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ウクライナの投資環境とリスク 
ウィーン・センター 

 
 近年欧州企業の投資が活発になって、CIS 諸国の中でもロシアに次ぐ市場として日本企業

の関心を集めているウクライナ。本レポートは、ロシアの主要シンクタンク機関誌「世界

経済と国際関係」誌経済部長のセルゲイ・チェバノフ氏に分析を依頼し、ウクライナの投

資環境とリスクについて政治・制度など様々な面からとりまとめたもので、分析は同氏の

見解による。また、レポートの内容は、2006 年 1 月時点での状況に基づくものである。（2006

年 6 月） 
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要   旨 

 
 現在のウクライナはどちらかと言えば国際的にポジティブなイメージが持たれているも

のの、これまでのところ、外国投資に対する条件改善に関してはごく限られた進展しかみ

られていない。ウクライナの現状は、なお非常に大きな経済的、政治的および社会的不安

定性によって特徴付けられており、それらは日本からの投資に対する深刻なリスク要因と

なっているとみられる。 
 
 政治的リスクは、まず、06年 3月の最高会議（国会）選挙結果を巡る混乱、および予定
されている憲法改革に関する論争の先鋭化に関連している。ウクライナの政治エリートや
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ビジネス・エリート間の果てしない衝突が、経済の正常な運営の妨げとなっている。行政

部門と立法部門間の、また、中央政府と地方政府間の深刻な不協和音が、市場原理に根ざ

した改革の推進を著しく妨げている。 
 
 経済的リスクに関しては、マクロ経済実績および政策は、引き続き極めて脆弱かつ多く

の問題を抱えており、今後さらに悪化することも考えられる。 
 過去数年間におけるウクライナの急速な経済成長は、2000年以降の貿易収支の改善が原
動力となっている。しかし、05 年以降、金属およびその他ウクライナの主要産物の国際価
格が下降してきた一方で、石油・天然ガスの価格が急激に引き上げられた。ウクライナは

長年にわたり、欧州諸国の基準より安価な天然ガス価格の恩恵に受けてきた。その結果、

同国はエネルギー供給の対外依存度が高いにもかかわらず、主要産業における省エネ対応

が遅れ、エネルギー面の脆弱性を克服する努力を怠ってきた。 
 今後の状況の変化に対応していくため、ウクライナは経済のエネルギー効率を高め、燃

料源を多様化し、エネルギー集約度の低い製品の生産を増やしていくため（国内・国外か

ら）巨額の投資を必要としている。しかし、同国の経済政策立案者がそれに必要な条件を

保証できるかどうかは定かでない。 
 
 「オレンジ革命」によって触発されたポジティブな期待とは裏腹に、ウクライナにおけ

るビジネス環境は日本の投資家にとって不安定でリスクの大きいままである。2005年の経
済政策における若干の進展にもかかわらず、欧州への統合をも視野に入れた経済活動への

規制を改善しようとする努力を含め、マクロ経済および会計法制、所有権の保証、汚職撲

滅、市場メカニズムに対する国家干渉からの保障といった分野で、多くの作業が残されて

いる。ウクライナの EU正式加盟は 10年以上先のことであろう。他方、WTOへの加盟は
比較的早期に完了するものと思われるが、それが日本の投資家にとって現実的なリスクの

軽減を意味するわけではない。 
 06年 3月の最高会議選挙を巡る混乱によって、真剣な構造改革に取り組む機会が阻害さ
れることは避けられそうもない。投資環境の改善を遅らせるような経済政策が取られる可

能性もある。ウクライナでは当面、首尾一貫しない、予測困難な状況が続くとみられる。 
 
１．ビジネス・投資環境 

  
ウクライナの人口は 4,770万人（2004年）で、人口密度は 80人/k㎡である。ウクライ
ナは利用可能なエネルギーは石炭を除いて乏しいものの、金属鉱石（ウランも含む）が豊

富である。この国は、大規模な重工業部門を擁しているが、それはロシアからの安価で継

続的なエネルギー（天然ガス）に決定的に依存している。 
 ウクライナの現在の指導層は、どのような対価を払ってでもこの国の EU 加盟を実現さ
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せることを夢見ている。もちろん、ウクライナはこの目的を追求する権利を持っている。

この国は肥沃な穀倉地帯と勤勉な国民を擁し、一部の鉱物･鉱石を豊富に産出する。潜在的

に、ウクライナは EU にとっての主要な工業立地先となり、安価な労働力の重要な供給源
となりうる（これは次第に現実のものとなりつつある）。しかし、EU 加盟には、何十年と
は言わないまでも、ウクライナ政府と産業界における長期間に渡る集中的かつコンスタン

トな実践が要求される。 
現在のウクライナは非常に好ましい国際的イメージを享受している。しかし今日まで、

外国投資とその誘致に向けた条件改善はほとんど進展していない。 
 西側志向のヴィクトル･ユシチェンコ氏（この国の EUへの統合が国家の最優先戦略であ
ると主張した）を大統領に押し上げた 04年の「オレンジ革命」以降、ウクライナは次第に
旧ソ連の共和国の中でもっとも将来性のある外国投資対象国であるとみなされるようにな

った。少なくとも、多くの専門家はそのように指摘してきている。米国ならびに EU は、
ウクライナ最高指導層による西側志向の選択と、国家経済を外資に対してさらに開き、経

済政策決定における透明性を増し、汚職と闘うことについて賛辞を送りつづけた。近年、

米国ならびに欧州政府およびビジネス機関によって、若いウクライナの民主主義を支援す

る数々の実践的措置が開始されてきた。これには、ウクライナへの監視・諮問ミッション

の派遣、小規模改革に対する財政的・組織的支援、国内経済法制の分析・勧告、WTO加盟、
さらに長期的には EU 加盟に向けた動きを加速させることを狙いとする対策が含まれる。
これら全ての動きは、ウクライナの西側スタイルの市場経済ならびに政治システムへの、

より迅速な移行を促すことが狙いとされている。 
 将来、それらが実際に何らかの助けになることが望まれる。しかし、ウクライナにおけ

る現状は、なお大きな経済的、政治的、社会的不確実性に特徴付けられており、それは日

本からの投資に対する深刻なリスクの原因となるであろう。 
 まず第 1に、来る 2006年 3月 26日に予定されている最高会議選挙の不確実な見通しや
憲法改正を巡る政治論争で明らかなリスクが存在している。 
 ウクライナは、行政府と立法府との間の絶えざる厳しい論争に苛まれている。05 年前半
に一時的な休戦が見られたのみで、非常な政治的野心のあるユリア･チモシェンコ前首相

（現在、影響力の大きな会派「ブロック・ユリア･チモシェンコ」のリーダー）が 05 年 9
月に更迭されて以降、ユシチェンコ大統領はもはや最高会議の十分な支持を得ることがで

きていない。そのため、彼の政策行動は全て正しい直観に裏付けられているにもかかわら

ず、それを実行に移すことが困難になっている。 
 複数の勢力に分裂しているウクライナの政治エリートたちの絶え間ない政治騒乱は、

2006年に入ってから、ロシアとの間の天然ガスを巡る論争と絡んでいよいよ深刻なものと
なってきた。いまやウクライナ大統領と最高会議は再び深い敵対関係に入り、それは現最

高会議の早期解散か、あるいは、大統領弾劾によってでしか終焉しない可能性がある。明

らかに、この事態は政府の正常な機能を妨げており、国会は政府がすでに解散させられた



 
 

 4

と主張している一方で、大統領は立法府のこの決議を憲法に基づくものではないとして拒

否している。その結果として、政府官僚の地位は不明確かつ非常にもろく、外国のカウン

ターパートは、そうした官僚の署名が数日後に意味を持ち得ないかもしれないという非常

に不透明な状況を強いられている。 
 政治的リスクは、ウクライナの国家権力における大幅な構造転換によって悪化している。

2004年末、最終的に「オレンジ革命」を引き起こした大統領選挙の直前に憲法改正が行わ
れており、大統領制から、中欧ならびにバルト諸国と同様の、それらの国々が EU・NATO
への統合へ向かうことを助けた議会民主制への移行が新たに規定された。ウクライナの憲

法改正は大統領の権力を大幅に引き下げ、最高会議と首相（最高会議によって指名）の権

力が拡大することを意味している。その就任に際し、ユシチェンコ大統領はこの改正後の

憲法の施行を 06年まで先延ばしにすることについて何とか最高会議を説得したものの、不
安定要因として看過できないものである。 
 「オレンジ革命」以降ウクライナでは、91 年の独立以後この国で常にみられたのと同じ
政治状況が繰り返されている。すなわち、行政府と立法府の間、およびキエフの中央政府

と地方当局との間の激しい権力闘争である。こうした状況は、この国の経済における市場

原理に基づいた本当の改革を開始し、推進しようとする試みを著しく妨げてきた（僅かな

りとも意味のある改革が打ち出されたのは、ようやく 97年になってからのことであり、こ
れもロシアに数年の遅れをとっている）。不幸にして今日までのところ、どれだけ速やかに

ウクライナの政治エリートたちが現在の分裂状態を克服し、妥協を見出し、破壊的な衝突

に代わる建設的な改革行動の下に結集できるかは、まったく不透明である。 
 第 2に、経済的リスクに関して、国際社会がウクライナを好意的に受け止め、「オレンジ
革命」後のウクライナにおける展開に対する楽観的予測にもかかわらず、現実のマクロ経

済実績と経済政策効率はなお極めて脆弱で、論争の種になっている。さらに、今後数年間

において状況はより悪化する可能性すらある。 
 とりわけ、近年ウクライナが示してきた高い経済成長率は、長年にわたる非常に安価な

エネルギー源供給というロシアからの補助が打ち切られることから、06 年およびこれに続
く年には間違いなく大きく落ち込むことになる。ロシア・ウクライナ経済協力モデルにお

ける最近の変化によって、欧州統合を目指す経済成長を維持するために、ウクライナの経

済の多様化と近代化が求められている。専門家の試算によれば、つい最近までウクライナ

は－直接ないし間接的に－ロシアから年間 38億ドル相当の補助金を受けていたことになる。
EUもしくは米国が、ウクライナ経済のためにこの巨額の損失を補填できるか疑問である。 
 ウクライナは、特に 99年以降、あまりに長い期間にわたり欧州価格よりも安い天然ガス
価格からの恩恵を受けすぎたという点で専門家の見解は一致している。結果として、今日

に至るまでこの国は、その主要産業におけるエネルギーの効率化と、外国からのエネルギ

ー供給に対する脆弱性を減少させるための努力を何ら行っていない。注 1） 
 世銀の専門家による試算では、原油価格が現状並みで天然ガス価格が約 2 倍（これは実
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際に 2006年初に生じた）となった場合、GDPに対するマイナスの影響は初年度で 4％、2
年目で 3％となる。今後数年間においてウクライナは、その経済のエネルギー効率を高め、
供給源を多様化し、よりエネルギー集約度の低い製品とサービスへの依存を高めていくた

めに、非常に多額の投資が不可欠になってくる。それでもなお、ウクライナの経済政策責

任者が将来の日本からの投資家に対して、安定した利益の見込める魅力的な条件を保証で

きるかどうかはわからない。 
 2005年 12月に発表された最新の世銀レポート「2005年におけるウクライナの実績」で
概観されているように、GDP成長率は 04年の 12.1％（欧州で最高）から 05年には 2.4％
に減速している。循環的な下降は予測されていたものの、このブレーキは予想をはるかに

上回るものであった。消費の伸びが力強かった一方で（これは主として、予算の限度を超

えた財政出動と社会給付の増額を通じたチモシェンコ前首相のポピュリスト的政策に煽ら

れたものであった）、05年には投資が減退した。これは、公共投資の減額、税圧力の増加と
実際の（宣言されたのとは異なる）経済政策路線、特に財産権の保護に関わる政策の不備

が投資家に不安を与えたことが原因である。 
05 年度の予算執行は、社会給付が増大したにもかかわらず予想されたよりも首尾良く行
われたが、公的部門の規模拡大により赤信号が点った（前年比で GDP の 5％分増加）。政
府支出の増加は、残された大半の優遇税制の廃止および歳入徴収の厳格化によって実現さ

れた。 
 過去数年間におけるウクライナの劇的な経済成長は、2000年以降の貿易を取り巻く環境
が改善されたことにある。しかし 05年以降、金属ならびにその他ウクライナの主力製品の
国際価格は下降傾向となり、主要な輸入（エネルギー）の価格は急上昇した。インフレ率

は前年よりも低く、外貨準備高は常時高いレベルにあったものの、インフレ率を一桁に抑

えるという政府の目標は達成できなかった。内部的政治環境を考えると、06 年にウクライ
ナ政府が財政赤字を管理下に置き、マクロ経済の安定を脅かさないように無駄な支出の増

加を抑え、固定資本と人的資源により多くの支出を傾ける方向に舵取りしていけるかどう

か疑わしい。現実的なマクロ経済に基礎を置き、鉄鋼会社などの私有化売却益をさらなる

公共支出に振り向ける誘惑に耐えることが重要である。 
 06年におけるウクライナの経済成長に対する現時点での予測は、1.5～3.5％（世界銀行）、
1～2％（国際格付け機関フィッチ）とばらついているが、これらに対しウクライナ政府は、
非現実的な 5.8～7％という目標を掲げている。 
 再私有化問題を解決し、より透明性の高い企業統治を実現することが、ウクライナにお

ける投資家に確実性と安定性のある環境を提供することが大変重要である。新株式会社法、

株式市場に関する法ならびに銀行および銀行業務に関する法の改正が、その中に含まれて

いる。 
 ウクライナ最大の鉄鋼所クリヴォロシュスタルの 05年における再私有化は、極めて重要
な案件であった。その結果、04 年に実施された同社の売却（極めて不透明なやり方で実施
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され、クチマ前大統領の義理の息子であるオリガルヒ、ピンチュク氏によって、極めて安

い価格で買収された－一説に約 8 億ドルといわれている）を無効とし、公開競売での再売
却を決定した。鉄鋼大手ミッタル・スチールのドイツ系列会社による 40億ドルでのクリヴ
ォロシュスタル買収は、ウクライナの外国投資統計を大きく改善させ、政府が 05年度予算
に追加的対策を盛り込むことを可能にした。しかし、06 年の天然ガス価格の上昇の影響を
受けてクリヴォロシュスタルの新経営陣がどの程度まで投資、技術の近代化を行い、市場

シェアおよび雇用を確保できるかについては、注視する必要がある。加えて、06 年初にウ
クライナのマスコミは、同プラントの従業員が新経営陣のやり方に満足しておらず、スト

ライキのリスクがあるという報道をしている。 
 05年初頭以来、チモシェンコ前首相は、過去の私有化案件（彼女の説明によれば約 3,000
件）を包括的に見直す大規模なプロセスを打ち上げる構想を繰り返し強調してきた。これ

は必然的に、90 年代の投資結果が完全にひっくり返される深刻な懸念を投資家の間に呼び
起こした。そうした懸念を宥めるために、ユシチェンコ大統領は首相の意図を否定し、見

直す可能性のある案件の数を僅か 30にまで減らさなければならなかった。この一件は、ウ
クライナの経済政策策定における明確なビジョンと調整が決定的に欠けていることを物語

ることになった。 
 「オレンジ革命」によって打ち上げられた期待とは裏腹に、ウクライナにおけるビジネ

ス環境は外国投資家にとって、リスクが高い状態である。欧州統合への努力と規則の改善

を含めて、経済政策には一定の進展がみられるものの、マクロ経済ならびに財政政策の安

定、財産権の保証、反汚職、市場機能に対する国家介入を抑えるシステムといった分野に

おいて、なお多くの課題が残されている。注 2） 
05 年には、肉、砂糖、ガソリン価格に対する国家統制の強化により、市場における商品
の品薄を招いた。これらの決定は大統領によって批判され、最終的に廃止されたが、これ

によって EU による市場経済国ステータスの認定が遅れることになった（05 年 12 月半ば
に実現）。 
 商法と民法の相互に矛盾する規定の調整については、まったく進展が見られていない。

新政府の公約に反して、税負担は 04年における GDP比 18.3％から 05年には 22.1％に増
加している。税負担を緩和するために、政府は特別経済区域における優遇税制を廃止し、

小規模事業者に対する課税簡易システムを取りやめようとした。専門家の評価に拠れば、

ウクライナにおけるビジネス環境の改善には、3,600以上の法規の廃止もしくは改正が必要
になるとされている。 
 05年における外国直接投資受け入れ額は増加したものの（総額約 80億ドル、国民一人当
り 192ドル、そのうち半分の 40億ドルは上述のクリヴォロシュスタルの再売却による収入）、
その GDP比が 2003年の 2.6％から 2005年上半期には 2.1％に減少したことは、何ら驚く
に値しない。主要な工業国の投資家はいまだに慎重で積極的な投資に動いてない。 
 06年にウクライナの投資環境に対して 2つの要素がマイナスの影響を及ぼすと予測する
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ことができる。まず第 1に、06年 3月の最高会議選挙の前後の政治的混乱が、真剣な構造
改革に取組む機会を蝕むことは避けがたく、望ましい投資政策とは相容れない財政悪化を

引き起こす可能性がある。年金の支出額は（チモシェンコ政権から引き継いだ部分も含ま

れる）、すでに GDPの 16％に達している。選挙前の追加的な社会費用負担が国家予算の歳
出過多というリスクを増大させるであろう。第 2 に、最高会議および政府内における関心
の対象がばらばらで、これが経済政策問題におけるコンセンサスの形成と包括的な戦略改

革プログラムの策定の妨げになるであろう。 
 その結果、ウクライナの投資政策は首尾一貫せず、矛盾を抱えた予測不可能なものであ

り続けるだろう。改善の意志があったとしても、民主的目標は実現の見込みに乏しく、こ

れまでと同様にその場しのぎの政策決定措置によってしばしば反故にされる恐れがある。 
 日本の投資家にとっての重大なリスクとして、ウクライナにおいてなお根強くはびこっ

ている汚職を挙げる必要があるだろう。05年 9月における政府の危機（内閣交代）は、ユ
シチェンコ大統領の反汚職キャンペーンの失敗を示すものである。ビジネス活動に深く関

与している公務員の利害に注意を向けずに、中央ないし地方政府の何万人という公務員の

配置転換が計画されていた。注 3）投資アナリストは、現地の裁判システムは、透明性が不

足し、政治ならびに事業利害者グループからの独立性を欠いている点を指摘している。 
 
２．課税問題 

 
一貫性の無い課税制度は、投資家に対する深刻な問題となっている。改善の意思を表明

しているものの、この国の税環境は比較的変化が多い。税制が安定するまで、日本の投資

家に対する深刻なリスクが残り続けるといえる。ウクライナの税制はロシアよりも成熟度

が低いため、突発的な変更が行われる可能性も大きい。 
 一例として、ウクライナ当局は 05年、経済特区の税制上の特典を廃止する決定を突然下
した。これには、「それらは場当たり的に開発されたものであり、本来それらが設計された

目的に資しておらず、優遇された企業には大きな税の抜け穴があり、特区外の企業と納税

者に負担が強いられている」という説明が加えられてた。特に、特区内を原産地としウク

ライナ市場に供給される製品は、しばしば関税を免除されているが、輸入財に対する関税

を支払わなければならない特区外で活動する投資家に対して不公平が生じている。特区優

遇制度の廃止は総じて、不公平解消に向けた好ましい動きとみなすことができるものの、

これらの区域に投資を行ってきた外国企業に対する直接的な影響としては極めてネガティ

ブなもので、個々のプロジェクトは変更を余儀なくされるであろう。 
 欧州ビジネス協会（EUとの密接な関係をこの国が創り出すためウクライナの新政権を支
援する組織として EUにより出資、設立された）が 05年に実施した包括的調査「ウクライ
ナにおける投資に対する障害」の中で、同協会は以下のように結論付けている：「投資家の

観点から見ると、主要な問題はウクライナの税制改革が予測できないことにある。投資家
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は十分な根拠に基づいた投資に関わる決定を下すことができず、それは投資の遅れや減少

に結びつく。過去 5～7年間においてウクライナは、法改正の頻発、公表された税制改革の
実現の失敗、税務当局による一方的な法解釈の適用、税制の不安定さで特徴づけられる」注

4） 

 実際に、ロシアでのケースと同様に、ウクライナの税務当局はしばしば偏った税法解釈

を行う。意見の食い違いは、訴訟による解決が求められる場合も多い。ウクライナの裁判

所の一般的事例では、納税者は法によって保護されている自身の権利もしくは利益が侵害

されていることを立証しなければ訴えは退けられる。その考え方を主張するに当り、税務

当局（裁判所も同様）はウクライナ最高商務裁判所の見解と、ウクライナ商務手続法第 1
条および 2条に言及する。しかし、アーンスト＆ヤング･ウクライナの専門家によれば、ウ
クライナの日常的な法実践の局面において理論は必ずしも機能していないようであり、税

務査察官の法解釈はしばしば納税者の権利を侵害している。注 5）    

 

３．行政活動と政策の不透明性 

 
 ウクライナ経済における中央政府の役割は、引き続き極めて大きい。政府は主要なエネ

ルギー部門、公共輸送および穀物といったいくつかの重要品目に対して強い影響力を持ち

管理している。米国のウクライナ専門家によれば、「進出した外国企業は、法制度の食い違

いに悩まされる。中央ならびに地方政府は、各々が適切であると認める様々な改革を実行

しようと試みているため、法制度は常に流動的な状態に置かれている。そうした改革は相

互に矛盾していることが多い。」 
 この分析は、ウクライナがより規律のとれた、中央集権化された国家メカニズムを持つ

必要性を指摘している。しかし、その達成はあくまで将来の話である。大統領と最高会議、

および中央政府と地方当局との間における、さらには中央政府そのものの中における、終

わりのない混乱と論争という現状をみると、日本の投資家にとって安定性が保証されてい

るとは言えないようだ。 
 
４．エネルギー部門の再国有化に関わる展開 

 
 個々のウクライナの状況はロシアのそれとは異なるように思える。ロシアが－公然と、

あるいは暗に－国内エネルギー部門の部分的な再国有化に向かっていることを批判されて

いるのに対し、ウクライナのエネルギー部門の状況には注意が払われていない。ロシアと

の比較において、ウクライナはこの部門の私有化の進展が大きく遅れているという事実が

ある。 
ウクライナは現在もなお、国内エネルギー市場のほぼ 100％国家独占を維持している。国
有企業「ナフトガス」は、石油・天然ガスエネルギー部門を完全に独占している。同社は、
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直接もしくは「ウクルガスヴィドビヴァンニャ」、「ウクルナフタ」および「チョルノモル

ネフテガス」といった子会社を通じて、国内の石油ならびに天然ガス生産、それらのウク

ライナ領のトランジット、ならびに国内の最終消費者への供給を押さえている。ウクライ

ナ政府はまた、国有発電会社「ウクルエネルゴ」を通じて国内電力生産の主要部分を（そ

の 45％は原子力発電による）、国有会社「エネルゴリィノック」を通じて電力送電網の 100％
を支配している。わずかに複数の地域配電会社（「オブルエネルゴ」）が私有化されている。

注 6） 

 現時点のエネルギー部門の国有化レベルは、ロシアよりもウクライナの方がはるかに高

い。それでもなお、国際的な政治家、専門家の間では、そうした現状が議論の俎上に決し

て上っておらず、これは明らかに、ロシアよりも市場経済志向の強い国としてのウクライ

ナのイメージと矛盾している。 
 
５．外資参入障壁 

 
 ウクライナにおいては、政府当局によってのみ営まれるいわゆる規制産業が存在してい

る。これには、麻酔、向精神薬、ないし類似する先駆物質の流通、武器弾薬の製造ならび

に売却、琥珀の採取、特別に重要な国家財産物の保護（およびそれらの開発に関わる活動

も含む）、ロケットの試験、製造ならびに利用（いかなる目的のものも、打ち上げも含む）

等に関わる活動が含まれている。加えて政府は、公共利用目的の基本電話回線（国内回線

は除く）および衛星電話回線に関わる活動に対し排他的な権利を有している。この他に、

特定の自動車用ガソリンの生産に関わる活動は、政府によって作成された石油精製企業リ

ストに掲載された組織のみが行うことができる。 
 外国企業は、ウクライナにおいていかなる保険業務も行うことができない。法によって

特定のビジネスにおける外資参加比率の上限が設定されている。例えば、情報機関に対し

ては 35％まで、テレビおよびラジオ放送を行う組織に対しては 30％までである。 
 ウクライナにおける全ての企業と同様に、外資が参入している企業も特定の活動に対し

ては免許を取得しなければならない（現在 65種類の活動が免許交付の対象となっている）。 
一例を以下に挙げる。 
埋蔵鉱石の採掘 
医薬品、化学製品、検疫用薬品および調合薬の製造ならびに販売 
航空機、河川ならびに海洋船舶、鉄道および自動車による、旅客と貨物の国内および

国際輸送 
証券、紙幣および切手の製造 
固体ないし液体の希少金属ならびに希少鉱物の採取、加工。それらの生産廃棄物なら

びに廃物も含む 
国際ならびに国内郵便配達および郵便文書の処理 
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 04年 11月、ウクライナ中央銀行の決定 No.482「ウクライナにおける外国投資、投資家
によるその投資の回収、ウクライナにおける投資活動から得られた利益、収入およびその

他の資本の本国送金に関わる手続き」が発効した。ここでは、外国投資家はウクライナ国

内で投資活動（持ち分取得、会社設立資金の払い込み等）を行うために、1つのウクライナ
銀行に 2つの投資勘定を開設することが規定されている：1つは外貨建て、もう 1つは国内
通貨（フリヴニャ）建て。これによってウクライナ中央銀行は、外国投資に関わる全ての

支払いと、その活動によって得られた全ての収入をフリヴニャ建ての投資勘定を通じて取

り扱うこととした以前の要求を取り下げた。投資に関わる活動を行うために、投資家はも

はや外貨をフリヴニャに交換する義務を負わない。しかしなお、投資の回収およびウクラ

イナで得られた利益、収入ならびにその他利益の本国送金のために、投資家はその投資を

登録しなければならない。 
 新しいウクライナ指導層が EU・NATOへ積極的に接近していることを考慮すれば、同国
経済における外国資本参加に対する既存の制限の多くを廃止もしくは緩和させる何らかの

努力が必要である。しかし、現在進行している政治的混乱、および行政と立法権力との間

の論争の悪化、さらに、06 年 3 月 26 日の最高会議選挙と予定されている憲法改革の行方
を巡って、何ら明確な見通しが立たないという現状も考慮しなければならない。こうした

要素全てによって、今後数年間は制限緩和に向けた具体的進展は見込めない。 
 
－ 基準・技術規格、ラベリング 
 ウクライナは 91年に、「消費者の権利保護に関する法」ならびに「適合評価に関する法」
に従って、独自の製品認証システムを確立している(http://www.welcometo.kiev.ua/ 
ili/ilic.frame_law_result2.show?p_arg_names=law_id&p_arg_values=153)。 ウクライナ
の法制では、輸入品に対して一般的な表示義務を課していないが、食料品は例外であり、

製造者、製品の材料、および賞味期限に関わる情報がウクライナ語で表示されなければな

らない。家電製品は、使用電圧と周波数が表示されなければならない。 
 国家基準（ウクライナ語の略語で DSTU）は、基本的に適合評価に関わる欧州規則と似
ているものの、相違点も存在する。この分野における中央の管轄当局は、技術的規則およ

び消費者保護に関するウクライナ国家委員会（現地名 Derzh Spozhy v Standard、以下、
DSS/http://www.dssu.gov.ua）である。電気通信装置に対する適合認証は、ウクライナ通信
情報国家局（http://www.stc.gov.ua）が所管する。同局の承認に基づいて適合証明が交付さ
れる技術的製品は以下のとおりである。 

通常の電話機 
デジタルないしアナログの携帯電話 
ファックスおよびモデム 
運転ナビゲーター 
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トランクおよびセル方式コミュニケーション･システム 
船舶用ラジオおよび航行装置 
電波中継装置；地球規模航行遭難安全システム（GMDSS） 
広告システム装置 
アンテナおよびフィーダー･システム 
テレコミュニケーション装置への電力供給システム 
バッテリー 
パソコン 
テレビ、ビデオ装置ないしその他のオーディオ機器 
冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ、エアコン、等。 
 
標準化、計測学、および認証に関わる 28カ所の国家センターと 118の認証機関並びに試
験ラボの全国ネットワークが存在している。各々のセンターは個別のタイプの試験および

認証に対する責任を負っているが、試験ならびに認証を求める企業はまず、最終的に認証

に対する決定権を持つ DSSにコンタクトを取らなければならない。 
認められた全ての製品に対して交付される基準適合証明は、国家認証システム登録

UkrCEPROに登録される。認証の有効期限は、顧客によって選択された認証スキームによ
って決まってくる。製品試験ならびに認証は通常、技術、安全、および環境基準に関わる

ものである。そうした試験に際しては、企業側の負担による企業製造工場の公式査察がし

ばしば求められ、「型式」に基づく試験ではなく「プラントごと」の認可が下されるという

のが実情となっている。認可プロセスには、時間とコストがかかる。 
94 年の政令によって輸入製品に対する義務的な認証が要求され、認証の対象となる製品
リストが作成された。また、（a）DSS が認める外国における認証、（b）製品認証に関わる
地元（ウクライナ）機関によって交付される適合認証が規程された。外国の認証機関によ

って交付された証明がウクライナで認められるケースは、ウクライナが加盟している国際

協定によってカバーされる範囲に限られる（もっとも、そうした協定はごく僅かである）。 
2001年以降、標準化プロセスの合理化に努力が払われてきた。ウクライナは自らの標準
化ならびに認証システムを国際的基準に適合させることを望んでおり、2011 年までにそれ
を欧州基準に適合させることを計画している。2004 年時点において、ウクライナは 1,607
の国内基準を国際ならびに欧州基準に適合させている。2011 年という目標年までに、ウク
ライナは合わせて約 1万、1年当りおよそ 1,500の基準適合を実現していかなければならな
い。いきおい、この国の基準認証を巡る環境は非常に流動的となっている。現在、多くの

認証センターは自己採算に基づく実質的な独立（かつ、しばしば独占的な）主体として機

能しており、多くの外国企業がそれらとの関係に困難を感じていると伝えられている。 
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６．ウクライナの特性 

 
 これまでの歴史全体を通して、ウクライナ人は自立し安定した国体というものを決して

持ったことがなかった－彼らはトルコもしくはポーランドの支配下、あるいはロシアの「よ

り貧しい親類」であった－。現在、若い民主国家として、あくまで自らの独立性を証明し

ようと試みているウクライナは、ロシアと比較した場合に多くの独自な特徴を持ち、一部

の事柄に対してよりセンシティブに反応する。とりわけ「言語問題」は、ウクライナが自

らのアイデンティティーと（一義的にロシアからの）独立を模索する過程で、非常に先鋭

なものとなってきた。この国のどこでもロシア語はよく理解されているにもかかわらず、

公式言語はウクライナ語のみであり、全ての公式文書やビジネス契約はウクライナ語で書

かれなければならない。したがって、この国でのビジネス上の成功には、ウクライナ語の

知識が不可欠となる。しかし、今日までに多くの外国企業が、また政府ですら、ロシア語

しか話せない代表をウクライナに送り続けてきている。必然的に、ウクライナ当局ならび

にビジネスマンとの、効果的なコミュニケーションは阻まれることになる。 
 また、ウクライナで非常に豊富な経験を持つ、米国籍のビジネスマンであり専門家（そ

の名前から彼の祖先がウクライナ出身であることがわかる）によると、ウクライナにおけ

る汚職は全面的であり、経済社会のあらゆるレベル、分野にまで行き渡っている。それな

しでは何も機能しないほど、社会に根を生やしているのが実情である。注 7） 

 もう一つの重要なポイントは、契約上の義務に対するウクライナ人の流動的な姿勢に関

わるものである。この米国人専門家によれば、「ウクライナでは破られない契約というもの

はない」。契約はきわめて具体的かつ正確でなければならず、表現が具体的であれば、それ

だけ係争の解決もより容易になる。現地のルールを考慮することが必要である。 
 
７．EU 加盟への展望と EU パートナーシップ協力協定（PCA :Partnership 

Cooperation Agreement） 

 
 ウクライナ政府はこれまで、欧州ならびに米国との関係を深める一方で、ロシアとの特

別な関係を継続させるという組み合わせ政策を目指してきた。ユシチェンコ大統領は、ロ

シアとの良好な関係維持の必要性を理解しているようであるが、EU・NATO体制への統合
がこの国の最優先外交政策目標であると宣言した。 
明らかに、欧州統合強化の努力は、ウクライナの経済政策に好ましい影響を及ぼしてい

る。ウクライナは、国際基準に従ってビジネスを行うという前向きな意志を示しており、

日本の投資家も含めた将来の外国投資家に対して、よりよい条件とその魅力を保証してい

る。ただ、残念なことに、宣言された目標に実践が伴っていないことが明らかになってい

る。 
 ウクライナと EUのパートナーシップ協力協定（以下、PCA）は 98年 3月 1日に発効し、
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この国の EU 加盟に対する準備的段階とみなされている。しかし、両サイドにおける実際
の施策は、将来におけるウクライナの EU 加盟にとっては不十分であるように思える。ウ
クライナと欧州の現行法制および経済政策の間で存在するギャップを調査し、必要な対策

の実行状況を監察するための専門家組織（そのひとつが、欧州ビジネス協会（EBA）であ
る）を通じて PCAの影響が及ぼされる。 

EBA は、外国投資に対するウクライナの規制環境の現状と欠陥に関わる非常に詳細な分
析を含む 2つの包括的報告書（最新のものは 2005年 2月）を作成し勧告したが、ウクライ
ナの立法、行政、司法部門当局は具体的に対応していない。 
 04 年の EU 拡大以降、EU はウクライナの速やかな加盟に対する当初の情熱を失い、ウ
クライナが望んでいた安定化・連合協定(SAA)に対する前向きな意志を表明しなかったが、
それに代わり、EUはこの国を新しい近隣諸国政策(ENP)の中に含めた。ウクライナ指導層
は大いに落胆したが、05 年に同政策の枠組みにおいて、EU との行動計画に調印した。こ
の行動計画は、PCA の対象範囲およびそれを超えた優先分野の包括的なパッケージを定め
たものである。それらの優先分野には、以下のものが含まれる： 
－民主主義と法の統治を保証する組織の安定性と有効性のさらなる強化 
－大統領選挙（04年）および最高会議選挙（06年）における欧州安全保障協力機構（OSCE）
基準に従った民主的手法の保証 
－報道の自由と表現の自由の尊重を保証 
－危機管理に関わる EU・ウクライナ間の協議の推進 
－軍縮ならびに核不拡散の分野における協力体制の強化 
－共通の隣国関係ならびに地域安全保障における協力の強化、特に、国境問題への取り組

みも含めたモルドワとの間におけるトランスニストリア（沿ドニエストル共和国）紛争

の有効な解決に向けた作業 
－WTOへの加盟 
－相互貿易の障害となる規制および非関税障壁の段階的廃止、ならびに必要な制度改革の

実行 
－公平、透明かつ予測可能なビジネス条件、簡素化された行政手続きを通じた、また汚職

撲滅に向けた闘いによる投資環境の改善 
－税制改革、税務行政の改善ならびに健全な公的支出管理 
－ウクライナ法制、規格および基準の段階的な EU 制度への近似化；行政ならびに司法能
力のさらなる強化； 
－PCA に従った雇用問題とその最善の解決策に関わる対話の促進、出身国籍によって移民
労働者が差別を受けないことの保証； 

－K2R4 原発（フメルニツキー2 号/ロヴノ 4 号）の完成と運転開始も含め、国際的に認め
られた原子力安全基準を遵守した上でのチェルノブィリ原子力発電所の閉鎖に関わる覚

書の完全な実行。 
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 この他に、ウクライナの NATO加盟もより確かな政策目標となってきている。他方、ウ
クライナは欧州統合の必要性に鑑みて、統一経済圏（これにはベラルーシ、ロシア、およ

びカザフスタンがメンバーとなっている）に対する自らの姿勢を再考している。 
 政府はこれまで 6,000 以上の規則を改正してきたが、その中には企業登録手続きの簡素
化に関わる法案も含まれる。これは、登録の窓口一本化の実現と共に、ウクライナにおい

て事業を行おうとする外国人の参入障壁と行政コストの引き下げを期したものである。 
 組織ならびに構造改革プログラムに関する限り、ウクライナは EU 行動計画ならびに世
界銀行の開発政策融資プログラム（Development Policy Loan Program： DPL）の下で、
ごく限られた進展しか見せていない。達成された内容には、WTO加盟に必要とされた法制
パッケージの立法化が含まれる（しかし、ウクライナの政治家が望んだ 05年加盟は実現し
なかった）。ウクライナはなお、WTO加盟に向けた立法作業を進めなければならない。EU
がウクライナを市場経済国として正式に認めたのは 05年末になってからであり、米国も近
い将来これに従うことが期待されている。（補足：06年 2月に米国はウクライナを市場経済
国と認定した。） 
 同様に、エネルギー部門の債務リストラに関わる法、認可システム改革に関わる法の立

法化、および保険市場発展に対する包括計画の閣議決定も好ましい動きの中に数えられる。

05年度に DPLで計画されたものの実行されなかった行動には、以下の内容が含まれる。 
－単一機関における土地ならびに不動産に対する単一登録の運用開始 
－EU企業統治原則に則った株式ないし株式市場に関わる改正法の立法化 
－今後 3年間における私有化プログラムの最高会議提出 
－銀行業務の監督に関わる開発計画のウクライナ中央銀行への適用 
 
 PCA の基本的改革が実行されて初めて、ウクライナは協力体制の新しい局面、すなわち
EU諸国との SAA締結に向けたスタート地点に立つことになる。この国の完全な EU加盟
が実現するであろう時期は、全く不透明である。従って日本の投資家は、ウクライナが EU
加盟国に要求される価値観と規則を取り入れようとしているからといって、この国に固有

のリスクが急速に減少することを期待するべきではない。     
 
注 1）現時点でウクライナの経済は非常にエネルギー集約的である：国際統計によれば、GDP値ではさし

て目立った地位にはないものの、エネルギー消費国としてのウクライナは、世界の上位 10カ国以内にラン

クされている。エネルギー効率に関してウクライナは、欧州諸国はおろか、ロシアからも遅れをとってい

る。2006年まではロシアからの安価な天然ガス供給のおかげで、ウクライナにおける、鉄ならびに非鉄金

属、石油化学製品、肥料、ないし重機械といったその他のエネルギー集約的製品の、生産ならびに輸出に

おける高い価格競争力が保証されてきた。そうした補助（これはかつてロシアがウクライナを CIS圏につ

なぎとめ、さらには、自らの勢力圏下に置こうとした試みの一環であった）は、これ以上継続されない。

これは、価格ショックを首尾良く吸収できるまでの期間における、ウクライナにとっての非常に大きなリ
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スクとなる。もちろん、そうした克服は可能であるが、今日明日の次元でできることではない。ウクライ

ナ筋によれば、天然ガス価格が 100ドル/1,000㎥を超えると、大掛かりな技術的近代化と再装備なしに全

ての中核産業は立ち行かなくなってしまう。最近のロシア－ウクライナ間協定で、天然ガス価格は 2006

年第 1四半期に対して 95ドル/1,000㎥と規定されているが、その後、価格が引き上げられることは間違い

ない。 

注 2)  

www.worldbank.org/transitionnewsletter/July_September_2005/Investment%20Climate%20Climate%

20in%20Ukraine.doc 

注 3）ユシチェンコ大統領の大々的な汚職撲滅キャンペーン（2005年半ば）により、ウクライナの交通警

察は完全に廃止された。交通警察の汚職体質は広く知られていた。しかし、大規模な汚職撲滅キャンペー

ンの手法として、一つの組織の全廃といったやり方がはたして全体として効率的であるかどうかは、なお

経過を見守らなければならない。 

注 4） 

http://eba.com.ua/files/Investment_paper/Barriers_to_Investment_in-Ukraine_Jan_2005_Eng_final.pd

f 

注 5）ウクライナ･ビジネス法ジャーナル、2005年 2月号 14～15ページ。 

注 6）現在、ウクライナは小規模な炭化水素産出国である（年間産出量は天然ガスが約 200 億㎥、原油が

約 400万メトリック･トン）。しかし、天然ガスの確認埋蔵量はおよそ 6,000億㎥である（国有企業の「ウ

クルガズヴィドビヴァンニャ」の資産として公式に計上されている）。さらに、黒海とアゾフ海のウクライ

ナ領大陸棚における天然ガス埋蔵量は 1兆 2,000億㎥と評価されている。このように、この国は天然ガス

増産の大きなポテンシャルを秘めている。とりわけ、「ナフトガス」の前会長で現在はウクライナ共和党の

党首であるユーリ・ボイコ氏の評価によれば、ウクライナは僅か 3 年の間に、国内天然ガス産出量を年間

300 億㎥レベルにまで引き上げることができる。ただしそれは、新規の国内ガス田に対する年間投資額を

約 5億ドルにまで引き上げることが前提とされている。 

注 7）「Practical Guide to Doing Business in Ukraine」Walter Prochorenko著(Pro-W International 

Corp.) http://ukraine-today.com/business/practical_guide/guide.htm. 

 

 

補遺：ウクライナにおける企業設立 

 
 ウクライナにおける会社設立に対しては、以下のタイプの法人が選択できる。 
 －株式会社/公開型(vidkryte)もしくは非公開型(zakryte)。 
 －有限会社(tovarystvo z obmezhenoyu vidpovidalnistiu)。 
 －付加責任会社(tovarystvo z dodatkovoyu vidpovidalnistiu)。 
 －正規パートナーシップ(povne tovarystvo)。 
 －有限パートナーシップ(societe en commandite もしくは komandytne tovaryrystvo)。 
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この他に、外国法人は特定の活動を目的とした駐在員事務所を開設することができる。

04 年に発効したウクライナ民法によって、単独の株主もしくは参加者による株式会社およ
び有限会社の設立も認められている。ただし、単独の主体によって設立された法人が、他

の株式会社もしくは有限会社の単独所有者になることは認められない。 
ウクライナの株式会社は、他の国々におけるそれと基本的に同様の考え方に基づいてい

る。とはいえ、この国の法制にはいくつかの重要な概念が欠落している（例えば少数株主

の権利など）。株式会社の最低設立資本は現在 36万 2,500フリブニャ（約 7万 1,800ドル）
である。なお会社登録以前の段階で、個々の株主負担金の最低 50％が払い込まれていなけ
ればならない。 
株式会社の主要な特徴は以下のとおりである。 
－株式の数とその名目価格は固定される。 
－株主の債務責任は、株式の名目価格もしくは発行価格による負担分に限定される。 
－公開株式会社の株主は、公募することもできる。 
－株主は最低年 1回開かれる株主総会を通じて会社を統治する。 
 
有限会社は、その設立参加者による一定の負担金からなる資本を保有し、それら設立参

加者における会社債務に対する責任は、各々の出資負担金の額が上限とされる。株式は発

行されない。有限会社の最低設立資本は 2 万 9,000 フリブニャ（約 5,700 ドル）である。
また、会社登録以前の段階で、個々の会社設立者負担金の最低 50％が払い込まれていなけ
ればならない。 
 パートナーシップは、その参加者に対する責任のレベルにおいてのみ会社と異なってい

る。正規パートナーシップは、全てのパートナー（すなわち出資者）が共同で事業活動に

関与し、その全ての資産でもってパートナーシップの債務に対する責任を負うものである

（＝パートナー全員が全体で無限責任を負う）。有限パートナーシップは、パートナーシッ

プを代表して事業活動を行い、同時にその全資産でパートナーシップの負債に対する責任

を負う 1 人ないし複数のパートナーと、パートナーシップの資産に対する負担金の額を上
限としてパートナーシップの負債に対する責任を負う 1 人ないし複数のパートナーとで構
成される（＝無限責任パートナーと有限責任パートナーの組み合わせ）。 
 共同活動（JA:Joint Activity）は、共同の事業目的を達成するための契約に基づく合弁事
業（JV）を通じて実施されるもので、参加主体の資金もしくは資産の組み合わせによるも
の（シンプル･パートナーシップ）、あるいはそうした組み合わせを伴わないものがある。

JA は法人格を持たない。同時に、最低設立資本に対する要求もない。JA は会社と同様、
地方当局に登録されなければならない。また JA としての銀行口座を開設することができ、
それらは税務目的のために登録することができる。 
 事業活動はしばしば駐在員事務所を通じて行われる。駐在員事務所は、ウクライナにお

ける限られた規模の活動を行う外国投資家にとって一般的な手段となっている。原則とし
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て駐在員事務所の活動は、それが所属する企業の代表としてマーケティング活動を組織し、

市場情報を収集し、ウクライナにおけるビジネス･カウンターパート（例えば、その企業の

製品の輸入業者や販売者）との関係を確立し維持するといったことに限られる。 
 国際的に受け入れられている定義とは異なり（米国における定義。米国において「合併」

は法の規定に則った 2 つの企業の合同であり、そこでは 1 社が生き残りもう 1 社が消滅す
ると定義されている）、ウクライナ法制における合併という用語はより広い意味を持ってお

り、統合(consolidation)と結合(joining)という、2 つのタイプの企業再編成形態を含んでい
る。統合と結合の相違は、主として以下のような点で生じてくる。 
 －企業統合の場合、個々の企業に属する全ての財産権および債務は、統合の結果設立さ

れることになる 1企業に全て移転される。 
 －1企業の他企業への結合の場合、前者の財産権および債務は全て後者に移転される。 

 
競争保護に関わるウクライナ法制において、規定された一定の規模を超える企業の設立、

合併、買収に対しては、独占禁止委員会の承認が要求される。委員会は独占禁止法に抵触

していると認められる場合に、罰金を科すかもしくは企業活動を停止させることができる。 
ウクライナにおいて活動する外国企業もしくは合弁企業に対する特別なインセンティブ

は数年前に廃止されている。ただし、ウクライナ企業の設立資本に対する貢献分としての

資産（固定資産）輸入に対する関税免除が、外国人投資家に対するそうした類のインセン

ティブの一種として残されている。さらに、先ごろ可決された 2005年度修正予算法ならび
に法律 No.2505（2005 年 3月 25日）によって、特別経済区および投資活動に対する特別
制度が適用される区域において投資家に与えられていた、全ての税制ならびに関税上の優

遇措置が撤廃されている。 
ロシアと同様に、多くの国際的および国内の法務会社が、新規の外国投資家に対する助

言ならびに各種アレンジメント支援のサービスを提供している。 
 
 
付録：関係機関アドレス 
 
政府機関 
 
Ministry of Agrarian Policy               http://www.minagro.gov.ua 
 
Ministry of Education and Science         http://www.mon.gov.ua 
 
Ministry of Finance                       http://www.minfin.gov.ua 
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Ministry of Fuel and Energy               http://www.mpe.energy.gov.ua 
 
Ministry of Industrial Policy                http://industry.gov.ua 
 
Ministry of Justice                         http://www.minjust.gov.ua 
 
Ministry of Transport and Communication   http://www.mintrans.gov.ua 
 
Ministry for Economics and European Integration        http://www.me.gov.ua 
 
Ministry of Environmental Protection                   http://www.menr.gov.ua 
 
Ministry of Foreign Affairs                             http://www.mfa.gov.ua 
 
Ministry of Health                                     http://www.moz.gov.ua 
 
Ministry of Labor and Social Policy                      http://www.mlsp.gov.ua 
 
National Bank                                         http://www.bank.gov.ua 
 
State Tax Administration                               http://www.sta.gov.ua 
 
 
ビジネス関連団体・企業 
 
Chamber of Commerce and Industry (CCI) of Ukraine 
http://www.ucci.org.ua 
 
European Business Association                         http://www.eba.com.ua 
 
American Chamber of Commerce in Ukraine             http://www.amcham.kiev.ua 
 
World Bank(IBRD) Office in Ukraine          http://www.worldbank.org/ua 
 
Ernst & Young CIS                   http://www.ey.com/ukraine 
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Deloitte & Touche CIS  
http://www.deloitte.com/dtt/offices/0,1038,sid%253D9160,00.html 
 
Baker & McKenzie CIS  
http://www.bakernet.com/BakerNet/Locations/Europe+Middle+East/Offices/Kyiv/defaul
t.htm 
 
＜business directory＞ 
http://ukraine-today.com/business  
 
 
ウクライナの国民性および現地のビジネス慣行 

                                                
 ビジネス関係をうまく立ち上げ、事業を開始するために、日本からの投資家は次のよう

な地域社会ならびに文化環境の事情を考慮しなければならない。 
－スラブ民族の時間に対する観念は日本人ほど厳格ではない。先方はカウンターパートに

時間厳守を期待する一方で、自らが遅れてくることは日常茶飯事。 
－現地の郵便は時として信頼性に欠けるため、コンタクトの手段としてはファックスか E
メールが望ましい。 

－将来のパートナーに対し、訪問前に目的と提案ついて知らせておくことが慣例。 
－署名のない書類はほとんど意味がない。ビジネスの実践においては文書作業が核心とな

る。 
－名刺は不可欠。片面はロシア語もしくはウクライナ語で印刷すること。 
－重要な問題は非公式な場面で話し合っても構わないが、最終交渉は事務所の中で行うこ

と。 
－個人的かつ非公式な関係の構築が重要である。例えば会議において腕に手を乗せる、軽

く抱擁するなどの身体的コンタクトは無礼な行為あるいはハラスメントではなく、友好

的姿勢の表れであると受け取られる。 
－摩擦が生じた場合には、公式なスタンスは避けた方がよい。スラブ人は「人物重視」を

旨としており、より個人的なアプローチが功を奏する場合が多い。 
－ビジネス・ネゴにおける安易な妥協は相手が弱みを抱えているからだと解釈される。 

 
 また、ウクライナにおいて、以下はごく当たり前のことである： 
－挨拶および辞去に際し、固く手を握って握手すること。 
－目線を直接合わせること。 
－本題に入る前に、家族や個人的なことについて軽く話をすること。 
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－若干の感情を表に出すこと。 
 
その他： 
－入口（敷居）をまたいだ、あるいはテーブルの上での握手は悪い兆しとみなされる。 
－誰かが何かを残して去った時、その本人はまた戻ってくるという迷信がある。 
－プレゼントとして贈る花の数は奇数でなければならない。偶数の花は葬式においてのみ。 
－冬に握手をする時、紳士は手袋を外す。これは西欧では礼儀からだが、ウクライナでは

義務である。 
－親指と人差し指で○を作る OKサインは無作法とみなされる。 
 
 一般的に、優れたコーポレート・ガバナンスやビジネスの実践の理想形からは、なお程

遠いということができる。汚職、贈収賄、契約上の義務の軽視といったネガティブな現象

を引きずっている。 
                                   
                                                 


