Clean Coal Day in Japan 2019記念行事

第28回クリーン・コール・デー国際会議

我々は、石炭でSDGsに貢献します～ゼロエミッションコールを目指して
主 催

共 催

経 済 産 業 省（METI）

一般財団法人石炭エネルギーセンター(JCOAL)

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）

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）

プログラム
令和元年9月9日（月）～9月10日（火）
於；ANAインターコンチネンタルホテル東京（地下1階「プロミネンス」）
as of 2019/9/9

Day 1; 9月9日（月）

Day 2; 9月10日（火）

10:00-10:30

受付

9:30-10:00

受付

10:30-12:50

開会セッション

10:00-12:00

セッション Ⅲ 将来に向けた国際連携

10:30- 10:35

主催者開会挨拶

北村 雅良

一般財団法人石炭エネルギーセンター(JCOAL) 会長
10:35- 10:40

共催者開会挨拶 I

モデレーター 東京工業大学
10:20-10:50

南 亮

共催者開会挨拶 Ⅱ

久木田 正次

ワイオミング；アメリカの石炭リーダー、エネルギー技術を牽引
10:50-11:20

共催者開会挨拶 Ⅲ

池田 肇

独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC） 理事
10:50-11:20

特別講演 Ⅱ

有馬 純

質疑応答

基調講演 I

12:00-13:00

POWER LUNCH

Josh Cosgrave

13:00-13:30

基調講演 Ⅱ

G20を踏まえた将来エネルギービジョン

特別講演 Ⅳ
経済産業省

和久田 肇
資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課長

カーボンリサイクルイニシアチブ

柏木 孝夫
特命教授 名誉教授

藤嶋 昭

光触媒によるカーボンリサイクル技術への挑戦
13:30-14:00

エネルギーミックスにおける石炭の役割
特別講演 I

特別講演 Ⅲ
東京理科大学 栄誉教授

Carlos Fernandez Alvarez

国際エネルギー機関（International Energy Agency／IEA）上級エネルギーアナリスト

東京工業大学

14:00-14:30

NETWORKING COFFEE BREAK

14:30-16:30

セッション Ⅳ Panel Discussion ゼロエミッションコールをめざして～ネクストステップへの道

12:50-13:40

POWER LUNCH

モデレーター 群馬大学 特任教授

13:40-15:40

セッション Ⅰ

パネリスト 1 竹廣 克

石炭を取り巻くファイナンス動向

モデレーター キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹 杉山 大志
14:00-14:30

講演1 (日本)

パネリスト 2 Alex Zapantis
グローバルCCSインスティテュート（GCCSI）局長

世界のESG投資動向 - エネルギー産業、政策への影響 講演 2 (日本)

パネリスト 3 Daniel Quinn

紺野 博靖

豪州 産業・技術改革科学省 陸上資源エネルギー局

西村あさひ法律事務所 弁護士

キヤノングローバル戦略研究所 研究主幹

講演 3 (国際機関)

Alex Zapantis

パネリスト 5 坂梨 義彦

グローバルCCSインスティテュート（GCCSI）局長
ダイベストメント・キャンペーン、ESGに貢献できる世界の順位付け、CCUS
15:30-15:40

質疑応答

15:40-15:50

NETWORKING COFFEE BREAK

15:50-18:20

セッション Ⅱ 低炭素化に向けた世界のエネルギー政策動向
講演 1 (国際機関)

Christopher G. Zamora

アセアン・エネルギーセンター（ACE/ASEAN Centre for Energy) 所長代行
低炭素社会に向けたアセアン地域のエネルギー政策
16:40-17:10

講演2 (米国)

Jarad Daniels

米国エネルギー省（US DOE/Department of Energy）化石燃料総局 政策戦略・分析室長
米国のCCUS政策と研究開発動向
17:10-17:40

講演3 (中国)

郭 偉

国家能源局 電力司 副司長
中国のクリーンな石炭火力の現状と今後の技術開発
17:40-18:10

講演4 (ポーランド)

電源開発株式会社 特別参与

16:30

閉会挨拶

塚本 修

一般財団法人石炭エネルギーセンター(JCOAL)理事長 ・ クリーン・コール・デー2019実行委員長

モデレーター 九州大学 准教授 堀井 伸浩
16:10-16:40

局長代行

パネリスト 4 杉山 大志

TCFD提言に関する法的論点
15:00-15:30

宝田 恭之

経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課長

長谷川 洋

経済産業省 資源エネルギー庁 長官官房需給政策室 室長
14:30-15:00

John Krbaleski

ビクトリア州産褐炭を活用した低排出技術開発の取組み
11:50-12:00

Coal 21の戦略～石炭からの排出量削減を目指して

12:20-12:50

講演 3 (豪州）

豪州ビクトリア州 政府雇用・特区域省 資源担当局長代行

増大するESG投資における石炭の役割
Coal 21基金機構 渉外局長
11:50-12:20

種井 健夫

米国CCUS／Petra Novaプロジェクト
11:20-11:50

東京大学 教授
11:20-11:50

講演 2 (日本）

JX石油開発㈱ 第2事業本部事業2部 副部長

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) 理事
10:45- 10:50

岡崎 健

Jason Begger

米国ワイオミング州政府 総合実証センター(ITC) 所長

経済産業省(METI) 資源エネルギー庁 資源・燃料部 部長
10:40- 10:45

特命教授 名誉教授

講演 1 (米国）

Waldemar Lagoda

エネルギー省（MOE/Ministry of Energy) エネルギー総局 副総局長
2040年に向けたポーランドのエネルギー政策
18:10-18:20

質疑応答

18:20
18:30

1日目閉会
Welcome Reception to Clean Coal Day in Japan 2019 （事前登録制）
(2019クリーン・コール・デー国際会議意見交換会）

