各委員会における講演内容の一覧（2021年4月～2022年3月）
年⽉⽇

講演テーマ

講師名

所属・役職（敬称略）

⿊⽥淳⼀郎

経済産業省 通商政策局 通商機構部⻑

福⼭光博

経済産業省 通商政策局 通商機構部 国際経済紛争対策室⻑

⽻⽣⽥慶介

㈱オウルズコンサルティンググループ 代表取締役CEO、

国際通商投資委員会
2021年6⽉7⽇
2021年7⽉30⽇

対外経済政策を巡る最近の動向
国際経済紛争解決に向けたWTOの戦略的活⽤、及び

2021年11⽉2⽇

2021年版不公正貿易報告書の概要
⽇本企業の国際通商における⼈権配慮への取組課題と対応

経済産業省 ⼤⾂官房臨時専⾨アドバイザー

2022年2⽉28⽇

我が国の投資協定交渉の現状と取組⽅針

⼩池穣治

経済産業省

通商政策局

経済連携課

経済連携交渉官

知的財産権問題専⾨委員会
2021年6⽉29⽇

FRAND宣⾔された標準規格必須特許（SEP）の権利⾏使に

松永章吾

ゾンデルホフ＆アインゼル法律特許事務所

2021年9⽉28⽇

関する欧⽶の最新動向について
データ利活⽤のポイント集・事例集について

渡邊佳奈⼦

経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室⻑

弁護⼠

〃
〃
2021年10⽉19⽇ 企業経営と知的財産-⽇⽴製作所における知的財産戦略の
変化と対応
2021年12⽉14⽇ ⽶国特許エコシステム〜シリコンバレーの視点から〜

渡邉遼太郎

経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策 室⻑補佐 弁護⼠

⼾⽥裕⼆

㈱⽇⽴製作所

⼤⼭栄成

国⽴研究開発法⼈新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）

2022年2⽉3⽇

中国における標準必須特許（SEP）の最新動向

遠藤誠

シリコンバレー事務所次⻑
BLJ法律事務所 弁護⼠・博⼠(法学）

BEPS2.0等国際税務の最新事情に関する解説
⽶国税制改正最新動向-デジタル課税政策転換を含む

⼭川博樹

デロイト トーマツ税理⼠法⼈ パートナー

⾓⽥伸広

EY税理⼠法⼈ 会⻑兼パートナー

理事・知的財産本部⻑

国際税務研究会
2021年5⽉19⽇
2021年6⽉18⽇
〃

⽶国税制改正
〃

森信夫

EY税理⼠法⼈ パートナー

〃

〃

秦正彦

EY⽶国 パートナー

〃

〃

野本誠

EY⽶国 パートナー

デジタル経済下における国際課税研究会中間報告書の概要

⼭同康太

経済産業省

2021年10⽉18⽇ インド税務アップデート-直接税の税務調査と税務争訟

古賀昌晴

PwCインド⽇系企業部シニアディレクター

2021年10⽉22⽇ 国際的なM＆A・組織再編に関する裁判例及び裁決例の解説
2021年12⽉9⽇ 英国・オランダのパテントボックス税制の概要と⽇本における

遠藤努

⻑島・⼤野・常松法律事務所パートナー弁護⼠

関⾕浩⼀

EY税理⼠法⼈ タックス・ポリシーリーダー、パートナー

荒⽊知

EY税理⼠法⼈ タックス・ポリシー・アンド・コントラバーシー

2021年9⽉3⽇

貿易経済協⼒局

投資促進課

課⻑補佐

および令和4年度税制改正要望（国際課税関係）について

〃

導⼊に際しての留意点
〃

ディレクター

〃

〃

野々村昌樹

EY税理⼠法⼈ 国際税務部 マネージャー

〃

〃

富永英樹

EYアムステルダム パートナー

〃

〃
令和4年度(2022年度)経済産業関係税制改正について

Joris van Huijstee EYアムステルダム シニアマネージャー
⼭同康太

経済産業省

最近の欧州の洋上⾵⼒発電市場の動向について

⽯丸美奈

㈱Ｈ＆Ｓエナジー・コンサルタンツ パートナー

⽔素ビジネスの最新動向と⽇本企業の取組課題
2021年10⽉28⽇ 燃料アンモニア、合成メタン（E-Gas）、合成燃料（E-Fuel）を
巡る課題と事業上の対応
2021年11⽉24⽇ 産業・業務・家庭部⾨の定置⽤蓄電システムを巡る事業機会と

丸⽥昭輝

㈱テクノバ エネルギー研究部 統括主査

丸⽥昭輝

㈱テクノバ エネルギー研究部 統括主査

⻑⾕川功

㈱三菱総合研究所 経営イノベーション本部

2022年2⽉24⽇

貿易経済協⼒局

投資促進課

課⻑補佐

（国際課税抜粋）

エマージング市場委員会
2021年6⽉15⽇
2021年9⽉22⽇

電⼒・エネルギーグループ シニアプロジェクトマネージャー

2022年1⽉20⽇

⽇本企業の取組課題
⼆酸化炭素の回収・利⽤・貯留（CCUS）の社会実装に向けた

野本哲也

2022年3⽉2⽇

事業化の課題と今後の⾒通し
脱炭素時代におけるエネルギー需給のパラダイムシフトと

植村哲⼠

㈱三菱総合研究所 サステナビリティ本部
気候変動ソリューショングループ
㈱野村総合研究所 サステナビリティ事業コンサルティング部
上級研究員

⽇本企業の対応課題

貿易投資円滑化ビジネス協議会
グローバル環境対策委員会

-

-

2021年6⽉24⽇

川⼝征洋

経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室⻑

気候変動に関する国際動向

2021年10⽉13⽇ CHAdeMO 規格の可能性

吉⽥誠

CHAdeMO

2021年12⽉3⽇

COP26の結果について

川⼝征洋

2022年2⽉4⽇

サーキュラーエコノミー〜最新国際動向と今後の展望〜

粟⽣⽊千佳

経済産業省 産業技術環境局 地球環境対策室⻑
公益財団法⼈ 地球環境戦略研究機関

協議会事務局⻑

持続可能な消費と⽣産領域 主任研究員

合同環境専⾨委員会

-

-

2021年10⽉29⽇ ⽶国有害物質規制法(TSCA) PBT物質に関する規則、
PFAS規制等、⽶国の成形品に関連する最新化学物質規制

⾼村⽐呂典

EY 新⽇本有限責任監査法⼈
気候変動・サステナビリティ・サービス シニアマネージャー

各委員会における講演内容の一覧（2021年4月～2022年3月）
年⽉⽇

講演テーマ

講師名

所属・役職（敬称略）

環境問題関⻄委員会
2021年7⽉16⽇

アジア諸国のリサイクル法制 : e-wasteとプラスチック

⼩島道⼀

⽇本貿易振興機構アジア経済研究所

上席主任研究員

2021年12⽉1⽇

部品製造業として気になる物質規制の動向

筒井将年

東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）リサーチ・フェロー
製品環境アドバイザー、⽇本⾃動⾞部品⼯業会化学物質管理

2022年3⽉8⽇

REACH、CLPの現状と改正の⽅向

徳重諭

⼀般社団法⼈⽇本化学品輸出⼊協会化学物質安全・環境部⻑

海外の防爆規制の動向

澁⾕聡介

テュフズードジャパン㈱ COM事業部 IEP部 部⻑

〃

〃

⻩⽥馴也

テュフズードジャパン㈱ COM事業部 IEP部 チームリーダー

〃

〃

Frank Zhu/

テュフズードジャパン㈱ Distinguished Engineer

2021年6⽉8⽇

国際標準化の最新動向

朱海锋
和泉章

国⽴⼤学法⼈ 東京⼯業⼤学 イノベーション⼈材養成機構 IIDP

2021年7⽉30⽇
〃
2021年9⽉29⽇

新たな時代の安全と基準・認証制度の国際標準化の道筋
機能安全について
〃
GCCの基準認証関連動向

梶屋俊幸
村橋温⼦
河野喜⼀
⼭際信之

特任教授
⼀般社団法⼈セーフティーグローバル推進機構 理事
SGSジャパン㈱コンシューマー＆リテールサービスProduct Safety
SGSジャパン㈱コンシューマー＆リテールサービスProduct Safety
テュフ ラインランド ジャパン㈱ 製品事業部 マーケットアクセス

⾷品機械に関連する海外⾷品接触材規制

⼭本英俊

サービス課 課⻑
テュフ ラインランド ジャパン㈱ 製品事業部 製品事業部 ソフト

- 欧州・中国の規制概要
〃

Mr.Nick Cheng

テュフ ラインランド ジャパン㈱ 中国・アジア太平洋地域

澁⾕聡介

テュフ ズード ジャパン㈱

COM事業部

IEP部
IEP部

アドバイザー

基準認証委員会
2021年4⽉20⽇

〃
〃

2021年11⽉11⽇ 産業機械のセキュリティ

ライン・ハードライン 営業

〃

〃

登⼭慎⼀

テュフ ズード ジャパン㈱

COM事業部

〃

〃

⻩⽥馴也

テュフ ズード ジャパン㈱

Team Leader

〃

〃

関⾕紫朋

テュフ ズード ジャパン㈱

COM事業部AVM部

宇賀⼭在

2021年12⽉22⽇ カーボンニュートラル時代に向けた⽔素社会モデル

責任者

部⻑

2021年CMC会議概要とIECEEの最新動向

梶屋俊幸

経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課 課⻑補佐
（⼀社）セーフティーグローバル推進機構 理事

ブラジル・メキシコの基準認証関連動向

⼭際信之

〔IEC/IECEE認証管理委員会（CMC）代表委員〕
テュフ ラインランド ジャパン㈱ 製品事業部 マーケットアクセス

〃

上 ⽂⼦

サービス課 課⻑
テュフ ラインランド ジャパン㈱ 製品事業部

2022年3⽉18⽇

RCEP等に係わる基準認証関連事項

福⼭章⼦

マーケットアクセス サービス課
オウルズコンサルティンググループ

2022年3⽉18⽇

Vision Zero Summit Japan 2022の概要

梶屋俊幸

プリンシパル/チーフ通商アナリスト
⼀社）セーフティーグローバル推進機構

-

-

〃
2022年2⽉18⽇
〃

海外PL委員会

理事

2022年2⽉21⽇

⽶国製造物責任（PL）最新動向と求められる

原雅宣

TMI総合法律事務所パートナー 弁護⼠

2022年2⽉21⽇

平時・有事の対応
〃

鶴⽥彬

MS&ADインターリスク総研㈱リスクマネジメント第三部

2022年3⽉30⽇

中国法務アップデート〜製品品質・リコール関連の法改正〜

⾼槻史

製品安全グループ 主任コンサルタント
⼤江橋法律事務所 パートナー 弁護⼠

国際貿易円滑化委員会
国際物流円滑化関⻄委員会

-

-

2021年9⽉8⽇

⼩嶋省⼀

阪神国際港湾㈱

永井克実

⼤阪港湾局

エンジニアリング会社の輸出管理のポイントについて

⾼野瀬典久

東洋エンジニアリング㈱

阪神港における⾃然災害等に対するBCPへの取り組み
2021年12⽉23⽇ 2025年⼤阪・関⻄万博開催時の円滑な港湾物流の確保に向けて
（夢洲における物流交通対策）

常務執⾏役員

計画整備部

振興課

事業調整担当課⻑代理

安全保障貿易管理専⾨委員会
2021年8⽉24⽇
2021年9⽉24⽇

輸出管理担当課⻑

今年度の省令等の改正の内容について

⽊佐允彦

経済産業省

安全保障貿易管理政策課

〃

〃

⻑⾕川寛晃

経済産業省

安全保障貿易管理課

〃

〃

堀江正⾏

経済産業省

安全保障貿易管理審査課

課⻑補佐 他５名
課⻑補佐

2022年12⽉16⽇ 今年度の省令等の改正の内容について
〃
2022年2⽉14⽇

⽊佐允彦

経済産業省

安全保障貿易管理政策課

〃

⻑⾕川寛晃

経済産業省

安全保障貿易管理課

経済安全保障に関する国際情勢や⽇本の対応について

⾹⼭弘⽂

経済産業省

安全保障貿易管理政策課

-

-

中部・関⻄輸出管理委員会
2021年11⽉12⽇ 中国における経済安全保障をめぐる諸法令

公安調査庁

2022年1⽉28⽇

⼤阪税関、神⼾税関

事前質問への回答・最近の違反事例の紹介

課⻑補佐

課⻑補佐

課⻑補佐
課⻑

各委員会における講演内容の一覧（2021年4月～2022年3月）
年⽉⽇

講演テーマ

講師名

所属・役職（敬称略）

-

-

インフラ海外展開における現状と課題

吉岡孝

経済産業省 貿易経済協⼒局 貿易振興課⻑

〃

（グリーン、デジタル、競争⼒強化）
〃

⼜⽊毅正

㈱野村総合研究所 コンサルティング事業本部

〃

〃

川⼿魁

グローバルインフラコンサルティング部 グループマネージャー
㈱野村総合研究所 コンサルティング事業本部

グリーンイノベーション基⾦事業について

笠井康広

グローバルインフラコンサルティング部
経済産業省 産業技術環境局 環境政策課 カーボンニュートラル

OECD公的輸出信⽤アレンジメント ⼀部改訂予定について
「『インフラシステム海外展開戦略2025』の着実な推進に向けた

⾠⺒智則

プロジェクト推進室⻑
㈱国際協⼒銀⾏ 企画部⾨ 経営企画部 企画課 課⻑

吉岡孝

経済産業省 貿易経済協⼒局 貿易振興課⻑

税関・輸出管理担当意⾒交換会
プラント輸出総合対策委員会
2021年4⽉7⽇

2021年4⽉23⽇
〃
2021年6⽉24⽇
〃

取組について」及び「『分野別アクションプラン』概要について
〃

⽯引裕貴男

資源エネルギー庁 資源・燃料部 ⽯炭課 課⻑補佐

〃

『サステナビリティに関する取組』について

⼩島直樹

三菱重⼯業㈱ グローバル経営推進部 部⻑代理

2021年8⽉26⽇

中国のグリーンを巡る動向について

宮⾥孝則

経済産業省 通商政策局 北東アジア課 総括課⻑補佐

〃

〃

占部昭裕

経済産業省 通商政策局 北東アジア課 総括係⻑

〃

〃

伊藤哲郎

資源エネルギー庁 ⻑官官房 国際課

統括資源エネルギー調査官

〃

〃

関⼾多聞

資源エネルギー庁 ⻑官官房 国際課

係員

松本加代

内閣官房副⻑官補室 内閣参事官（経協インフラ担当）

増⽥正悟

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課

⽵⼭典男

公益財団法⼈ 地球環境センター

2021年11⽉15⽇ 今後のインフラ海外展開戦略の⽅向性
2021年12⽉14⽇ ⼆国間クレジット制度(JCM)の最新の取り組み状況、及び
〃

COP26の成果
JCM設備補助事業のご紹介

市場メカニズム室 室⻑補佐

東京事務所

事業第⼆グループ グループ⻑

2022年1⽉12⽇
2022年2⽉2⽇

インフラシステム海外展開 〜政府・国交省の取組を中⼼に〜

冨澤洋介

国⼟交通省 総合政策局 海外プロジェクト推進課 企画専⾨官

令和４年度の経済産業省の政策について

是枝憲⼀郎

経済産業省 製造産業局 国際プラント・インフラシステム・

海外サプライチェーン多元化⽀援事業（第５回公募）について

⻘⽊謙治

経済産業省 貿易経済協⼒局 貿易振興課 課⻑補佐

アジア等新興国のエネルギートランジション⽀援

稲垣翔太

経済産業省資源エネルギー庁

⽔ビジネス推進室 室⻑補佐

〃
2022年3⽉3⽇

アジアエネルギートランジションチーム 課⻑補佐

海外再⽣可能・新エネルギー・環境ビジネス検討委員会
2021年6⽉15⽇

※最近の欧州の洋上浮⼒発電市場の動向について

⽯丸美奈

㈱H＆Sエナジー・コンサルタンツ パートナー

2021年9⽉22⽇

※⽔素ビジネスの最新動向と⽇本企業の取組課題

丸⽥昭輝

㈱テクノバ エネルギー研究部 統括主査

丸⽥昭輝

㈱テクノバ エネルギー研究部 統括主査

⻑⾕川功

㈱三菱総合研究所 経営イノベーション本部

2021年10⽉28⽇ 燃料アンモニア、合成メタン（E-Gas）、合成燃料（E-Fuel）を
巡る課題と事業上の対応
2021年11⽉24⽇ 産業・業務・家庭部⾨の定置⽤蓄電システムを巡る事業機会と

電⼒・エネルギーグループ

⽇本企業の取組課題
2022年1⽉20⽇
2022年3⽉2⽇

⼆酸化炭素の回収・利⽤・貯留（CCUS）の社会実装に向けた

野本哲也

事業化の課題と今後の⾒通し
脱炭素時代におけるエネルギー需給のパラダイムシフトと

植村哲⼠

シニアプロジェクトマネージャー
㈱三菱総合研究所 サステナビリティ本部
気候変動ソリューショングループ
㈱野村総合研究所 サステナビリティ事業コンサルティング部
上級研究員

⽇本企業の対応課題

⽔インフラ国際展開タスクフォース
2021年6⽉4⽇

海外⽔ビジネス事情”勝てる⽇本の戦略は

吉村和就

グローバルウォータ・ジャパン代表

2021年9⽉3⽇

村嶋英⼀

国際協⼒機構（JICA） ⺠間連携事業部海外投融資課 主任調査役

〃

⽔分野におけるJICA海外投融資の事例紹介
感染症の流⾏情報収集拠点としての下⽔道の活⽤

〃

―アジアへの国際展開について―
⼤阪市⽔道局の海外展開

⽯本知⼦

⼤阪市⽔道局 総務部経営改⾰課 事業推進担当課⻑

JICAの中南⽶向け取り組みとIDB連携について

丹下能嘉

国際協⼒機構（JICA）中南⽶部 参事役兼南⽶課課⻑

〃

⽔の再利⽤の国際標準化の現状と今後の展開

⼤熊那夫紀

⼀般財団法⼈ 造⽔促進センター 専務理事

〃

アジアにおけるPPPに対するADBの⽀援

⼩池武⽣

アジア開発銀⾏（ADB）Director, Advisory Division1

武⽥卓也

在ミャンマー⽇本国⼤使館 ⼆等書記官

2021年12⽉22⽇ アフリカの経済と農業

梅本優⾹⾥

アフリカビジネスパートナーズ合同会社 代表パートナー

2022年3⽉18⽇

別所智博

㈱クボタ

2021年12⽉3⽇

2022年2⽉25⽇

各省庁の海外⽔インフラの来年度取組み⽅針

2022年2⽉25⽇

ミャンマー現地報告

本多了

⾦沢⼤学 地球社会基盤学系 准教授

内閣官房、厚⽣労働省、環境省、国⼟交通省、経済産業省

農業機械・内燃機合同部会
農業・環境の持続可能性と新たな政策展開

機械総括本部顧問

