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ロシア経済の現状と日ロ経済関係の今後と展望
日ロ交流協会副会長・日ロ経済

コンサルタント
はじめに

朝妻 幸雄

私はロシアでの生活が長かったのですが、ロシア人たちは私が日本人である事を知るとそれだけで格別
に親切にしてくれました。ですから 30 年に及んだロシア滞在期間を通じて個人的にロシア人に悪い印象
を持ったことは一度もありません。ただこういうロシア人の日本人への思いは残念なことに日本にはまっ
たくと言っていいほど伝わっていません。日本では相変わらずロシア＝“恐ロシア”、そんな揶揄的な表現
を使って、本気でロシア人と向き合おうとしていません。実は私が知っているロシアは恐ろしくも何とも
ないのです。
ところで今日は丁度 G20 が大阪で開催されていますが、ちょうどこの時間帯には安倍首相とプーチン
大統領が会談している筈です。日本とロシアの二国間関係は政治でしっかり枠組みを造っていくしかない
のですが、同時に国民同士の理解と交流が非常に重要です。しかし実際のところ両国の国民同士には互い
に誤解が多分にあります。特に日本側です。
「領土問題」と「平和条約締結問題」について連日新聞、TV
で報道していて、その交渉の停滞と共に、プーチン大統領は狡猾だ、安倍首相はまた肩透かしを食らった
など、ネガティヴな内容になっています。
残念ながら今日の会談でも多分特段の進展はないだろうと思います。新聞の書きぶりが見えるようで
す。しかし安倍総理は真剣に取り組んでいてなんとか解決の糸口を見つけようと努力していますので、私
は近い将来必ず解決の道は開けると信じています。

１．日ロ関係の基礎データ
（１）日本人のロシアに関する意識調査
最初に両国の国民同士の意識を分析してみましょう。
このスライドは 2 年毎に内閣府が調査をしている日本人の意識調査の結果です。
（平成 28 年 1 月調査結果）
ロシアに対して、
◎親しみを感じる２％、 ◎どちらかと云うと感じる１６％、
◎親しみを感じない 35％、◎どちらかと云うと感じない 47％、
この結果を見る限りロシアには全く親しみも持っていないということになります。
（２）ロシア人の日本に関する意識調査 （18 歳以上の 3,600 人に電話で調査）
他方、ロシアから見る日本についてはどうでしょうか。
◎日本とロシアは友好関係にあると考える人が 78％、
◎どちらかと言えば友好ではないが 14％、
◎全く友好ではないが 2％、

◎その他 6％
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この結果は日本人とロシア人の意識の違いが非常に明確に出ています。私はこの日ロ両国民の意識の違い
を「片思い」の構図と呼んでいます。ロシア人は日本が大好き、日本を尊敬しています。対する日本人は
そんなロシアに応えることもなく横を向いているか背中を向けていて非常に冷たい姿勢です。まさに片思
いの構図そのものです。
（３）恐ロシア
ところで本題に入る前に考えてみましょう。日本人はロシアの何を見て「恐ロシア」と感じるのでしょ
うか。会って話をしてみたこともないのに何が恐ろしいのでしょう。それは多分マスコミの情報などから
無意識のうちにロシアの軍事力が怖いと意識しているのではないかと思います。確かにロシアは日ロ戦争
だけでなく、第二次世界大戦でも日本の敵であり戦ってきました。ではそのロシアの軍事力は今どうなっ
ているか？ 戦闘機、戦車、戦艦、核ミサイルなど最新鋭の近代軍事技術を駆使して沢山の兵器を作って
いる、アメリカに対抗出来る巨大軍事国だと思っている人が多いと思います。技術的には確かにその通り
かもしれません。では規模的にはどうでしょうか。グラフをみてください。実は軍事費予算ではアメリカ
の１/10、軍事面で本当に恐ロシアと言えるのか？では何故そのように考えるのか？ それは米国、欧州
諸国、日本などが意図的に作っている印象的な物が多いと思うのです。極端にロシアと言う国は怖い国だ
とイメージを煽っているとしか私には思えません。私は 2011 年日本の東北大震災直後の３月末に日本に
帰って来ましたが、以後様々な人の話を聞いてみると「ロシアという国は嫌な国、恐ろしい冷たい国だ、
何だか分けが分からない。
」というネガテイブイメージが強く、
「では貴方はロシアに行った事が有ります
か？」と聞くと、
「まだない」と応えます。でも怖い国ですよねと言うのです。 私はロシアの回し者で
はないので必要以上にロシアに加担してロシアの広報をやるつもりはありません。ただ単純に日本でのロ
シアイメージは「少しおかしいのではないか？」と思うだけです。思うのは勝手ですが、実はそうした勝
手な思いが結果として日本の損につながるとしたらどうでしょう。

２．上位 10 ヶ国の軍事費比較、ロシアの軍事費
（米国、中国、サウジアラビア、ロシア、インド、フランス、イギリス、日本、ドイツ、韓国）
グラフを見ましょう。上位 10 ヶ国の軍事費
比較では日本だけが GDP 比 1％を切ってい
て、他８ｶ国は GDP 比 2％を超えています。
問題は予算規模です。米国が突出していてそ
の軍事費は 6100 億ドル、二位が中国です。
三位以下はいずれも 700 億ドル以下です。
因みに NATO に加盟する２８ヶ国の軍事
費を合計すると 3,120 億㌦です。米国と
NATO の軍事費を加算すると 9,220 億ド
ル。対するロシアは 663 億ドルと全く勝負に
なりません。それがどうしてロシアが軍事的
に恐ろしいイメージを与えるのか？ 他方 NATO はトランプさんの要求もあるように軍事費の支出が足
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りない。もっと軍事費予算を増やしなさい、２％以上にして下さいと強く叱責されています。それは「ア
メリカから武器を買ってもらいたい」と云う意味でもあります。従ってアメリカにとって「ロシア、中国
が危ないと！」と危険を煽りながら自国の軍事産業を支援しているのです。

遡れば、ソ連時代ゴルバチョフ政権下での軍事費は確かにアメリカと拮抗していました。
（グラフ参
照） 東西冷戦の頃はソ連とアメリカは双方共に軍事費支出で対抗しあっていたのです。しかしソ連が崩
壊して以降、ロシアの経済はどうしようもないほど疲弊してそれどころではなくなりました。もはや従来
のように軍事費を計上できなくなっていました。ところがアメリカの軍事費は逆に大きく伸びていったの
です。冷戦が終わったのに何故？ 特に共和党出身大統領の時代であることは明らかです。ことほど左様
にトランプ政権になって軍事費は更に増加傾向を示しています。

本題に戻って、現代に生きる我々はロシアについてどんな事を知っているのだろうか？ 相変わらず冷
戦の相手国であったソ連のイメージを引きずっている様にしか思えません。実際に今でもロシアは共産主
義をやっていると思っている日本人が少なくないのには驚かされます。
事程左様にソ連時代と今のロシアを同一視しているのは全く間違った理解です。

３．20 世紀のソ連・ロシアの指導者
（スライド）1901 年から 1999 年まで、つまり 20 世紀のソ連・ロシアの指導者を思い起こしてみましょ
う。ニコライ二世（ロマノフ王朝時代）→レーニン（ロシア革命）→スターリン→フルシチョフ→ブレジ
ネフ→アンドロポフ→チエルネンコ→ゴルバチョフ→エリツイン です。
（１）20 世紀 ロシアの運命を変えた指導者の評価
私たちはロシアについて正しく理解しているでしょうか。一例を
あげます。スライドで示します。これは 1999 年にロシア人に対し
て行われたアンケート結果です。
20 世紀のロシアの指導者に対する国民の意識を調査したもので
す。ご存知のようにスターリンは何十万という政敵、国民を殺戮
ました。そのスターリンがなんと 15％の肯定評価を受けて第二位
に位置することは、日本をはじめ西側の人達には理解し難い事で
す。
同様に他方ゴルバチョフは西側では最高の指導者としてノーベル
平和賞受賞にも関わらず、ロシア国民が評価すると、西側のいい
なりになってソ連邦という国を潰し、ロシアの誇りを地に貶めた張本人、戦犯であるとして最低の評価を
受けました。この正反対の評価に西側では理解が及びません。つまり私たちのロシア理解は殆どできてい
ないことになります。

４．異常に少ない日ロ間の人的交流、
（訪露、訪日双方で旅行者が少ない。
）
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ここで 2016 年の訪日外国人旅行者の数を見てみましょう。合計 1,973 万人、その内ロシア人はわずか
5.4 万人で、全体のわずか 0.3％に過ぎず国別訪日順位では 32 位でした。
他方訪ロ日本人旅行者も多い年でもやっと 10 万人程度でした。少なすぎます。これでお互いのことを
人々が知っていると言えるでしょうか。
この乏しい人的往来の現状を抜本的に改善するための方策は最大の障害となっている日ロ両国のビザを
改善するしかありません。
実は「査証簡素化協定」はすでに累次にわたって改訂されています。2016 年 1 月からウラジオストク
自由貿易港で簡易査証性奴隷スタート、ロシアへの入国が簡単になりました。更に 2019 年 1 月 14 日サ
ハリン州／北海道間でビザ無し往来が開始されました。しかしあるべき姿からは全く不十分であり可能な
限り早急にビザ撤廃に向けて協議を加速化することが望まれます。

５．日ロ経済関係の歴史
プチャーチン提督が日本に開国を求めてはじめて長崎に再来航したのは 1853 年のことでした。紆余曲
折を経て 1855 年には「日ロ和親条約」が締結されました。この 2 年間には様々な物語がありました。
1854 年には交渉を求めて再度プチャーチンが帆船デイアナ号に乗って来日した際には 11 月 11 日に安政
の大地震が発生、合わせて大津波が襲来しこの波に飲まれてデイアナ号は沈没しました。ロシア人乗組員
500 人は救助されましたが帰国出来なくなりました。幕府は伊豆下田の戸田に和船の船大工を集め、乗組
員が所持していたデイアナ号の設計図面、乗り組み技術者の指導の下日本で初めて洋船を完成させたので
す。この時日本人の船大工にロシア人が教えた大型帆船建造技術がベースとなり、後に日本の造船大国へ
と繋がるのです。この間、プチャーチン提督をはじめ 500 人の乗組員たちは船が出来上がるまでの間、
100 日以上戸田に滞在ました。戸田港では毎年戸田港祭りの行事の一環としてプチャーチン行列が行われ
ています。これが日露間の友好の始まりでした。

６．日本とロシアは相互補完関係にある
両国の基本的特徴を対比してみましょう。

日本

ロシア

国土面積

人口

GDP 規模

１

1 億 2800 万

１

45 倍

1 億 4300 万

地下資源
殆ど無い

0.3

課題

協力

◎資源確保

市場の相

◎経済成長維持

互利用

豊富（石油・

◎成長する為の

資源の共

ガス他）

改革

同開発

ロシアの国土面積は日本の 45 倍、しかし人口はほぼ同じ、GDP は日本の 1/3, 地下資源について云え
ば日本はほぼゼロ。他方ロシアには天然資源が豊富に在りますが利用しきれていません。ロシアの経済成
長は頭打ちになっていて、今後の成長には更なる改革が必要です。隣国日本から技術を供与し、資源の共
同開発を行いそれを梃子に更に発展が可能であり、日本はロシアから経済維持に必要な地下資源を入手す
る。更に双方ともに一億人以上の市場を相互に利用出来れば経済は双方ともに経済的効果ははかり知れま
せん。つまりロシアと日本は絵にかいたような完璧な相互補完が出来る関係にあるのです。一緒にやれば
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相互に物凄い力を発揮し双方ともに大きな成長が可能になります。もっともアメリカはこれを望まず邪魔
することは明白ですが。
このような素晴らしい潜在的に協力が望まれるにも関わらずそれが戦後長い間、いやソ連崩壊後になっ
てさえも実現できません。なぜですか。領土問題があるからです。北方四島（ロシア名南クリール諸島）
これが喉に刺さったトゲ、この小さなトゲのためにあらゆる分野の交流が一向に進まない。これは本当に
残念な事です。
日本は古来島国ですから特に島を大事にして強くこだわってきました。蒙古襲来でも島国であるがゆえ
に救われた歴史があり、島を大事にするのは当たり前です。尖閣諸島、竹島等を含めてこだわるのは当然
のことだと思います。他方ロシアに関して言えば、拘るのは当たり前にしても、そのこだわりが日本の経
済発展の障害になっているとしたらどうでしょう。シベリアの大地に眠る資源をいつまでも使うことがで
きないことは非常にもったいないことです。北方領土４島にある資源の数千倍の資源とそれによる経済効
果が期待できます。この資源を使えば短期的にもデフレ脱却など直ぐに出来ます。日本経済の爛熟期は既
に過ぎています。これから先如何にしてこれ以上の落ち込みを止めて現状維持が出来るか。中国に GDP
総額で抜かれたのは 2010 年でしたが、今後はもっとランキングが下がっていくと思います。
これから先日本を如何にして維持して行くのか？少なくとも資源をしっかり確保して産業を安定的に成
長または維持していく事が大前提となるのではないですか。日本には技術力があると言っていますが、い
まや世界の技術力の進歩の方が早いのが事実です。

（１） ロシアと世界各国との貿易ランキング
戦後ソ連・ロシアとの貿易額では常にトップはドイツで
したが 2010 年には中国が抜いてトップに躍り出て、ドイ
ツが 2 位となり現在にいたっています。日本は 2013 年～
16 年まで 6 位でしたがその後低迷していて 2018 年には 9
位に下降しています。実はソ連時代に遡れば、ドイツがと
1 位、日本が安定的に 2 位を確保していました。ところが
ソ連が崩壊して新生ロシアになると関係は急に変化しまし
た。ドイツは交易を続け、日本は交易を殆どやめた為 27
位まで落ちたのです。韓国は 1989 年まで国交さえ無かったのですが、ゼロからスタートして地道な努力
を継続結果、ついに一昨年日本を抜き去りました。日本は領土問題がネックになって経済関係が進んでい
ません。

（２）日本の対ロシアとの輸出入内容
日本からの輸出の大半が輸送用機器＝自動車が 65％、輸入について云えば大半が石油、液化天然ガス
（LNG）で占められています。両国の貿易はモノカルチュアー的なのです。言い換えればそのほかの分
野では経済関係は殆ど進んでいないと言えます。

（３）北方領土で中国がインフラ整備
国後、択捉、色丹、サハリン各島を結ぶ光フアイバー通信回線の敷設を中国フアーウエイが行なった。
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ロシアは日本がやらないなら他の国とやる。ロシアは実行支配権を行使し続ける。日本はそれに対して
出て行こうとしない、それが現状です。アメリカに同調してロシアとは慎重に取り組む、それが“真面目”
な国日本です。しかし日本が手をこまねいている間に、他国は日本が拘る北方領土でさえも経済協力をし
ている事実をもっと注意してみる必要があります。因みにそのアメリカはロシアとの貿易額で日本を超え
ました。欧米は政府がロシア制裁をやっていても、企業はロシアビジネスを進めている、これが現実で
す。因みにロシアへの進出企業数で言えばドイツは 6,000 社、減っても 4,800 社、日本はわずか 250 社
程度です。これをみても明らかです。ロシア嫌いの日本だからです。

（４）日本企業に望まれるロシアに対する姿勢
ビジネス関係は互恵的であってゼロサムではないのです。市場をしっかり調査して、根拠なく危ない市
場等と言い続けるべきでないのです。リスクは風評でなく自分で確かめて下さい。日本人はロシア人が悪
魔かエンジエルなのか判断できない。

７．米ロ確執の経済的背景
アメリカは何故ロシアを経済制裁したがるのでしょうか？ 背景はなんでしょうか。簡単に言えば以下
が挙げられます。
◎ ロシアの（米国の同盟諸国である）EU への影響力増大＝米国のいら立ち
◎ 米国の国際政治・国際金融における一極支配に対するロシアと中国の挑戦的姿勢と政策
これらは世界秩序の中での great であり続けたい米国にとっては容認できないことであり、これ以上放置
できないのです。
●ロシア、中国主導で国際金融の多極化＝米ドル基軸通貨体制に挑戦

もう少し具体的に言うと最近のロシアと中国の反米の動きには以下のようなものがあります。
a) 上海協力機構（CSO）2001 → 基塾通貨の多元化
b) 関税同盟 2007 → ユーラシア経済同盟 2014 →ルーブル圏創設
c) BRICS 新開発銀行創設 2012 →国際通貨多様化
d) 中国 →世界最大の貿易圏、決済通貨の 18％が人民元で実施。

米国の反省：
1990 年代にロシア経済をもっと弱体化させておくべきだった！ との思いがあり、いまからでも遅くな
いから、反ロキャンペーン・プロパガンダを仕掛けてロシア＝悪者➡国際社会の敵であるとのイメージを
醸成することに躍起になっています。そのうえで経済制裁の正当性をアピールし、執拗なバツシングを続
け経済にダメージを与えるため必死になっています。日本も殆ど無条件に加担しているのが現実です。日
ロ関係がいまくいかないもう一つの背景でもあります。

８．2018 年ロシアのマクロ経済と現状評価
ロシア経済はこの３－4 年マイナス成長が続いていました。
ルーブル安、高インフレで厳しいダメージを受けたと報道されていました。実態はどうでしょうか。
実は経済指標を丹念に見ると昨年には以下の内容が確認されています。
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① 対外債務―大幅減少 改善
② 貿易収支―黒字が更に増加しています。
③ 国際発行額―増額なし、横ばいで維持されています。
④ 外貨準備高―急増中 4,300 億ドル台に回復、世界第 5 位です。
⑤ 経常黒字―1150 億ドル、過去最高になりました。
⑥ 石油生産量―2018 年過去最高水準で日量 1,160 万バレル
⑦ 住宅ローン借り入れ、件数、金額が上昇中（１～10 月時点で 117 万件、2.4 兆㍔≒400 億ドル）
⑧ 穀物輸出―過去最高水準、2017／2018 年度の穀物収穫は 1 億２千万トン
小麦輸出量約 3,600 万トン前年度比約 130％
⑨ 国民福祉基金は維持→増加（必要に応じて予備基金をバツフアーとして使用するが福祉基金には手を
付けない方針。
）
日本の報道では、ロシア経済は米国による制裁が奏功して悪化しているという印象だけがクローズアップ
されていますが、偏っているとしか言えません。

９．今後の日ロ経済関係に資する抜本的改善の前提条件
今後両国間の経済関係を改善するためには以下の条件が整う必要があると考えます。
（１）日ロ二国間関係
◎ 領土問題解決
◎ 平和条約に向けた交渉促進と妥協
◎ 査証簡素化協定の締結→ビザ廃止、ビジネスマンの往来活発化
◎ 日本のビジネス界によるロシア市場の本格的見直し
➡投資の増強
（２）ロシア経済環境
◎ 為替 50－60 ルーブル／ドルで推移
◎ インフレの落ち着き
◎ 国際石油価格が 50－６０ドル台で安定
◎ 投資受け入れ環境の改善
（３）国際政治環境
◎ ロシア制裁が終結又は収束
ただし以下の不確定要素があるので楽観は許されませ
ん。
◎ トランプ政権の対ロシア姿勢の成り行き。まだ不透明
なままです。
◎ 中東情勢、シリア、イラン情勢の動向、

10．ロシア・中国の接近顕著
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プーチン大統領は歴史的な大きな変化を「多極化の時代」と認識しています。
更に、今後は外交、通商関係の多角化を目指して東方シフト政策を選択しました。その大
きな流れの中で中国との急速な接近が進行しています。いくつか代表的な流れを挙げます。
◎東シベリア太平洋石油パイプライン（ESPO）を新設、サハリンの液化天然ガス
（LNG）開発を進め、アジアにエネルギー輸出を始めました。更にはウクライナ危機
後の欧米のロシア制裁は、結果としてロシアに中国との連携強化を強いることになりま
した。2014 年 5 月には中露は 30 年間、毎年 380 億立方メートルのガスを供給する大
型長期契約「シベリアの力」が締結されましたが、今年 2019 年にはいよいよ供給が開
始されます。
◎ 中国のシルクロード基金が、制裁で資金調達が危ぶまれた北極圏ヤマル半島の LNG
生産を救いました。
◎ ロシアの急速なドル離れが更に進んでいます。つまり脱ドルの傾向です。人民元の国
際化を目指す中国への傾斜が更に強まっています。2018 年４月の米国による追加制裁
から２カ月間でロシア中央銀行は１千億ドルもの長期米国国債を売却したことは注目に
値します。
◎ これらの結果、ロシアの金・外貨準備のドル比率は 46％から 22％に激減し人民元が
0.1％から 15％へ急増しました。中露間で石油、ガスの元建て決済が始まった。但し、
注意すべきは、ロシアは過度な中国依存を避けたいと考えています。本来であればここ
に日本の重要性がクローズアップされるべきですが、日本はこのチャンスを使わず凍り
付いたままです。
中国、ロシアの経済的な勢力拡大は米国にとって一層の脅威になりつつあります。戦後ア
メリカが国際金融社会において長い間享受してきた米ドル一局支配の体制がいまや壊れ
始めているということです。1991 年ソ連崩壊直後、エリツイン大統領時代にロシア経
済は崩壊の寸前まで追いやられて、アメリカは冷戦の勝利を祝いました。しかしそれも
つかの間、2000 年にプーチン時代が始まると再び急速に復興し始めましたがアメリカ
にとってそれは想定外でした。もとより国際経済における自国の凋落を感じはじめてい
ただけに、特にトランプ政権時代になるともはやなりふり構わず make America great
again を標榜し、
「ロシアは悪者」のプロパガンダを始めました。日本はこれに完全に
乗っているという構図です。
11．もう一つの中国とロシアの微妙な関係
注目すべきは中ロの両国は完全に利害が一致しているわけではありません。実は微妙な
関係にあります。一例を挙げましょう。中国の遼寧省、吉林省、黒竜江省、いわゆる東北
三省は 1 億人を超える人口を擁しています。この国境を超えればロシア側極東地方です
が、そこには人口は 620 万人しかいません。ここにいわゆる人口浸透圧が働いて中国人労
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働者がソ連領にしみだして移動し、営農も始めています。収穫した農産物は全部中国に持
ち帰ります。更には化学肥料で汚染した農地は捨てて更にロシアの奥地に入りこむ。決し
てロシアのために役立っていません。それどころか害悪をなしているのです。そういうこ
とから中国の食い込みはロシアにとってもう一つの脅威でもあるのです。
1２．ロシア極東巨大プロジエクト、日ロ協力アクションプラン
今後の日ロ間の経済交流を更に、拡大させる為には次のようなプロジェクトが考えられま
す。
私は日本とロシアが実際に物理的につながることを夢見ています。日本人はロシアと言えば、
モスクワやサンクトペテルブルクなど西側の都市をイメージしてなんとなく遠い国と考えてし
まいます。しかし実際には宗谷岬とサハリンの南端の距離はわずか 43km にすぎません。です
から実際に次の 3 つのプロジェクトのいずれかが実現されれば、日本人はロシアが本当に近い
隣国であることを真剣に意識することになるであろうと考えています。
① 北海道―サハリン鉄道、
事業主体＝ロシア鉄道、JR。 70％トンネル化、 自然保護／気候に対応
② 北海道－サハリン電力ブリッジ、
事業主体＝ルスギドロ、ソフトバンク、三井物産他
③ 日本―サハリン、ガスパイプライン
事業主体＝ガスプロム、東京ガス等、 サハリンと東日本地域の需要地を繋ぐ

（質疑応答）
Q 橋本、エリツイン会談がイルクーツクで行なわれ、領土問題が話し合われました。
この結果何があったのですか？
A 当時ロシア経済は最悪の状態でしたので、日本にとってはとても良い条件がもたらされたのです。
しかし日本外務省はこのままでいけばロシア側は更に折れてきて 4 島の一括返還も可能になるとの
見方もあって、エリツイン大統領の提案には簡単に乗りませんでした。その後プーチン大統領になってロ
シア経済が回復しはじめると、急いで合意する必要はなくじっくり交渉するという姿勢に変わって今日に
至っているのです。

朝妻 幸雄先生のプロフイール
1943 年 新潟県生まれ
1968 年 東京外国語大学ロシア語科卒業 丸紅株式会社入社
1993－1999 同社モスクワ支店長兼 CIS 総代表
2001－2011 外務省委託による日本センター所長としてモスクワ及びサンクトペテルブルグ勤務
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2007 年 1２月 プーチン大統領より『国際友好勲章』を受賞
Ο日ロ経済交流コンサルタント

Ο日ロ交流協会副会長 Ο創価大学非常勤講師

Ο日本食文化ロシア普及協会会長

Οロシア極東研.理事

Ο日本貿易学会会員

著書；
「ロシアは今―危機から如何に脱却するかー」1999 年ダイヤモンド社
「現代国際経済論」八千代出版 共著（第 14 章ロシア経済の現状と課題）他
論文：
「ロシア経済の現状と今後の方向性についてーサンクト.ペテルブルグからの報告」
「2002 年ロシア経済の纏めと 2003 年の見通し」
（ロシア.ユーラシア経済 852 号 2003 年 6 月号）
「経済制裁とロシア経済への影響について」等
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