
 

「日露ビジネス対話」 
プログラム 

 
平成２８年１２月１６日 

時間 プログラム 

07:30-08:30 

<於：芙蓉 入口> 
レジストレーション 

分

科

会

第

一

部 

 

08:30-09:45 

【第１分科会：都市整備分野における協力】<於：芙蓉西> 

◇日本側モデレータ： 

・中分 毅（株）日建設計 副社長 

◆ロシア側モデレータ： 

・A.A.プルトニク （株）住宅ローンエージェンシー 社長 

◇報告（報告順）： 

・M.N.レペシキナ （有）BRTルス 社長 

 「ロシアでの都市開発」 

・石川 貴之 日建設計総合研究所 理事 

「都市のスマート化に資する公共交通指向型都市開発」 

・百田 稔 積水化学工業（株）環境・ライフラインカンパニー  

管路更生海外事業部 事業部長 

 「都市環境改善に資する日本の技術～非開削管路更生技術～」 

・R.S.チモヒン （株）MRグループ 社長 

 「トランスポート・ハブを活用した新しい都心部の創造」 

・山田 秀之 （株）野村総合研究所 コンサルティング事業本部業務管理室 

グローバル事業推進グループ 上席コンサルタント 

 「次世代道路交通信号ソリューションを用いた渋滞削減事業」  

・A.Yu.グルディン 国営会社「パイオニア・グループ」 社長 

 「『パイオニア・グループ』による建設事業とプロジェクト」 

・A.ニコラエフ ヤクート市 市長  

    「ヤクート市の都市開発」 

・角﨑 利夫 飯田グループホールディングス（株）   

ファーストウッド・プリモリエ 社長 

「極東における木造住宅供給プロジェクト」 

・平田 潤一郎 ナイス（株）専務取締役 

「スマートウェルネス住宅の推進に向けた産官学連携での取組み」 

 

＊以下のロシア企業も短時間ながら事業紹介を実施 

・V.グレベンニコフ（株）極東発展基金 副総裁  

・N.ゲツ ヴォルガ・キャピタル アジア代表 



 

【第２分科会：人的交流拡大における協力】<於：芙蓉東> 

◇日本側モデレータ： 

・里見 進 東北大学 総長 

◆ロシア側モデレータ： 

・V.A.ゼルノフ ロシア新大学 学長 

◇報告（報告順）： 

・山田 清志 東海大学 学長 

 「人材育成のための学術協力：日本とロシア」 

・Ye.B.ソンツェヴァ ABBYY 社 ビジネス発展担当副社長 

 「文化遺産保存のための情報技術」 

・髙橋 姿 新潟大学 学長 

 「新潟大学におけるロシア極東との学術交流」 

・Yu.B.ストノギナ International Association of Business Communicators  

 ロシア支部 取締役 

 「日ロ間の人的交流」 

・山口 昌弘 東北大学 副理事 

 「東北大学におけるロシアとの学術交流の現状と展望」 

・M.Yu.モズジェチコフ 駐日同胞ビジネス評議会 副会長 

 「ロシアと日本： 科学、文化、ビジネス、そして観光」 

・辻 泰弘 北海道 副知事 

 「北海道とロシア極東地域との人的交流の拡大」 

・V.N.ヴァシリエフ サハ共和国連邦関係・対外交流省 大臣 

 「サハ共和国の概要」 

・渡邉 修介 日露青年交流センター 事務局長 

 「日露青年交流の実績と今後の展望」 

【第３分科会 前半：極東の産業振興・輸出基地化に向けた協力】<於：芙蓉中> 

◇日本側モデレータ： 

・田渕 正朗 住友商事（株）取締役常務執行役員 

◆ロシア側モデレータ： 

・P.S.シェラハエフ 特定非営利法人 極東投資誘致・輸出支援エージェンシー総裁 

◇報告（報告順）： 

・V.N.モシュコヴィチ ルスアグロ･グループ 社長 

 「ルスアグロの事業について」 

・北川 均 日揮（株）インフラ統括部 常務執行役員、インフラ統括本部長 

 「ハバロフスク野菜事業の経験からみた極東における産業振興について」 

・D.アヴェリツォフ （株）ミハイロフ・ブロイラー 取締役 

 「ロシア極東における輸出指向型の鶏肉ビジネス」 

・高橋 勲 （株）東洋トランス 代表取締役   

 「コールドチェーン物流・港湾施設の改善」 



 

・M.G.ウヴァロフ （有）スマート・キャピタル 社長 

 「沿海地方における稲作事業について」 

・谷本 正行（株）国際協力銀行 資源ファイナンス部門 石油・天然ガス部 部長 

 「ロシア極東の先進経済特区および自由港向けプロジェクト開発促進会社について」 

・L.N.クズネツォヴァ （有）卸売販売農工業団地アグロハブ 社長 

「アグロハブの事業について」 

 

09:45-10:00 

<於：芙蓉 前室> 
コーヒーブレイク 

 

 

 

 

10:00-11:15 

【第４分科会：先端技術分野における協力】<於：芙蓉東> 

◇日本側モデレータ： 

・古川 一夫 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事長  

◆ロシア側モデレータ： 

・M.L.シェレイキン 特定非営利法人 技術開発エージェンシー 総裁 

・I.S.ミコヤン Superoks社 国際協力発展担当部長 

 「超伝導技術について」 

・貴志 俊法 パナソニック（株）AVCネットワークス社 ストレージ事業部 事業部長  

 「パナソニックのロシア機関との技術協力 

“光ディスクデータストレージシステムの協業例“」 

・M.V.オレイニク モリー・ロボティクス社 創立者、CEO 

 「家庭用全自動調理ロボットの開発」 

・白土 惠一 日本郵便（株） 常務執行役員 

 「郵便物流システムの近代化ソリューション」 

・S.G.アンドレエフ ABBYY 社 社長、企業グループ会長 

「日本の大規模プロジェクト実現における大量文書処理のためのロシアの人 

工知能技術利用分野での協力について」 

・関根 貞夫（株）東芝 インフラシステムソリューション社  

セキュリティ・自動化システム事業部長 

 「郵便物流システムの近代化ソリューション」 

・A.V.シャトフ TSMグループ 社長 

 「TSM グループのセラミック技術について」 

・長谷川 清 （株）PFU 社長 

 「先端技術によるドキュメントイメージング」 

 

（注）ロシア側報告者リザーバー： 

・I.B.チトフ モスクワ産業構造改革センター 所長  

・I.D.ディミトロフ 電子取引プラットフォーム協会  

【第５分科会：エネルギー分野における協力】<於：芙蓉西> 

◇日本側モデレータ： 

分
科
会 

第
二
部 



 

・濱野 幸一（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構 副理事長 

◆ロシア側モデレータ： 

・D.I.リジナシヴィリ （株）ルスギドロ 執行役、第一副社長 

◇報告（報告順）： 

・藤原 弘達 三井物産（株）執行役員エネルギー第二本部長 

 「エネルギー分野における日露協力」 

・Ye.A.ボリソフ サハ共和国政府 首長 

 「電力分野におけるサハ共和国（ヤクーチヤ）政府と日本企業の協力について」 

・柳町 紀光 千代田化工建設（株）海外ガス・LNG第一プロジェクトユニット YL2Team 

エンジニアリング・マネジャー 

 「ヤマル LNGプロジェクト」 

・D.V.ネステロフ サハリン州 副知事 

 「ロシアの産業･経済イノベーション改革のための協力計画 

  ～エネルギー開発（石油･ガスセクター）、生産施設拡張分野における協力」 

・駒井 えみ （株）駒井ハルテック 執行役員   

 「独立電源地域への寒冷地仕様風力発電システムの導入について」 

・A.A.スメカリン ウリヤノフスク州 行政府議長 

 「ウリヤノフスク州における風力発電プロジェクト」 

・山田 勝久 川崎重工業（株）ガスタービン・機械カンパニー  

ガスタービンビジネスセンター長、執行役員  

「高効率中小型ガスタービン・コージェネレーションとそのロシアでの展開につ

いて」 

・L.R.マメドザデ （有）スンマグループ 理事 

 「日ロエネルギー協力に関するスンマグループの事業」 

・E.ラゲリ アーンスト＆ヤング CIS電力･エネルギーセクター企業コンサルティング 

サービス提供リーダー、パートナー  

   「ロシア電力部門への投資可能性について」 

【第３分科会 後半：極東の産業振興・輸出基地化に向けた協力】<於：芙蓉中> 

◇日本側モデレータ： 

・橋本 剛 （株）商船三井 専務取締役 

◆ロシア側モデレータ： 

・P.S.シェラハエフ 特定非営利法人 極東投資誘致・輸出支援エージェンシー総裁 

◇報告（報告順）： 

・A.O.チェクンコフ（株）極東発展基金 総裁 

 「極東･ザバイカル地域：工業発展と輸出基地の創設」 

・金子 雅昭 双日（株）自動車本部自動車第二部 担当部長 

 「双日のビジネスを通じての極東発展への寄与」 

・A.V.ドゥトコ （有）ヴォストーチナヤ荷役会社 理事 

 「コンテナ・ターミナル分野におけるロシア極東のリーディング企業」 

・武田 和憲 丸紅（株）CIS 支配人   

 「ロシア極東における丸紅の取組み」 



 

・M.ビルガー ナホトカ自由港 社長 

 「ヴォストーチヌィ港における石炭専用ターミナル建設」 

・大井 麻理（独）日本貿易保険 営業第二部 部長 

  「極東地域を中心としたロシアにおける NEXI の取組み」 

・V.A.パヴロフスキー （株）ロシア鉄道 副社長 

 「ロシア鉄道と日本企業との協力」 

・Yu.A.チャイカ ハバロフスク州政府 投資・地域産業政策担当第一副首相 

 「ハバロフスク州における輸出指向型の産業開発」 

11:15-11:30 休憩 

分

科

会 

第

三

部 

 

11:30-12:45 

【第６分科会：中小企業分野における協力】<於：芙蓉東> 

◇日本側モデレータ： 

・米谷 光司 （独）日本貿易振興機構 理事 

◆ロシア側モデレータ： 

・A.A.ブラヴェルマン （株）中小企業育成公社 社長 

◇報告（報告順）： 

・A.A.ブラヴェルマン （株）中小企業育成公社 社長 

 「ロシアにおける日本の中小企業進出支援」 

・米谷 光司 （独）日本貿易振興機構 理事 

 「日ロ中小企業交流に貢献するジェトロの取り組み」 

・A.S.ニキーチン 戦略イニシアチヴ・エージェンシー 総裁 

 「ロシアの中小企業政策について」 

・天間 幸生 北海道総合商事 代表取締役 

 「ロシア極東地域でのビジネス展開と地域商社の役割」 

・松田 有司（株）エムズプランニング 最高経営責任者 

 「文化交流から始まったロシアビジネス２０年の経緯」 

・P.S.シェラハエフ 特定非営利法人 極東投資誘致・輸出支援エージェンシー 総裁 

 「ロシア極東における中小企業育成の展望」 

 ・青井 貴史（株）青井商店 専務取締役 

 「最も近い国ロシア：寒冷地の生活と作業のために」 

【第７分科会：産業多様化・生産性向上分野における協力】<於：芙蓉中> 

◇日本側モデレータ： 

・赤星 康 （独）日本貿易振興機構 副理事長 

◆ロシア側モデレータ： 

・S.S.ヴォスクレセンスキー ロシア経済発展省 次官 

◇報告（報告順）： 

・R.V.トロツェンコ AEON社 取締役会長 

 「ロシアにおけるガス化学プラントの拡大」 

・松川 昌義 （公財）日本生産性本部 理事長 



 

 「カイゼンを通じた生産性向上のための人材育成協力」 

・A.A.オボレンスキー（株）ナホトカ肥料工場 取締役会長 

 「ナホトカ肥料工場の建設」 

・岡田 有祐 日本たばこ産業（株）渉外企画室 部長   

 「改善活動を中心とした人財育成と生産性の向上取組」 

・M.V.イグナチエフ チュヴァシ共和国 首長 

 「チュヴァシ共和国：投資家に開かれた地域」 

・加藤 辰也（独）日本貿易振興機構 展示事業部 部長 

 「ロシア産業高度化・多様化に貢献するジェトロの取り組み」 

・S.I.モロゾフ ウリヤノフスク州 知事 

 「ウリヤノフスク州における産業育成政策」 

・小野 裕和（株）ドーワテクノス 代表取締役   

 「『モノづくり』の分野でロシアと日本をつなぐ専門商社の取組み」 

・V.S.ビリュコフ 企業グループ Talina 社長 

 「高品質な農業ビジネス：Talinaの事業について」 

 

（注）ロシア側報告者リザーバー： 

・G.N.タラシキン 鉄道建設者同盟 会長  

・K.A.ルィシコフ ロシア直接投資基金 取締役 

 

【第８分科会：医療分野における協力】<於：芙蓉西> 

◇日本側モデレータ： 

・山田 紀子 （一社）Medical Excellence JAPAN 理事 

◆ロシア側モデレータ： 

・V.A.ドミトリエフ ロシア製薬業者協会 会長 

◇報告（報告順）： 

・L.N.ヴァレエフ エイドス社 社長 

 「医療企業エイドスの概要」 

・西田 崇雄 （医）北斗 理事 

・三原 眞 日揮（株）インフラ統括本部インフラプロジェクト本部 

ヘルスケア事業部 部長 

 「ウラジオストク外来リハビリテーション事業の概要」 

・Ye.A.ジトコヴァ（株）ロシア鉄道子会社 中央保健センター長 

 「ヘルスケア部門における取組み」 

・宝金 清博 北海道大学病院 病院長 

 「日露経済協力と国際医療」 

・O.Yu.コネフ ダ・ヴィンチ・キャピタル･グループ 業務執行役 

 「ダ・ヴィンチ・キャピタルのファンド戦略」 

・佐々木 小夜子 エーザイ（株）執行役 コーポレートアフェアーズ担当   

 「製薬分野における日ロのパートナーシップ」 

・M.Yu.フビエヴァ （株）国営免疫公社 社長 

 「国営免疫公社の事業について」 



 

・河野 裕宣 オリンパス（株）医療マーケティング本部 本部長 

 「ロシアにおける内視鏡ビジネス」 

・V.G.シプコフ 国際製薬業者協会 理事 

 「ロシアの製薬市場：状況と製品」 

・M.V.クルィロフ リーガルスマートキャピタル 社長 

 「ヘルスケア部門におけるコンセッション契約の使用」 

12:45-13:45 ランチブッフェ<於：鶴西＞ 

 

15:30-16:30 
全体会合レジストレーション 

※16：00 入場完了 

16:30-19:00 

<於：経団連会館> 

【全体会合：経済関係発展への新たな試み】 

◇総合司会：原 一郎  日本経済団体連合会 国際経済本部長 

■経済協力文書調印者フォトセッション 

■両国首脳挨拶 

 ・安倍 晋三 日本国内閣総理大臣 

・V.V.プーチン ロシア連邦大統領 

■主催者開会挨拶 

 ◇日本側： 

 ・榊原 定征 日本経済団体連合会会長／東レ（株）相談役最高顧問 

 ◇ロシア側： 

 ・A.Ye.レピク 露日ビジネスカウンシル議長、実業ロシア会長 

■パネルディスカッション 

 ◇モデレータ：道傳 愛子 NHK解説委員・NHK国際放送局チーフ・プロデューサー 

 ◇日本側パネリスト：  

 ・朝田 照男 経団連日本ロシア経済委員会委員長／丸紅（株）会長 

・村山 滋 ロシア NIS貿易会会長／川崎重工業（株）代表取締役会長 

 ・飯島 彰己 三井物産代表取締役会長 

 ・石毛 博行 （独）日本貿易振興機構理事長 

 ◇ロシア側パネリスト： 

・レピク露日ビジネスカウンシル議長、実業ロシア会長 

 ・A.N.ショーヒン ロシア産業家企業家連盟会長  

 ・V.F.ヴェクセリベルク スコルコヴォ基金総裁 

 ・K.A.ドミトリエフ ロシア直接投資基金総裁  

19:30-21:00 

<於：経団連会館> 
【レセプション】 

 


