
Page 1  of 6  

 

 

日本・サウジアラビア産業協力フォーラム 

第１２回日本・サウジアラビアビジネスカウンシル 

日程: 2012年 1月 31日（火）～2月 2日（木） 

場所: ザ・プリンス パークタワー東京 会議場 

プログラム: 

2012年 1月 31日(火) 

17:00-18:50 第 12回日本・サウジアラビア ビジネスカウンシル  

19:00- レセプション （在日サウジアラビア大使館主催） 

 

2012年 2月 1日（水） 

08:00-  開場・受付開始 

09:00-09:15 開会の辞 

09:15-09:45 基調講演「サウジアラビアと日本との関係強化」 

09:45-10:00 署名式典(1) 

10:00-10:15 休憩 

【10:15-17:00 BtoBミーティングを別室にて同時開催】 

10:15-11:45 全体会議 I「日本サウジアラビア産業協力」 

11:45- 昼食会場へ移動 

12:00-13:30 昼食 

13:30-15:30 全体会議Ⅱ「未来のエネルギー」 

15:30-15:50 休憩・分科会会場へ移動 

15:50-17:30 分科会 I 

 パネル 1:「水ビジネス」 

 パネル 2: 「中小企業・起業」 

17:30-17:45 レセプション会場へ移動 

17:45-19:30 レセプション・署名式典(2) 

 

2012年 2月 2日（木） 

08:00- 開場・受付開始 

【9:00-17:00 BtoBミーティングを別室にて同時開催】 

09:00-10:30 分科会Ⅱ 

 パネル 3:「教育と人材開発」 

 パネル 4:「投資環境」 

10:30-10:45 休憩 

10:45-12:15 分科会Ⅲ 

 パネル 5: 「ダウンストリーム産業」 

 パネル 6: 「健康・医療」 

12:15-13:30 昼食 

13:30-15:00 全体会議Ⅲ「都市開発－都市創造・開発」 

15:00-15:15 休憩 

15:15-16:45 全体会議Ⅳ「都市開発－スマートシティー」 

16:45-17:00 閉会式 

17:00 閉会 
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日本・サウジアラビア産業協力フォーラム/ビジネスカウンシル 

 

2012年 1月 31日‐2月 2日 

ザ・プリンスパークタワー東京 

 

 

2012年 1月 31日(火) 

 

17:00-18:50 第 12回日本・サウジアラビア ビジネスカウンシル 

  開会の辞： 

 齋藤 宏 日サ ビジネスカウンシル共同議長 

アブドルラハマン・アル-ジュレイシー 日サ ビジネスカウンシル共同議長 

 

来賓あいさつ： 

松下 忠洋 経済産業副大臣 

 アフメド・アル-ハカミ 経済企画副大臣 

 

19:00- レセプション(駐日サウジアラビア大使館主催) 

  祝辞: 

アブドゥルアジーズ・トルキスターニ 駐日サウジアラビア王国特命全権大使 

タウフィーク・アル-ラビーア 商工大臣 

ムハンマド・アル-ジャーセル 経済企画大臣 

枝野 幸男経済産業大臣 

 

19:30- 夕食 

 

2012年 2月 1日(水) 

 

8:00-  開場・受付開始 

 

9:00-9:15 開会の辞 

奥田 碩 (財)中東協力センター会長 

齋藤 宏 日サ ビジネスカウンシル共同議長 

アブドルラハマン・アル-ジュレイシー 日サ ビジネスカウンシル共同議長 

 

9:15-9:45 基調講演– サウジアラビアと日本との関係強化 

松下忠洋 経済産業副大臣 

 ムハンマド・アル-ジャーセル 経済企画大臣 

 タウフィーク・アル-ラビーア 商工大臣 

渡 文明 日本経済団体連合会 評議員会議長 

 

9:45-10:00 署名式典(1) 

  

10:00-10:15 休憩 

 

(10:15-17:00)B to B ミーティング : 隣接の別室にて同時開催 

  相談デスク設置：西村あさひ法律事務所、ハーバート・スミス法律事務所 
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  サウジ側参加企業展示 

 

10:15-11:45 全体会議 I “日本サウジアラビア産業協力” 

 モデレーター：飯田 圭哉 経済産業省通商交渉官 

 サレー・アル‐ナザー National Industrialization Co.(タスニー)社長兼

CEO  

  

 香田 忠維日本側タスクフォースコーディネーター/JCCME理事長 

 細井 行 いすゞ自動車（株）代表取締役社長 

 アザーム・シャラビ 国家産業クラスター開発計画(NICDP)長官 

 サレー・アル‐ナザー National Industrialization Co.(タスニー)社長兼 CEO 

 ムハンマド・ハッサン・アル-ラベー  サウジアラムコサダラプログラムチーフプログラムオ

フィサー 

 マジディ・アル-サハーフ 工業用地公団（MODON）マーケティング担当ディレクター 

 

 Q & A 

  

11:45 昼食会場へ移動 

   

12:00-13:30 昼食 

スピーチ: 

遠藤 茂 駐サウジアラビア特命全権大使 

アブドゥルアジーズ・トルキスターニ 駐日サウジアラビア王国特命全権大使 

 

13:30-15:30 全体会議 II “未来のエネルギー” 

 モデレーター：南 亮 資源エネルギー庁長官官房国際課長 

    

和坂 貞雄独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO) 理事 

香藤 繁常昭和シェル石油㈱ 代表取締役会長  

加藤 仁 三菱重工業㈱ 原動機事業本部 副事業本部長  

ワリード・アブルファラジ KACARE原子力エネルギー担当副総裁 

ファイサル・ビン・トゥルキ・アル-ファイサル殿下 サウジ戦略研究センター 

  

 Q & A 

 

15:30-15:50 休憩・分科会会場へ移動 

  

15:50-17:30 分科会 I 

 パネル 1 “水ビジネス” 

 モデレーター： 滝沢 智 東京大学大学院教授 

 

 川名浩一  日揮㈱ 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO) 

 久保田 隆千代田化工建設㈱ 代表取締役社長 

 若林省一  水道機工㈱ 取締役執行役員 

 アブドルラフマーン・アル-イブラヒム 海水淡水化公社（SWCC）総裁 

 ロアイ・アル・ムサレム 国営水公社（NWC）CEO 

 ムハンマド・アブナイヤン アブナイヤングループ会長 

 

 Q & A 
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 パネル 2 “中小企業と起業” 

 モデレーター： 松島 茂 東京理科大学大学院教授 

  

 守山 宏道中小企業庁事業環境部国際室長 

 櫻井 和人 独立行政法人 中小企業基盤整備機構理事 

 宮城 勉  日本商工会議所常務理事 

 

 アブドルラハーマン・アル‐カヤル  サウジ信用貯蓄銀行 中小企業本部長 

 ファイサル・アル-アキールコンストラクションプロダクツホールディング(CPC) 新規事業開

発兼 CSR担当 取締役 兼 取締役会事務長 

   

 Q & A 

 

17:30-17:45 レセプション会場へ移動 

  

17:45-19:30 レセプション・署名式典(2) 

 主催者挨拶 

 石毛博行 独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）理事長 

 来賓挨拶: 

 枝野 幸男経済産業大臣 

ハシーム・ビン・アブドッラー・ヤマニ アブドラ国王原子力・再生可能エネルギー都市

(KACARE)総裁 

 

 

2012年 2月 2日(木) 

 

8:00-  開場・受付開始 

 

(9:00-17:00)B to B ミーティング : 隣接の別室にて同時開催 

  相談デスク設置：西村あさひ法律事務所、ハーバート・スミス法律事務所 

  サウジ側参加企業展示 

   

9:00-10:30 分科会 Ⅱ 

 パネル 3“教育と人材開発” 

 モデレーター： 畑中 美樹 国際開発センター研究顧問  

             

 千葉 茂片柳学園副理事長 / 日本工学院専門学校学校長 

 白木 三秀早稲田大学政治経済学術院教授 

  

 アワリド・アル-バカリ 職業訓練公社(TVTC)プログラム・カリキュラム部長 

 イサム ブカーリ サウジアラビア王国大使館 文化担当官 

 

 Q & A 

 

 パネル 4“投資環境” 

 モデレーター： 田中 保春 みずほ証券サウジアラビア会長  

 

 矢島浩一日本政策金融公庫国際協力銀行(JBIC)特別参与・資源・環境ファイナンス部門長 
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 アリ・ビン・アブドラ・アル-アイード  工業開発基金（SIDF）局長 

 ビシャール・ベヒート ベヒートグループ会長 

 アリ・フサイン・アリ・レザ アリレザ社社長 

  

 Q & A 

 

10:30-10:45休憩 

 

10:45-12:15 分科会 Ⅲ 

パネル 5 “ダウンストリーム産業” 

モデレーター：ナビル・アメーン・モーラ サウジアラビア標準化公団（SASO）総裁 

 

小林友二旭化成ケミカルズ㈱ 取締役兼専務執行役員   

岩崎 雅人 ㈱山武 執行役員アドバンスオートメーションカンパニー（マーケティング・開

発担当） 

 

 丸山 剛 SABICイノベーティブプラスチックスジャパン社長 

 スブヒ・アル-ハシェミ タラワット社副会長 

      オサマ・ファキーペトロラービグ人事総務担当副社長 

 

 Q & A 

 

 パネル６“健康・医療” 

 モデレーター： ハニ・コージャ  実業家 

  

 高橋淳 アイテック㈱ 取締役 

 原田久三菱電機㈱ 電力システム製作所加速器応用システム設計課長 

 

  アリ・アル-ザワウィ保健省医薬品機材調達局担当官 

 

 Q & A 

 

12:15-13:30昼食 

 

13:30-15:00 全体会議 Ⅲ“都市開発”–都市創造開発 

 モデレーター： 村上 周三  建築研究所理事長 

          

 中分 毅 ㈱日建設計常務執行役員兼 日建設計総合研究所所長 

 山田 大介 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員 産業調査部長 

 

 ズヘール・ファイェズズヘール・ファイェズコンサルティングオフィス代表 

 サレー・ビン・イブラヒム・アル-ラシード  工業用地公団（MODON）総裁 

 

 Q & A 

 

15:00-15:15 休憩 

 

15:15-16:45 全体会議Ⅳ“都市開発”-スマートシティー 
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 モデレーター： 山地 憲治  地球環境産業技術協力機構（RITE）理事・研究所長 

   

 

 山田 昌彦  富士通（株）テクニカルコンピューティングソリューション事業本部 本部長 

 竹中 章二 ㈱東芝執行役常務待遇  スマートコミュニティ事業統括部 首席技監 

 高倉 秀和独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構スマートコミュニティ部長 

 

 アハメド・ムハンマド・アル-サリー マラツ・キャピタル・エグゼクティブ・パートナー 

  

 Q & A 

 

16:45-17:00 閉会式 

香田 忠維 JCCME理事長 

タウフィーク・アル-ラビーア 商工大臣 

 

17:00 閉会 

 

 

 


