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「日露経済関係の新時代」

JBIC　代表取締役副総裁　前田 匡史

「日本―ASEAN 関係のさらなる深化を」

経済同友会　アジア委員会 委員長、ANAホールディングス   代表取締役社長

片野坂 真哉

特別研究ｾﾐﾅｰ ○インドビジネスのさらなる展開のために　2017

◎岐路に立つ中国：引き締め政策で中国景気は下降する 津上工作室 代表　津上 俊哉 ◎岐路に立つ中国：中国の金融引き締め　津上工作室 代表　津上 俊哉

◎岐路に立つ中国：上半期の中国経済を振り返る　IMF、不本意な見通し改訂

　　津上工作室 代表　津上 俊哉

◎新興国マクロ経済WATCH：新州都構想で熱気を帯びるインド・アンドラプラデシュ州

　　JBIC  外国審査部 調査役（アジア地域担当） 齊藤 雄祐

◎新興国マクロ経済WATCH：マクロ経済安定化、成長促進に向けて突き進むアルゼンチン

　　JBIC  外国審査部 副調査役（中南米地域担当） 福谷 周

上記特集に掲載

◎潮流を読む：フェイク情報が揺るがす世界 ―国家や企業が直面する底なしリスク ―

　　亜細亜大学　都市創造学部 教授　後藤 康浩

◎潮流を読む：アジアを蝕む『開発後独裁』―次の成長に必要な政治の進化―

     亜細亜大学　都市創造学部 教授　後藤 康浩

◎潮流を読む：アジアで進むビジネスの“グローバリージョン化”～瀬戸際の日本企業

　　亜細亜大学 都市創造学部 教授　後藤 康浩

◎エネルギーの今 ― CSIS より：Nuclear Remains Unclear under Trump～

　 トランプ政権下の原子力政策

　　Jane Nakano, Senior Fellow, Energy and National Security Program, CSIS

上記特集に掲載

◎エネルギーの今－CSISより：U.S. policymaking in the era of “energy dominance”

　　 --cause for celebration or concern? ～トランプ政権によるエネルギー戦略「エネルギー

　　支配（energy dominance）」をどう捉えるべきか

　　Jane Nakano, Senior Fellow, Energy and National Security Program, CSIS

寄稿

○米国のインフラ整備・投資は進むのか

　　JBIC   ワシントン駐在員事務所 上席駐在員　三木田 聖

○質の高いICTインフラ整備―NECのグローバル事例の紹介 ―

　　日本電気（NEC）グローバルビジネスユニット

     グローバルコーポレートセールス本部 ファイナンス戦略推進室 シニアエキスパート

     小林 豊

スポット研究

○大統領選が近づくイラン

　　神奈川大学 非常勤講師　ケイワン・アブドリ

　　JOI　調査部 上席主任研究員　寺中 純子

○ブラジルで進む石油産業の改革

　  JOI　シニアフェロー　岸本 憲明

○コーポレートガバナンスのフロンティア

    OECD コーポレートガバナンス委員会議長（財務省主計局次長 兼 金融庁総務企画局）

    神田 眞人

○海外M&A 取引の「落としどころ」

    アレン・アンド・オーヴェリー外国法共同事業法律事務所

    弁護士・ニューヨーク州弁護士

    伊藤 徳高

特別会員ニュース
米国サウスカロライナ州 エジプト、メキシコ

特集 ロシア特集

○日本企業の取り組み

   ・日揮、ロシア極東ハバロフスク市での野菜温室施設栽培事業

      JGC Evergreen社 社長　五十嵐 知之

   ・ロシア市場の魅力、三井物産

      三井物産　執行役員CAO補佐（直轄地域担当）

      （前 三井物産モスクワ社長兼CIS総代表）　目黒 祐志

   ・ロシアでのプラント建設事業、双日

　　  双日　プラントプロジェクト部 副部長　佐山 宗彦

○寄稿

   ・ロスアトムのアジア事業展開とその傾向

      日本エネルギー経済研究所　主任研究員　栗田 抄苗

   ・米トランプ新政権下での対ロシア関係②

      JBIC　モスクワ駐在員事務所 上席駐在員　畔蒜 泰助

   ・ロシア景気回復の背景と今後の見通し  ―経済構造において見るべきポイント ―

      JBIC　外国審査部 調査役（ロシア含むCIS担当）　遊佐 弘美

○Message from Ambassadors

   ・Austria: Innovation Hub Right in the Heart of Europe

      Hubert HEISS, Ambassador of the Republic of Austria to Japan

   ・Why Israel and Japan Are a Good Pair

      Ruth Kahanoff, 17th Ambassador of Israel to Japan

   ・Invest in Macedonia

     Andrijana Cvetkovik, Ambassador of the Republic of Macedonia to Japan

エネルギー特集

○巻頭対談

   ・エネルギー大競争時代をどう乗り切るか

      東京ガス　代表取締役社長　広瀬 道明

      JBIC　代表取締役副総裁　前田 匡史

     モデレーター：日本放送協会（NHK） 報道局経済部副部長

　　　　　　　　　　　（現：NHKロサンゼルス支局長）　 飯田 香織

○日本企業の取り組み

   ・世界のLNGマーケットの行方―われわれはどこへ向かうのか―

      JERA　執行役員　販売・調達・燃料事業本部 販売・調達部長　佐藤 裕紀

   ・DGI、進化するシンガポールのLNG事業モデル

      Chief Executive,Diamond Gas International Pte. Ltd. (DGI)　　津軽 亮介

○寄稿：伝染する地政学的リスクとエネルギー安全保障

      公益財団法人 笹川平和財団　会長　田中 伸男

○エネルギーの今 -CSIS より：Paris Pullout and Beijing Conundrum

   ―米パリ協定離脱と中国の抱える難問―

     Jane Nakano, Senior Fellow, Energy and National Security Program, CSIS

○寄稿：サウジアラビアとロシアの新たな協力関係　原油市場におけるROPECの協調

     JBIC　ドバイ駐在員事務所 駐在員　桑原 亮

○Message from Ambassadors

  ・New Opportunities in a Global-Facing Britain

     Paul Madden CMG, British Ambassador to Japan

  ・Invest in Switzerland

 　 Jean-François Paroz, Ambassador of Switzerland to Japan

アジア特集

○日本企業の取り組み

   ・丸紅のフィリピン上下水道事業

      丸紅　環境インフラプロジェクト部

      環境インフラプロジェクト第一チーム長　佐貫 光

○寄稿

   ・PPPとアジア開発銀行

　   アジア開発銀行（ADB）官民連携部　部長　加賀 隆一

   ・IMFとアジアの未来（その１）

      国際通貨基金（IMF）アジア太平洋地域事務所　所長　鷲見 周久

   ・ベトナム国営企業の投資に関する法律上、実務上の留意点

      西村あさひ法律事務所　ベトナム事務所統括パートナー　小口 光

      ハノイ事務所 カウンセル　廣澤 太郎

   ・カンボジアにおける送電系統状況にみる東南アジア電力事情の変化と外国資本の動き

      海外電力調査会　調査部門 調査第二部 上席研究員　渡里 直広

○JBIC海外レポート：タイ・バンコク都市鉄道PPPプロジェクトの最近の動向

     JBIC バンコク駐在員事務所 首席駐在員　宮崎 慎也

○新興国マクロ経済WATCH：The Philippines, A country with ambition

     Alain Borghijs,Senior Economist, Country Credit Department,JBIC

連載コラム
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「South Carolina: Building a Diverse Economy, One Global Partner at a Time」

Bobby Hitt, Secretary of Commerce, South Carolina

下記特集に掲載 今こそ日米間の草の根交流を

経済同友会 米州委員会 委員長、丸紅 代表取締役 副社長執行役員

山添 茂

Message from

Ambassadors

○Invest in Canada

    Ian Burney, Canadian Ambassador to Japan

○トルコ・日本の経済関係促進に向けた戦略的パートナーシップ・ビジョン

    駐日トルコ共和国大使館　特命全権大使　ハサン・ムラット・メルジャン

特別研究ｾﾐﾅｰ 中国2017（津上工作室 津上代表、富士通総研経済研究所 柯 主席研究員）

○インドネシア2017（JBIC、Komiya Associates）

○エネルギー2018（笹川平和財団　田中会長、JERA  佐藤執行役員）

◎岐路に立つ中国：経済から見た中国共産党大会報告

　 津上工作室 代表　津上 俊哉

◎岐路に立つ中国：引き締めとリスク防止　二律背反に直面する金融

    津上工作室 代表　津上 俊哉

◎岐路に立つ中国：習近平はなぜ主席の任期制限を撤廃するのか

    津上工作室 代表　津上 俊哉

◎潮流を読む：大転換期に突入するエネルギー～進む電力のプラットフォーム化

    亜細亜大学 都市創造学部 教授　後藤 康浩

◎潮流を読む：1958年と“１億台クラブ”―戦後の日本製造業を再考する―

    亜細亜大学 都市創造学部 教授　後藤 康浩

◎潮流を読む：膨張する“ デジタル中国”の行方―リアルとの融合を進める理由―

    亜細亜大学 都市創造学部 教授　後藤 康浩

◎新興国マクロ経済WATCH：チリ：近年のマクロ経済政策と産業発展

    JBIC  外国審査部 次長　細野 健二

◎新興国マクロ経済WATCH

　上記特集に掲載

◎新興国マクロ経済WATCH：トルコ：ビジネス・パートナーとしての可能性

    JBIC  外国審査部第１ユニット ユニット長　金元 憲治

エネルギーの今－CSISより

上記特集に掲載

インタビュー/対談/寄稿

○インタビュー：　インドのスタートアップ市場とIoTイノベーション

     リブライトパートナーズ シニアアナリスト　石崎 弘典

○対談：　日本企業がインドで成功する８つの秘訣

     Managing Director, Kroll India, Ms. Reshmi Khurana

     三井物産 アジア・大洋州本部 Chief Legal Officer　岩田 航介

○寄稿：　企業不正リスク対策入門―第１回目：企業不正の分類と影響―

     コントロール・リスクス・グループ ディレクター　岸和田 剛

○寄稿：　企業不正リスク対策入門―第2回目：不正発覚時の対応―

      コントロール・リスクス・グループ  ディレクター　岸和田 剛

○JBIC 海外レポート：　インドからの『接続性』

    ―インド輸銀との日印金融協力カンファレンス開催 ―

    JBIC   ニューデリー駐在員事務所 首席駐在員　林谷 一郎、駐在員　大野 泰和

○JBIC 海外レポート：　公的輸出信用からみたOECD

    ―Level Playing Fieldの追求者にわが国はどう対峙すべきか―

    Consultant/Policy Analyst,  Export Credits Division, Trade and Agriculture

    Directorate,OECD    加納 大地

○寄稿：　再生可能エネルギーへの取り組みの現状・今後の展望について

      IEA　白井 俊行　、上鑪 英樹

○寄稿：　企業不正リスク対策入門―第3回目：不正の手口と対応―

      コントロール・リスクス・グループ ディレクター　岸和田 剛

○JBIC 海外レポート：　公的輸出信用から見たOECD（Part 2）

    ―出向者の目から異国の地で眺める景色：国際機関で実際に働く人たち、

    さまざまなカルチャーショック、そして外からみるわが祖国―

    Consultant/Policy Analyst, Export Credits Division, Trade and Agriculture

    Directorate, OECD　加納 大地

スポット研究

○IMFとアジアの未来（その２）

     国際通貨基金（IMF）アジア太平洋地域事務所 所長　鷲見 周久

○わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告

    ―2017年度海外直接投資アンケート調査結果（第29回）―

    JBIC  業務企画室 調査課

○アジアにおける次世代Gas-to-Power　プロジェクトファイナンス

     レイサムアンドワトキンス

○わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告（英語版）

    ―2017年度海外直接投資アンケート調査結果（第29回）―

    JBIC  業務企画室 調査課

○上海協力機構（SCO）の動向

　  JOI　 調査部 上席研究員　村上 美智子

○南米のリチウム事情概観

　  JOI　 調査部 シニアフェロー　岸本 憲明

特別会員ニュース
オーストリア、スイス、カナダ、チリ ポルトガル

連載コラム

特集 米国特集

○日本企業の取り組み

   ・JX石油開発、石炭火力発電所排ガスCO2を活用した原油増産プロジェクト

      JX石油開発 ヒューストン事務所長　友枝 城太郎

   ・日立造船、バイオガス事業で米国市場へ初参入

      Hitachi Zosen Inova AG 取締役　杉本 豊

○寄稿

   ・米国PPP制度の特徴と最新動向～本邦PPP制度との比較を踏まえて

      ベーカー＆マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）（パートナー）　鷹取 康久

      ベーカー＆マッケンジー シカゴオフィス（アソシエイト）　玉川 雅文

   ・ワシントンDCからみえる米国事業戦略～パブリック・ポリシーをビジネスに取り入れる

      K&L Gates外国法共同事業法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士  酒向 由紀

   ・米国インフラマーケット：日本企業・投資家にとってのニューフロンティアは？

      マッコーリーキャピタル証券会社 マネージングディレクター

      支店長 兼 投資銀行本部長  大橋 純

○エネルギーの今－CSISより：Drivers and Ramifications of U.S. Energy Sanctions

   ―米国エネルギー制裁の行方―

      Jane Nakano, Senior Fellow, Energy and National Security Program, CSIS

ESG特集

○寄稿

   ・ESG経営の考え方

      日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 マネジャー  大森 充

   ・拡大する市場：ESG債市場のダイナミズムと多様化

      ソシエテ・ジェネラル・グループ

      DCMアジア・パシフィック責任者　ローラン・モレル

      サステイナブル債責任者　ステファン・マルシエル

中東特集

○所感

      中東の新しい市場創出への期待

       経済同友会 中東委員会 委員長、 日揮株式会社 取締役副会長    川名 浩一

○Message from Ambassadors: Oman offers an attractive investment environment

      Khalid Al-Muslahi, Ambassador of the Sultanate of Oman to Japan

○日本企業の取り組み

   ・三井物産、サウジアラビア“Vision2030”はビジネスチャンス

      インタビュー：三井物産  サウジアラビア支店長　瀧口 斉

   ・伊藤忠商事、オマーン最大の海水淡水化事業への挑戦

      ―シンドバッドの国でのCFO奮闘記―

       CFO、Barka Desalination Company　小寺 浩之

○寄稿

      発足２年目を迎えるトランプ政権と中東情勢

      ―「アメリカ後」の中東地域における企業リスク管理のあり方―

      コントロール・リスクス・グループ  アソシエイト　福岡 侑希

      Director,Control Risks Middle East Limited, Henry Smith

○特別研究セミナー：今中東で、、、2017（地政学とビジネス機会）

       JBIC  ドバイ駐在員事務所 首席駐在員　玉木 直季

○新興国マクロ経済WATCH：中東情勢を動かす３つの力学

      ―「混迷バイアス」を超えた理解に向けて―

       JBIC 外国審査部 第３ユニット長　吉田 悦章

○レポート：イラン銀行セクターの特徴と課題

      JOI　調査部

開発特集

○寄稿

      “ 欧州流技術開発”―効率的・合理的な開発アプローチ―

      デンソー エグゼクティブフェロー、広島大学 客員教授（移転技術論）　 中川 雅人

○寄稿

      日本から革新的な医療機器を創出するには？シリコンバレーから学ぶ

      MedVenture Partners 取締役チーフメディカルオフィサー

      （スタンフォード大学循環器科　Japan Biodesign（US)Program Director）　池野 文昭

○インタビュー

      NEC、量子コンピューティング技術で社会的課題の解決へ

      日本電気 中央研究所 システムプラットフォーム研究所長　中村 祐一


