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中東協力センターは、中東・北アフリカ諸国における産業経済の開発、通商の振興に 
対する日本の協力の推進に寄与することを目的に設立された一般財団法人です。 

１．（１）中東協力センターのご紹介 
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項目 概要 

名称 
一般財団法人 中東協力センター 
（英語名 Japan Cooperation Center for the Middle East） 
（略称  JCCME） 

設立年次 1973年（昭和48年）10月20日 

目的 

中東諸国における産業経済の開発、通商の振興に対す
る日本の協力の推進に寄与すること。 
 

（注）当センターの事業対象としての中東諸国は、東はア
フガニスタンから西はモーリタニアまでの間の西アジア・
北アフリカ諸国を含む23カ国です。 

主要事業 

１．投資等促進事業 
  ・市場調査 
  ・投資促進ミション交流（派遣・受入） など 
２．人材育成支援事業 
３．国際交流及び情報提供事業 
  ・中東協力現地会議 
  ・二国間経済協議会 など 
４．その他調査事業等 

中東協力センターの概要 

会長 奥田 碩 理事長 北畑 隆生 

海外拠点 

•サウジアラビア（リヤド・ジェッダ） 
•UAE（アブダビ） 
•クウェート 
•イラク（バグダッド） 
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１．（２）  中東産油国向け産業協力事業、 
                                        日本・サウジアラビア産業協力タスクフォース ① 
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（一財）中東協力センター 

日本・サウジアラビア産業協力タスクフォース 

 

重点国として、サウジアラビアとＵＡＥアブダビ首長国を対象とした「中東産油国向け産業協力
事業を実施しており、サウジアラビアに対しては、「日本・サウジアラビア産業協力タスクフォース」
として活動しています。 

 日本・サウジアラビア産業協力タスクフォースは、日本企業のサウジアラビア投資を支援することにより、同国
の産業クラスターの育成に貢献することをミッションとしています。 

 サウジアラビアの経済発展に貢献し、同国と良好な関係を構築することは、日本のエネルギー安全保障上大
変大きな意味を持つと考えられます。 

アブダビ産業協力プロジェクト 

○○○協議会 

・ ・ ・ ・ 
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背景 
2007年4月の両国首脳（安倍首相・アブドラ国王）合意に基づき、両国の官民一体の共同プロ
ジェクトとして立ち上げ 

目的 サウジが希求する「脱石油」の産業多角化・若年層の雇用創出に寄与すること 

活動内容と 
成果 

①対サウジ投資促進 
日本企業（主に製造業）約5,500社にコンタクトし、有望企業1,000社と直接面談、サウジ進出希
望企業のべ約110社に対し、「資金支援（調査費補助）」と「情報支援（サウジ側ネットワーク）」
の両面で支援を展開 
 

②中小企業政策協力 
2009年4月、増子経済産業副大臣（当時）からアリレザ商工大臣（当時）へ、日本側で取りまと
めた中小企業政策の提言書を手交 
 

③人材育成協力 
「サウジアラビア電子機器・家電製品研修所（SEHAI）」を2009年9月に開校 

今後の展望 
従来の製造業支援に加え、社会インフラ分野（水ビジネス、都市開発等）や医療・情報通信・教
育などのソフト分野において産官学連携を促進する 
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１．（２）  中東産油国向け産業協力事業、 
                                        日本・サウジアラビア産業協力タスクフォース ② 
 

対サウジアラビア産業協力を担う「日本・サウジアラビア産業協力タスクフォース」は、対サウジ投
資促進を中心として、幅広い産業協力事業を行っている。 
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 クラスター・プログラムとは 
 
 サウジの諸資源を活用し、特定の産業クラスターを育成することにより、経済の成長と多様化を目指す 
 政府主導の産業振興政策。「国家産業戦略（National Industrial Strategy, NIS)」の傘の下に位置付け。 

 国家産業クラスター開発計画の核となる製造５分野 
 

  １－自動車関連：組立・部品生産・タイヤ   ２－建築関連：建築材料・建築資材 
  ３－金属加工：製鉄・アルミ精錬・圧延・加工    ４－プラスチック包装・容器、梱包材 
  ５－消費財：家電・電子（空調・冷凍冷蔵庫・調理器・洗濯機等）、ソーラー関連 

 クラスター開発の狙い 
 

  １－若年層の雇用創出 
  ２－輸出競争力の向上 
  ３－バリューチェーン創出 
  ４－技術移転・サウジ人人材の育成 

脱石油 
①産業構造 

  ＋②エネルギー消費 

１．（２）  中東産油国向け産業協力事業、 
                                        日本・サウジアラビア産業協力タスクフォース ③ 
 

サウジアラビア政府は「国家産業クラスター開発計画」を作成し、経済成長と産業多角化を目指
している。アルミニウム関連産業はその中核分野のひとつに挙げられている。 
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２．アルミニウム合同企業ミッション企画の紹介① 
 
中東協力センターでは、サウジアラビア・ＵＡＥのアルミニウム関連企業・機関を現地に訪問する、
企業合同ミッションを企画予定です。 

アルミセミナー 
合同企業ミッション 

企画 
募集 

サウジ・ＵＡＥ 

現地視察 

合同企業ミッション 

個別の 
ビジネス 
マッチング 

 2014年1月中旬に実施を予定。（後日決定） 
 1週間～10日間程度で、サウジアラビアとＵＡＥのアルミ関連企業、現地サイトを訪問・視察。 

JCCME Delegation 
 アルミ関連企業様 A 
 アルミ関連企業様 B 
 アルミ関連企業様 C 
 アルミ関連企業様 D 
 アルミ関連企業様 E 

サウジ 

 Ma’aden（inc. factory visit） 
 RCJY 
 Private Company A 
 Private Company B    etc 

UAE 

 EGA（inc. factory visit） 
 KIZAD 
 Private Company C 
 Private Company D    etc 

× 
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２．アルミニウム合同企業ミッション企画の紹介② 
 
合同企業ミッションでは、両国のアルミニウム事業者各社との面談・視察等を通じ、最新情報を
直接入手していただきたい。その情報を各社の海外展開の検討に組み込んでいただく。 

目的 

• 存在感を増す中東でのアルミニウム精錬事業、中下流産業を直接視察する。 

• 現地の各社・機関との面談・視察を通じて、アルミ関連製造事業を行う日本企業の皆様に
対し、サウジアラビア・ＵＡＥのアルミニウム関連産業の最新情報を直接入手する機会を提
供する。 

• 参加各社と、現地スメルター事業者、工業団地管理者、投資誘致機関等とのネットワーク
形成を促進する。 

• 参加各社と、現地アルミ関連企業・大手グループ企業等とチャネル形成により、将来の
パートナーシップ検討の足がかりとする。 

時期 • 1月中旬予定。期間は1週間～10日程度。（詳細は追ってご案内します） 

訪問先 • サウジアラビア、ＵＡＥの2ヶ国の各都市。訪問先のアレンジは中東協力センターが行う 

参加対象企業 • アルミニウム関連産業で製造事業を行う日本企業。製造事業の海外展開を検討中、もしく
は将来的に検討予定の企業様。5社程度。 

経費補助 
• 各社につき1名の参加者の渡航費・滞在費等を補助予定（一部、自社負担あり）。 
• 詳細はお申し込みの際にご案内予定。 

申し込み • 本セミナーのアンケートに記入、提出をお願いします。準備が整いしだい、中東協力セン
ターより詳細をご案内いたします。 
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本日は、「サウジアラビア アルミニウムセミナー」へ 
ご参加いただきありがとうございました。 
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アブダビ投資フォーラム２０１３ ・ 
アブダビアルミニウムセミナーのご案内 

 
【日時：2013年11月26日（火）】 
【場所：場所：キャピトルホテル東急 鳳凰の間（最寄駅：溜池山王）】 
 
9:30～14:30 アブダビ投資フォーラム2013 
 
14:30～18:30 アブダビアルミニウムセミナー 
 
※ランチ及びディナータイムにレセプションのご用意をいたします 
 
 
 


