プログラム Program
セッション

時間

講演内容（ A・B 会場）

10:00-10:10

開会の挨拶

10:10-10:15

開催者代表挨拶

10:15-10:40

探鉱、生産、輸送を通したアゼルバイジャンの化石燃料最適化

10:40-11:05

ADNOC の歩んだトランスフォーメーション

11:05-11:30

PTTEP：JOGMEC とのパートナーシップ

11:30-11:55

持続可能エネルギーの実現に向けた Total の技術イノベーションロードマップ

オープニング

基調講演

JOGMEC 理事長

細野 哲弘
佐々木 雅人

経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・天然ガス課長

アゼルバイジャン国営石油会社 (SOCAR) Vice President on Geology and Geophysics
アブダビ国営石油会社 (ADNOC), Manager, Development Unit, Upstream Directorate

Mr. Bahram Huseynov
Mr. Mohamed Al Marzouqi

タイ国営石油開発公社 (PTTEP), Senior Vice President, Business and Organization Transformation

TOTAL S.A, Chief Technology Officer, Total Energy Ventures

Dr. Vinit Hansamuit

Mr. Antoine Delafargue

11:55-13:00 休憩
セッション

時間

13:00-13:10

講演内容（ A 会場）

セッション紹介

JOGMEC 総務部 戦略企画室 草薙

セッション

時間

セッション紹介

和也

技術部
13:00-13:20 JOGMEC
デジタル技術推進チーム

イクシス LNG プロジェクト

チームリーダー

13:10-13:35 国際石油開発帝石株式会社 常務執行役員

イクシス事業本部副本部長 パース事務所 ディレクター
オンショアプロジェクト 坂元 篤志 氏

技術セッション

ギー営業本部 理事 本部長補佐

1

東 伸行 氏

ADNOC の Digital 革新とその未来
ADNOC, Manager,

三菱造船株式会社 マリンエンジニアリングセンター

【ガス・LNG】

平松 彩 氏

船舶・海洋技術部 主幹

14:00-14:25

Mr. Mohamed Al Mutawa

【デジタル技術】

三菱重工 洋上浮体式 LNG
火力発電プラント MFPP®

道のり、現在、そして未来に向けた
ロードマップ

13:50-14:20 TOTAL S.A., R&D New Ventures Manager,

Exploration Production - Strategy Business
Development R&D Division

Mr. Pierre Esquier

三菱重工業株式会社 パワードメイン

シェルの元 CDO の経験から学ぶ
デジタルトランスフォーメーション
14:20-14:50 戦略の立案

川井 光彦 氏

ジェネラルマネージャー

Total のデジタル戦略：これまでの

技術セッション

2

三菱の最新鋭 LNG 船

加藤 隆明

13:20-13:50 Operation Excellence

変貌する LNG 市場と INPEX の
13:35-14:00 バリューチェーン戦略

国際石油開発帝石株式会社 グローバルエネル

講演内容（B 会場）

既存の LNG 輸送事業及び小口化・
短期化する LNG 事業環境における取組
14:25-14:50
川崎汽船株式会社 LNG グループ長 蔵本 輝紀 氏
同 液化ガス新事業グループ長 金森 聡 氏

McKinsey & Company, Inc.,
Senior Advisor, Amsterdam Office

Mr. Anosh Thakkar

14:50-15:05 休憩
セッション

時間

講演内容（ A 会場）

セッション

時間

小規模 LNG バリューチェーンの

本邦企業による技術講演と
パネルディスカッション

15:05-15:30 可能性について

石油資源開発株式会社 環境・新技術事業本部

事業計画部 担当部長

テーマ：
『資源開発とデジタル技術』
モデレーター：JOGMEC 技術部 デジタル技術推進チーム

結城 百代 氏

担当調査役

アジアにおける LNG の需要開発・
創造

15:30-15:55 東京ガス株式会社

海外事業企画部 海外事業企画グループ
グループマネージャー

技術セッション

堀坂 研太郎 氏

1

技術セッション

2

本セッション講演者による
パネルディスカッション

【ガス・LNG】

15:55-16:50 テーマ：
『多様化する LNG ビジネス環境』
モデレーター：

JOGMEC 総務担当理事

定光 裕樹

講演内容（B 会場）

【デジタル技術】

15:05-16:50

三好 啓介

パネリスト：
千代田化工建設株式会社
ChAS・デジタルテクノロジー事業本部
AI ソリューション部
事業本部長代行兼部長

日揮株式会社
技術イノベーションセンター
特別理事

大野 拓也 氏

東洋エンジニアリング株式会社
資源エネルギー事業本部
資源技術本部 本部長

16:50-17:00

セッション総括

JOGMEC 総務担当理事

3

今里 裕 氏

セッション総括

定光 裕樹

16:50-17:00 JOGMEC 理事

石油天然ガス開発技術本部長

17:30-19:00 ネットワーキングレセプション（会場：4 階『山吹』）
※講演タイトルは変更となる可能性があります。

井川 玄 氏

江波戸 俊和

