SPIEF2018

ジャパンパビリオン内セミナー
プログラム
2018年5月21日現在 ROTOBO

5 月 24 日(木)

24-1

24-2

[10:00-10:30]

デジタル分野協力セミナー 「日ロ共同VRプロジェクト」

講師：

有限責任会社SAMI

CEO

Video 360 Production

技術部長 デニス・ストリャロフ

牧野 寛

内容紹介：

360度動画を活用した、ロシア市場での事業PRパッケージをご紹介します。

[10:45-11:15]

日本センター/ROTOBO ロシア企業生産性向上セミナー
「ロシア企業に根付く日本の『カイゼン』」

24-3

講師：

豊田エンジニアリング株式会社

副社長

鈴木 克彦

内容紹介：

ロシアを含め各国で行ったカイゼン導入の支援活動を紹介する。

[11:30-12:00]

北海道セミナー 「寒い地域同士で技術交流はじめませんか」

講師：

北海道建設部建築企画監 平向 邦夫

内容紹介：

ロシアと気候特性が似ている北海道が、日本の中で独自に開発を進めてきた寒冷地
建築技術を紹介します。

24-4

[12:15-12:45]

日本茶セミナー 「日本茶とは」

講師：

宇治の露製茶株式会社

内容紹介：

・日本茶と他の茶の違い、日本茶の種類、日本茶の製造方法
・煎茶の楽しみ方

吉本 三都美

24-5

24-6

[13:00-13:30]

日本菓子セミナー 「菓子の日本からの輸出」

講師：

ジャパンフーディングジャパン

内容紹介：

日本の菓子の魅力ある製品の事例などを紹介します。

[13:45-14:15]

日本センター/ROTOBO ロシア企業生産性向上セミナー

藤田 孝司

「ロシア企業に根付く日本の『カイゼン』」

24-7

講師：

豊田エンジニアリング株式会社

副社長

鈴木 克彦

内容紹介：

ロシアを含め各国で行ったカイゼン導入の支援活動を紹介する。

[14:30-15:00] セミナー 「JNTOのロシアにおける活動・キャンペーンの紹介・グローバルキャン

ペーンEnjoy My Japan」
講師：

日本政府観光局（JNTO） モスクワ事務所長

本蔵 愛里

内容紹介：

ロシアにおけるJNTOの活動概要。市場の動きと展望。「Enjoy My Japan」のグロー
バルキャンペーンの実現に向けた活動。

24-8

[15:15-15:45]

JETRO 日本の地域魅力発信セミナー
「日本の簡素の美 ～それを支える価値観・ものづくり～」

講師：

JETROものづくり輸出有望専門家

草野 信明

内容紹介：

近年、世界的にも評価が高い、日本的なモノや空間に宿る「簡素の美」。この「簡素の
美」の特徴について、実際の美の表現（商品やそのプレゼンテーション）や、それを支
えるこだわりのモノづくりもあわせてご紹介します。

24-9

[16:00-16:30]

日本茶セミナー 「抹茶を楽しもう」

講師：

宇治の露製茶株式会社

内容紹介：

・抹茶の製造方法、違い、味

吉本 三都美

・抹茶の楽しみ方（点て方、アレンジ）

24-10

[16:45-17:15]

日本菓子セミナー 「日本のお菓子の歴史」

講師：

コリス株式会社

内容紹介：

日本のお菓子の成り立ちから、現在どのようなお菓子の種類があるか等紹介します。

井上 明典

5 月 25 日(金)

25-1

[10:00-11:00]

日ロデジタル分野協力セミナー

講師日本側： 有限責任会社SAMI CEO 牧野 寛
TalentEx Co., Ltd CEO 越 陽二郎
スカイライトコンサルティング㈱ リードエキスパート 小川 育男
NEC Neva Communications Systems JSC社長 河田 寛
講師ロシア側： 「スコルコヴォ」基金 副社長 兼 IT技術クラスター担当専務理事
パルシン コンスタンチン
インターネット･イニシアティブ発展基金 開発部長 ボリソフ エヴゲニー
VRTech Group Europe 地域代表
RAIDIX
内容紹介：

社長

ネヤグロフ ドミトリー

フェデロフ アンドレイ

日本側及びロシア側デジタル分野関係者が一同に会し、両国のICT及びデジタル分
野市場の動向に加え同分野での日ロ協力の展望について報告を行う。

25-2

[11:15-11:45]

日露大学間交流セミナー「日露間で活躍できるモノづくり中核人材の育成」

講師 日本側： 近畿大学 学長 細井美彦
講師ロシア側： モスクワ国立大学 総長 サドヴニチィ ヴィクトル

内容紹介：

日露大学間交流が多面的広がりを見せる中、近畿大学が産学連携のもと進めている
「日露間で活躍できるモノづくり中核人材の育成」プログラムの取り組みや、近畿大学
とモスクワ国立大学間の大学間交流の事例を紹介します。

25-3

[11:50-12:20]

日本センター/ROTOBO ロシア企業生産性向上セミナー
「ロシア企業に根付く日本の『カイゼン』」

講師：

（一社）ロシアNIS貿易会ロシアNIS経済研究所所長 岡田 邦生
豊田エンジニアリング株式会社

内容紹介：

副社長

鈴木 克彦

2016年5月の日露首脳会談において、安倍首相が大統領に八項目の提案を行っ
た。その一つは「ロシア産業の多様化促進と生産性向上」である。昨年12社の企
業に対して生産性向上のための協力を行った。多くの対象企業において生産性
が向上し、加えて、製品の品質向上が図られるなど、日本企業との協業の可能性
が高まっている。

25-4

[12:30-13:45]

内閣府 「科学技術・宇宙セミナー」

挨拶：

内閣府特命担当大臣（科学技術政策・宇宙政策）

講師：

内閣府SIPプログラムディレクター

堀 宗朗

内閣府SIPサブ・プログラムディレクター

塩沢 文朗

内閣府SIPサブ・プログラムディレクター

北岡 康夫

内閣府ImPACTプログラムマネージャー

山海 嘉之

(株)ispace 取締役＆COO

中村 貴裕

松山政司

内容紹介：
◆「レジリエントな防災・減災機能の強化」
堀 宗朗 内閣府SIPプログラムディレクター（「レジリエントな防災・減災機能の強化」担当）
地震、津波、豪雨、竜巻、火山噴火等の自然災害から社会を守るため、本プログ
ラムでは、先端のICTとAI技術を最大限利用、リアルタイムで災害情報を共有する
システムを開発しています。
◆「CO2フリーのアンモニアバリューチェーンの開発」
塩沢 文朗 内閣府SIPサブ・プログラムディレクター（「エネルギーキャリア」担当）
SIP「エネルギーキャリア」での技術開発の結果、アンモニアが、水素エネルギー
のキャリアやCO2フリー燃料としての大きな可能性を持つことが明らかとなりまし
た。ロシアに豊富に賦存する水力、風力エネルギーは、アンモニアによるCO2フリ
ーエネルギー供給チェーンの構築によって、枯渇することのない輸出可能なエネ
ルギー資源になる可能性があります。
◆「航空機のための革新的構造材料」
北岡 康夫 内閣府SIPサブ・プログラムディレクター（「革新的構造材料」担当）
本プログラムの目的は、航空産業の育成とともに、熱効率を改善することによりエ
ネルギーやCO2排出量を削減するために、航空機および発電機用の強く、軽く、
熱に耐える革新構造材料を開発することです。
◆「重介護ゼロ社会を実現する革新的サイバニックシステム」
山海 嘉之 内閣府ImPACTプログラムマネージャー/筑波大学大学院システム情報系教授
/CYBERDYNE(株) 代表取締役社長/CEO
先進長寿国では、「重介護」が共通する深刻な社会問題になっている。本
ImPACTプログラムにおいて、介護される患者や高齢者の脳・神経・筋系の機能
改善および介護者負担の軽減を図り、「重介護ゼロ社会」を実現するため、サイボ
ーグ型ロボットHAL(Hybrid Assistive Limb)に代表される革新的サイバニックシス
テムの研究開発を推進している。

◆「ispace の月面資源開発と新たな産業創出」
中村 貴裕 (株)ispace 取締役＆COO
「Expand our planet. Expand our future. ~人類の生活圏を宇宙に広げ、持続性
のある世界へ」をビジョンに掲げ、月面資源開発に取り組んでいる宇宙スタートア
ップ企業ispace。2018年5月時点で宇宙分野のシリーズAとしても世界過去最高
規模となる103.5億円の資金調達を実施し、民間開発の月着陸船による「月周回」
と「月面着陸」の2つのミッションに取り組んでいます。ispaceの月面資源開発の事
業の展望についてご紹介いたします。

25-5

25-6

[13:55-14:35]

セミナー 「グローバルキャンペーンEnjoy My Japan の紹介」

講師：

日本政府観光局（JNTO） モスクワ事務所長

内容紹介：

「Enjoy My Japan」のグローバルキャンペーンの実現に向けた活動。

[14:45-15:15]

北海道セミナー

本蔵 愛里

◆「北海道の魅力の紹介」
講師：

北海道知事 高橋 はるみ

◆「『自己骨髄間葉系幹細胞による治療』概要」（仮）
講師：

札幌医科大学 学長

塚本 泰司

内容紹介： 札幌医科大学が開発した脊髄損傷に対する神経再生治療の概要について、臨

床試験結果などを基に紹介します。

25-7

[15:25-15:55]

日本茶セミナー 「抹茶を楽しもう」

講師：

宇治の露製茶株式会社

内容紹介：

・抹茶の製造方法、違い、味

吉本 三都美

・抹茶の楽しみ方（点て方、アレンジ）

25-8

[15:55-16:25]

日本菓子セミナー 「菓子の日本からの輸出」

講師：

ジャパンフーディングジャパン

内容紹介：

日本の菓子の魅力ある製品の事例などを紹介します。

藤田 孝司

25-9

[16:35-17:05]

JETRO 日本の地域魅力発信セミナー
「日本の簡素の美 ～それを支える価値観・ものづくり～」

講師：

JETROものづくり輸出有望専門家

草野 信明

内容紹介：

近年、世界的にも評価が高い、日本的なモノや空間に宿る「簡素の美」。この「簡
素の美」の特徴について、実際の美の表現（商品やそのプレゼンテーション）や、
それを支えるこだわりのモノづくりもあわせてご紹介します。

5 月 2６日(土)

26-1

[09:30-10:00]

JETRO 日本の地域魅力発信セミナー
「日本の簡素の美 ～それを支える価値観・ものづくり～」

講師：

JETROものづくり輸出有望専門家

草野 信明

内容紹介：

近年、世界的にも評価が高い、日本的なモノや空間に宿る「簡素の美」。この「簡
素の美」の特徴について、実際の美の表現（商品やそのプレゼンテーション）や、
それを支えるこだわりのモノづくりもあわせてご紹介します。

26-2

[10:15-10:45] セミナー 「JNTOのロシアにおける活動・キャンペーンの紹介・グローバルキャン

ペーンEnjoy My Japan」
講師：

日本政府観光局（JNTO） モスクワ事務所
旅行業界担当 アンツィーフェロワ マリア

内容紹介：

ロシアにおけるJNTOの活動概要。市場の動きと展望。「Enjoy My Japan」のグロ
ーバルキャンペーンの実現に向けた活動。

26-3

[11:00-11:30]

福岡市セミナー 「日本一のスタートアップシティ福岡」

講師：

福岡市長 髙島 宗一郎

内容紹介：

福岡市は，日本で唯一，スタートアップ支援に関する国家戦略特区に指定されて
おり，日本の大都市で最も開業率が高い，スタートアップが活発な都市である。そ
んな福岡市の概要や，スタートアップ支援の施策についてご紹介する。
（参考）「STARTUP CITY FUKUOKA」は日本の最も成長するスタートアップパブ！サンクトペテルブ
ルグ国際経済フォーラムへの参加を契機にロシアのスタートアップ拠点と組んでスタートアップ相互
進出支援を行います。ロシアからアジア展開を見据えた日本展開や，日本のSTARTUPとのコラボを
ご希望の方，ぜひ来場ください。

26-4

[11:45-12:15]

日本茶セミナー 「日本茶とは」

講師：

宇治の露製茶株式会社

内容紹介：

・日本茶と他の茶の違い、日本茶の種類、日本茶の製造方法
・煎茶の楽しみ方

吉本 三都美

26-5

[12:30-13:00]

日本茶セミナー 「抹茶を楽しもう」

講師：

宇治の露製茶株式会社

内容紹介：

・抹茶の製造方法、違い、味

吉本 三都美

・抹茶の楽しみ方（点て方、アレンジ）

