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第29回クリーン・コール・デー国際会議（2020年度）

エネルギー移行期における石炭／CCTの役割
主催；一般財団法人石炭エネルギーセンター(JCOAL)
共催；経済産業省 (METI), 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
(final)
（時間はすべて日本時間）
1日目 ; 9月8日（火）
10:25

3日目 ; 9月10日（木）

MC によるアナウンス（会議説明）

10:20

10:30-11:45 開会セッション
10:30-10:33

10:30-12:00 セッション３ 国際貢献の重要性と技術開発

主催者開会辞

北村 雅良

一般財団法人石炭エネルギーセンター（JCOAL）会長
10:33-11:35

共催者挨拶-I

モデレーター

東京工業大学 名誉教授 特命教授 科学技術創生研究院グローバル水素エネルギー研究ユニットリーダー 岡崎 健

10:33

speech-1 (日本)

南 亮
10:53

Michelle Manook

speech-2 (米国）

Jason Beggar

米国ワイオミング州政府 総合実証センター(ITC) 所長

進化する石炭 - 技術、革新、連携への道

地球規模のパンデミックがワイオミングのエネルギーにもたらせた困難と機会

基調講演-II

11:13

西村 英俊

東アジア・アセアン経済研究センター (ERIA) 事務総長

speech-3 (日本）

松田 順一郎

三菱パワー株式会社 常務執行役員 スチームパワービジネスユニット長

アセアン地域におけるCCTの役割
11:15-11:35

執行役員 技術開発本部 副本部長

褐炭由来液化水素の国際サプライチェーンへの取り組み

基調講演-I
世界石炭協会(WCA) 事務局長

10:55-11:15

原田 英一

川崎重工業株式会社(KHI)

経済産業省(METI) 資源エネルギー庁 (ANRE) 資源・燃料部長
10:35-11:55

MCによるアナウンス（セッション3）

持続可能社会実現に向けた先進発電技術の取組

基調講演-III

Dr. Nuki Agya Utama

アセアン・エネルギーセンター(ACE) 代表

11:33

質疑応答

12:00

セッション3閉

16:15

MCによるアナウンス（セッション4）

アセアンにおけるエネルギー移行期の石炭の役割
11:35-11:45

セッション閉め

13:50

MCによるアナウンス（セッション1）

14:00-15:30 セッション１ コロナ禍がエネルギー需給にもたらせた影響～地球環境問題とコロナ後のエネルギー需給

16:25-18:30 セッション４ パネルディスカッション／エネルギー移行期における石炭/CCTの役割

モデレーター

キヤノングローバル戦略研究所(CIGS)

モデレーター

国際大学(IUJ) 国際経営学大学院 教授 橘川 武郎

14:03

speech-1 (日本)
キヤノングローバル戦略研究所(CIGS) 研究主幹

Panelist 1

経済産業省(METI) 資源エネルギー庁(ANRE) 資源・燃料部 石炭課長

コロナ禍中における安全保障と経済のための石炭の役割

Panelist 2

世界石炭協会(WCA）事務局長 Michelle Manook

14:23

14:43

研究主幹 杉山 大志
杉山 大志

speech-2 (中国)

Panelist 3

東アジア・アセアン経済研究センター (ERIA) シニア政策フェロー 有馬 純

中国煤炭資源網 副所長

劉 新華

Panelist 4

アセアン・エネルギーセンター(ACE)

中国におけるCOVID-19 の石炭市場への影響

Panelist 5

キヤノングローバル戦略研究所(CIGS)

speech-3 (インド)

土屋 博史

代表 Dr. Nuki Agya Utama
研究主幹

杉山 大志

Thomas Spencer

エネルギー研究所(TERI) エネルギープログラム部 フェロー
COVID-19のインドのエネルギーアウトルック；石炭への影響

<ディスカッション進め方概要>

15:03

質疑応答

1) ショートプレゼンテーション 経済産業省(METI) 資源エネルギー庁(ANRE) 資源・燃料部 石炭課長

15:30

セッション１閉

2) 各セッション概要報告（セッションモデレーターより）
セッション 1報告 キヤノングローバル戦略研究所(CIGS)

研究主幹

土屋 博史

杉山 大志 （セッション１モデレーター）

セッション 2報告 東京大学 公共政策大学院 教授 有馬 純 （セッション 2 モデレーター）
セッション 3報告 東京工業大学 名誉教授 特命教授 岡崎 健 （セッション 3 モデレーター）

2日目 ; 9月9日（水）
10:10

3) 討議

MCによるアナウンス（セッション2）

議論 2 エネルギー移行期における石炭のあり方
議論 3 国際貢献と技術開発

10:20-10:26 Day 2 オープニング
10:20

共催者挨拶-II

議論 1 エネルギーセクターに与えるコロナの影響

小林 出

4) 全体討議

エネルギー移行期における石炭／CCTの役割と将来の姿

18:35

MCによるアナウンス（閉会／サマリー）

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
10:23

共催者挨拶-III

廣川 満哉

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC) 理事

18:35

閉会辞/会議総括

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2020実行委員長

10:30-12:00 セッション２ エネルギー移行期における石炭関連投資のあり方（上流～下流）
モデレーター

東京大学 公共政策大学院 教授 有馬 純

10:33

speech-1 (日本)

18:50

堀井 伸浩

九州大学 大学院経済学研究院 准教授
石炭関連投資はSDGs達成に続く道ー石炭ダイベストメントに対抗する「SDGsに向けた石炭同盟」結成をー
10:53

speech-2 (日本）

村山 均

電源開発株式会社 (J-POWER) 代表取締役会長
エネルギー移行期における技術開発
11:13

speech-3 (インドネシア）- (a)

Ir. Rida Mulyana, M. Sc.

（代読：Ir. Kanamu）

エネルギー鉱物資源省(MEMR) 電力総局長
インドネシアのエネルギー移行期における政策：よりクリーンな石炭の有効利用技術を求めて
11:33

speech-3 (インドネシア）- (b)
エネルギー鉱物資源省(MEMR) 石炭総局長
インドネシアにおけるクリーンコール有効技術

11:53

質疑応答

12:10

セッション２閉

Ir. Ridwan Djamaluddin, M. Sc.

（代読：Mr. Sujatomiko）

会議終了

