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ロシアの一人当たり国民総生産（名目GDP） 
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国内総生産（GDP）ベストテン（2010年） 

単位：米ドル GDP（購買力平価） 
一人当たりGDP 
（購買力平価） 

米国 14兆6,600億 47,200 

中国 10兆900億 7,600 

日本 4兆3,100億 34,000 

インド 4兆600億 3,500 

ドイツ 2兆9,400億 35,700 

ロシア 2兆2,230億 15,900 

イギリス 2兆1,730億 34,800 

ブラジル 2兆1,720億  10,800 

フランス 2兆1,450億 33,100 

イタリア 1兆7,740億 30,500 
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2010年国民総生産（GDP）ベストテン 
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好調なロシア経済と 
活発化する日本企業のロシア進出 
 好調なロシア経済 

 トヨタ、日産、コマツ、資生堂、ユニクロなど日本企業の相
次ぐロシア進出 

 日本企業（商社、プラントメーカー）による石油・天然ガス
などの地下資源開発の大規模プロジェクトの進展 

 英語だけでは進まない対露ビジネス 

 

高まるロシア情勢に通じた 

ロシア語のできる人材のニーズ 
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ロシア現代経済情勢の紹介 
日本貿易振興機構（JETRO）のビデオから 
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ロシア文字と発音 

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй 

a b v g d je jo з z i j 

Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 

k l m n o p r s t u f 

Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя 

x ts  tʃ’ ʃ ʃ’ ʃ’ 注1 ɨ  注2 e ju ja 

注1 分離記号（子音とそのあとにくる母音とを分離して発音することを示す） 
注2 軟音記号（その前の子音が軟音であることを示す） 
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ロシア語の特徴-1 

英仏独語などと同じインド・ヨーロッパ語族に属する言語で
あるため、英仏独語などと類似の語彙が多い。 

 

ブラート ジュルナール カンツェールト ラーンパ ムーズィカ 

брат журна́л конце́рт ла́мпа му́зыка 
brother journal concert lamp music 

      
シストラー スポールト スターンツィア ツェーントル ショコラート 

сестра ́ спорт ста́нция центр шокола́д 
sister sport station center chocolate 
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ロシア語の特徴-2 

英語とは異なり、仏独語などと同様に、名詞に、男性、中
性、女性の区別がある。 

 

名詞の性は外形で決まる 
男性名詞：子音で終わる名詞 

中性名詞：主格のとき о または е でおわる名詞 

女性名詞：主格のとき а または я でおわる名詞 

 

＊主格：名詞などが主語になるときのかたち。辞書の見
出し語は主格。 
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ロシア語の特徴-2（つづき） 

形容詞などの修飾語や動詞過去形も性の影響を受ける 
 
    インチェリェースヌィ       ジュルナール 

形容詞+男性名詞  интере́сный   журна́л 面白い雑誌 

 
    インチェリェースノイ      クニーガ 

形容詞+女性名詞  интере́сная   кни́га  面白い本 

 
    ジュルナール     リジャール 

男性名詞+動詞過去形 Журна́л   лежа́л. 雑誌が置いてあった。 

 
    クニーガ   リジャーラ 

女性名詞+動詞過去形 Кни́га   лежа ́ла. 本が置いてあった。 
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ロシア語の特徴-3 
 

英語と異なり、語順が比較的自由である。 
格変化があるので、単語が、文のどの位置にあっても、 
主語であることや、動詞の目的語であることが明確なため。 

 
 ラーンパ       スタイット     ナ     スタレー 
 

Ла́мпа  стои ́т  на  столе́. 
 
 
 ナ     スタレー      スタイット      ラーンパ 
 

На  столе́  стои ́т  ла ́мпа. 
 
電気スタンドが机の上に立っている。 
 
 
前置詞の後に置かれた名詞の格変化 
 
 ストール          ナ   スタレー 

стол    >   на столе́ 
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ロシア語の特徴-4 
ру ́чка         
 
каранда ́ш      
 
疑問詞のつかない疑問文は、平叙文とイントネーションが違うだけ。 
 
エタ     ルーチカ 
 

Э́то  ру́чка. これはペンです。 
 
 
エタ      ルーチカ? （「ルー」の部分を強く高く言う） 
 

Э́то  ру́чка? これはペンですか？ 

 
 
ダー     エタ    ルーチカ 
 

Да,  э́то  ру́чка. はい、これはペンです。 

 
 
ニェット   エタ  ニェ   ルーチカ   ア   カランダーシュ 
 

Нет, э́то не ру́чка, а  каранда ́ш. 
 
いいえ、これはペンではなく、鉛筆です。 
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ロシア語の特徴-5 

主格 生格 与格 対格 造格 前置格 

男
性 

単 журна ́л| -а -у ｰ -ом -е 

複 журна ́л|ы -ов -ам -ы -ами -ах 

中
性 

単 сло ́в|о -а -у -о -ом -е 

複 слов|а ́ ｰ -ам -а -ами -ах 

女
性 

単 ка ́рт|а -ы -е -у -ой -е 

複 ка ́рт|ы ｰ -ам -ы -ами -ах 
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ロシア語の練習-1 
 ドーブライ    ウートラ  ドーブルイ   ジェンニ  

До́брое у́тро! До́брый день! 
おはよう。（午前中）               こんにちは。（午後から日没まで）

   
  

 ドーブルイ       ヴェーチェル      ズ(ドゥ)ラースト(ヴ)ィチェ  

До́брый ве ́чер! Здра́вствуйте!   

こんばんは。（日没から未明まで） こんにちは。（いつでも）  

 
 ダ  スヴィダーニヤ  パカー 

До свида́ния! Пока́! 
さようなら。 じゃまたね。（親しい間柄で） 
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ロシア語の練習-2 

 カク ヴァース ザブート 

 Как вас зову ́т?  

 あなたは何という名前ですか？ 

 

 メニャ   ザヴート 

 Меня́ зову ́т ～（名前）. 

 私は～と言います。 
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ロシア語の練習-3 
カク     ジェラー？  

Как дела ́?  
調子はどう？    
 

プレクラースナ ハラショー   

Прекра́сно. Хорошо ́. 
最高さ。 いいよ。 
 
ニチヴォー ナルマーリナ   

Ничего ́. Норма ́льно. 
大丈夫（変わったことはない）。 普通（まあまあ）。 
 
プローハ 

Пло ́ха. 
悪い。 
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ロシア語の練習-4 
スカジーチェ      パジャールスタ        シュト  エタ？ 

Скажи́те, пожа ́луйста, что э́то? 
すみません、これは何か、教えてください。 

 
エタ   マトリョーシュカ        エタ   チェブラーシカ   

Э ́то матрёшка. / Э́то Чебура ́шка. 
これはマトリョーシカです。 / これはチェブラーシカです。 

 
スパシーバ  

Спаси́бо. 
ありがとう。 
 
パジャールスタ 

Пожа ́луйста. 
どういたしまして。 
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ロシア語の練習-5 
 スカジーチェ    パジャールスタ       カク   パルースキ 

Скажи ́те, пожа́луйста, как по-ру́сски Good-bye? 
すみません、ロシア語でＧｏｏｄ-ｂｙｅ は何と言うか、教えてください。 
 

 ダ  スヴィダーニヤ 

До свида ́ния. 
     
スパシーバ 

Спаси ́бо. 
ありがとう。 
 
ニェ  ザ シュト 

Не ́ за что. 

どういたしまして。     
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