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工業（化学） 

 

多結晶シリコンの生産 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 イルクーツク州で多結晶シリコンを生産する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル）  

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ウソリエ・シビルスキー・シリコン社 

プロジェクトの進捗状況  

政府/地方自治体による支援 ロスナノテクノロジーが75億ルーブルを投資する。 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名）  

住所  

Tel  

e-mail  

追加情報 

○2010年３月、ロシア産業貿易省から日本側に提案された協力案件22件（イルクーツク州は４

件）の１つ 
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工業（化学） 

 

シリコンウォータの生産 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 イルクーツク州でシリコンウォータを生産する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル）  

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） ウソリエ・シビルスキー・シリコン社 

プロジェクトの進捗状況  

政府/地方自治体による支援 ロスナノテクノロジーの参加の可能性がある。 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名）  

住所  

Tel  

e-mail  

追加情報 

○2010年３月、ロシア産業貿易省から日本側に提案された協力案件22件（イルクーツク州は４

件）の１つ 
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運輸（航空） 

 

イルクーツク新空港の建設 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 イルクーツクに新しい空港を建設する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル）  

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） 連邦航空輸送局（運輸省傘下） 

プロジェクトの進捗状況 未着工（準備段階） 

政府/地方自治体による支援 連邦予算から170億ルーブル 

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名）  

住所  

Tel  

e-mail  

追加情報 

○2010年３月、ロシア産業貿易省から日本側に提案された協力案件22件（イルクーツク州は４

件）の１つ 
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工業（化学） 

 

太陽光パネル用シリコンの生産 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 太陽光パネル用シリコンを生産する。 

実施期間  

総事業費（100万ルーブル）  

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体）  

プロジェクトの進捗状況  

政府/地方自治体による支援  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名）  

住所  

Tel  

e-mail  

追加情報 

○2010年３月、ロシア産業貿易省から日本側に提案された協力案件22件（イルクーツク州は４

件）の１つ 
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工業（化学） 

 

バイオ燃料の生産 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

バイオ燃料を生産する 

廃材処理で糖、リグニン、樹脂を生成し、ミクロバイオ合成で、

バイオ燃料を生産する 

【生産計画】 

バイオブタノール＝３万ｔ／年 

アセトン＝3,000ｔ／年 

飼料酵母＝1.3万ｔ／年 

燃料ペレット＝5.9万ｔｔ／年 

熱暖房＝4.3万カロリー／年 

実施期間 
2008～2013年 

第１段階：2008～2010年、第２段階：2010年～2013年 

総事業費（100万ルーブル） 
2,040（6,800万ドル）うち自己資金は640、外部資金は1,400 

回収期間は５年 

協力形態 クレジット供与 

 うち今後必要な投資額 

（100万ルーブル） 
 

推進会社・団体（事業主体） OAO Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий 

プロジェクトの進捗状況 ビジネス・プラン作成済み 

政府/地方自治体による支援  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名） 
OAO Восточно-Сибирский комбинат биотехнологий 

Хаматаев Владимир Александрович-директор 

住所 665250, Иркутской обл., г. Тулун, ул. Гидролизная, д.1. 

Tel （39530）28290 

e-mail info@vskbt.ru 

追加情報 

○2010年３月、ロシア産業貿易省から日本側に提案された協力案件22件（イルクーツク州は４

件）の１つ 
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資源（石油） 

 

イルクーツク石油会社の石油採掘① 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
イルクーツク州北モグディンスク（Severo-Mogdinsky）鉱床を開

発する。 

場所 イルクーツク州北モグディンスク鉱床 

推進会社・団体（事業主体） ZAO「INK-Sever」 

総事業費（100万ルーブル）  

資金調達方法  

実施期間  

投資回収期間  

プロジェクトの進捗状況 日本のJOGMECと共同事業実施中 

許認可文書の有無  

国家環境審査の結論の有無  

協力形態  

プロジェクトの成果  

 

連絡先（組織・氏名） ZAO「INK-Sever」Denisov Alexei, Director 

住所 12, Rossiiskaya str., Irkutsk, 664025, Russia 

Tel （3952）283 222 

Fax （3952）283 222 

e-mail 

sever@irkutskoil.ru 

www.irkutskoil.ru 

www.irkutskoil.com  

追加情報 

○INK-Severはイルクーツク州北モグディンスク（Severo-Mogdinsky）のライセンス取得区画 で

の炭化水素資源および地下水を含む鉱物資源の探査、試掘、採掘事業を目的として、2007年に

設立された。 

○INK-Severの出資比率は「Irkutsk Oil Company” （LLC）」 （イルクーツク石油会社）51％、

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation（独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

JOGMEC）49％ 
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資源（石油） 

 

イルクーツク石油会社の石油採掘② 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
イルクーツク州西ヤラクティンスク（Zapadno-Yaraktinsky）とボ

ルシェティルスク（Bolshetirsky）鉱床を開発する。 

場所 
イルクーツク州西ヤラクティンスク（Zapadno-Yaraktinsky）鉱床

とボルシェティルスク（Bolshetirsky）鉱床 

推進会社・団体（事業主体） ZAO「INK-Zapad」 

総事業費（100万ルーブル）  

資金調達方法  

実施期間  

投資回収期間  

プロジェクトの進捗状況 日本のJOGMECと共同事業実施中 

許認可文書の有無  

国家環境審査の結論の有無  

協力形態  

プロジェクトの成果  

 

連絡先（組織・氏名） ZAO「INK-Zapad」Ivashkevich Alexander, Director 

住所 12, Rossiiskaya str., Irkutsk, 664025, Russia 

Tel （3952）283 333 

Fax （3952）283 333 

e-mail 

ivashkevich@irkutskoil.ru 

www.irkutskoil.ru 

www.irkutskoil.com  

追加情報 

○IINK-Zapadはイルクーツク州西ヤラクティンスク（Zapadno-Yaraktinsky）およびボルシェテ

ィルスク（Bolshetirsky）のライセンス取得区画での炭化水素資源の探査、試掘、採掘事業を目

的として、2009年に設立された。 

○INK-Zapadの出資比率は「Irkutsk Oil Company” （LLC）」 （イルクーツク石油会社）51％、

Japan Oil, Gas and Metals National Corporation（独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

JOGMEC）49％ 
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工業（木材・木材加工） 

 

木材加工製品の生産① 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 
木材加工製品を共同で生産する。 

生産量（計画）７万m
3／年（5,000～7,000m

3／年） 

場所  

推進会社・団体（事業主体） OOO「Baikal」 

総事業費（100万ルーブル） 100万ユーロ 

資金調達方法  

実施期間  

投資回収期間  

プロジェクトの進捗状況  

許認可文書の有無  

国家環境審査の結論の有無  

協力形態  

プロジェクトの成果  

 

連絡先（組織・氏名） OOO「Baikal」Davtyan Armen Borisovich The general director 

住所 Dokovsky 22/13,  Vihorevka, Irkutsk region, Russia 

Tel （3953）25-87-50 

Fax （3953）25-87-50 

e-mail td-kirenga@rambler.ru 

追加情報 
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工業（木材・木材加工） 

 

木材加工製品の生産② 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

膠着梁（ベニア合板）を生産・販売する。 

ベニヤ合板、ベニヤ合板を生産する。 

最大輸出量はベニヤ合板５万m
3
 ／年（3,200万ドル） 

場所  

推進会社・団体（事業主体） ZAO「Gosstroy」 

総事業費（100万ルーブル）  

資金調達方法  

実施期間  

投資回収期間  

プロジェクトの進捗状況  

許認可文書の有無  

国家環境審査の結論の有無  

協力形態  

プロジェクトの成果  

 

連絡先（組織・氏名） 

ZAO「Gosstroy」 

Kolesnikov Alexander Leonidovich Chief executive officer 

Zalesova Irina Yurievna Secretary 

住所 9 km of Kachug highway, Homutovo village, Irkutsk region, Russia 

Tel （3952）45-00-25 

Fax （3952）289-230 

e-mail 
office@gos-stroy.ru 

www.gos-stroy.ru 

追加情報 
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工業（木材・木材加工） 

 

木材加工製品の生産③ 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

OSB（オリエンテッド･ストランド･ボード）インシュレーション

ファイバーボード（WFIB）、木製Ｉ型ビーム、製材を生産・販

売する。 

OSB, インシュレーションファイバーボード (WFIB)、木製Ｉ型

ビーム、製材を輸出する。 

場所  

推進会社・団体（事業主体） ZAO「SibDSM」（チップ材シベリア工場」） 

総事業費（100万ルーブル） ６億8,000万ユーロ 

資金調達方法  

実施期間  

投資回収期間  

プロジェクトの進捗状況  

許認可文書の有無  

国家環境審査の結論の有無  

協力形態  

プロジェクトの成果  

 

連絡先（組織・氏名） 

ZAO「Gosstroy」 

Kolesnikov Alexander Leonidovich Chief executive officer Zalesova 

Irina Yurievna Secretary 

住所 Svirsk city, Lenina street, 31, Irkutsk region, Russia 

Tel （3952）45-00-25 

Fax （3952）289-230 

e-mail 
info@sibdsm.ru  

www.sibdsm.ru 

追加情報 
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工業（化学） 

 

シリコン生産工場の建設 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 シリコン生産工場を建設し、販売・輸出する。 

場所  

推進会社・団体（事業主体） OOO「シリテック」 

総事業費（100万ルーブル） ２億2,700万ドル 

資金調達方法  

実施期間  

投資回収期間  

プロジェクトの進捗状況  

許認可文書の有無  

国家環境審査の結論の有無  

協力形態 クレジット、直接投資 

プロジェクトの成果  

 

連絡先（組織・氏名） 

OOO「シリテック」 

Mr. Mikhaylov Sergey L.  General Director  

Mr. Rogozhin Anton V.  Strategic Development Director  

Mr. Sorokin Anton B.   Project coordinator   

住所 

Russian Federation, 127051, Moscow, Bolshoy Karetniy per., h.20, 

bdg.3 

Russian Federation, 664033, Irkutsk region, Irkutsk, Favorskogo St., 

h.1A 

Tel （495）699-32-09、（985）643-34-71、（985）777-17-23 

Fax （495）699-32-09（モスクワ） 

e-mail 

anton.rogojine@si-energy.ru 

anton.sorokin@si-energy.ru 

www.si-energy.ru 

追加情報 

○OOO「シリテック」は2008年設立 

 

mailto:anton.sorokin@si-energy.ru
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観光 
 

スリュジャンスク観光特区の開発 

 
プロジェクトの概要 

プロジェクトの内容 

スリュジャンスク観光レクリエーション型経済特区の開発プロ

ジェクト第１段階は「ソボリヤナヤ山」区画を開発する。 

区画の面積は828.8ha、期間は2009年～2026年 

2026年までに観光客数は44万8,000人～54万8,000人／年に増える

と想定 

2026年までに税収は122億ルーブルに増えると見込む 

-雇用創出規模は約2,000件と見込む 

民間投資額（計画）は62億ルーブル 

国家投資額（計画）は22億5,000万ルーブル（このうち50％は連

邦予算、残りの50％は地方予算から支出） 

観光客収容施設建設に必要な投資額は46億ルーブル（ホテル、宿

泊施設、コテージ）  

 

【観光レクリエーション型経済特区の居住者を対象とした税制

上の優遇措置ならびに特恵措置】 

① 経済特区の居住者である組織を対象とした利潤税率の低減

（13.5％）、 

② 個人事業者を対象とした利潤税率の低減（13,5％～16.5％） 

③ 資産税率の低減（資産価値に応じて25％～50％） 

④ 特区の土地区画を対象とした５年間の土地税の免除 

 

想定される居住者： 

OAO「「イリム」グループ」（株式50％は 製紙・パルプ会社

International Paperが保有） 

OOO「バイカル鉱山会社「ソボリナヤ山」」（株式はズベルバ

ンクおよび産業グループ「バーザヴィ･エレメント」が保有） 

IVKO（イルクーツク部隊コサック協会）「イルクーツクコサッ

ク部隊」 

実施期間 2009年～2026年 

総事業費（100万ルーブル）  

協力形態  

推進会社・団体（事業主体）  

プロジェクトの進捗状況  

コンタクト先 

連絡先（組織・氏名）  

住所  

Tel  

e-mail  

追加情報 
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