
      

ママンントトゥゥロロフフ･･ロロシシアア産産業業・・商商業業大大臣臣代代表表団団訪訪日日    

「「日日ロロ貿貿易易・・産産業業対対話話」」  
プログラム（暫定版） 

平成２８年２月１９日現在 

時間 プログラム 

２
月
２
９
日
（
月
） 

09:30-10:30 

<於：ロビー受付> 
レジストレーション 

分
科
会 

第
一
部 

 

10:30-12:00 

(1)<ホール A-2+3> 

(2)<ホール A-４> 

(1)【第１分科会】日ロ間における共同プロジェクト：新たな機会と展望 

◇モデレータ： R.マカロフ ロシア連邦極東発展省 対外経済関係・外国投資誘

致局 局長（予定） 

◇ロシア側報告： 

 ・G.カラマノフ ロシア連邦産業・商業省 次官 

・D.ゴロヴァノフ OAOロシア輸出入銀行 総裁 

「ロシア連邦における非資源輸出の支援」 

・I.カラヴァエフ スコルコヴォ基金副総裁、核技術及び新産業技術・素材クラ

スター 本部長 

  「スコルコヴォ基金：イノベーション分野におけるロ日協力のプラットフォ

ーム」 

・D.フラモフ OAO ノヴァテク 副会長（予定） 

・V.ミリャフスキー AO経済特区 社長 

  「ロシアの経済特区における日本の投資家の基本的方向性」 

・V.シポルト ハバロフスク地方知事（予定） 

  「ロシア政府の新極東経済政策におけるハバロフスク地方の日本との協力発

展の経験と展望」 

 

◇日本側報告： 

 ・伊藤伸彰 経済産業省審議官（通商戦略担当） 

   「日露経済関係の現状と展望」 

・小山 智 （独）日本貿易保険（NEXI） 理事 

・目黒祐志 三井物産（株）執行役員 CIS 総代表 兼 モスクワ三井物産(有)社長 

  「エネルギー開発以外の事業投資実績」 

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

部長 

  「JBICのロシア経済に対する見方及び今後の取り組み」 

 

 



(2) 【第２分科会】 製造分野におけるイノベーション：日本企業の経験 

◇モデレータ： 米谷光司 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ） 理事 

◇ロシア側報告： 

 ・A.ミヘエフ ロシア連邦産業・商業省工作機械・重化学機械製造局 局長 

・D.コソフ AO スタンコプロム 社長代行 

  「工作機械及び素材加工のイノベーション的方法の基本的傾向」 

・V.レベジェフ コヴロフ電機機械工場 社長 

 

◇日本側報告： 

・森 雅彦 DMG 森精機（株） 取締役社長 

 ・桑田 始 （株）IHI 常務執行役員 

   「IHI/AATの経験 ～ ロシア JVでのグローバルレベルの生産」 

・中村正人 パナソニック・ロシア（有） 副社長 

  「ロシアにおける新規ビジネス創造の取組：パナソニック スコルコヴォ イ

ノベーションセンター」 

・牧野英一 アフトバズ・ルノー・日産パーチェシングオーガナイゼーション ロ

ーカリゼーションダイレクター 

  「ロシア部品／材料現地化における日産の経験」 

 

 

 

12:00-13:00 

<於：メインホール> 
ランチビュッフェ 

分
科
会 

第
二
部 

13:30-15:00 

(3)<ホール A-４> 

(4)<ホール A-2+3> 

(1)【第３分科会】医療・製薬分野における協力 

◇モデレータ： A.オルジョニキゼ R ファルム 副社長（渉外担当）／露日ビジネ

スカウンシル 副議長 

◇ロシア側報告： 

・V.フリステンコ OOOナノレク 社長 

・L.シチェルバコヴァ ヴェルファルム 会長 

・I.イシェンコ テクノポリス「モスクワ」 総裁 

・S.ヤストレボフ ヤロスラヴリ州知事 

  「製薬部門の投資魅力形成における地方政府の役割」 

 

◇日本側報告： 

 ・小松研一 （一社）Medical Excellence JAPAN 副理事長 

・田口晶弘 オリンパス(株)  取締役専務執行役員 

「ロシアにおける内視鏡ビジネス」 

・神島誓雄 東芝メディカルシステムズ(株) 常務 

  「日露 循環器画像診断研修センターの設立」 

・A.ポタポフ 武田薬品工業(株) ロシア CIS エリアヘッド 

  「Investments 2.0 – People and R&D」 

 

 

２
月
２
９
日
（
月
） 

(2)【第４分科会】インフラ近代化分野における日ロ協力 



◇モデレータ： 岡田秀一 （一社）ロシア NIS 貿易会（ROTOBO）副会長 

 日本電気（株）執行役員副社長 

◇ロシア側報告： 

 ・I.チギリ ロシア産業・商業省 冶金・素材局 局長 

 ・O.ブダルギン PAOロスセーチ 社長（予定） 

・R.ミンニハノフ タタルスタン共和国大統領 

・O.ベロジョロフ OAOロシア鉄道 社長 

  「鉄道輸送分野におけるロ日協力発展の新たな可能性と展望」 

・S.モロゾフ ウリヤノフスク州知事（予定） 

・I.カラヴァエフ スコルコヴォ基金 副総裁、核技術及び新産業技術・素材ク

ラスター 本部長 

 

◇日本側報告： 

 ・土井 亨 三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）代表取締役社長 

   「ロシアでの最新技術による廃棄物処理工場建設の取り組み状況」 

・田中嘉郎 前川製作所（株）取締役会長 

  「マエカワの冷熱技術が支える産業インフラの進化」 

・久山利之 川崎重工業(株) 常務取締役 ガスタービン・機械カンパニー プレ

ジデント 

  「中小型最新ガスタービン・コージェネによるロシアとの協働」 

 

 

15:00-15:30 

<於：メインホール前室> 
コーヒーブレイク 

全
体
会
合 

15:30-17:30 

<於：メインホール> 

15:30-15:45 

 

 

◆開会挨拶 

  

 ・D.マントゥロフ ロシア連邦産業・商業大臣(予定)  

・経済産業省（予定） 

15:45-17:30 ◆パネルディスカッション 

◇モデレータ：A.アトラシキン インフォルムベス専務取締役 

◇ロシア側パネリスト： 

・ロシア連邦産業・商業省代表 

・S.ヴォスクレセンスキー ロシア連邦経済発展省 次官／貿易経

済露日政府間委員会 ロシア側副議長 

・A. レピク 「実業ロシア」 会長／「露日ビジネスカウンシル」

議長 

・R.ミンニハノフ タタルスタン共和国大統領 

・D.シュガエフ 国家コーポレーション「Rostec」 副総裁 

 

◇日本側パネリスト：（以下、全て予定） 

 ・村山 滋 （一社）ロシア NIS貿易会会長／川崎重工業(株)代表

取締役社長 

 ・朝田照男 (一社)日本経済団体連合会日本ロシア経済委員会委

員長／丸紅（株）会長 

 ・飯島彰己 三井物産(株）代表取締役会長 



 ・赤星 康 （独）日本貿易振興機構（ジェトロ）副理事長 

 

 17:30-19:00 

<於：ホールＡ-2+3、4> 
レセプション 

３
月
１
日
（
火
） 

分

科

会 

第

三

部 

13:30-16:30 

<於：ホール A-2+3> 

【ロシア工業団地協会特別分科会】 

～ロシアにおける日本企業の生産現地化：新たなトレンドと諸制度～ 

 

◇モデレータ： 高橋 浩 ロシア NIS貿易会 ロシア NIS経済研究所 副所長 

◇来賓挨拶： 

 ・A.ザグミョンノフ 在日ロシア連邦通商代表部 副代表 

   「日ロ間の貿易経済協力発展の優先課題」 

◇ロシア側報告： 

 ・V.オシマコフ ロシア産業・商業省戦略発展・プロジェクト管理局 局長 

   「ロシアにおける外国企業の現地生産化支援の諸ツール」 

・D.ジュラフスキー ロシア工業団地協会 専務理事 

  「ロシアにおける外国企業の現地生産化の基本的ステップと形態」 

・V.ミリャフスキー AO経済特区 社長 

  「ロシアにおける外国企業の現地生産化の経験」 

・V.シポルト ハバロフスク地方知事 

  「経済特区と新型経済特区：主な特徴と相違」 

・V.ペチュルチク トゥーラ州開発公社 社長代行 

  「ロシアにおけるビジネスの創出と発展の法的・組織的特徴」 

・S.ヴァシン ウリヤノフスク州開発公社 社長 

  「地域発展の諸制度：投資家への行政支援と特典」 

・A.ゴルヴァトヴァ テクノポリス「モスクワ」 副社長 

  「メガポリスにおけるイノベーション生産現地化のインフラ」 

・T.アンドレエフ AO モスクワ州開発公社 社長 

  「ロシアの地域発展の部門ごとの優先課題：モスクワ州の事例」 

・S.ミルシキン 経済特区「ロトス」 社長 

  「経済特区における投資プロジェクト実現の際の課税の特質」 

 

◇日本側報告： 

 ・中居孝文 ロシアＮＩＳ貿易会 モスクワ事務所長 

   「ロシアの経済情勢と日本企業のロシア進出状況」 

・先崎正文 日立建機ユーラシア製造 LLC 社長 

  「日立建機：ロシアへの製造拠点進出の意義」 

 

 


