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第５回日露投資フォーラム実施概要 
 

 

◆日 時： 2012年６月６日（水）～７日（木） 

◆開催地： ロシア連邦タタルスタン共和国カザン市 

◆会 場： コールストン・ホテル＆モール カザン 

◆主 催： 経済産業省、ロシア経済発展貿易省、日露貿易投資促進機構、タタルスタン共和国 

◆後 援： 外務省、在ロシア日本国大使館、ロシアNIS貿易会（ROTOBO）、日本貿易振興機構（JETRO）、 

 日本経済団体連合会日本ロシア経済委員会、在日ロシア通商代表部、ロシア産業家企業家同盟、

対日経済関係発展国家委員会、ロシア商工会議所 

 

日付 時間 プログラム 

６月６日

（水） 

08:00-09:00 レジストレーション(於:日本側事務局室「レールモントフ」） 

09:00-09:45 

 

 

 

 

 

【全体会合】（同時通訳）（会場「ボール・ルーム１」） 

◆開会挨拶 

ミンニハノフ タタルスタン共和国大統領 

◆基調講演 

枝野 幸男 経済産業大臣 

サヴェリエフ 経済発展省次官 

09:45-10:15 
【全体会合／文書署名式】  

 （枝野大臣、ミンニハノフ大統領、サヴェリエフ次官出席/ 同時通訳） 

10:15-12:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【全体会合／パネルディスカッション】 （同時通訳） 

◆主要テーマ 

・東日本大震災後の日本の経済復興と大統領選後のロシア近代化政策の展望 

・日ロ間の貿易・投資の現状と課題、今後の日ロ経済協力のあるべき姿 

・ロシアのWTO加盟とAPECを通じた日ロ経済協力の可能性 

 

◆モデレーター： エゴロフ、セルゲイ 在日ロシア通商代表部主席代表 

◆参加者、発言順： 

ブダルギン、オレグ OAO「連邦送電会社統一エネルギーシステム」 社長 

西岡喬 ロシアNIS貿易会 会長／三菱重工業㈱ 相談役／三菱自動車㈱ 代表

取締役会長 

ヴァシリエフ、セルゲイ ロシア連邦商工会議所対外経済協力局 局長 

岡素之 経団連日本ロシア経済委員会 委員長／住友商事㈱ 代表取締役会長 

コスチン、オレグ OAO「経済特区」 社長 

木川理二郎 日立建機㈱ 取締役（次期会長） 

モロゾフ、セルゲイ ウリヤノフスク州 知事 

野地彦旬 横浜ゴム㈱ 代表取締役社長 

北村秀夫 ㈱東芝 取締役／代表執行役副社長 

12:30-13:30 昼食（会場「ボール・ルーム２」） 
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13:30-15:30 

【セクター別分科会 １】（以下の分科会を並行的に実施）（逐語通訳） 

(1)分科会「自動車産業と部品生産の現地化」（会場「プーシキン・ホール」２）：  

 

◆モデレーター： 

ジジャエフ、アレクセイ ロシア連邦産業商業省自動車・農機局副局長 

梅津哲也 （独）日本貿易振興機構 海外調査部 主査（ロシア・CIS担当） 

 

◆キーノートスピーチ： 

梅津哲也 （独）日本貿易振興機構 海外調査部 主査（ロシア・CIS担当） 

「ロシアの自動車市場の概況：現状と展望」 

 

◆報告： 

ガン、ロマン ZAO「インテルコスⅣ」 社長 

「ロシアの自動車部品生産合弁企業の設立」 

ミハイロフ、ドミトリー 日産ロシア製造会社 社長 

「ロシアにおける日産の事業展開」 

リャビコフ、イーゴリ ウリヤノフスク州発展会社 副社長 

「ウリヤノフスク州における自動車クラスターの発展」 

服部正典 トヨタ紡織ロシア 社長 

「ロシア進出事例」 

セクレタレフ、ドミトリー ヤロスラヴリ州産業政策局 局長 

「合弁企業の可能性に基づくヤロスラヴリ州自動車部品クラスターの発展」 

三代元之 大同メタルロシア 副社長 

「大同メタル工業の事業とロシアへの進出経緯」 

 

(2)分科会「インフラ及び都市整備」（会場「プーシキン・ホール１」）： 

 

◆モデレーター／キーノートスピーチ： 

ノソフ、イーゴリ モスクワ市科学・産業政策・企業局副局長 

「報告テーマ検討中」  

五嶋賢二 経済産業省 大臣官房審議官国際地域政策担当（通商政策局）兼貿易

経済協力局海外戦略担当 

「日本のインフラ・システム輸出政策～社会・経済インフラのトータルソリューショ

ンプロバイダー～」 

 

◆報告： 

チーホノフ、アレクセイ OAO「ロシア鉄道」 投資建設部長 

「2014年ソチオリンピック開催に向けた鉄道インフラの整備と港湾への鉄道アク

セスの改善：10年で最優先課題の1つ」 

大橋巌 ㈱野村総合研究所 モスクワ支店 ロシア代表 

「ロシアの都市インフラ近代化における日露間の事業・投資協力の可能性」 

リュクマノフ、アリベルト 2013年第27回世界夏季ユニバーシアードカザン市実行委

員会 公式代表 

「カザン市における第27回世界夏季ユニバーシアード開催について」 

河野通長 ㈱日立製作所 社会イノベーション・プロジェクト本部 ソリューション推進

本部 主管技師長 

「外国直接投資促進のための日立のスマート・インフラ」 
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寺内方志 三菱重工業㈱ エンジニアリング本部 電力総括部電力計画部  GTCC

基本計画グループ グループ長 

「三菱ガスタービン及びGTCC発電プラント技術によるロシア電力インフラの強化」 

 

(3)分科会「医療及び製薬産業」（会場「ドストエフスキー・ホール」）： 

 

◆モデレータ―／キーノートスピーチ： 

クレスチンスキー、ユーリー 保健発展研究所 所長 

「ロシアにおける医療改革及び製薬・医療関係産業発展戦略」 

藤本康二 経済産業省 商務情報政策局 ヘルスケア産業課 課長 

「日本の医療サービスの国際化への取り組み」 

 

◆報告： 

ミナエフ、ニキータ OOO「ゲロファーム」ビジネス発展部 部長 

「ロシア製薬会社から見るR&Dの展望」 

久保田亨 社会医療法人北斗 事務部長 

「ウラジオストクにおける画像診断プロジェクトについて」 

チュパ、フセヴォロド CMS Management Consulting 上級法律家 

「バイオ・製薬クラスター活動の法的側面：ロシアの製薬現地生産の法的長所」 

舟橋毅 富士フイルム㈱ メディカルシステム事業部 ITソリューション部 担当部長 

「ITを活用した地域医療連携」 

シロフ、アレクセイ OAO「ファルマシンテズ」理事会議長顧問 

「ロシアの製薬部門における投資の可能性」 

倉橋修 味の素㈱ 常務執行役員／バイオ・ファイン事業本部 副事業本部長／バ

イオ・ファイン研究所長 

「味の素株式会社のロシアにおける研究開発」 

 

(4)分科会「日ロ間の地域レベルでの経済協力」（会場「トルストイ・ホール」）： 

 

◆モデレータ―／キーノートスピーチ：日ロ地域間協力の戦略と展望 

ヴァシリエフ、セルゲイ ロシア連邦商工会議所対外経済協力局 局長 

「日露の地域協力の戦略と展望」 

浜野道博 ニジニー・ノヴゴロド日本センター 所長 

「地域間経済協力のいくつかの実践的課題」 

 

◆報告： 

クィズラソフ、アルテミー 経済特区「チタンの谷」 社長 

「経済特区『チタンの谷』」 

藤田昌央 コマツ 執行役員／CIS総代表／コマツCIS会長 

「日本企業の地域投資と社会貢献～コマツのケース～」 

クズネツォフ、アレクセイ En + Group 理事 

「シベリアにおけるEn + Groupの発展プロジェクトとアジアのパートナーとの戦略

的協力の展望」 

古川仁康 三井物産㈱ コンシューマーサービス事業本部 生活資材事業部 部長 

「TMバイカルにおける日露協業事業」 

スメカリン、アレクサンドル ウリヤノフスク州 戦略発展・イノベーション大臣 

「ウリヤノフスク州における日本ビジネスの経験と発展展望」 

笹原晶博 北海道銀行 副頭取 
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「北海道銀行のロシア極東とのビジネス協力」 

 

15:30-16：00 コーヒーブレイク 

16:00-18:00 

【セクター別分科会 ２】（以下の分科会を並行的に実施）（逐語通訳） 

(5)分科会「省エネ・エネルギー効率」（会場「プーシキン・ホール２」）： 

 

◆モデレータ―／キーノートスピーチ： 

スヴィストゥノフ、パーヴェル ロシア連邦エネルギー省火力発電所エネルギー効

率・近代化局 局長 

 「エネルギー効率分野におけるロシア連邦の国家政策の発展」 

佐々木宏一 （財）日本エネルギー経済研究所 地球環境ユニット 省エネルギーグ

ループ マネージャー 

「日本の省エネルギー政策」 

 

◆報告： 

セギゾヴァ、ナイリ ロシアエネルギー庁戦略連携局 局長 

「国際協力におけるロシアエネルギー庁の新たなイニシアチヴ」 

横田岳志 ㈱東芝 執行役常務／社会インフラシステム社 電力流通システム事業

部 事業部長 

「ロシア社会インフラ成長へのソリューション」 

衣斐正宏 川崎重工業㈱ 執行役員／ガスタービン・機械カンパニー バイスプレジ

デント 

「極東コジェネプロジェクト」 

新井俊一 三菱重工業環境・化学エンジニアリング㈱ グローバルマーケティング室 

参事 

「最新の都市ごみ処理システム：三菱・ガス化溶融炉システム」 

 

(6)分科会「農業と食品産業」（会場「プーシキン・ホール１」）： 

 

◆モデレータ―／キーノートスピーチ： 

スクリーヒン、パーヴェル グループ会社「シベリア農業ホールディング」取締役会長 

「2020年までのロシア連邦穀物生産の展望」  

宮川学 在ロシア日本国大使館 公使 

「食料安全保障をめぐる日露協力の現状と課題」 

 

◆報告： 

神田橋毅匡 エスペック㈱ 植物工場事業部 部長 

「エスペック植物工場の紹介」 

シェスタコフ、アレクセイ チェリャビンスク国際貿易センター 副所長 

「日本の植物工場のロシアでの適用」 

生田章一 丸紅㈱ 執行役員 CIS支配人 

豊川佑  丸紅㈱ 穀物部 穀物グローバル課 

「アジア地域への穀物輸出の展望」 

三谷秀宣 ㈱日ソ貿易 モスクワ事務所 所長 

「ロシアとの貿易・友好一筋40年！日ソ貿易のロシアビジネスの歴史」 
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(7)分科会「化学・石油ガス化学」（会場「トルストイ・ホール」）： 

 

◆モデレータ― 

エゴロフ、セルゲイ 在日ロシア通商代表部主席代表 

津田隆好 経済産業省 通商政策局 ロシア・中央アジア・コーカサス室 室長 

 

◆キーノートスピーチ： 

津田隆好 経済産業省 通商政策局 ロシア・中央アジア・コーカサス室 室長 

「日本のエネルギー政策の概況と今後の方向性」 

 

◆報告： 

アファナシエフ、マラト OAO「TANEKO」 渉外部長 

「大型投資プロジェクト-ニジネカムスク市石油精製・石油化学工場の実現」 

久保田三郎 双日㈱ 海外業務部 アドバイザー 

「タタルスタンにおける肥料プラントの建設について」 

ギズザトゥリン（ギザウリン）、アイラト テクノポリス「ヒムグラド」執行役 

／OAO「Idea Capital」社長 

「工業団地設立例としての石油化学クラスターの発展」 

サヴェリエフ、ウラジミール 横河電機CIS㈱ 社長 

「ロシアにおける石油、石油化学プラントの近代化計画への協力の実績と見通し」 

清矢祐司 極東ロシアガス事業調査㈱ 業務部 業務部長 

「沿海地方におけるLNGプラント建設」 

 

(8)分科会「金融部門における協力」（会場「ドストエフスキー・ホール」） 

 

◆モデレータ―／キーノートスピーチ： 

カヴェエフ、アイラット アーンスト＆ヤング カザン支店長 

黒坂昭一 モスクワ日本センター 所長 

「日本の制度金融」 

 

◆報告： 

ヴェリコレトチャニン、オレグ OOO「投資金融会社『メトローポル』」 国際活動局 

局長 

 「ロシア金融セクターへの日本の投資誘致の経験」 

岩尾大史 ㈱国際協力銀行 モスクワ駐在員事務所 首席駐在員 

「日露間の経済関係とJBICによる貢献」 

セメルニン、ヴラジミル ZAO「投資金融会社『ソリッド』」 取締役会長 

「ロシアシベリア・極東の金融セクターの現状と展望」 

吉野栄洋 （独）日本貿易保険 パリ事務所 所長 

  「NEXIの概要とロシアにおける活動について」 

ヤクポフ、リナル タタルスタン共和国投資発展庁 長官 

「テーマ未定」 

倉内宗夫 ㈱三菱東京UFJ銀行 専務執行役員／国際部門副部門長 

「制度金融と民間銀行の協力事例」 

 

19：00-21:00 レセプション（会場「ボール・ルーム」） 
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終日 展示会およびポスターセッション 

６月７日

（木） 

 

07:00 

10:00-11:30 

11:45-12:30 

13:00-14:15 

15:00-16:30 

20:00目途 

アラブガ経済特区視察 

カザン（グランドホテル・カザン）出発 

㈱アラブガ経済特区訪問 

 タトネフチ・アラブガ・グライスファイバー訪問(予定) 

 昼食（Alabuga City Hotel） 

 FUSO KAMAZ Trucks Rus訪問 

 カザン（グランドホテル・カザン）到着 

 


