
2010年９月12日㈰
大会スケジュール

10：00～17：30 登録
17：00～18：30 開会式
18：30～20：00 展示会場オープン＆ウェルカムカクテル

第１日目（2010年９月13日㈪）
：アクセス性（エネルギー需要に応える：地球規模の問題は地球規模の解決策を要する）

大会スケジュール
08：30～09：00 第１日目の紹介と代表者（チャンピオン）による問題提起

IHSケンブリッジ・エネルギー研究所（CERA）会長 ダニエル・ヤーギン／米国
09：00～10：30 ラウンドテーブル

「エネルギー需要への対応～地球規模の問題は地球規模の解決策を要する」
座長：世界銀行　エネルギー・交通・水担当ディレクター ジャマル・サギル
パネリスト：
シーメンス社　エネルギー・セクターCEO デーヘン・ヴォルフガング／ドイツ
トタル社　事務局長兼役員 ジャン・ジャック・ギルボー／フランス
メキシコ　エネルギー省長官 ジョージナ・ケッセル／メキシコ
アーンスト＆ヤング社　会長兼CEO ジェームスS・ターレイ／米国
E.ON社役員会会長 ヨハネス・ティッセン／ドイツ

10：30～11：00 コーヒーブレイクと展示会場視察
11：00～11：30 基調講演

サウジアラビア国営石油会社（サウジアラムコ社）社長兼CEO
ハリド・アル・ファリハ／サウジアラビア

11：30～12：00 基調講演
シェル　最高経営責任者（CEO） ペーター・ボーザー／オランダ

12：00～13：15 昼食と展示会場視察
13：15～14：45 課題に関する討論セッション

課題1.1：発展途上国における需要の急増に直面するにあたって
課題1.2：エネルギーの貧困の撲滅
課題1.3：巨大都市へのエネルギー
課題1.4：地政学、価格と市場
課題1.5：国境を越えた確実、効率的そしてクリーンなエネルギーシステム

２．WECモントリオール大会プログラムについて（８月18日現在）

　2010年９月12日㈰から16日㈭にカナダのケベック州モントリオール市にて開催される
世界エネルギー会議（WEC）モントリオール大会のプログラムを
ご案内いたします。
※掲載のプログラムは、８月18日時点のものです。プログラムは
予告なく変更されますのでご注意願います。

モントリオール大会のテーマ：

今こそグローバルチャレンジ
（Responding Now to Global Challenges）

かけがえのない地球のためのエネルギーの選択
（Energy in transition for a living planet）

モントリオール国際会議場
ⓒ Marc Cramer/Palais des congrès de Montréal
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13：15～14：45 課題1.6：より強い統合による供給インフラ、所要量および効率性
課題1.7：エネルギー供給への障害
WECからの報告セッション
課題1.8：WEC調査研究：世界のエネルギーと気候変動政策アセスメント
課題1.9：WEC地域ワークプログラム／アフリカ

14：45～15：00 コーヒーブレイクと展示会場視察
15：00～16：15 論文発表
15：00～16：15 WECからの報告セッション

課題1.10：WEC地域ワークプログラム／ヨーロッパ
課題1.11：WEC地域ワークプログラム／アジア
パネリスト：日本エネルギー経済研究所APERC所長 小林　健二
課題1.12：WEC地域ワークプログラム／北アメリカ
課題1.13：WEC地域ワークプログラム／ラテンアメリカ
課題1.14：WEC調査研究：シナリオスタディ～エネルギーの見通しと政策決定
課題1.15：エネルギー貧困の緩和

16：30～17：30 特別講演
ガスプロム　地下貯蔵・利用部　経営委員会委員・ガス輸送部長 オレグ・アクスチン／ロシア

17：30～18：00 総括ラウンドテーブル：要約セッション＆まとめ

第２日目（2010年９月14日㈫）：利用性（長期的な安定のための適切なエネルギーミックス）
大会スケジュール

08：30～09：00 第２日目の紹介と代表者（チャンピオン）による問題提起
国際エネルギー機関（IEA）　チーフエコノミスト ファティ・ビロル

09：00～10：30 ラウンドテーブル
「2030年のグローバルエネルギーミックス」
座長：エコノミスト誌特派員 ヴェイティーズワラン・ヴィジェイV／米国
パネリスト：
コールインド社　社長 シャリパルタS　バタチャルヤ／インド
RWE社チーフ戦略担当チーフオフィサー レオナルド・バーンバウム／ドイツ
国際エネルギー機関（IEA）　チーフエコノミスト ファティ・ビロル
韓国電力公社　社長兼CEO キム　サンス／韓国
アルストム社　会長兼CEO パトリック・クロン／フランス
ハイドロケベック社　社長兼CEO ティエリー・ヴァンダール／カナダ

10：30～11：00 コーヒーブレイクと展示会場視察
11：00～11：30 基調講演

サンコーエネルギー社　会長兼CEO リチャードL・ジョージ／カナダ
11：30～12：00 基調講演

ピーボディエネルギー社　会長兼CEO グレゴリー・ボイス／米国
12：00～13：15 昼食と展示会場視察
13：15～14：45 課題に関する討論セッション

課題2.1：現在と将来のエネルギー資源と技術
課題2.2.：化石燃料の効率的でクリーンな生産および供給
課題2.3：化石燃料の効率的でクリーンな利用における諸課題
パネリスト：日本動力協会　会長 桝本　晃章
課題2.4：原子力は復活するか
課題2.5：グローバルなエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーと代替エネルギー
座長：地球環境産業技術機構（RITE）　理事・所長 山地　憲治
課題2.6：エネルギーの効率化̶新しいエネルギー源とそのマトリクス
課題2.7：非在来型の化石燃料資源
課題2.8：北極圏の化石燃料資源

14：45～15：00 コーヒーブレイクと展示会場視察
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15：00～16：15 論文発表
15：00～16：15 WECからの報告セッション

課題2.9：エネルギーへの水
課題2.10：物流の障害
課題2.11：エネルギー効率政策と指標
課題2.12：化石燃料クリーン化システム
課題2.13：エネルギー資源調査

16：30～17：00 特別講演
ABB社　CEO ジョセフ・Mホーガン／スイス
電気事業連合会　前会長、関西電力会長 森　　詳介

17：00～17：30 総括ラウンドテーブル：要約セッション＆まとめ
19：30～21：00 日本動力協会主催レセプション「ジャパン・ナイト」 於：ハイアットリージェンシーホテル

第３日目（2010年９月15日㈬）：受容性（かけがえのない地球のためのエネルギーの解決策）
大会スケジュール

08：30～09：00 第３日目の紹介と代表者（チャンピオン）による問題提起
米・地球政策研究所　所長 レスター・ブラウン

09：00～10：30 ラウンドテーブル
「かけがえのない地球のためのエネルギーの解決策」
座長：欧州電気事業者連盟　会長 ラース　G　ヨセフソン
パネリスト
ピーボディエネルギー社　会長兼CEO グレゴリー・ボイス／米国
KPMG社　特別グローバルアドバイザー（気候変動・持続可能性担当） イボ・デボア
SNC-ラバリングループ　会長兼CEO ピエール・デューハイム／カナダ
中国石油天然気集団公司　総経理 蒋潔敏／中国
デーソングループ会長兼CEO ヤンフーン・デイビッド・キム／韓国

10：30～11：00 コーヒーブレイクと展示会場視察
11：00～11：30 基調講演

アレバ社CEO アンヌ・ロベルジョン（仏）
11：30～12：00 基調講演

中国・国家電網公司　会長兼CEO 劉　　振亜（中国）
12：00～13：15 昼食と展示会場視察
13：15～14：45 課題に関する討論セッション

課題3.1：完全なライフサイクルー影響評価のための唯一の信頼できる枠組み
課題3.2.：国民の意識を高め、意思決定過程における国民参加を　主な成功の要素
パネリスト：東京電力　取締役副社長 武藤　　栄
課題3.3：効率的なエネルギー政策へのロードマップ
課題3.4：エネルギーの効率的な都市システム
パネリスト：三菱重工業　取締役副社長執行役員 福江　一郎
課題3.5：輸送用エネルギー
パネリスト：本田技術研究所　常務取締役 川口　祐治
課題3.6：エネルギーと気候変動
課題3.7：大規模エネルギープロジェクト

14：45～15：00 コーヒーブレイクと展示会場視察
15：00～16：15 論文発表
15：00～16：15 WECからの報告セッション

課題3.8：エネルギー取引の規約
課題3.9：発電プラントの運転実績
課題3.10：送電線の連系
課題3.11：バイオ燃料規格と技術
課題3.12：市民社会の役割
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16：30～17：30 特別講演
ロシア国営原子力企業ロスアトム（ROSATOM）　社長 セルゲイ・キリエンコ

17：30～18：00 総括ラウンドテーブル：要約セッション＆まとめ

第４日目（2010年９月16日㈭）：説明責任（政策、規制、資金調達）
大会スケジュール

08：00～09：30 代表者（チャンピオン）による問題の設定
座長：WEC議長／EDF名誉会長 ピエール・ガドネックス
チャンピオン　国際貿易機関（WTO）事務局長 パスカル・ラミー
司会：カッセルズブロック＆ブラックウェルLLP　ローレンス・ハーマン／カナダ
パネリスト：
ゼネラル・エレクトリック社（GE）副社長　GEエナジー・インフラ　社長兼CEO

ジョン・クレニキー・ジュニア／米国
ペルー・エネルギー鉱山大臣 ペドロ　サンチェス　ガマラ／ペルー
カナダ国際貿易大臣 ピーター・ヴァンローン／カナダ

09：30～11：00 ラウンドテーブル
「持続可能な未来のためのエネルギー～思いもよらないことを考える」
座長　WEC事務局長　クリストフ・フレイ
パネリスト：
レプソルYPF社　会長兼CEO／ガスナチュラル社　副社長

アントニオ・ブルフォー／スペイン
世界エネルギー会議　前会長 アンドレ・カイエ／カナダ
ペトロブラス社　CEO ホセ・セルジオ　ガブリエル・デ・アゼヴェド／ブラジル
GDFスエズ社　CEO ジェラルド・マストラレー／フランス
インド電力大臣 P.ユマシャン／インド

11：00～11：15 コーヒーブレイクと展示会場視察
11：15～11：45 基調講演

tbc
11：45～12：15 基調講演

フランス電力会社（EDF）　会長兼CEO アンリ・プログリオ／フランス
12：15～13：15 昼食と展示会場視察
13：15～14：45 課題に関する討論セッション

課題4.1：エネルギー、食料、天然資源および環境のために必要なバランスを取ること
課題4.2：国際協力を通じて新たなエネルギー戦略の策定
課題4.3：専門知識の共有　技術移転の例
課題4.4：移行期の投資　リスクと報酬
課題4.5：プロジェクトの受容性と持続性を確実にするためのマネジメントツール
課題4.6：エネルギー部門の規制　変化に対応した継続的な見直し

14：45～15：00 コーヒーブレイク
15：00～16：15 論文発表
15：00～16：30 大臣ラウンドテーブル

「新たなエネルギー社会への移行に向けて」
16：30～18：00 閉会式ならびにWECモントリオール大会宣言

プログラムの原文（英語）は、下記ホームページをご参照ください。
　　http：//www.wecmontreal2010.ca/en/home.html
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