
第６回日露投資フォーラム プログラム 

 

◆日 時： 2014年３月19日（水）  09：00～19：15  会議    19：30～21：00  レセプション 

◆会 場： ホテル ニューオータニ  

◆主 催： 経済産業省、ロシア経済発展省、日露貿易投資促進機構 

◆後 援： （日本側）： 外務省、厚生労働省、農林水産省、国土交通省、（一社）ロシアNIS貿易会、（独）日本

貿易振興機構、日本経済団体連合会日本ロシア経済委員会 

 （ロシア側）： 在日ロシア大使館、在日ロシア通商代表部、実業ロシア、サンクトペテルブルグ

国際経済フォーラム基金 

 

２０１４年３月２４日現在 

時間 プログラム 

08:00-09:00 

<於：鶴西 入口> 

レジストレーション 

※08:30-08:45 ロシア農業省展示オープニングセレモニー <於：橘> 

全
体
会
合 

 09:00-12:30 

<於：鶴西> 

09:00-10:00 

 

（09:00-09:10） 

 

 

 

（09:10-09:20） 

 

 

 

（09:20-09:45） 

 

 

【オープニングセッション】 

 

◆両国首脳開会メッセージ 

・安倍晋三 日本国内閣総理大臣（代読） 

・プーチン ロシア連邦大統領（代読） 

 

◆政府代表主催者挨拶 

 ・A.リハチョフ ロシア連邦経済発展省次官 

 ・鈴木英夫 経済産業省通商政策局長 

 

◆来賓、後援団体代表挨拶 

・高橋はるみ 北海道知事 

・レピク 実業ロシア共同議長 

・西岡喬 （一社）ロシア NIS貿易会会長 

・岡素之 日本経済団体連合会日本ロシア経済委員会委員長 

（09:45-10:00） ※休憩/セットチェンジ 

  10:00-12:00 

【パネルディスカッション】 

－ロシアの投資環境の改善と日露投資協力の新分野の開拓－ 

◇モデレータ：石川一洋 NHK解説主幹 

◇日本側パネリスト： 

 ・坂根正弘 日露交流促進官民連絡会議代表世話人 

 ・飯島彰己 三井物産代表取締役社長 

 ・伊藤雅俊 味の素代表取締役社長 

 ・内藤晴夫 エーザイ代表執行役社長 

 ・斎藤保  株式会社ＩＨＩ代表取締役社長 



◇ロシア側パネリスト： 

・I.セチン OAO NK「ロスネフチ」社長 

・R.ミンニハノフ タタルスタン共和国大統領 

・I.シェスタコフ  ロシア連邦農業次官・連邦漁業庁長官 

・M.シェレイキン ロシア連邦極東発展省 次官 

・Yu.リシン OAO AK「トランスネフチ」第一副社長 

・K.ルィシコフ OOO「ロシア直接投資基金」投資部長 

 

◆主要テーマ 

・日露投資協力における新分野の開拓 

・ロシアのロードマップの実施状況と投資環境の改善度合い 

・経済特区・工業団地を通じた投資誘致のためのインフラ整備 

12:05-12:30 
【文書署名・交換】 

・民間プロジェクト等の合意文書等の署名・交換 

13:00-14:30 

<於：鶴東> 
ランチビュッフェ 

セ
ク
タ
ー
別
分
科
会 

第
一
部 

14:45-16:45 

(1)<おり鶴:麗> 

(2)<おり鶴:翔> 

(3)<おり鶴:悠> 

(4)<おり鶴:舞> 

 

(1)分科会「都市環境・インフラ」（同時通訳） 

◇日本側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・中分 毅  （株）日建設計 取締役常務執行役員 グローバル戦略担当 

    「SMART TOD 公共交通を重視した環境配慮型の街づくり」 

◇ロシア側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・N.バンツェキン  ロシア住宅建設発展支援基金 立法・最高行政機関協働、 

 外国投資導入局長 

    「ロシア住宅建設発展支援基金について」 

◇報告： 

 ・山田 秀之 （株）野村総合研究所 インフラ産業コンサルティング部 

上席コンサルタント 

    「大都市における工場移転跡地再開発とスマートシティ」 

・A.ファイズラフマノヴァ OAO「タタルスタン共和国発展公社」 

プロジェクト支援部長 

     「スマートシティ『カザン・スマートシティ』」 

・横田 岳志 （株）東芝 執行役常務 社会インフランシステム社 

電力流通システム事業部長 

「東芝のロシアへの投資とエネルギー・交通インフラのイノベーション」 

･ B.ラピドゥス OAO「ロシア鉄道」社長上級顧問 

      「東西の架け橋としてのロシア鉄道」 

 ・登石 達也   千代田化工建設（株）海外ガス LNG 事業本部 

プロジェクトマネージャー 

「極東における LNGプラント建設について」 

・A.コロステリョフ FESCO 副社長 

      「FESCOについて」 



(2) 分科会「自動車産業と裾野産業育成」(逐語通訳） 

◇日本側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・田中 繁広  経済産業省 通商政策局通商機構部長 

    「自動車分野における日露投資協力の現状と展望」 

◇ロシア側モデレータ： 

・P.パヴレンコ OOO「LLK-International」 社長顧問 

◇報告： 

 ・加藤 寿永  三菱自動車工業（株）第一海外営業統括部門 欧州・中東ア本部 

ロシアプロジェクト・協業推進室長 

    「三菱自動車の現地生産 概要」 

・V.ポポフ   ロシア連邦カルーガ州経済発展大臣 

「カルーガ州における自動車製造：成長ファクターとしての現地化」 

・二宮 靖雄  豊田通商（株）海外地域戦略部新興地域戦略室部長職 

    「ロシア連邦に於ける自動車部品製造の現状に関して」 

・A.ニグマトゥリン   タタルスタン共和国投資発展庁 投資プロジェクト支援部長 

「タタルスタン共和国における自動車部品生産ローカリゼーションの可能性」 

 ・田中 玄   三井物産スティール（株）自動車鋼材第二部 部長  

「三井物産のロシアにおける鋼材加工センターについて」 

・P.パヴレンコ OOO「LLK-International」 社長顧問 

「ルクオイルの油脂生産―ロシアにおける自動車ビジネス発展に望まれる要

素」 

(3) 分科会「日露間の地域経済交流」(逐語通訳） 

◇日本側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・平井 伸治    鳥取県知事 

     「『海の道』を利用した地域経済交流の発展～鳥取県の取組を通じて」 

◇ロシア側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・S.イワノヴァ ロシア連邦地域発展省 次官 

◇報告： 

 ・山下総一郎  （株）国際協力銀行（JBIC）資源・環境ファイナンス部門 

                石油・天然ガス部 次長 

     「JBIC in Russia」 

・M.シェレイキン ロシア連邦極東発展省 次官 

「極東発展省の活動について」 

・小玉 俊宏      北海道 経済部 国際経済室長 

     「北海道とロシア極東地域との経済交流」 

・N.ドミーニン 沿海地方経済局長 

     「日本の地方と沿海地方による地域間協力」 

・杉本 侃     （公財）環日本海経済研究所（ERINA）副所長 

     「地方からの発信～日ロ地域間ビジネス推進協議会の活動について」 

・A.クトヴォイ  在札幌サハリン州代表部代表 

「サハリンと日本：地域間協力」 

 



(4) 分科会「農業と食品産業」(同時通訳） 

◇日本側モデレータ： 

・梶島 達也       日本国農林水産省大臣官房参事官 

◇ロシア側モデレータ： 

 ・D.トレフィロフ ロシア連邦農業省国際協力局長 

 

◇ロシア側キーノートスピーチ： 

 ・I.シェスタコフ ロシア連邦農業次官・連邦漁業庁長官 

◇日本側キーノートスピーチ： 

・梶島 達也     日本国農林水産省大臣官房参事官 

    「農業・食品産業分野の日露協力」 

◇報告： 

 ・岡田 大介     丸紅（株）代表取締役 常務執行役員 

    「ロシア極東地域からの穀物輸出の拡大にむけて」 

 ・A.グカシャン   OAO「統一穀物会社」社長代行 

    「極東の港湾を通じた穀物輸出・輸送の発展―成長の可能性」 

・新井 一則     日揮（株）事業推進プロジェクト本部 ビジネス開発部 

アグリビジネス開発グループ グループリーダー 

    「ロシア極東における農業分野での日露協力に基づく地域貢献と将来展開」 

 ・O.コジェミャコ  ロシア連邦アムール州知事 

「国際協力の一環としてのロシアの経済特区：農業地域とアジア諸国における

食料需要の増加」 

 ・長谷川 直和    ダイドードリンコ（株）執行役員 

コーポレートコミュニケーション本部長 

「日本型自販機ビジネスの輸出について」 

・R.ミンニハノフ タタルスタン共和国大統領 

「コメント―農業・食品加工分野におけるタタルスタンと日本の協力発展の

可能性について」 

・A.イヴァノヴァ 農工グループ「ユーク・ルーシ」販売部長 

「ユーク・ルーシの事業概要」  

 

16:45-17:15 

<於：おり鶴各前室> 
コーヒーブレイク 

セ
ク
タ
ー
別
分
科
会 

第
二
部 

17:15-19:15 

(5)<おり鶴:麗> 

(6)<おり鶴:翔> 

(7)<おり鶴:悠> 

(8)<おり鶴:舞> 

 

(5) 分科会「医療・製薬」(同時通訳） 

◇日本側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・山田 紀子 （一社）Medical Excellence JAPAN 理事 

    「日ロの医療協力について」 

◇ロシア側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・A.レピク  「実業ロシア」共同議長 兼「R-Pharm」グループ 取締役会長 

◇報告： 

 ・久保田 亨  社会医療法人 北斗 理事 事務部長 

    「医療の国際化～外国人患者受入の現場から～」 



・V.ドミトリエフ ロシア連邦製薬業協会 会長 

    「日露製薬企業間の協力枠組みにおける共同プロジェクト発展の展望」 

 ・平手 晴彦  武田薬品工業（株） コーポレートオフィサー 

    「武田薬品のロシアにおける投資―戦略的重要性」 

・I.チュリャエフ OAO「アクリヒン」 第一副社長 

    「アクリヒン ― 一歩前へ」 

・柴崎 明   三菱重工業株式会社（株）機械・鉄構事業本部 

  先端機器事業推進部部長代理 

    「三菱重工の放射線治療装置ご紹介」 

・K.カエム  「スコルコヴォ基金」 バイオ・医療技術クラスター  

国際協力担当執行役員 

「スコルコヴォ イノベーションセンター－産業パートナーのための可能性」 

 ・松村 明   筑波大学附属病院 国際戦略総合特区担当副病院長 

    「新規がん細胞選択的重粒子線治療の展開 

－病院内ホウ素中性子捕捉療法システムについて－」 

 

(6) 分科会「中小企業分野における日露交流促進」(逐語通訳） 

◇日本側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・加藤 庸之 （独）日本貿易振興機構（JETRO）理事 

    「日露双方向のビジネス交流へのジェトロの取り組み」 

◇ロシア側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・S.ボリソフ  全ロシア中小企業連盟「オポーラ・ロシア」名誉会長 

「中小企業分野における日露間の協力」 

◇報告： 

 ・平田 勝二郎 （株）ノースプラン 代表取締役社長 

      「サハリン州防雪柵試験設置プロジェクトのご報告」 

 ・N.ラリオノヴァ  ロシア連邦経済発展省 中小企業・競争発展局 局長 

    「ロシア連邦における中小企業の発展」 

・嶋村 茂治 （株）みらい 代表取締役 

    「日本とロシアをネットワークで結んだ植物工場事業の展望」 

・K.セメノフ  OAO中小企業支援銀行（SMP バンク） 副総裁 

    「ロシアにおける中小企業投資プロジェクト支援」 

・上村 雅幸  （株）ミナト国際コンサルティング 代表取締役 

   「コンサルタントから見た中小企業のロシア進出時における課題」 

・V.ポポフ    ロシア連邦カルーガ州経済発展大臣 

「カルーガ州における中小企業の役割、日本とカルーガ州の中小ビジネス分

野における協力の展望」 

 ・V. ヴェレケンコ 「SUMOTORI」代表取締役社長 

    「SUMOTORI社プレゼンテーション」 

 ・S.ラドゥシュキン ロシア貯蓄銀行極東支部 顧客管理部長 

    「ロシア貯蓄銀行極東支部の活動について」 

 



(7) 分科会「経済特区・工業団地」(逐語通訳） 

◇日本側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・藤田 昌央  （株）コマツ 常務執行役員 

「ロシアの地方における外国直接投資―コマツの事例」 

◇ロシア側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・V.トレチャコフ OAO「経済特区」 社長 

◇報告： 

 ・A.ソコロフ  ロシア連邦経済発展省  

 経済特区・地域・モノゴーラド発展プロジェクト局局長 

    「ロシアの経済特区」 

・中野 茂   横浜ゴム（株）LLC YOHOKAMA R.P.Z. 社長 

YOKOHAMA Russia LLC 社長 

    「リペツク経済特区における自動車タイヤ工場建設」 

・松本 裕子  アーンスト・アンド・ヤング CIS 法人税部門デイレクター 

   「ロシアの地方都市の投資環境と経済特区について」 

・A.パホメンコ OAO「経済特区」 サマラ州支部長 

   「経済特区における日本企業のローカリゼーション成功のキー・ファクター」 

 ・福島 直樹  内閣官房地域活性化統合事務局 内閣府地域活性化推進室次長 

    「国家戦略特区について」 

・S.ペルニコフ ロシア連邦プスコフ州副知事 

   「ロシアと成長の可能性―日本ビジネスの新しい地平と挑戦」 

 

 

(8) 分科会「電力、省エネ、再生可能エネルギー分野における協力」(同時通訳） 

◇日本側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・遠藤 寿一 （一社）ロシア NIS貿易会（ROTOBO）ロシア NIS経済研究所所長 

    「電力分野における日露間の協力」 

◇ロシア側モデレータ兼キーノートスピーチ： 

 ・M.スリペンチュク ロシア連邦議会下院 天然資源・資源利用・環境委員会副議長 

◇報告： 

・R.ロマノフ  政党「統一ロシア」 社会プラットフォーム環境委員会委員長 

「政党『統一ロシア』の環境戦略について」 

 ・衣斐 正宏    川崎重工業（株）マーケティング本部 常務執行役員 

「川崎ガスタービン、最先端技術とそのロシアでの展開」 

・A.カプルン  RAOエネルギーシステムヴォストーク社 戦略・投資担当副社長 

「ロシアの極東連邦管区内における日本企業とエネルギーシステムヴォスト

ーク社との有望協力プロジェクト」 

・金子 貴信  日立造船（株）環境・エネルギー・プラント本部  

プラント第２営業部課長 

   「日立造船の廃棄物発電事業への取組について」 

・A.コロトコフ  OOO「MPP エネルゴテフニカ」 技術部長 

「分散型発電発展の展望」 



・V.ボンダレンコ  ZAO「コナル」社長 

    「日ロの利益に沿った相互協力のプラットフォーム創設のためのロシア企業の

ポテンシャル」 

・A.ヴィノグラードフ 「ノルドギドロ」社長 

    「再生可能エネルギー分野におけるロシアのパートナーとしての日本」 

 

19:30-21:00 

<於：鶴西> 

レセプション 

＊日本企業による食品展示、試食・試飲あり。 

サ
ブ
プ
ロ
グ
ラ
ム 

終日 

<於：鶴前室> 
展示会及びポスターセッション 

13:30-21:00 

<於：千歳> 
B2B 個別面談（分科会並行） 

同
時 

開
催 

終日 

<於：橘> 
ロシア農業省投資プロジェクト展示会 

 

 


