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はじめに  

 

中央アジア（ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルク

メニスタン）で韓国企業は活発に活動している。その分野は資源開発から自動車組

み立て、繊維、建設、家電、通信、金融等、多岐にわたっている。  

 

ジェトロは 2009 年、中央アジアにおける韓国企業の動向に関する調査を韓国対

外経済政策研究院（KIEP）に委託して実施した。第一章で韓国と中央アジアとの経

済関係全般を概観し、第二章では韓国企業の進出状況を整理した。第三章では代表

的な進出企業３社のケーススタディを取り上げている。調査の対象は韓国と経済関

係の深いウズベキスタンとカザフスタンが中心となっている。 

 

本編ではKIEPの独自の分析・見解が随所に見られる。ただし、それらは参考用の

一私見であって本機構の公式見解を反映するものではない。本資料が関係各位の参

考に資するところがあれば幸甚である。 

 

なお、本文中の「高麗人」とは 1930 年代のいわゆるスターリン時代に朝鮮半島

周辺から旧ソ連地域に強制移住させられた朝鮮系住民とその子孫を指している。  

 

2010 年９月 

 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 

欧州ロシア・CIS課 
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Ⅰ．韓国と中央アジアとの経済関係の概観 

 

１）人的交流 

 

 韓国と中央アジアとの人的交流は、91 年の中央アジア諸国の独立以降続いてきた。

92 年のカリモフ・ウズベキスタン大統領の訪韓から、2009 年の李明博大統領の中

央アジア訪問まで、計 15 回の首脳訪問を通じて交流を続けてきた。民間レベルで

の交流も毎年増加する傾向にある。韓国を訪問したウズベキスタン人は 2002 年の

9,497 名から 2008 年には 22,165 名と２倍以上増加し、カザフスタン人の場合は

2002 年の 3,199 名から 2008 年には 5,179 名に増加した。民間レベルの交流の増加

により、韓国とウズベキスタン間は週に６回、韓国とカザフスタン間は週４回旅客

機が運行している。 

 

ウズベキスタン人の韓国訪問ビザのうち、最もよく取得されているビザは短期商

用ビザ（C-2）である。短期商用ビザは市場調査、業務連絡、商談、契約、輸出入

関連業務などのような目的で発行され、短期滞在が許される。短期商用ビザで韓国

を訪問したウズベキスタン人は 2008 年には 8,152 名に上る。この数値は 2008 年に

韓国を訪問したウズベキスタン人全体の約 40％に当たる数値である。カザフスタン

人の場合は、ウズベキスタン人の場合とは異なり、観光目的の訪問者がほとんどで

ある。2008 年に短期商用ビザを取得して訪問したウズベキスタン人は 666 名である

のに対し、観光や療養などを目的とする短期総合ビザを取得して訪問したウズベキ

スタン人は 2,876 名に上る。 

 

94 年から始まった産業研修生制度は、ウズベキスタン人とカザフスタン人に韓国

での高賃金の就職機会を提供した。2009 年末基準のカザフスタンとウズベキスタン

の最低賃金はそれぞれ約 90 ドルと約 20 ドルである１）。IMFの資料によると 2009 年

の１人当たりのGDPはカザフスタンの場合は約 6,800 ドルであり、ウズベキスタン

の場合は約 800 ドルである。中央アジアの国民の低い賃金のため、ウズベキスタン

では韓国での就職希望者が増加しており、実際多くのウズベキスタン人が議政府

（イジョンブ）や安山（アンサン）などで働いている。 

 

産業研修ビザを取得して入国した中央アジア人は研修ビザ期間である１年が満了

した後、研修就業ビザを取得し、２年間韓国に滞在しながら合法的に就労活動を行

える。しかし、表１から分かるように、2007 年の産業研修生制度の廃止により、産

                                           

１） 2009 年末基準の大卒１年目のカザフスタン人の実質的な平均給与は約 300 ドルであり、ウズベキスタ

ン人の場合は約 150 ドル程度である。  
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業研修生は急激に減尐した。外国人勤労者の就業制度は「訪問就業制度」と「非専

門就業ビザ」に分かれた。「訪問就業制度」とは、中国と旧ソ連地域に居住する在

外高麗人に故国訪問と故国での就業機会を提供するための制度である。訪問就業ビ

ザで入国した外国人は、韓国産業人力公団の就業教育を受け、労働部雇用支援セン

ターに求職登録をして就業する制度である。非専門就業ビザによる入国も、韓国産

業人力公団の確認手続きを経て就業教育の後、各企業での労働が許可される。2008

年に訪問就業制度で韓国を訪問した中央アジア居住の高麗人は 3,662 名に上る。そ

のうち、ウズベキスタンからは 2,834 名、カザフスタンからは 345 名が訪問してい

る。また、2008 年に非専門就業ビザで韓国を訪問したウズベキスタン人は 5,126 名

に上る。 

 

＜表１＞ウズベキスタン人とカザフスタン人の産業研修生の現況 

（単位：人） 

総計
うち産業

研修
総計

うち産業
研修

2002年 9,479 1,484 3,199 385

2003年 11,916 4,805 4,490 1,587

2004年 10,116 2,038 4,329 1,361

2005年 8,608 2,245 3,328 141

2006年 11,512 3,089 3,841 610

2007年 16,032 435 4,323 121

2008年 22,165 170 5,179 0

ウズベキスタン カザフスタン

 

資料：出入国管理事務所 

 

韓国の対中央アジア交易と投資が毎年増加を続けているため、韓国人の中央アジ

ア訪問が急増している。2006 年８月から出入国手続きを簡単にするため、出国申請

書の作成が廃止された。そのため、2005 年以降の韓国人の中央アジアへの出国者を

正確に把握することはできないが、2000 年以降５年間でウズベキスタンへの出国者

数が２倍以上増加し、カザフスタンへの出国者数も約２倍増加している。現在も韓

国とウズベキスタン・カザフスタンとの交流は増え続けており、エネルギー分野や
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建設分野などのさまざまな分野の投資が活発に行われている。したがって、韓国人

の中央アジアへの出国比率は引き続き増加傾向にあると言える２）。 

 

韓国と中央アジア諸国間の活発な往来はさまざまな交流を増大させ、互いの文化

を理解し合う機会を与えている。韓国政府は中央アジアとの交流拡大のため、人

的・文化的ネットワークの拡充のための政策を実施している。特に、中央アジアに

多く居住している高麗人のため、韓国語教育を含め、IT、営農技術、自動車整備技

術などの職業訓練を支援するとともに、海外インターネット奉仕団や韓民族情報化

支援団の派遣を通じた交流を積極的に推進している。 

 

＜表２＞中央アジアへの韓国人の出国状況 

（単位：人） 

区分 年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

出国先 
ウズベキスタン 5,151 6,799 8,916 10,532 12,462 12,632 

カザフスタン 4,831 3,825 4,134 4,897 6,639 7,687 

資料：出入国管理事務所 

 

＜表３＞韓国－カザフスタン、韓国－ウズベキスタン航空便の状況 

 

韓国－カザフスタン（アルマトイ） 
週４回 

航空便：アシアナ航空、エアーアスタナ 

韓国－ウズベキスタン 

（タシケント） 

週６回 

航空便：大韓航空、アシアナ航空、 

ウズベキスタン航空 

 

                                           

２） 韓国と中央アジアとの航空便基準で見たとき、 2009 年にウズベキスタンに訪問した韓国人は約５万名、

カザフスタンを訪問した韓国人は約２万名と推定される。  
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２）貿易投資動向 

 

＜カザフスタン＞ 

2008 年の韓国の対カザフスタン貿易規模は６億 9,800 万ドルであり、韓国の全体

貿易規模の 0.1％にも満たないが、対カザフスタン貿易は 2000 年以降急増している。

韓国の対カザフスタン貿易規模は 99 年に初めて１億ドルを突破し、2007 年には８

億ドルまで急増した。カザフスタンとの貿易が始まった 92 年以来、韓国の対カザ

フスタン貿易量は増え続けてきた。97 年には韓国のIMF危機、98 年にはロシアの金

融危機により、両国間の貿易量は 99 年まで一時的に急減した。しかし、2000 年か

らは原油などの国際価格の上昇や韓国とカザフスタンの景気回復などに助けられ、

貿易量は再び増加し始めた。2007 年にはカザフスタンの経済好況と韓国建設企業の

進出による特需により、韓国のカザフスタンへの輸出は５億 4,000 万ドルまでに増

加した。 

 

＜図１＞韓国の対カザフスタン貿易の推移 

（単位：1,000 ドル） 

 

資料：韓国貿易協会 

 

2008 年にはカザフスタンが深刻な金融危機に直面し、韓国からの輸入が前年に比

べて 36％減尐した。そのため、韓国は対カザフスタン貿易で初めて約 270 万ドルの

貿易収支赤字を記録した。韓国－カザフスタン間の貿易で韓国は修交以来、黒字を

記録し続けてきたが、韓国のカザフスタンに対する積極的な投資により、韓国の貿

易黒字を巡った両国間の葛藤はなかった。今後、国際原油高によるカザフスタンの

輸出  輸入  
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高い経済成長と購買力向上、韓国のカザフスタン資源需要の増加により、貿易量は

さらに増えると予想される。2008 年のカザフスタンとの貿易規模は、両国の経済力

に照らし合わせて考えた時、かなり尐ないと考えられる。両国産業の相互補完的な

部分を上手に利用できれば、貿易規模はさらに大きくなると予想される。 

 

韓国の対カザフスタン主要輸出品は自動車、無線通信機器（ MTI３桁基準）、映

像機器および家庭用回線機器などである。90 年代初めの韓国の主要輸出品は衣類、

映像機器、自動車、嗜好食品などであり、自動車の輸出は毎年大幅に増加した。無

線通信機器の輸出は 90 年代後半から増加し始め、2005 年には金額ベースで対カザ

フスタン輸出の約 21％を占め主要輸出品となった。2006 年１月から９月まで空気

調節器や暖房機器の輸出は前年同期に比べ 1.6％急増し、電子管の輸出も 8.6％急

増した。一方、2005 年の無線通信機器の輸出は前年比 42％の減尐となった。また、

2006 年１月から９月までの輸出は前年同期比 87.7％の減尐となり、韓国の主要輸

出品の中では不振な品目となっている。隣接国である中国からの低価格商品が大量

に流入しており、韓国からの一般消費財の輸出の不振は続いているが、カザフスタ

ン人の所得増加による購買力増加により、韓国の高品質製品に対する輸入需要はさ

らに増える見通しである。 

 

＜図２＞韓国のカザフスタンへの主要輸出品の内訳（2008 年） 

 

資料：韓国貿易協会 

 

輸送機械 

21％  

石油化学 

15％  

家庭用 

電子製品 

21％  

その他 

44％  

基礎 

産業 

機械 

21％  
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韓国の対カザフスタン輸入の主要品目としては、合金銑鉄、古鉄、鉄鋼版、金銀

および白金などの金属関連品目であり、合金銑鉄や古鉄は全体輸入の約 43％を占め

ている。そのほか、非鉄金属と低価格の鉄鋼を主に輸入している。国際原材料の価

格が暴騰し、韓国の対カザフスタン資源輸入は大幅に増加した。カザフスタンの主

力輸出品である原油の場合、複雑な輸送経路のため韓国への輸入は難しいと考えら

れるが、今後はウラニウムや貴金属などの輸入が拡大すると考えられる。 

 

＜図３＞韓国のカザフスタンからの主要輸入品の内訳（2008 年） 

 

資料：韓国貿易協会 

 

韓国は 92 年のカザフスタンとの修交以来、カザフスタンの経済的危機や欧米企

業の無関心が続いていた時期に、カザフスタン市場の潜在力を信じて積極的に進

出・投資した。韓国の対カザフスタン主要投資は、90 年代の三星物産の銅の採鉱お

よび精錬分野の２億ドル、LG電子の 2,000 万ドルなどがある。90 年代末に韓国は

IMF危機を経験し対カザフスタン投資も急減したが、2003 年のナザルバエフ大統領

の訪韓と、2004 年の盧武鉉大統領（当時）のカザフスタン訪問により、カスピ海の

原油および鉱物資源の共同開発などの実質的な協力関係が拡大した。2000 年からは

建設分野とエネルギー資源に対する韓国の投資が本格化した。2004 年に東一ハイビ

ルは約 2,000 万ドルを投資し、アスタナに住居施設や商業施設の複合タウンの建設

を試みた。以降、ヒョンジン建設やウリム建設などがアルマトイなどで各々の建設

プロジェクトを推進している。 

 

鉄鋼製品 

70％  

非鉄金属製

品 

23％  

金属鉱物 

５％  

その他 

２％  
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2002 年には韓国石油公社、サムスン、LG、SK、大成の５社がコンソーシアムを構

成し、ジャンブィル鉱区などのカスピ海油田開発を推進した。大韓工業振興公社は

2004 年にカザフスタン地質委員会と共同調査基本合意書を締結し、カザフスタン東

南部 15 万平方キロメートルの主要鉱物埋蔵区域に対する共同調査を 2004 年から

2006 年まで実施した。2006 年以降の韓国の対カザフスタン投資は、建設やエネル

ギー分野を中心に急増した。2008 年までの累積投資金額は約 10 億ドルに達し、カ

ザフスタンは韓国の 25 番目の投資相手国となった。この投資金額は韓国の対世界

の投資の 0.8％に該当する数値である。カザフスタンは 2000 年の 71 番目の投資相

手国（対世界投資の 0.007％）から 2007 年には 13 番目（同 1.5％）になった。ま

た、2007 年と 2008 年には韓国の対カザフスタン投資ブームが起きた。 

 

韓国の対カザフスタン投資は、初期には安い賃金を活用した製造業と輸出促進の

ための卸・小売業を中心とした投資に集中していたが、最近では建設業、不動産賃

貸業、資源開発型鉱業に投資が集中しつつある。91 年から 2000 年代初めまで卸・

小売業や製造業などに集中されていた対カザフスタン投資は、最近では金融業、保

険業、技術および余暇関連サービス業など、投資分野も拡大した。2006 年以降の投

資件数と投資金額の急増はアパートなどの大規模団地の建設や不動産賃貸業に対す

る活発な投資によるものである。 

 

 

＜図４＞韓国のカザフスタンへの投資金額と投資件数 

（単位：1,000 ドル、件） 

 
資料：韓国輸出入銀行 

投資金額  

投資件数  
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韓国の対カザフスタン投資は大手企業の投資より中小企業の投資が多く、全体の

半分以上を占めている。中小企業の投資比率は累積投資金額全体の 78％に上る。

2007 年の韓国中小企業の対カザフスタン投資金額が２億 5,773 万ドルであるのに対

し、大手企業の対カザフスタン投資金額は 4,346 万ドルに過ぎない。しかし、2008

年に入り、カザフスタンの信用度下落や景気低迷により、韓国中小企業の対カザフ

スタン投資は急減し、2008 年９月までの累積投資金額は 7,530 万ドルまでに減った。 

 

 

＜ウズベキスタン＞ 

ウズベキスタンは中央アジアにおける韓国の最大貿易相手国であり、修交以来ウ

ズベキスタンとの貿易は対中央アジア貿易の半分以上を占めている。自動車部品の

輸出により、2008 年の対ウズベキスタン貿易で９億ドルの貿易黒字を記録した。韓

国の対ウズベキスタン輸入は、2006 年以降原綿から鉱物資源などに品目が拡大する

など、増加傾向にある。韓国の対ウズベキスタン輸入は 2005 年までは減尐し続け

たが、2006 年に入りウラニウムなどの鉱物資源の輸入も始まった。韓国の対ウズベ

キスタン輸入品目は農産物、綿織物、天然繊維糸などに制限されていたが、この分

野に対する韓国の需要が減り、結果的に韓国の対ウズベキスタン貿易黒字は急増し

ている。2006 年に入り、ウラニウムなどの非鉄金属製品の輸入が小幅に増加してい

るが、今後の韓国の対ウズベキスタン貿易収支の不均衡問題は解消されないと予想

される３）。 

 

韓国のウズベキスタンへの主要輸出品目としては、2005 年の対ウズベキスタン全

体輸出の 58％を占めている自動車部品（MTI３桁基準）と 15％を占めている原動機

やポンプなどがある。自動車部品は 92 年に韓国が初めてウズベキスタン輸出した

品目であり、2005 年の１年間に前年に比べて 241％の輸出増加を記録するなど、韓

国の主要輸出品としてウズベキスタンに認知されている。 

 

                                           

３） ウズベキスタンは韓国との深刻な貿易収支赤字にもかかわらず、ほとんどの輸入製品が最終消費財で

はなく、自動車部品や装備などであるため、ウズベキスタン最大の投資国という点において貿易収支

赤字を巡った葛藤はみられない。 
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＜図５＞韓国のウズベキスタン貿易の推移 

（単位：1,000 ドル） 

 

資料：韓国貿易協会 

 

＜図６＞韓国のウズベキスタンへの主要輸出品の内訳（2008 年） 

 

資料：韓国貿易協会 

 

輸送機械 

62％ 
産業機械 

15％ 

その他 

18％ 

繊維化学製品 

５％  

輸出  輸入  
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韓国のウズベキスタンへの主要輸入品としてはウラニウム（MTI３桁基準）、そ

の他農産物、天然繊維糸などがあり、その他の輸入品としては綿織物、嗜好食品な

どがある。ウラニウムは 2001 年の 2,238 万ドル分量の輸入をはじめに、2004 年の

１年間を除いては、常にウズベキスタンからの主要輸入品目となっていた。その他

農産物は韓国とウズベキスタン間の交易が始まった 92 年には 32 万ドルを輸入し、

それ以来主要輸入品目として輸入され続けている。 

 

＜図７＞韓国のウズベキスタンからの主要輸入品の内訳（2008 年） 

 

資料：韓国貿易協会 

 

韓国とウズベキスタンは交流初期である 90 年代半ばに相互補完的な経済構造を

活用し、両国間の貿易と投資を活性化した。ウズベキスタンは独立以降、自動車や

繊維分野に重点を置いた経済成長戦略を推進したが、その核心は輸入代替産業化と

輸出志向的な製造業政策である。韓国はこのような製造業育成に必要な世界的な水

準の技術と資本を持っているため、戦略的なパートナーとなった。ウズベキスタン

政府は韓国の技術と資本が中国やトルコより競争力があると考えており、韓国と強

力な経済協力を希望した。また、韓国は中国とトルコとは異なり、ウズベキスタン

に対する政治的な覇権や領土問題がなかったため、最も理想的なパートナーであっ

た。韓国の資本と技術、ウズベキスタンの資源と労働力が結合し、過去 10 年以上

に渡り韓国－ウズベキスタン間の戦略的経済協力関係が構築されてきた。 

 

鉱物性燃料 

90％ 

農産物 

４％  

繊維糸 

４％  
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韓国はウズベキスタンが独立してから最も苦しかった 90 年代初めに果敢に進出

し、この地域で日本や中国などの競争国が持っていない先占効果を得ている。ウズ

ベキスタンの指導者や一般国民の間においても韓国は他のどの国より好感の持てる

国であり、これは韓国とウズベキスタン間の貿易と投資の際、大きなメリットとし

て作用している。米国や欧州諸国が 2005 年５月に発生したアンディジャン事件に

対するウズベキスタン政府の流血鎮圧に抗議し、ウズベキスタンに対する投資と協

力を減らした際にも、韓国はエネルギー分野などに対する投資を拡大した。 

 

韓国とウズベキスタン間の協力と戦略的パートナーシップは 2005 年以降市場攻

略を超え、エネルギー協力に繋がっている。韓国はエネルギー資源の開発と安定的

な需給のため、中東に次ぐ世界有数の石油と天然ガス資源が埋まっているカスピ海

地域に隣接したウズベキスタンの戦略的な価値を高く評価している。韓国の積極的

な経済協力推進はウズベキスタンで友好的にエネルギー資源を確保し、市場先占効

果を得るきっかけとなった。2005 年５月に盧武鉉大統領（当時）のウズベキスタン

訪問にともなう首脳会談では両国の関係を「戦略的な協力関係」に発展させること

に合意し、本格的なエネルギー開発に着手した。2006 年３月のカリモフ大統領の訪

韓の結果、ウズベキスタン内の石油・天然ガス鉱区４ヶ所に対する探査および開発

が許可された。2009 年５月には李明博大統領もウズベキスタンを訪問した。こうし

て、スルギル・ガス田および石油化学プラント、ナマンガン－チュスト陸上鉱区探

査契約などの大規模な投資が進行中である。 

 

＜図８＞韓国のウズベキスタンへの投資金額と投資件数 

（単位：1,000 ドル、件） 

 

資料：韓国輸出入銀行 

投 資 金

額  
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３）韓国との物流関係 

 

韓国と中央アジア諸国のうち、主にカザフスタンとウズベキスタンとの間で物流

が行われている。韓国とこの２ヶ国間で過去 10 年間に約 350％の物流量が増加した。

2008 年の金融危機によりカザフスタンの物流量は減尐したが、ウズベキスタンの場

合は自動車部品の輸出などにより増加傾向が続いている。 

 

＜表４＞過去 10 年間の韓国との推定物流量 

国 年度 件数 重量（ton） 推定物流量（TEU） 

カザフスタン 

2008 7,989 97,591 5,741 

2007 9,420 135,153 7,950 

2006 6,516 95,755 5,633 

2005 7,453 59,307 3,489 

2004 7,757 56,909 3,348 

2003 5,873 41,431 2,437 

2002 3,960 31,207 1,836 

2001 3,395 29,445 1,732 

2000 2,604 23,631 1,390 

1999 1,950 16,705 983 

ウズベキスタン 

2008 9,384 228,394 13,435 

2007 6,745 159,626 9,390 

2006 5,839 139,628 8,213 

2005 4,804 121,950 7,174 

2004 3,624 89,780 5,281 

2003 2,826 65,081 3,828 

2002 2,256 43,597 2,565 

2001 2,945 72,920 4,289 

2000 2,024 56,481 3,322 

1999 2,054 79,122 4,654 

資料：関税庁 

 

韓国と中央アジアとの物流は大きく TSR（Trans-Siberian Railway／シベリア横

断鉄道）、TCR（Trans-China Railway／中国横断鉄道）およびバンダルアッバース

に繋がる海上および陸上の複合物流で構成されている。中央アジアの諸国が過去の

ソ連に含まれていたため、当初は韓国と中央アジアはTSRを利用して物流を行って

いた。 
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TSRは極東のナホトカ（ボストチヌイ）を出発し、他国を経由せずロシアのみを

通って欧州の主要都市に繋がる総延長 9,297 キロメートルの広軌の路線である。

TSRは中国を横断するTCRより距離が長く、運送期間により長い時間がかかるが、既

存のインフラを使用しているため費用は相対的に安い。 

 

＜図９＞韓国と中央アジアの物流の主要運送ルート 

 

 

 

近年、韓国と中央アジア諸国との物流はTSRよりもTCRに依存している。TCRの中

国内の総延長は 4,128 キロメートルである。中国の連雲港からロシアのモスクワま

では 8,352 キロメートルであり、路線のほとんどは複線になっている。また、電化

されており、標準軌を使用している。TCRはTSRより距離が短く、運送期間も短いが、

中国内陸物流の急増やカザフスタンの国境であるドスティク駅での積み替え費用に

より、TSRに比べ相対的に運賃が高い。 

鉄道を利用しない韓国と中央アジアとの物流としては、イランのバンダルアッ

バース港を利用する「Sea & Trucking」という複合物流がある。釜山港から出発し

た物流がバンダルアッバースを経由し、鉄道やトラックを利用してイランを横断し

た後、トルクメニスタンのアシガバートを通ってウズベキスタンとカザフスタンに

運搬される。 
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＜表５＞中央アジアの主要到着地別輸送日数 

 

区分 距離 日数 備考 

アスタナ 7,189km 18～25 釜山－ボストチヌイ：３日 

ボストチヌイ通関および 

ワゴン積み込み：７～14 日 

アルマトイ 7,730km 20～27 

タシケント 8,194km 23～30 

注：日数は釜山から到着地までにかかった時間である。 

 

韓国の中央アジアとの物流環境と輸送の特性は、貿易規模が拡大する一方で、相

対的に遅れたものとなっている。この地域との物流は代替のルートが不足している。

2007 年以降、TSR運賃上昇および貨車の不足により徐々にTCRに物流量がシフトして

いる。従来は中国国内の鉄道の運送安定性が悪く、TSRが主に使用されてきたが、

近年は中国区間の安定化によりTCRの使用が増加している。TSRもTCRも政府所有の

鉄道であるため、政府の政策に左右されやすい。また、鉄道運送料が高い上、付帯

費用などが上昇したため、運賃の問題は大きな問題となっている。 

 

二つ目の問題は通関事情である。多くの韓国企業の取引形態として BWT輸出

(Bonded Warehouse Transaction Export)４）を活用している。到着地のバイヤーに

よる確定船積み書類受付後に船積みが行われるが、一方で船積みは違法通関の一種

であるインボイスのアンダーバリューが盛行している。そのため、到着地での通関

時に要求される書類が多く５）、税関に対する非公式的な費用が不可欠とされる。 

 

                                           

４） BWT輸出は委託販売方式輸出の変形である保税倉庫引渡条件による輸出であり、輸出業者が該当地域に

自分の支店、出張所または代理店を設置し、取引相手国の政府から許可を受けた保税倉庫に商品を無

償で搬出して現地で販売する取引方式である。この取引は搬出した物品を輸入業者が輸入地域で通関

を行わず、保税区域である保税倉庫に入庫させ、管理期間内に物品を販売する取引であるため、複雑

な通関業務を輸入業者に任せられるメリットがあるが、一方では在庫負担の問題がある。  

５ ） RAIL WAY BILLはロシア語で作成（ TCRの場合にもロシア語で作成）。 RAIL WAY BILL上のHS CODE記載

時には注意（中央アジア諸国の HS CODEが異なる）。また、カザフスタン国境通関時には衛生証明書が

必須（商工会議所が発行）。 
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＜表６＞TSRとTCRの比較 

 

区分 TSR TCR 

価格 相対的に安い 相対的に高い 

日数 
23 日～ 30 日（アルマトイ基

準） 
20 日～27 日（アルマトイ基準） 

運行 
ボストチヌイ滞積可能性あり 

積み替え区間（アラシャンコウ-ド

スティク）の滞積可能性あり 

滞積緩和予測が可能 滞積緩和予測が不可 

軌道幅 広軌（1,520mm） 
標準軌（中国区間、1,435mm）／広

軌（1,520mm） 

特徴 

－相次ぐ鉄道運送料の値上げと

ボストチヌイ港における貨物

滞積により、費用と輸送日数

が不安定 

－鉄道の幅が異なるため、積み替

えが必要であり、積み替え区間

の滞積や盗難が頻発 

－中央アジア向け貨物に対する

ワゴンの制限的供給（ロシア

向け貨物ワゴン供給が優先） 

－中国政府の介入による使用禁止

期間が不可避（戦略物資および

穀物を優先的に運送） 

－ボストチヌイ港通関時の厳し

い要求事項 

－鉄道庁間の割当物量を達成した

場合、運送遅延の可能性 

－ボストチヌイターミナル倉庫

の慢性的なスペース不足 

－港の霧による商船の到着遅延の

可能性 

資料：筆者が作成 

 

三つ目の問題は中央アジア地域向けのコンテナ輸送の場合、自己コンテナの使用

が一般的であることだ。物流企業はロシアまたは中央アジアに輸送する際、輸送さ

れたコンテナを現地で処分しなければならないという問題を抱えている。また、鉄

道貨物の特性によるサイズの制限やワゴンサイズの限界という問題もある。バルク

運送時に鉄道庁が要求する書類も多く、バルク貨物運送は一般的ではない。TCRの

場合はオーバーサイズの貨物の発車に２～３ヶ月かかり、盗難の可能性も高い。 
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４）政府主導の主要経済協力プログラム 

 

韓国の対中央アジア経済協力プログラムとしては ODA（ Ofiicial Development 

Assistance ） 、 EDCF （ Economic Development Cooperation Fund ） 、 KSP

（Knowledge Sharing Program）などがある。91 年から 2007 年までの韓国の対中央

アジアODA規模は 103 件の約 4,000 万ドルの規模である。最も活発に進行している

分野は海外奉仕団や研修生の招待などであり、医療分野、開発調査、民間団体の支

援は不足している。医療分野の場合、ODAよりは韓国の民間医療団体の活動がより

活発に進行したためであり、市民社会の基盤が弱い現地の事情を考慮すると民間団

体の支援は相対的に尐なくなる。 

 

韓国の対中央アジアODAが最も活発に行われた国はウズベキスタンとカザフスタ

ンであり、トルクメニスタン、タジキスタン、アゼルバイジャンなどに対するODA

は相対的に尐なかった。ウズベキスタンとカザフスタンにODAが集中した理由は、

この２ヶ国が伝統的に中央アジアの中で韓国に友好的な国々であり、約 30 万名に

上る同胞の高麗人が住んでいるからである。その他の国々にODAが尐なかった理由

は、閉鎖的な政治体制（トルクメニスタン）や内戦（タジキスタン）があったから

である。 

 

韓国の対中央アジアODAは、90 年代の体制転換の過程で最貧国に転落した中央ア

ジア諸国の経済発展を助けており、献身的な海外奉仕団の活動は中央アジア地域に

大きな関心を呼び起こした。2000 年以降中央アジアの景気が回復し、カザフスタン

などは既にODA授与国の資格を喪失したが、今後ウズベキスタン、キルギス、タジ

キスタンに対する支援は拡大していく予定である。 

 

今後、韓国の対中央アジアODAは各国の現状に合ったODAを志向している。例えば、

製造業基盤が整備されたウズベキスタンには韓国の開発経験を伝授するとともに、

研修生招待プログラムを推進し、最貧国のタジキスタンとキルギスには医療団と奉

仕要員の派遣などが妥当である。 
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＜表７＞KOICAの中央アジア国別・事業別の無償援助実績（91 年～2007 年） 

カザフスタ
ン

ウズベキス
タン

キルギス
タジキスタ

ン
トルクメニス

タン
アゼルバイ
ジャン

中央アジア
事業別比重
（％）

1,000ドル 16,462 21,838 1,934 1,554 143 760 42,691 100

件数 23 38 17 20 2 3 103 －

人員 700 1,126 99 77 13 93 2,108 －

1,000ドル 2,545 3,213 18 5,776 13.5

件数 4 6 1 11 －

1,000ドル 846 1,218 835 653 70 48 3,670 8.6

件数 13 21 14 18 2 1 69 －

1,000ドル 418 10 428 1

件数 2 2 －

1,000ドル 1,572 10 507 49 2,139 5

件数 3 1 1 1 6 －

1,000ドル 75 237 70 19 401 0.9

件数 4 8 2 1 15 －

1,000ドル 3,052 4,274 479 364 73 533 8,775 20.6

人員 540 797 97 77 13 90 1,614 －

1,000ドル 443 891 112 1,446 3.4

人員 5 20 3 28 －

1,000ドル 1,735 1,216 2,951 6.9

人員 6 5 11 －

1,000ドル 354 539 893 2.1

人員 2 2 4 －

1,000ドル 4,556 7,296 11,852 27.8

人員 94 258 352 －

1,000ドル 1,156 603 1,759 4.1

人員 37 29 66 －

1,000ドル 1,637 964 2,601 6.1

人員 18 15 33 －

総支援金
額

物資支援

開発調査

緊急援助

民間団体
の支援

海外奉仕
団

協力要員

協力医師

テコンドー

医療団

専門家

研修生の
招待

分類／国

プロジェクト

 

資料：韓国国際協力団 

注：中央アジアにはアゼルバイジャンを含む。 



                                              

22/40 

Copyright©2010 JETRO. All rights reserved. 

 

韓国の対中央アジアEDCFは６件で約１億 4,000 万ドルを記録している。韓国の対

中央アジアEDCFは最大の貿易国であるウズベキスタンに集中している一方、トルク

メニスタンやアゼルバイジャンなどは１件もなく、偏りが顕著である。ウズベキス

タンの場合、96 年に大宇の投資が集中し、EDCFが活発に行われたが、その他の国の

場合は大使館の不在、政治・経済的な混乱などにより、EDCFが活発に行われなかっ

た。韓国の対中央アジアEDCFは今後地域的な偏りから抜け出し、支援分野もインフ

ラやITなどのさまざまな分野に拡大する予定である。 

 

＜表８＞韓国の中央アジアEDCF動向 

 

国名 事業名 事業年度 

承認金額 執行金額（100 万ウォン） 

100 万 

ウォン 

100 万 

ドル 

2005 年 

までの累積 

2006 年 

の新規 
計 

ウズベキ 

スタン 

通信網の 

近代化 
1996 12,486 15.0 12,450 － 12,450 

職業教育 

施設の改善 
1999 39,251 35.0 38,431 － 38,431 

職業教育の

開発 
2003 32,480 27.0 － 47 47 

教育情報化 2006 28,167 30.0  － － 

小計  112,384 107.0 50,931 47 50,979 

カザフ 

スタン 

通信網の 

近代化 
1996 16,269 20.0 16,140 － 16,140 

小計  16,269 20.0 16,140 － 16,140 

キルギス 

通信網の 

近代化 
1998 16,114 12.0 16,113 － 16,113 

小計  16,114 12.0 16,113 － 16,113 

計   144,767 139 83,184 47 83,232 

資料：韓国輸出入銀行 

 

中央アジア諸国は韓国を自分の役割モデルとしており、これにより韓国の経済開

発経験の伝授を強く求めている。韓国のKSPはウズベキスタンに３回、アゼルバイ

ジャンに２回、カザフスタンに１回適用されており、全体KSPの 15％を占めている。

ウズベキスタンは既に 2004 年からKSPが適用され、2007 年の「経済自由区域設置の
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妥当性研究」などのコンサルティング業務を通じてナボイ特区プロジェクトを推進

した。カザフスタンは 2009 年のVIP訪問期間中にこれまで検討してこなかった韓国

のKSPを積極的に要請し、2009 年５月に経済関連専門家が韓国を訪問した。アゼル

バイジャンは 2007 年にKSP適用国に選ばれ、KDIなどの専門家が総合コンサルティ

ングを提供した。KSP事業は中央アジア諸国に韓国型経済発展の土台作りのための

代表的な国家ブランド向上事業として大きな成果を上げており、今後キルギス、タ

ジキスタン、トルクメニスタンに対するKSPを推進する予定である。 

 

＜表９＞韓国の対中央アジアKSPの主要内容 

（単位：億ウォン） 

年 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

予算 10 10 ８ 15 25 50 

新規 

ベトナム、

ウズベキス

タン 

（２ヶ国） 

インドネシ

ア、トルコ

（２ヶ国） 

アルジェリ

ア、カンボ

ジア 

（２ヶ国） 

クウェー

ト、アゼル

バイジャ

ン、ガーナ

（３ヶ国） 

オマーン、

ドミニカ、

ウクライ

ナ、モザン

ビーク 

（４ヶ国） 

リビア 

（１ヶ国） 

継続 － － 

ベトナム、

インドネシ

ア 

（２ヶ国） 

ベトナム、

ウズベキス

タン 

（２ヶ国） 

ベトナム、

トルコ、ア

ルジェリ

ア、アゼル

バイジャン

（４ヶ国） 

ベトナム、

カンボジ

ア、インド

ネシア、ク

ウェート、

ドミニカ、

ウズベキス

タン、ウク

ライナ、ア

ルジェリ

ア、ガーナ

（９ヶ国） 

資料：輸出入銀行 
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 Ⅱ．韓国企業のウズベキスタンやカザフスタンへの進出状況 

 

１）中央アジア地域に進出した韓国企業のリスト  

 

＜表 10＞ウズベキスタン進出企業のリスト 

会社名 進出年度 進出分野 進出形態 進出目的 経営状況および特徴

大宇インターナショナ
ル

1992
総合商事、資源
開発

連絡事務所
市場拡大、資源
開発、生産基地
確保

早い進出により、ウズベキ
スタンで高い認知度
綿織、 通信 、資 源開 発な
ど、事業領域を拡大

EAST TELECOM 1997 通信業 法人－合弁 市場拡大

サムスン電子 1998 電子製品 連絡事務所 市場拡大 現地市場

ボムハンパントス 2006 物流 連絡事務所 市場拡大 進出韓国企業の物流取引

デサンインターナショ
ナル

2006
ビニール、リサ
イクル事業

法人－合弁 市場拡大

Ajin Recycle
International

2006 リサイクル分野 連絡事務所 市場拡大

ロッテ建設 2008 建設 連絡事務所 市場拡大 建設プロジェクト推進中

スーパーアイマックス 2008 インターネット 法人－合弁 市場拡大

ウズ新韓銀行 2009 金融 法人－単独 市場拡大 2010年に小売営業を予定

大宇テキスタイル  1998 繊維 法人 生産基地確保 フェルガナ、ブハラ工場

ウズドンナムモーター
ズ

1999 自動車 法人 市場拡大 自動車部品

ヘアン建築 建設 連絡事務所 市場拡大 設計市場

韓国石油公社 2002 連絡事務所 資源開発 アラル海ガス田

韓国鉱物資源公社 2002 連絡事務所 資源開発 ウズンクイガス田

韓国ガス公社 2002 連絡事務所 資源開発 ガス田、石油化学開発

パンアジア 1995 電子製品 連絡事務所 市場拡大 LG代理店

キウム証券 2007 金融 連絡事務所 市場拡大

ウズ産業銀行 2006 金融 連絡事務所 市場拡大 企業および小売金融

シンドン 2001 紡績 法人－単独
物流基地、生産
基地

ボウ 1995 ビニル紐の製造 法人－単独 市場拡大

ドンホENC 建設、設計 連絡事務所 市場拡大

大宇インターナショナ
ル （ Daewoo Energy
Central Asia）

1992 ガス田開発 連絡事務所 資源開発 アラル海およびガス田開発

ニューワールド 1993 ベーカリー 法人－単独 市場拡大

LG電子 1995 電子製品 連絡事務所 市場拡大

ITC 農産物 連絡事務所 生産基地確保

Cosmo Development 法人－単独 市場拡大
GM大宇オートエンドテ
クノロジー

2006 自動車 法人－単独
生産基地確保、
市場拡大

ソジュン物流 1997 物流運送 連絡事務所 市場拡大

ウズドンホン 1999 自動車 法人－単独 市場拡大

ウズドンジュ 1999 自動車 法人－単独 市場拡大

ウズコラム 1999 自動車 法人－単独 市場拡大  

資料：筆者が作成（2009 年時） 
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＜表 11＞カザフスタン進出企業のリスト 

 

会社名 進出年度 進出分野 進出形態 進出目的 経営状況および特徴

サムスン物産 1991 資源開発
連絡事務所／法
人－単独

資源開発
韓国電力とバルハシ電力プ
ロジェクトに参加

ジャムス商事 1993
広告物の製作、
自動車部品、貿
易

法人－単独 市場拡大

大宇エレクトロニクス 1994 電子製品 連絡事務所 市場拡大

韓国石油公社 1994 資源開発 連絡事務所 資源開発
韓国企業とのコンソーシア
ムとして進出（ジャンブィ
ル、ADAなど）

ストロングフィールド
ユニオン

1994
屋外広告、広告
資材

法人－単独 市場拡大

LG電子 1994 TV、VTR生産 法人－単独
市場拡大、生産
基地

サムスン電子 1995
家電製品、通信
機器

連絡事務所 ／法
人－単独

市場拡大 中央アジア総括法人

オリンポスアルマトイ 1996
ショッピングセ
ンター、建設業

連絡事務所／法
人－単独

市場拡大

カスカド 1997
大型挙式、野外
食堂

法人－単独 市場拡大

カズコル 1998
暖房器具および
エアコン

法人－単独 市場拡大

EnE Inter-national 1998
ガソリンスタン
ド関連装備

法人－単独 市場拡大

S&S 2001 物流 連絡事務所 市場拡大

コルス 2001
印 刷 包 装 の 機
材・資材

連絡事務所 市場拡大

S&S 2002 建設装備の販売 法人－単独 市場拡大

エコビスロジスティク
ス

2003 物流
連絡事務所／法
人－単独

市場拡大

東一ハイビル 2004 アパート建設 法人－単独 市場拡大 アスタナアパート

ボムハン物流 2004
陸上・海上・航
空業

法人－単独 市場拡大

ウリムカザフスタン 2006 住宅建設 法人－単独 市場拡大 アルマトイアパート

シロエナジー 2006 ボイラー設備 法人－単独 市場拡大

現代総合商事 2006
イ ン フ ラ プ ロ
ジェクト

連絡事務所／法
人－単独

資源開発

国民銀行 2007 金融関連 法人－合弁 市場拡大 現地５位の銀行

セビョク総合建設 2007 建設資材貿易 法人－単独 市場拡大

ウ ジ ン
Shipping.Co.Ltd

1998 通関業、物流業 連絡事務所 市場拡大

ヨ ン ジ ン Global
Logistics

1997 物流 法人－単独 市場拡大

ターボGLS 物流 法人－単独 市場拡大

ウジントランス 1997 物流 連絡事務所 市場拡大

CAM 法人－単独 市場拡大

グリーンロジスティク
ス

物流 連絡事務所 市場拡大

NURKAZ INT'L CO 貿易 法人－単独 市場拡大

LG商事 1995
連絡事務所／法
人－単独

市場拡大 支援開発が活発に進行

ガラマート－アート
住宅・アパート
建設

連絡事務所／法
人－単独

市場拡大
 

資料：筆者が作成（2009 年時） 
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２）韓国企業の中央アジアへの進出目的と特徴 

 

90 年に韓国はソ連と修交し、約 30 億ドルに達する経済協力資金を支援すること

になったが、その資金の一部であるプラント建設資金２億ドルが中央アジアに割り

当てられた。それにより、91 年半ばから当時の産業資源部を中心に韓国の総合商社

が使節団の形で中央アジア各国を数回に渡って訪問し、中央アジアの諸国と接触す

るようになったのである。この過程で 88 年のソウルオリンピックと韓国の経済発

展に感動した中央アジアの指導者は韓国の中央アジア進出を積極的に要請した。中

央アジア諸国は韓国の先進技術と資金により、急速な経済開発を成し遂げられると

期待していたのである。 

 

92 年に中央アジア諸国が独立国家となり、大宇グループはウズベキスタンにおい

て自動車、電子、テキスタイル、通信などを、サムスンはカザフスタンから国家基

幹産業の一つである大規模銅精錬工場の委託経営を開始するなど、中央アジアに積

極的に進出した。 90 年代末に韓国がIMF危機に直面し、投資は一時萎縮したが、

2000 年からの中央アジア地域の資源開発による経済成長と建設・金融分野への韓国

の積極的な投資により、韓国企業の中央アジア進出は本格化した。 

 

中央アジアに進出した韓国企業は、2009 年基準のKOTRAの統計によると、ウズベ

キスタンに 30 社、カザフスタンに 37 社ある。2009 年９月まで対ウズベキスタン投

資件数は 335 件で、対カザフスタン投資件数は 408 件に上る。ウズベキスタンへの

韓国企業の進出は大宇が主導した。大宇は务悪なウズベキスタンの投資環境にもか

かわらず、リスクを冒しながら積極的な投資を行った。カザフスタンも 90 年代初

めにトルボネ食品、サムスン物産の積極的な現地投資と進出によりプロジェクトを

成功させ、2004 年以降にはカザフスタンの建設景気の活況を舞台に韓国の中堅建設

企業が先を争って進出し始めた。 

 

韓国企業の中央アジア進出の動機は何より新しい地域への市場拡大と生産基地の

確保にある。表 10 と表 11 から分かるように、韓国企業は体制転換以降、急速に消

費市場が形成されていく中央アジア市場を狙ってこの地域に進出した。また、韓国

企業は旧ソ連の市場に繋がる中央アジア地域の地政学的特長を元に、現地の豊富な

資源と良質で安い人件費を利用し、新しい生産基地を構築したが、これも中央アジ

アへの進出動機と言える。日本の場合、中央アジア地域に対する莫大なODA支援、

市場経済運営、法制度整備、金融インフラに対する研修教育を主導し、高い信頼度

を得た。それにより、中央アジア諸国から熱烈な投資要請を受けたが、投資リスク

を恐れたため、一般企業の進出はほとんどなかった。 
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３）韓国企業の中央アジアにおける事業展開上の課題とその克服方法 

 

＜表 12＞中央アジアへ進出した企業の課題 

 

進出国 ウズベキスタン カザフスタン 

為替 

・両替遅延などの為替の不安定 

・資金の国外搬出統制などの為替

管理 

・対外債務増加による金融市場環

境の悪化 

租税 
・高い課税負担や非効率的な税金

減免による経済の不均衡 

・不透明な税務規定と税務当局の

介入 

労働 
・高級人材の海外流出による専門

人材の不足 

・労働規律の不足と専門性・熟練

度の不足 

通関 
・通関制度の未整備による通関遅

延や付帯費用の増加 
・左と同じ 

インフラ 

・ 二 重 内 陸 国 （ double-land-

locked country）に起因する高

い物流費用 

・道路や通信などの各種インフラ

の不足 

知的財産権 ・知的財産権に対する認識不足 ・制度の未整備 

その他 
・硬直された行政体制による行政

便宜主義の傾向 

・賃金や土地購入費用の相対的な

高さや人口の尐なさ 

資料：筆者が作成 

 

＜マーケティング＞ 

 

ウズベキスタンやカザフスタンの消費市場は、規模が狭小で流通構造は閉鎖的で

ある。ウズベキスタンの場合、人口密度は相対的に高いが国民所得水準が低いため

本格的な消費市場が形成されていない。カザフスタンの場合は、面積は朝鮮半島の

約 12 倍と広いが、全体人口 1,500 万名のうち、55 万名が首都アスタナに、120 万

名がアルマトイに散らばって住んでいる。また、十分な情報が得ることが難しく、

正確な統計資料もないため、人口年齢層や経済水準に合わせたマーケティング計画

を立てることも困難である。このような中央アジア現地マーケティングの問題点を

克服するため、韓国企業は主要都市でTV、ラジオ、屋外看板などを利用した認知度

の向上や競争会社の製品との差を認知させる努力を続けた。 
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＜ロジスティクス＞ 

 

中央アジアは内陸国であり、物流環境が务悪である。韓国企業は大宇自動車の部

品運送の事例から中央アジアにおける物流の問題点を尐しずつ改善している。まず、

物流ルートの多元化を行い、価格が安いTSRと安定性および効率性が高いTCRを使い

分けている。また、通関問題が複雑な中央アジアの特性を考慮し、 BWT方式の物流

倉庫機能を最大限利用している。 

 

＜労務問題＞ 

 

中央アジアには過去の社会主義文化が未だに残っており、現地経営に多くの問題

がもたらされている。超過勤務や過度の業務指示に対する反感、責任意識や目標意

識の不足、上下関係などの問題を抱えている。上下関係が厳しい韓国の企業文化は

カザフスタンでは受け入れられることが難しく、自分の業務であるという認識がな

い場合は責任感を持たなくなる。そのような問題点を改善するためには、各自の職

位に見合った業務を明確にし、業務の進行状況を随時チェックするとともに、徹底

的に個々人を管理する必要がある。また、言語の違いにより意思疎通が難しいため、

信頼できる現地の管理人を活用すべきである。業務の他には、現地文化の理解や尊

重が必要である。 

 

＜法律問題＞ 

ウズベキスタンやカザフスタンの投資誘致政策の内容は、その他の国と同程度の

標準的な内容となっているが、法律および制度が不透明なために法規の恣意的な適

用が企業活動の障害要素となっている。ウズベキスタンは 2008 年に租税法の改正

を行い、租税金額の減尐と企業・個人の負担を減らし、一部非効率的な税金を統廃

合したが、Report Paying Tax（2008）によると、ウズベキスタンは未だに税金納

付容易度の順位で世界 159 位と非常に低い。また、外国貨幣の搬出入は厳しく制限

されており、外国貨幣の購入は中央銀行の許可を必要としている。現地法人は中央

銀行の許可を受けずにウズベキスタン以外の国に口座を開設することはできず、ウ

ズベキスタンにおけるあらゆる決済は自国通貨で行わなければならない。 

 

カザフスタンは独立国家共同体（CIS：Commonwealth of Independent States）

のうち、法律面において外国人に最も開放されている国である。しかし、税法の適

用については、細部規定の不足や不透明、一貫性の無さから、法解釈の問題が多く

発生している。カザフスタンの税務報告は韓国とは異なり、会計プログラムを使用

して会計帳簿および財務報告書を作成して管轄税務署に提出しなければならない。

したがって、現地の会計システムに詳しくない外国人にとっては現地の会計処理が
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困難である。外国へ送金する場合は中央銀行の外国為替管理法が適用されるが、契

約書の写しなどの証明資料を提出しなければならない。１万ドル以下を搬出する場

合は簡単な書類提出が許されるが、１万ドルを超過する場合はDeal Passport（関

税委員会が発行する商品取引許可証）という取引許可証、送り状の写し、契約書な

どを提出しなければならないという煩わしさがある。法の理解不足によって起こる

事故を防ぐためには、カザフスタンへ進出する企業は必ず法律の正確な理解が必要

である。法律の知識を備えた現地の法律担当者を採用し、法的な問題が発生した場

合には正しいアドバイス受け、早急な措置を取らなければならない。本国への送金

に関する不便な点などは政府間交渉により改善を試みるべきである。 

 

＜賄賂授受問題＞ 

 

賄賂授受は中央アジアの古くからある問題の一つである。現地の公務員は法的な

問題を言及しながら企業活動にブレーキをかけ、それを解決するために、中央アジ

アに進出した企業の担当者が現地の公務員に賄賂を提供することは公然の秘密と

なっている。一方で、賄賂授受は中央アジアに進出した企業にとって問題の早期解

決のための方策でもある。特に、通関や書類発行のような企業活動に重要な手続き

の際には賄賂の授受が頻繁に行われている。この問題を解決するためには多尐時間

がかかると考えられるが、必要な手続きと法律を遵守することが重要である。しか

し、このような賄賂授受に対する適切な対策はなさそうにみえる。 

 

＜資金調達＞ 

 

中央アジアの金融市場は未だに正常に機能しないため、企業運営に必要な資金を

現地の金融市場から調達することは難しい。現地ローンの場合、単純な土地や事業

計画だけでは供出されず、建物や装備などの担保を提供した場合でも 10％の利息を

支払わされる。したがって、現地投資の場合、現地の金融機関よりは外国の低金利

資金を利用することが妥当である。外国資本を利用する場合、現地中央銀行の事前

承認を受けなければならないが、それは利子および現金の支払い過程で現地政府の

承認が必要だからである。資金調達の問題を避けるためには、十分な現金資産の確

保が必要であるが、ウズベキスタンの場合、企業の預金資産の使用にも多くの制約

があるため、現地金融システムに対する正確な理解が必要である。Doing Business 

2010 によると、融資における容易度の面ではカザフスタンは世界 43 位、ウズベキ

スタンは 135 位である。 
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４）韓国企業と政府との関係（韓国企業への支援策） 

 

韓国政府によるウズベキスタン、カザフスタンとの活発で強力なユーラシア大陸

と韓国間の経済協力基盤の構築は、エネルギー資源の長期・安定的な確保と新しい

市場開拓により、海外市場を様々に変化させることを目的とする。もちろん、中央

アジア進出初期に政府レベルの長期戦略がなかったため、効率的なシナジー効果を

得ることができる民間または部署間の一貫性のある協力事業推進は十分ではなかっ

たが、韓国企業は特有の開拓精神を持ってウズベキスタンで最大の投資国となり、

カザフスタンでは資源部門では５位、建設分野では１位の投資国となった。 

 

韓国政府は 2000 年以降、企業の支援体系を増加させ、体系確立に努力してきた。

中央アジアに大使館などの公館拡大による外交インフラを拡充し、経済協力のため

KOTRA、輸出入銀行、その他部署を通じて情報を確保し、企業などに適時に提供す

るため努力している。 2006 年以降、国務調整室の主管で中央アジア進出環境の分

析・評価、四半期別中央アジア関連進出戦略の総合・調整、総合対策の推進事項を

検討する「中央アジア進出協議会」を設置・運営させている。知識経済部では「官

民共同エネルギー産業海外進出協議会」により、民間共同調査団の派遣や地域別

ロードマップの作成、プロジェクト情報分析や進出戦略を整備する。また、建設交

通部主管の「官民海外建設協力委員会」も運営中であり、公企業の高い信頼度と競

争力、民間企業の経験を結合して建設受注競争力を向上している。 

 

また、韓国企業の中央アジア市場認知度拡大のため、商談会や説明会の開催およ

び貿易投資研修団の派遣を支援し、現地貿易館を通じて現地進出企業のデータベー

スを構築し、輸出有望商品情報を収集し、提供する。知識経済部は「海外マーケ

ティング総合情報システム」と連携し、情報提供を通じて企業を支援している。中

小企業の進出促進のためには、「中小企業受注支援センター」を設置し、中央アジ

ア進出企業を支援する。中小企業の受注競争力向上のため、教育、訓練、入札、契

約商談などを実施し、中央アジア進出推進企業に市場開拓資金として年間 10 億

ウォン程度を支援している。 

 

その他にも進出企業活動の便宜のため、韓国政府の努力は続く。2005 年の韓国

大統領のウズベキスタン訪問時に、ウズベキスタン経済省と駐ウズベキスタン韓国

大使館は、進出韓国企業と現地政府の定例協議会創設に合意し、2005 年にウズベキ

スタンは現地政府の経済省内に韓国企業などの外国人投資企業専担窓口を開設した。

カザフスタンなどの駐在国政府内でも韓国企業をはじめとする外国投資家向け専担

窓口を開設する動きが本格化している。EDCF支援による韓国企業の海外投資や資源

開発では、拠点地域のインフラ構築分野の支援や中央アジアフォーラムを運営し、
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経済開発経験を分かち合い、政府、傘下機関、IT企業および相手国のIT関連専門家

で協議会を創設するなど、政策諮問や共同戦略開発支援の推進などは韓国企業の中

央アジア諸国での市場開拓に対して有利に作用している。 

 

＜表 13＞韓国政府部署別の中央アジア支援状況 

 

主管部署 内容 

国務調整室 ・中央アジア進出協議会の運営 

知識経済部 

・エネルギー産業海外進出協議会の活性化 

・海外進出企業支援センターの機能強化（KOTRA、輸出入銀行が

参加） 

・中央アジア現地での商談会や説明会の開催 

・統合マーケティング体系の構築 /現地貿易課の新設の推進

（KOTRA） 

建設交通部 
・海外建設協力委員会の活性化 

・市場進出支援および海外建設ファンドの運営 

企画財政部 ・輸出入銀行の金融支援拡大 

国土海洋部 ・中小企業受注支援センターの運営 

資料：筆者が作成 

 

５）今後の展望 

 

世界的な金融危機は韓国と中央アジア諸国の貿易投資規模を大きく減尐させる。

韓国は過去 18 年間ロシアのモラトリアム期間を除いて中央アジア諸国との交易を

拡大してきた。韓国の中央アジアとの交易は 2002 年以降急速に増加した。2008 年

には輸出が約 19 億ドル、輸入が約６億ドルを記録し、交易を始めた 92 年に比べ

130 倍の増加をみせた。特に韓国の対中央アジア交易の主要国であるウズベキスタ

ンへの輸出は大きく増加したが、それはロシアの景気回復によりGMウズベキスタン

（元ウズデウオート）の自動車部品輸入が大きく増えたからである。2000 年以降、

カザフスタンへの輸出も大きく増加したが、それは韓国の建設企業のカザフスタン

進出による装備や建築資材の輸入と電子製品や自動車の輸出の増加のためである。 

 

韓国は中央アジア諸国との貿易において黒字を記録し続けてきたが、エネルギー

分野を除いては中央アジア最大の投資国でもある。図 10 から分かるように、韓国
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の対中央アジア投資は 2000 年以前にはウズベキスタンに集中していたが、それは

大宇が主導する自動車投資プロジェクトのためである。2000 年以降、エネルギーお

よび不動産景気が活況を迎えているカザフスタンに対する韓国の投資が集中的に行

われている。韓国の対中央アジア投資は 2003 年までウズベキスタンに集中されて

いたが、それ以降エネルギーや不動産分野を中心に、カザフスタンやアゼルバイ

ジャンへの投資が急増している。韓国は 2006 年に、カザフスタンに対して前年に

比べて約 10 倍多い２億 5,000 万ドルを投資し、2004 年から 2006 年までの韓国の対

カザフスタン投資は中央アジア全体への投資の 92.4％に達している。2007 年７月

以降、カザフスタンがサブプライム危機に直面したにもかかわらず韓国はカザフス

タンに対する集中的な投資を行ってきた。国民銀行はカザフスタンの総資産基準６

位の銀行であるCentreCredit Bankを約５億ドルで買い取った。 

 

＜図 10＞韓国の対中央アジア諸国への投資動向 

（純投資基準、単位：1,000 ドル） 

 

資料：輸出入銀行 

 

2009 年の韓国と中央アジア諸国間の貿易規模は中央アジア諸国の需要減尐によ

り、大きく下落するとみられる。特にカザフスタンは貿易収支の悪化により、韓国

の電子や自動車などの消費財製品に対する需要が大きく減る。ウズベキスタンの場

合は自動車販売の不振により、自動車部品に対する輸入も大きく減尐する。交易の

不振は韓国の対中央アジア投資の減尐に繋がる可能性が高く、過去数年間の投資

ブームを引き起こしていた建設分野への投資は大きく減尐する。一方、石油化学や

発展など、プラントに関する分野への韓国の投資は金融危機以降、大きく拡大する

だろう。 
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Ⅲ．韓国企業の中央アジア進出事例の研究 

 

１）大宇インターナショナル 

 

大宇インターナショナルはウズベキスタンでテキスタイルビジネスを遂行してい

る。大宇インターナショナルが投資したウズベキスタンのテキスタイル法人は、大

宇インターナショナル本社に毎年 4,000 万ドルの売上と 300 万ドル規模の利益をも

たらしている。2004 年までに累積された本社寄与利益がこれまでに投資した資本金

1,500 万ドルを上回り、2008 年末までの累積寄与利益は約 3,000 万ドルに達してい

る。 

 

ウズベキスタンの大宇インターナショナルテキスタイル法人は韓国本社だけでな

く、ウズベキスタンの国益にも大きく寄与している。ウズベキスタンの場合、テキ

スタイル法人は約 5,600 名余りを雇用するフェルガナ最大の雇用企業であり、2008

年までの約４億ドル規模のテキスタイルを輸出し、ウズベキスタン政府から外貨獲

得に対する功労を評価された。大宇インターナショナルの現地経営の成功により、

ウズベキスタン政府はウズベキスタン北西部のウスチユルト地域のための陸上鉱区

に対し、持分を 100％保有する鉱区運営権を大宇インターナショナルに付与したが、

これはウズベキスタン資源開発の歴史上、ウズベキスタンが含まれない外国の私企

業に資源開発を付与した初めてのケースである。 

 

96 年当時、大宇はウズベキスタンのフェルガナ州にテキスタイル法人を設立した

が、当初からテキスタイル産業に投資する目的で進出したのではない。当時、大宇

はウズベキスタンにおいて自動車から移動通信、銀行にいたるまで運営を行ってい

たが、ウズベキスタンから韓国に輸出するものがなく、現地の豊富なウズベキスタ

ン原綿を加工して輸出すれば付加価値があると考えたのである。すなわち、大宇の

テキスタイル投資は一種のパッケージ形式で推進された事業である。 

 

ウズベキスタンは綿生産に有利な高温・乾燥した気候を持っており、既にソ連時

代から世界５大原綿生産国であった。独立以降、ウズベキスタンは綿生産国という

インフラを元に繊維産業を国家戦略産業として集中して育成している。ウズベキス

タン政府は輸出比重が高い繊維産業の育成に努力してきた。96 年１月 29 日に「軽

工業および地域産業育成政策」を発表して以来、４回に渡る繊維産業育成政策を推

進中である。ウズベキスタン政府は過去に綿を輸出する際、綿を加工して付加価値

を高めて輸出するという目的で紡績、染色、縫製加工関連産業を発展させようとし

た。 
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ウズベキスタン政府は過去に政府保証付借款の導入による補助金支給などを通じ、

繊維産業の育成を推進したことがあるが、経営能力の無さからほとんどの工場が稼

動中断しているのが実情である。それを受け、ウズベキスタン政府は繊維織物産業

の発展のため、外国企業の資本および技術を誘致しようと努力している。また、投

資総額が 2,000 万ドルを超える場合は追加インセンティブを提供している。ウズベ

キスタンは繊維産業の原料である綿とシルクの生産量が多く、人件費が安い上、電

力・ガスなどのユーティリティ費用が非常に安いため、テキスタイル産業が発展し

やすい。 

 

大宇インターナショナルは 2009 年末現在、ウズベキスタン東部に位置したフェ

ルガナ地方とブハラ地方にテキスタイル工場２ヶ所を運営しているが、これらの工

場は 96 年に 8,500 万ドルを投資し、工場を新設して紡績７万錘、織機 179 台を揃

え、98 年から本格的に稼動した。2006 年には甲乙紡績のフェルガナ工場を買い取

り、紡績 11 万錘、織機 132 台を稼動させている。また、2009 年 11 月には計 24 万

錘の紡績設備を備えた「大宇テキスタイルブハラ」工場を竣工し、本格的な生産に

突入した。2009 年 11 月まで大宇インターナショナルのウズベキスタンテキスタイ

ル法人の輸出実績は原糸４億 5,000 万ドル（20 万t）原綿 13 億 5,000 万ドル（90

万t）であり、計 18 億ドル（110 万t）に上る。現在、大宇テキスタイルは 100％ウ

ズベキスタン原綿を使用して原糸と織物を生産しており、生産製品の全量を海外に

輸出している。 

 

＜表 14＞大宇インターナショナルのウズベキスタンテキスタイル法人の経営状況 

（単位：1,000 ドル） 

 2007 年 2008 年 

輸出 23,000 33,000 

輸入 4,000 6,000 

三国間 93,000 121,000 

計 120,000 160,000 

資料：大宇インターナショナルの内部資料 

 

ウズベキスタンは複雑な規制と外国為替の統制により、製造業への投資は簡単で

はない。その状況下での大宇インターナショナルの成功はこれからウズベキスタン

に進出しようとする企業に示唆する点が多い。大宇インターナショナルのウズベキ

スタンテキスタイル法人の成功要因は次のようにまとめることができる。  



                                              

35/40 

Copyright©2010 JETRO. All rights reserved. 

一つ目は、テキスタイルに最適な立地である生産現場と大規模労働力が備わった

地に工場を建てたことである。フェルガナとブハラは世界的な綿の生産団地であり、

月給が 100 ドル以下の安くて良質の労働力を確保できる場所である。 

二つ目は、大宇インターナショナルは 100％単独投資であるため、経営権に対す

る干渉の排除および迅速な問題解決能力の保有が可能なことである。一般に海外投

資を行う場合、カントリーリスクを軽減するため、現地企業や政府と合作投資

（Joint Venture）を推進するが、合作投資を進めた場合には事業運営過程で経営

干渉により迅速な意思決定の困難な場合や、所有権紛争が起きる場合があり得る。

大宇インターナショナルは 90 年代初めからウズベキスタン現地の確固たる基盤を

元にカントリーリスクを解決できるノウハウを蓄積し、100％単独投資を進めたこ

とが投資の成功要因と言える。 

三つ目は、大宇インターナショナルのウズベキスタンテキスタイル法人は現地政

府との信頼関係を構築し政策的支援（繊維現代化プロジェクト）を受けた。ウズベ

キスタン政府は単純な原綿の輸出を控え、関連分野の多様化および産業高度化政策

を国の政策課題として推進しているが、テキスタイル産業はウズベキスタン政府の

政策に符合する輸出志向産業として指定を受け、恩恵を受けるようになったのであ

る６）。 

最後に、大宇インターナショナルは既にグローバル経営マーケティングにより工

場運営ノウハウを保有しており、当社の海外ネットワークを通じた営業力を保有し

ている。ウズベキスタンで生産された製品は中国、東南アジアおよび西南アジア市

場で 100％販売されるが、それは大宇インターナショナルの強力な営業力による結

果である。 

 

２）東一ハイビル 

 

韓国の中堅住宅建設企業である東一ハイビルは 2008 年にカザフスタンの新行政

首都であるアスタナの経済特区の中心地に「ハイビルアスタナ」という韓国型ア

パートを建設し、カザフスタンの建設市場に殴り込みをかけた。「ハイビルアスタ

ナ」は東一ハイビルが 2004 年から建設し始めた 2,313 世帯の共同住宅である。住

居専用アパートの他に、30 階建ての業務用ビルが１棟含まれており、今後は幼稚園

などの教育施設と企業のオフィスに使用される予定で、アスタナのランドマークと

なると予想される。 

 

                                           

６） ウズベキスタン政府は国家戦略産業である繊維産業のため輸入される装備や技術に対して支払われて

いた税金や関税を完全に撤廃し、海外投資を誘致した自国内の繊維関連企業に生地を 15％割引された

価格で購入できるようにした。  
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＜表 15＞東一ハイビルのアスタナプロジェクト 

 

区分 内容 

プロジェクト 
Жилой комплекс "Highvill Town"   

в г. Астана 

位置 マギストラル街 13 番地、アスタナ、カザフスタン 

地域地区 都市計画区域 

付帯土地の面積 16.5922ha（学校付帯土地を含む） 

延べ面積 791,968.89 ㎡ 

建築規模 16 階～30 階（非住居部分を除く） 

構造 鉄筋コンクリートラーメン構造 

用途 
共同住宅、付帯福利施設、商業施設（商店および業務施

設）、オフィス 

世帯数 2,313 世帯、駐車台数：4,191 台 

資料：東一ハイビルの資料 

 

東一ハイビルのアパートは単純な骨組みを完成して供給していたヨーロッパ方式

（Shell & Core）とは異なり、韓国のアパートのように内部インテリアを含む先端

システムなどが備えられており、キッチンやトイレに韓国のオンドルが施工されて

いる。また、ホームオートメーション、防犯施設、健康関連施設などの韓国の先進

IT技術を導入し、現地の人々の好評を博した。ハイビルアスタナは韓国では一般化

された団地内のフィットネスクラブ、幼稚園、ゴルフ練習場などの入居者専用の生

活便宜施設を備えているが、このようにインテリアとコミュニティ施設が備わって

いるアパートはこれまでカザフスタンにはなかった。 

 

2004 年に東一ハイビルは韓国の建設企業としては初めて、一般建築や土木分野で

ない住居用アパートの建築に着手したが、当時この建設工事には大きなリスクが

あった。建設資材や専門的で熟練された人材の不足していた上、物流インフラも非

常に不足していたことが一番の問題であった。さらに、カザフスタンのアパート分

譲市場に対する法規も整備されていなかったため、韓国型のアパートを提供するに

は現地法律との衝突が避けられなかった。このような状況下で東一ハイビルは最高

の品質のため、一部の基礎的な材料を除き、その他の建設資材は韓国から輸入した。

また、専門人材が不足している問題を解決するため、韓国から技術者を招へいして

きたが、多い時にはその数が 400 名にも上った。 
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＜表 16＞東一ハイビルが直面したリスクと対処方案 

 

区分 リスク 対処方案 

工事 

－ 工 事 基 準 の 差 （ ヨ ー ロ ッ パ

式） 

－完成型アパートのメリットを

強調 

－天気の影響 －季節別工程の調整 

資材 

－資材購入の困難 －基本的なものを除いては輸入

で解決 

－資材通関の手続き －専門通関業者を利用 

－盗難 －ボックス式工程 

人材 
－専門技術者の尐なさ －韓国の専門技術者を招へい 

－文化の差 －現地文化の積極的な理解 

分譲 

－認知度や信頼度の低さ －広報の継続 

－分譲締切の時期の問題 －広報の継続の費用対効果の詳

細な検討 

－高い分譲価格 －初期費用を最小化する戦略を

整備 

その他 
－高い現地の生活費用 －現地化が必要 

－腐敗 －できる限り原則にしたがう 

資料：筆者が作成 

 

東一ハイビルがアスタナプロジェクトを推進している最中は高い分譲価格が問題

となっていた。カザフスタン現地式のアパートが１坪当たり約 1,000～2,800 ドル

であるのに対し、東一ハイビルのアパートは１坪当たり約 2,500～3,000 ドルで２

倍近く高かった。もちろん、現地アパートが建物のみの分譲という点を考慮すると、

東一ハイビルの価格は実際には比較的安いという可能性もあるが、高い分譲価格に

よってアパートが完工されるまでに分譲が終わらないという事態となった。さらに

現地の高い金融費用と複雑なローン手続きにより、東一ハイビルはプロジェクト期

間の間、韓国から資金を借り入れるほかなかった。 

 

東一ハイビルのプロジェクト推進過程における開発事業の側面における問題点も

多い。特に、認可・許可の障壁が非常に高く、契約が体系だったものおよび標準的

なものになっていないことにより、締結に至るまでの期間が長期化するなど、多く

の問題点を抱えている。また、韓国は高麗人の通訳を雇用したにもかかわらず、意

思疎通の面で大変苦労している。これはロシア語だけでなく、カザフスタン語も使
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わなければならないからである。専門分野ではない通訳による業務効率性は常に問

題となっていた。 

 

施工面の問題点としては、何よりも現地の技術力が非常に低く、韓国人のマネー

ジャーが３～４倍必要であるという点が挙げられる。特に、技術基準や法規が韓国

とかなり異なっており、工程管理が非常に難しく、前後工程管理という概念がない

ため、工程遅延が常に問題となっている。また、現地の外注管理企業の質も非常に

低く、細部事項まで指示しなければならないほど、工程管理の作業が非効率である。 

 

今後、韓国の建設企業がカザフスタンで成功するためには、リスクが高い開発事

業よりは政府発注の建設プロジェクトに参加した方が良いと考えられる。カザフス

タン中央政府および地方自治体が推進中の、勤労者のための政府発注の住宅建設が

活性化しているが、政府は住宅建設資金 6,656 万ドルを南カザフスタンのチムケン

ト（全体の額の 39.3％）、トルケスタン（18.1％）などの開発が遅れている地域に

投資する予定である。また、アスタナ新行政首都建設の後続措置として文化空間や

体育施設などの都市インフラ造成事業や石油化学産業、電力産業、基幹道路網の構

築などのインフラ分野への進出も強化しなければならない。 

 

３）LG電子 

 

CIS地域でサムスン電子のブランドパワーは日本だけでなく、欧州や韓国のLG電

子を凌駕している。サムスン電子は相次ぐ先端技術の人気製品の出荷と CIS全域を

カバーするTV放送において広告による宣伝を行った結果、携帯を含む家電メーカー

としては 2000 年以降不動の１位を維持している。しかし、カザフスタンでのサム

スン電子はLG電子とその評価面で大差なく、LG電子より若干良いとされている。そ

れはLG電子のアルマトイ工場があるからである。 

 

LG電子はナザルバエフカザフスタン大統領が 95 年に韓国を公式に訪問したのち、

アルマトイに電子製品組立工場の設立を決定した。その後、97 年 10 月に約 1,300

万ドルを投資し（累積投資額は１億 6,000 万ドル）、LG電子カザフスタン法人を設

立した。アルマトイ市の中心街から尐し離れた所にある約４万平米の掘削機工場を

買い取り、電子製品組立工場に変えた。98 年２月からLG電子はテレビジョン、洗濯

機、オーディオ製品などの生産を開始した。現在は年間 50 万台のTVと 10 万台の洗

濯機などを生産し、カザフスタンの内需はもちろん、ロシアと近隣の中央アジア地

域に輸出している。 
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過去 10 年間のカザフスタン現地生産体系の構築により、LG電子は家電メーカーと

してはカザフスタン内で最も有名なブランドになった。LG電子は迅速に現地の需要

に対応し、積極的なマーケティングや現地サービス体制の構築を行い、カザフスタ

ンで愛される企業となっている。製造業がほとんど行われていないカザフスタンに

おけるLG電子の生産工場の設立は製造業発展に大きく寄与していると認識されてお

り、LG電子の家電製品に対する認知度は非常に高い。特に、LG電子はアフタサービ

スセンターシステムが発達しており、一般の消費者にかなり良いイメージを与えて

いる。現地生産とLG電子というブランドの認知度により、テレビ市場ではLG電子が

最も優位に立っている。LG電子はカザフスタン内の生産工場を通じて物流の弱点 

LG電子は 2001 年以降カザフスタンで４年連続最高の家電メーカーに選ばれたが、

電気電子製品の 16 分野のうち、家庭用エアコン、テレビ、両ドア型冷蔵庫など、

計 14 分野を席巻した。特に、家庭用エアコン、テレビ、オーディオ、VCR、洗濯機、

電子レンジ、掃除機の７製品は４年連続で「今年の製品」に選ばれた。両ドア型冷

蔵庫、カラオケ、液晶表示装置（LCD）モニター、LCD テレビの４製品は３年連続

で選ばれた。その他にも欧州通話方式（GSM）携帯と顧客サービス部門で最高の賞

を受賞した。LG電子はカザフスタンで 2004 年に約１億 9,000 万ドルを売り上げ、

2005 年にはそれより 26％増加した２億 4,000 万ドルの売り上げを達成した。 

 

＜図 11＞LG電子カザフスタン法人の実績推移 

 

資料：LG電子カザフスタン法人 

注：①IMF危機、②金融市場の収縮 

 

過去 10 年間におけるLG電子のカザフスタン現地経営はCISのビジネス特性上、取

引の主要人材との人間的結びつきによる協力関係が重要であることを示している。

現地の正規のビジネス代理店やパートナーとの持続的な友好関係なくしてはカント

工場Set-up カザフスタン内需市場の基盤

確保  

中央アジアでの売上拡張期  Recession 

①   

売上（左軸）  

100 万ドル  

利益（右軸） 

100 万ドル  

  

②   
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リーリスクの高いカザフスタンでの経営は不可能である。特に、約 300 名余りに上

る現地雇用人を教育させ、離職を最小化しながら労働生産性を上げるためには、さ

まざまなインセンティブや勤労倫理を構築しなければならない７）。 LG電子はカン

トリーリスクの高いカザフスタンの現実を考慮し、現地通関、税法、競争者、代替

提案の脅威など多岐にわたるフィージビリティー・スタディーに基づいた、収益中

心の投資原則を固守している。 

 

以上 

 

                                           

７） 勤労者の無断離脱と勤労倫理を強化するため、 LG電子はできる限り高麗人とカザフスタン人を雇用し

ないとされている  


