワーキンググループの結果を受け継続検討となっていたアジ

ェンダを対象に協議を行った。 

 

1. 木質ペレット（バイオマス）ボイラー導入可能性（Chernyshevskogo 60 向け） 

 それまでの発言を覆し、熱供給そのものの効率化については、サハ共和国の解決したい課題

としては劣後する旨発言があった。実現可能性についてはサハ共和国側で検討し、収益化は難

しいとの判断をしたことがその理由である。 

 その上で、木質ペレットボイラーについては、木材加工工場も合わせた FS にするようリク

エストがあった。本コンソーシアムが本調査スコープ内での実施可能性を検討したところ、日

本企業にコスト競争力はないと判断、後日難しい旨返答し、そもそも課題としての優先順位は

低いとの発言もあったことから、本件の検討を終了することとした。 

2. 廃棄物処理場における排ガス（LFG）利活用可能性 

 木質ペレットボイラー同様、実現可能性についてはサハ共和国側で検討し、収益化は難し

いとの判断をしており優先順位は低いとの発言があったことから、検討を終了することとし

た。 

3. 熱供給パイプのコーティングや防錆技術による熱供給パイプの延命技術 

 熱供給パイプの延命については引続き関心が高いことを確認し、引続き導入技術の検討を行

うとともに、実証サイトの検討をサハ共和国側に依頼した。 
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4. CCTV 車両認証監視システム 

 TOR を事前に受領したが、その内容は顔認証ではなく車両認証であった。日本のカメラメ

ーカー複数社に提供して提案可能性を検討している旨報告した。 

5. データセンター 

 サイトの特定がこのタイミングではできないため、12 月上旬開催予定のスマートシティフ

ォーラムの際に協議する旨合意した。 

 

4.5.1.5. 現地出張（ヤクーツク・スマートシティフォ－ラム）（2019年 11月） 

 ヤクーツク・スマートシティフォーラムに合わせ、第２回出張を行い、ブチコフ副首相（スマートシ

ティ開発責任者）以下と協議を実施した。サハ共和国側の関心事項が都度変わることから、日本側から

現状提案可能な技術を全て提示し、その中から関心度の高い技術を選定してもらう形式で協議を進めた

結果、下記の 4 項目について検討を進める旨改めて合意した。 

 

1. 熱供給パイプの延命（継続） 

 国内外で豊富な導入実績のあるA の導入可能性に焦点を当てて検討を継続する。 

2. CCTV 車両認証監視システム（継続） 

 B の技術に絞り検討を継続する。 

3. データセンター（継続） 

 C の技術に絞り検討を継続する。 

4. スマート信号（新規） 

 D 技術のヤクーツクでの実証実験実施可能性を検討する。 

 

4.5.1.6. モスクワ出張（最終報告）（2020年 2月） 

 当初ニコラエフ首長への提案・報告の予定であったところ、直前にキャンセルの連絡があり、フェド

トフ・モスクワ全権代表（第一副首相クラス）、スマートシティ開発責任者を兼ねるブチコフ副首相以下

との面談となった。前回協議において検討をすすめる旨合意した以下の項目について提案・報告を行っ

た結果、下記の通りコメントがあった。 

 

1. 熱供給パイプの延命 

 A を用いた熱供給パイプの更生に関する実証実験を提案したところ、すぐにでも実施したい

との意向が示された。 

2. CCTV 車両認証監視システム 

 B の技術に対しては関心が示され、サハ共和国で定期的に実施している技術評価委員会に

提案資料を提出してほしい旨要請があった。必要となる資料の体裁・必要な要件等につい

て、今後フォローすることとした。 

3. データセンター 

 CCTV 車両認証監視システム同様、C の技術に対しては関心が示されたものの、データセン

ターの運営はサハ共和国ではなく現地の有力 IT ベンダーあるいは通信会社が行うことから、

該当企業に対する同技術の導入の働きかけが必要との指摘があった。今後、該当企業に対する

コンタクトを行う。 
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4. スマート信号 

 D 技術のヤクーツクでの実証実験を提案したところ、人口が少なく交通量も多くないた

め、渋滞は深刻な社会課題担っていないとのコメントがあり、検討を終了することとした。 
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4.5.2. サハ共和国への最終報告内容 

 

 以下では、2020 年 2 月にモスクワで実施した最終報告・提案の内容ならびに当該報告の結果と今後の

見通し・事業計画について、提案項目別に整理する。 

 

4.5.2.1. 熱供給パイプの延命技術 

1.4.1.4 で示したとおり、配管の老朽化等の原因で総熱供給量の約 2 割に相当する 300 万 Gkcal が毎

年逸失している。メンテナンス向け予算も不足していると聴取しており、安価な防錆・配管延命・配管

更生技術へのニーズがあるところ、本課題を解決し得る技術として、A の導入を提案した。 

 

（技術の特徴） 

（公表不可のため削除）  

 

図表 4.5.5  

（公表不可のため削除） 

 

 

本技術の効果を短期間（数日～数週間）で検証可能であることも特徴である。 

 

図表 4.5.6  

（公表不可のため削除） 

 

（CAPEX（Capital expenditure）等） 

（公表不可のため削除）  

 

（提案事項） 

 １系統を選定しての無償での実証実験の実施（成果判明後、サハ共和国の保守予算による購入を前提）

を提案したところ、すぐにでも実施したいとの意向が示された。今後、実証実験の実施主体となる熱供

給会社（民間ならびに国営）と、具体化に向け条件を詰める方針である。 

 

（今後の見通し・事業計画） 

 2020 年３月にA 提供企業とサハ共和国政府ならびに実証実験実施主体（民間ならびに国営の熱供給

会社）とを引き合わせ、夏までに２―３ヶ月間の実証実験を開始する方向で調整を開始する。 

予算は、通常のメンテナンスコスト（従来管路の更新に使用される予算）の範囲内で設置可能なた

め、融資等新規の予算措置は原則不要との目論見である。 
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4.5.2.2. CCTVによる交通違反車両の自動認識 

 サハ共和国政府側が当初より関心を示していた、CCTV による交通違反車両の自動認識技術につい

て、受領した仕様書（下表）に基づき初期提案を行うとともに、B の技術的優位性についての説明を行

った。 

 

（技術の特徴） 

 仕様書によれば、CCTV により違反車両を認識する必要があるが、これには高精度なカメラが必要と

なり、供給できるカメラベンダーはB を含め世界に数社と限られている。また、カメラの価格は通常

のCCTV よりも高額になる。 

 

図表 4.5.7 サハ共和国におけるCCTV による交通違反車両の自動認識事業 仕様の一部 

（公表不可のため削除） 

 

図表 4.5.8  

（公表不可のため削除） 

 

 

 

（CAPEX 等） 

（公表不可のため削除）  

 

（提案結果） 

B の技術に対しては関心が示され、サハ共和国で定期的に実施している技術評価委員会に提案資料を

提出してほしい旨要請があった。必要となる資料の体裁・必要な要件等について、今後フォローするこ

ととなった。 

 

（今後の見通し） 

 まず、2020 年 3 月には技術評価委員会への提案に必要な資料の項目を確認する。 

技術評価委員会は、毎年 12 月に開催される。2020 年 12 月までに、B より詳細提案を実施し、スペッ

クインを目指す。 

その後、早ければ 2021 年中に原則入札となるが、極東開発基金や VEB（JBIC からクレジット・ラ

インを得ている、ロシアの政府系金融機関）の資金を裏付けとし、有利に進められるよう資金調達スキ

ームを検討する。 
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4.5.2.3. データセンター 

 受領した仕様書（下表）に基づき初期提案を行うとともに、代替提案も行った。 

本件についても具体的な案件が念頭にあることが判明したが、まだ入札書類の作成には至っていない

模様である。複数の案件・構想が入り乱れる協議展開となったが、今後具体的なスペック情報等を入手

の上、継続検討することとした。 

 

（技術の特徴） 

（公表不可のため削除）  

 

図表 4.5.9 サハ共和国におけるデータセンタープロジェクト 仕様の一部 

（公表不可のため削除） 

 

図表 4.5.10  

（公表不可のため削除） 

 

（CAPEX 等） 

（公表不可のため削除） 

 

（提案結果） 

C の技術に対しては関心が示されたものの、データセンターの運営はサハ共和国ではなく現地の有力

IT ベンダーあるいは通信会社が行うことから、該当企業に対する同技術の導入の働きかけが必要との指

摘があった。 

 

（今後の見通し） 

2020 年 3 月中には、サハ共和国でスマートシティ事業を推進する現地の有力 IT ベンダーあるいは通

信会社（ロステレコム、メガフォン等）にコンタクトを行い、同社技術の売り込みを行い、導入の働き

かけを行う予定である。早ければ 2020 年中に入札となる見通しだが、極東開発基金や VEB（JBIC か

らクレジット・ラインを得ている、ロシアの政府系金融機関）の資金を裏付けとし、有利に進められる

よう資金調達スキームを検討する。 
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5 CO2の排出削減量の検討 

 

 本章では、本事業の結果、今後導入可能性のあるインフラのうち、特に CO2 の排出削減が見込まれる

レナ川橋梁と熱供給パイプの延命技術について、当該事業を行うことによるCO2 排出削減量の検討・簡

易評価を行う。 

 

5.1. レナ川橋梁 

レナ川のヤクーツク周辺域に橋梁が存在しないことにより、貨物・自動車・旅客の一部は、河川

が凍結しない 5 月 25 日～10 月 18 日の 147 日間、貨物船で両岸を行き来している（2019 年のケ

ース）。 

同貨物船の航路は、片道 15.7km あり、これを 45 分かけて航行する。同航路を、貨物船が１日

32 回往復、147 日間で 4,704 回往復している19。 

橋梁が完成することで、春～秋期間の貨物船による輸送が橋梁を通じた陸上輸送に大部分置き換

わり、当該貨物船の航行が大幅に削減されることが見込まれる。 

 

図表 5.1.1 ヤクーツクにおけるレナ川横断貨物船の航路 

 
出所）OpenStreetMap より作成 

 

陸上輸送への置換率を 90％と設定し、削減されるCO2 排出量を下記の通り試算する。 

                                                   
19 https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3031233 

https://www.ymzmotor.ru/catalog/dvigateli/ymz-v12/ymz-v12-240/euro-0/ymz-240bm2/ 
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削減される燃料（軽油）消費量 

＝147 日（貨物船稼働日数）* 

× 64 回（1 日あたり片道運行数）* 

× 0.75 時間（片道あたり所要時間、45 分間相当）* 

× 40.52 リットル（1 時間あたり燃費）** 

× 2 基（1 船舶あたりエンジン数）** 

× 90％（船舶から橋梁による陸上輸送への置換率） 

＝514,636 リットル 

＝514.636 キロリットル 

 

CO2 削減量 

＝514.636 キロリットル（削減される燃料（軽油）消費量） 

× 2.58（軽油１キロリットルあたりCO2 排出量）# 

＝1,327.762t 

 

（出所） 

* サハ共和国ウェブサイト（https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3031233） 

** エンジンメーカーウェブサイト 

（https://www.ymzmotor.ru/catalog/dvigateli/ymz-v12/ymz-v12-240/euro-0/ymz-240bm2/） 

なお、１時間あたり燃費（リットル/h）は、同ウェブサイト掲載のデータを使用し下記数式等

により試算した。 

 

１時間あたり燃費（リットル/h） 

＝定格出力（220.6kw） 

×定格出力での燃費消費量（224g/kwh） 

×軽油の比重（0.82g/cm3）※石油連盟ウェブサイト（https://www.paj.gr.jp/statis/kansan/） 

=40.52 リットル/h 

 

# 環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」 

（https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran2019.pdf） 

 

以上より、レナ川橋梁の開発により見込まれるCO2 削減量は、年間 1,327.762t と試算される。 

  

https://mintrans.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3031233
https://www.ymzmotor.ru/catalog/dvigateli/ymz-v12/ymz-v12-240/euro-0/ymz-240bm2/
https://www.paj.gr.jp/statis/kansan/
https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran2019.pdf


112 

 

5.2. 熱供給パイプの延命技術 

1.4.1.4 でも述べたとおり、サハ共和国では配管の老朽化等の原因で総熱供給量の約 2 割に相当する

300 万 Gkcal が毎年逸失している。A の導入は、この課題を改善することが見込まれる。 

図表 5.2.1 サハ共和国における熱供給（単位：千 Gcal）（再掲） 

 

出所）「2019～2023 年に向けたサハ共和国の電力産業発展のための計画とプログラム」 

（https://glava.sakha.gov.ru）より NRI 作成 

 

上記の逸失熱量の内、50％に相当する 150 万 Gcal（＝6,280.6GJ）がパイプの老朽化によるも

のと想定し、A を用いた管路更生により改善するとの仮定の下、削減されるCO2 排出量を下記の

通り試算する。 

 

CO2 削減量 

＝6,280.6GJ（改善される逸失熱量） 

× 0.099t（CO2 排出係数/GJ）* 

＝621.8t 

 

（出所） 

*石炭ボイラーのCO2 排出係数。JCM ウェブサイト掲載のモンゴルBornuur 村のボイラー置き

換え事例より 

  

以上より、A の導入により見込まれるCO2 削減量は、年間 621.8t と試算される。 

 

（以上） 
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