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平成２９年度「産油国等連携強化促進事業費補助金（ロシア等産油・産ガス国投資等促進事業）」 

２）戦略的産業協力・企業間交流促進事業 ２）産業協力・企業間交流団派遣事業 

日本カザフスタン／日本ロシア・エネルギー・環境産業協力セミナー 

実施報告書 

 

セミナープログラム 
 

（１）日本ロシア産業協力セミナーin オムスク 
日時： 2017 年 12 月 4 日（月）13：30－17：00 

現地カウンターパート：オムスク州経済省 

場所： オムスク州政府ビジネスセンター コングレスホール「青」 （ulitsa 70 let Oktyabrya 25/6）  

司会： 高橋 浩 ROTOBO ロシア NIS 経済研究所 研究顧問 

 

時間 プログラム案 

13:00-13:30 レジストレーション 

13:30-13:40 
開会挨拶 日本側：高橋 浩 ロシア NIS 貿易会 ロシア NIS 経済研究所 研究顧問 

     ロシア側：クシュナー・オムスク州経済次官 

 第一セッション：炭化水素資源の高度利用等に関する日本の技術 

13:40-14:05 

稲村 和浩 (JPEC 一財 石油エネルギー技術センター 技術企画部長) 

「Development of Petroleomics as a New refining Technology 

- Molecular-based Analyses and Reaction Modeling -」 

14:05-14:30 
湯川 潔（三菱化学 石化企画本部ナレッジビジネス推進室 部長代理） 

「石化産業：下流への展開、及び付加価値向上」 

14:30-14:55 
木瀬 良平（前川製作所モスクワ事務所長） 

「石油・ガス、そして食品市場における環境・省エネ技術」 

14:55-15:05 質疑応答 

15:05-15:20 コーヒーブレイク 

 第二セッション：日本の産業環境対策及び環境技術 

15:20-15:45 
大野 香代（一般社団法人産業環境管理協会 環境管理部門 国際協力・技術センター所長） 

「日本における産業公害防止の取組みと経験」 

15:45-16:10 
山本 洋士 （川崎重工業 プラント環境カンパニー 基幹職） 

「Kawasaki Environmental Technologies」 

16:10-16:35 
銀川 雅士（ベアトリックス 代表取締役） 

「鉱物スケールの除去装置とそのメカニズム」 

16:35-16:45 質疑応答、閉会挨拶 

16:45-17:00 名刺交換会 
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（２）日本カザフ産業協力セミナー in カラガンダ  
日時： 2017 年 12 月 6 日（水） 14:30～18:40  

現地カウンターパート： カザフインベスト、カラガンダ州政府 

場所： Dostar-Alem Hotel, ホール「Dostyik」 

司会： 輪島 実樹 ROTOBO ロシア NIS 経済研究所 部長 

時間 プログラム案 

14:00-14:30 レジストレーション 

14:30-14:40 開会挨拶 日本側：輪島 実樹 ロシア NIS 貿易会 ロシア NIS 経済研究所 部長 

 第一セッション：日本の産業環境対策及び環境技術 

14:40-15.05 
大野 香代（一般社団法人産業環境管理協会 環境管理部門 国際協力・技術センター所長） 

「日本における産業公害防止の取組みと経験」 

15:05-15:30 
山本 洋士 （川崎重工業 プラント環境カンパニー 基幹職） 

「Kawasaki Environmental Technologie 」 

15:30-15:55 
銀川 雅士（ベアトリックス 代表取締役） 

「鉱物スケールの除去装置とそのメカニズム」 

15:55-16:05 質疑応答 

16:05-16:20 コーヒーブレイク 

 第二セッション：炭化水素資源の高度利用等に関する日本の技術 

16:20-16:45 
木瀬 良平（前川製作所モスクワ事務所長） 

「石油・ガス、そして食品市場における環境・省エネ技術）」 

16:45-17:10 
湯川 潔（三菱化学 石化企画本部ナレッジビジネス推進室 部長代理） 

「石化産業：下流への展開、及び付加価値向上」 

17:10-17:35 

稲村 和浩 (JPEC 一財 石油エネルギー技術センター 技術企画部長) 

「Development of Petroleomics as a New refining Technology 

- Molecular-based Analyses and Reaction Modeling -」 

17:35-17:45 質疑応答、閉会挨拶 

17:45-18:00 名刺交換会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カラガンダ市でのセミナーの様子 
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（３）日本カザフ産業協力セミナー in アスタナ  
日時： 2017 年 12 月 8 日（金） 10:00～13:00  

現地カウンターパート： カズエナジー 

場所： Hilton Garden Inn Astana, ホール「Garden 3,4」 

司会： 輪島 実樹 ROTOBO ロシア NIS 経済研究所 部長 

           アルマン・サチエフ カズエナジー総裁顧問 

 

時間 プログラム案 

9:30-10:00 レジストレーション 

10:00-

10:10 
開会挨拶 ウザクバイ・カラバリン・カズエナジー副総裁 

 第一セッション：炭化水素資源の高度利用等に関する日本の技術 

10:10 

10:30 

稲村 和浩 (JPEC 一財 石油エネルギー技術センター 技術企画部長) 

「Development of Petroleomics as a New refining Technology 

- Molecular-based Analyses and Reaction Modeling -」 

10:30 

10:50 

湯川 潔（三菱化学 石化企画本部ナレッジビジネス推進室 部長代理） 

「石化産業：下流への展開、及び付加価値向上」 

10:50 

11:10 

木瀬 良平（前川製作所モスクワ事務所長） 

「石油・ガス、そして食品市場における環境・省エネ技術」 

11:10 

11:25 
質疑応答 

 第二セッション：日本の産業環境対策及び環境技術 

11:25 

11:45 

大野 香代（一般社団法人産業環境管理協会 環境管理部門 国際協力・技術センター所長） 

「日本における産業公害防止の取組みと経験」 

11:45 

12:05 

山本 洋士 （川崎重工業 プラント環境カンパニー 基幹職） 

「Kawasaki Environmental Technologies 」 

12:05 

12:25 

銀川 雅士（ベアトリックス 代表取締役） 

「鉱物スケールの除去装置とそのメカニズム」 

12:25 

12:40 
質疑応答、閉会挨拶 

12:40 

13:00 
名刺交換会 

 

 
 

 

 

 

 

アスタナでのセミナーの様子 


