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情報技術における協力の展望について

ゲッツ・エフゲニー・アレクサンドロヴィチ

サハリン州デジタル・技術
発展省副大臣
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2021年11月25日
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サハリン州と自立非営利組織「TT」との協力について

2021年9月2日
に東方経済
フォーラム

において

締結された

合意書の対象

ロシア技術の下で開発された通信機器の敷地選定・試験実施

サハリン州教育機関におけるマイクロエレクトロニクス・ラジオ＝エレクトロニクス
産業分野での教育プログラムの編成・実施

「エコーポリス」事業を含めて、サハリン州の地方プロジェクトにおいてロシア製通
信機器を利用

無線電子機器の開発者・製造者に向けて、情報共有・相談実施、サハリン州の投資的
魅力を高めるための措置開発

サハリン州政府と無線電子工業事業者との官民パートナーシップの概念・モデル事業
の開発
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自立非営利組織「TT」のエコーシステム

自立非営利組織「TT」のエコーシステムの参加者は
毎年5200億ルーブル以上の収入を得ています

10名 電子コンポネントのベースの開発者

23名 通信機器の開発者

4名 通信機器と電子コンポネントのベースの開発者

17箇所 高等教育機関

16名 通信機器・ソフトウェア開発者

参加企業：
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㈱研究生産センター「エルビス」(NPC”Elvis”)について

㈱研究生産センター「エルビス」はマイクロサーキット及びマイクロサーキットをベースとした機
器の開発におけるロシアのリーダー企業であります。

同社は人工知能、コンピュータービジョン、レーダー信号処理、プロセッサアーキテクチャ、アナ
ログ・デジタル・無線周波数集積回路、統合セキュリティシステムの分野における知識の中心地で
あります。

1990
年

創立年

600
名以
上

従業員数

600
名以
上

商品ユーザー人数

70%

技術専門家

6名

博士

26名

博士候補

㈱研究生産センター「エルビス」はIT企業のトップランキングに入っています：

• ランキング「CNews100：ロシア最大IT企業2018」
• ランキング「TAdviser100：ロシア最大IT企業2019」
• ランキング：「テフ・ウスぺーフ」トップ企業
• ランキング：「テフ・ウスぺーフ」トップイノベーション企業
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㈱研究生産センター「エルビス」 HP: www.elvees.ru

㈱研究生産センター「エルビス」の商品

コンピュータービジョン
・人工知能

宇宙・航空 無線通信・電気通信

セキュリティーシステ
ム

マルチシステム統合ソ
リューション

集積マイクロ回路

600以上のユーザー

レーダーシステムアクセスコントロール
システム

シチュエーションセ
ンター

BULAT社の会社情報

BULAT社はロシア企業であり、経済の主要部門において通信・IT・モノの
インターネットのソリューションを開発・導入を行っています。BULAT社
のチームにはハードウェア・ソフトウェア分野の優秀者が務めていま
す。BULAT社はサービスプロバイダー、データセンターネットワーク、企
業のITインフラようの複合ソリューションを提供しています。

製造会社パートナー9社

研究開発スタッフ50名

ソフトウェア開発者5名

特許権のあるハードウェア
ユニット

29

特許権のあるソフト
ウェアソリューショ
ン

＄1300万

収益額

BULAT社の概要

0.02
14

61 60

81

125

2015 2016 2017 2018 2019 2020

主なお客様

ロシア連邦
金庫

ロシア連邦
経済発展
省
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緊密な連携・現実的な協力関係を築くことを望みます

ITインフラ モノのインター
ネット

通信機器

仮想顧客宅内機器 (vCPE)

マルチサービスルータ サーバー スマートシティソ
リューション

データセンタースイッチ データストレージシステム スマートビルディングソ
リューション

産業用IoT

+7 (495) 870-30-
44

www.opk-
bulat.ru

makseev@opk-
bulat.ru

商品

仮想顧客宅内機器 (vCPE)

マルチサービスルータ

データセンタースイッチ

アクセス/アグリゲーションス
イッチ

ソリュー
ション

信頼性が倍増
•少なくとも1つのチャネルがアクティブである限り、接続は機
能します。

•新しいチャネルを再開・有効にすると、結果のスループット
が自動的に増加します。

AVOTEL SUMMA －複数のデータ送信チャネルを同時に使用することにより、データ送信の速度
と信頼性を高めます。他のソリューションが経済的に実現不可能・機能しない場合、通信を
提供できます。

ゼレノグラード市で製造

アボテール社（ゼレノグラード市）

スピードを倍増
•いくつかのデータ伝送チャネルのスループットを合わせ
ます。

•有線、無線、光チャネルを効果的に合わせます。
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RDP - research & development partners

100% subsidiary of Rostelecom

EcoSGE Service Gateway Engine - multifunctional service platform

CG-NAT

BRAS

DPI/ QoE – Deep Packet Inspection up to 400Gbps per 1RU

WiFiGate - wireless network access manager (WNAM)
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EcoSwitch Network Packet Broker

EcoBalancer - distributes the load between multiple EcoSGE devices, 
providing the capability to process traffic at terabit speeds.

EcoDDS - Complex solution for datacenters for DDoS detection and 
mitigation

EcoTap provides pre-filtering, modification, distribution and 
transmission of traffic at terabit speeds.
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2021

ATB ELECTRONICS

ENGINEERING AND MANUFACRURING
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COMPANY INFORMATION

ATB Electronics was founded in 2005.

We manufacture electronics for various industries, 
offering comprehensive solutions that include all steps of 
electronic module engineering.

Today, ATB Electronics means:

• Own production facilities (Moscow)

• Functional and laboratory testing

• Electronics design and engineering

• Cooperation with big foreign companies (Huawei, MINew)

• Modern equipment

• Minimal term of production

• Control and Quality management at each production step
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MINI PC ATB- ATOM HAS BEEN REGISTERED AS A LEGAL IMPORT-SUBSTITUTING PRODUCTS IN THE RUSSIAN 
FEDERATION AND STRONGLY RECOMMENDED FOR IMPLEMENTATION BY
THE RUSSIAN MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE

APPLICATION:

- MANUFACTURING INDUSTRY (COMPUTERIZED PROCESS CONTROL SYSTEM);

- LOGISTIC HUBS;
- TELECOMMUNICATIONS;
- BANKING;
- INFORMATIONAL SECURITY SYSTEMS;
- AS A CENTRAL COMMUNICATION HUB.

1414

ATB Electronics offers end-to-end engineering
of electronic modules and devices for demanding environments

ELECTRONICS ENGINEERING

Engineering:

• Electronic circuit boards
• Printed circuit board layout
• 3D-modelling
• Documentation according to the Unified

System for Design Documentation
• FPGA, DSP, MCU, CPU software
• Reliability and temperature range

calculation
• Customer project upgrade

Applications:

• Digital computation (CPU)
• Programmable logic (FPGA)
• Network systems (ETH, PCIE, IVDS)
• Analog-digital I/O (ADC-DAC)
• Digital signal processing (DSP)
• Interface adapters (MIL, RS, SPI, I2C)

Benefits:

• Modern design technologies
• Taking demanding operational conditions into account
• Experience in import substitution
• Expertise in modern hardware
• Taking production specifics into account
• Fast prototyping
• Short design-to-manufacturing cycle
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PARUS ELECTRO COMPANY REVIEW
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• Founded in 2011

• Annual revenue is 50mln$

• Competitive product lines of UPS, solar invertors and EV-chargers

• Own large staff of engineers and constructors

• Regional representative and service centers in the largest cities of 

Russia

• Full cycle support: installation, commissioning, warranty service and 

support

• Experience of localization of production abroad

Uninterruptible supply systems
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• UPSs from 1000 VA to 1560 kVA (parallel system up to 4 MVA)

• Rechargeable batteries 12V 5~250 Аh or 2V up to 3000Ah

• Power supply devices in the container

Modular UPS
Container solutions
for power supplyUPS for server
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EV-charger station
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1. AC charger up to 22/43kW

2. DC fast charger up to 180kW

3. Wide product range and customization

4. Modular design

5. Local production in Russia

Wallbox AC charger Powerful AC charger White label productFast DC charger


