北東アジア石油フォーラム ２００９ （１０月２６・２７日、於：経団連会館）
（日中韓三ヶ国語同時通訳付き）

主催：日本エネルギー経済研究所、協賛：石油連盟

10月26日（月）

(経団連会館 ４階 ダイアモンドルーム）
開会式：各国代表挨拶

9:30～10：15

敬称略
Mr. Kanekiyo, Kensuke

司会

日本エネルギー経済研究所常務理事

兼清

賢介

Dr. Naitoh, Masahisa

歓迎挨拶

日本：日本エネルギー経済研究所理事長

各国代表挨拶

中国：中国海洋石油総公司総会計師
Mr. Wu, Mengfei
中国石油学会石油経済専業委員会名誉主任 呉 孟飛

内藤 正久

Dr. Lee, Won-Woo

韓国：韓国エネルギー経済研究院 副院長 李 元宇
10：15～10：30

コーヒーブレイク

10：30～12：15

ＣＥＯ セッション 北東アジア石油産業の課題と発展戦略

議長

Dr. Toichi, Tsutomu

日本

Mr. Tembo, Akihiko

韓国

Mr. Oh, Kang-Hyun

中国

Mr. Wang, Yilin

十市

天坊

勉

昭彦

呉 剛鉉

王 宜林

12：15～14：00
14：00～16：00

日本エネルギー経済研究所
専務理事
出光興産会長、石油連盟会長

日本石油産業の概況と北東アジアの課題

大韓石油協会 会長

韓国石油産業の現状と課題

中国石油天然ガス集団公司 副総経理
中国石油学会石油経済専業委員会名誉主任

エネルギー協力の深化を図り、手を携えて課題に挑戦しよう

昼食
セッションー２ 世界/アジアのエネルギー展望
韓国エネルギー経済研究院 常務理事
エネルギー情報統計センター本部長

議長

Dr. Kim, Jin-Woo

中国

Ms. Zhang, Yinghong

金 鎭禹

張 映紅
Dr. Lu, Chuanyi

魯 傳一
日本

Mr. Ito, Kokichi

韓国

Dr. Jung, Yong-Hun

伊藤 浩吉

鄭 龍憲

中国石油天然ガス集団公司
石油探査開発究院 戦略研究所 副所長

世界エネルギー動向と北東アジアエネルギー経済の変貌

清華大学エネルギー・環境経済研究院 副教授

北東アジアにおけるエネルギー技術協力と中国の低炭素社会建設へ
のインパクト

日本エネルギー経済研究所
常務理事

世界/アジア長期エネルギー展望

韓国エネルギー経済研究院 常務理事
エネルギー政策研究センター本部長

最近の展開を踏まえた世界エネルギー展望

16：00～16：20

コーヒーブレイク

16：20～17：50

セッションー３ 各国報告 中期石油需給動向

議長

Ms. Chen Fanghong

日本

Mr. Hata, Nobuo

韓国

Dr. Kim, Soo-IL

中国

Mr. Xu, Yongfa

18：00～

陳 方紅

畑 伸夫

金 秀一

許 永発

中国石油天然ガス集団公司資本運営部 専任取
締役
中国石油学会石油経済専業委員会常務副秘書長
石油連盟
常務理事

日本の中期石油需要見通し

韓国エネルギー経済研究院
研究委員

韓国の中期石油需要見通しとその特徴

中国石油集団 経済技術研究院院長
中国石油学会石油経済専業委員会副主任

中国の2020年石油需給見通し

歓迎レセプション （5階 パールルーム）

10月27日（火）

(経団連会館 ４階 ダイアモンドルーム）
セッションー４ 石油天然ガス開発の展望と課題

09：00～10：30

議長

Mr. Kagawa, Yoshiyuki

韓国

Mr. Koo, Cha Kwon

中国

Mr. Zhou, Wen

日本

Mr. Shoji, Taro

香川 幸之

具 慈權

周 文

庄司 太郎

三井石油開発 社長
韓国石油公社
海外石油動向部長

韓国石油ガス上流部門の現状と展望

中国石化
勝利油田経済開発研究院院長

中国東部における老朽陸上油田の再開発

アラビア石油 取締役

北東アジアにおける石油開発産業の戦略的連携

10：30～10：45

コーヒーブレイク

10：45～12：15

セッションー５ 北東アジアの天然ガス：供給と市場の展望
中国石油化工集団公司 発展計画部 副主任
中国石油学会石油経済専業委員会副主任

議長

Mr. Liu，Yan

中国

Mr. Lin, Shuxin

日本

Mr. Yasuoka, Satoru

韓国

Mr. Han, Won-Hee

劉 岩

林 書新

安岡 省

韓 元熙

中国海洋石油総公司
エネルギー経済研究院

金融危機以降の北東アジア天然ガス市場動向

東京ガス
原料部長

日本の天然ガス市場の展望

韓国ガス
ガス経済経営センター研究院 先任研究員

韓国天然ガス市場の見通し

12：15～13：30

昼食

13：30～15：00

セッションー６ 北東アジアの石油製品市場：課題と展望

議長

Mr. Lee, Moon-Bae

日本

Mr. Yamakawa, Yoshikuni

韓国

Dr, Jung, June-Young

中国

Mr. Wang, Gongli

李、文培

山川 芳邦

丁 俊榮

王 功礼

15：00～15：15

Mr. Sugita, Masaaki

韓国

Mr. Lee, Won-Chul

中国

Mr. Jiang, Huaiyou

杉田 雅昭

源喆

江 懐友
Mr. Zou, Hua

鄒 華
Mr. Ono, Hiroshi

小野 寛

17：00～17：15

日本

17:15

アジアの石油製品需給展望

ＧＳ カルテックス
原油/製品トレード部 チームリーダー

北東アジア石油製品市場の展望

中国石油企画総院 院長
中国石油学会石油経済専業委員会副主任

中国の石油製品需給見通しと北東アジア市場へのインパクト

コーヒーブレイク

議長

日本

出光興産
国際石油事業部 部長

セッションー７ 地球温暖化と石油産業の取り組み

15：15～17：00

李

韓国エネルギー経済研究院、
先任研究委員

出光興産
経営企画部政策室長
大韓石油協会
常務理事

韓国における地球温暖化ガス削減目標の動向

中国石油集団
経済技術研究院 高級工程師

中国におけるＣＯ２圧入による原油増進回収の現状

中国海洋石油
新エネルギー投資公司 経理

海上油田における風力エネルギーの利用

新日本石油
環境品質本部社会環境安全部長

日本石油のＣＯ２削減活動

会議総括

Mr. Kanekiyo, Kensuke

兼清 賢介

閉会

日本エネルギー経済研究所 常務理事

