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第 3 回 CEFIA 官民フォーラム 
 

2022 年 2 月 21 日 (月曜日) (オンライン開催) 
 

11:00 -17:30 (東京時間、GMT+9) 
 

9:00 -15:30 (インドネシア時間、GMT+7) 
 

 

第 3回 CEFIA官民フォーラムでは、ASEAN+3の政府関係者、国際機関、大学、民間企業等がオン

ラインで一堂に会し、活動の進捗状況を共有し、ASEAN地域におけるエネルギー移行と脱炭素社

会の実現に向けた今後の活動について議論を行う予定です。 

アジェンダ (現時点版) 

オープニングセッション 

司会:ASEANエネルギーセンター 

時間 (日本時間) 内容 

11:00-11:10 
(10分) 

開会挨拶  

マレーシア政府 

ASEANエネルギーセンターNuki Agya Utama 所長 

石井 正弘 経済産業副大臣（ビデオメッセージ） 

11:10-11:15 
(5分) 
 

CEFIA Project Management Unit(PMU)について 

司会 

 

CEFIAの進展と今後の展望に関するセッション 

時間(日本時間) 内容 

11:15-11:40 
(25分) 

 

10分 第 2回 CEFIAフォーラムのレビュー、CEFIA・コラボレーション・ロー
ドマップ策定の進捗、「APAECフェーズ II:2021-2025」との連携 
 
ASEANエネルギーセンター  
Dynta Munardy氏 / Shania Esmeralda Manaloe氏 
 

15分 

 

CEFIA 活動の基本方針とキーポイント、第３回フォーラムへの期待 
 
経済産業省 地球環境連携室長 長田 稔秋 氏 
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セッション I フラッグシップ・プロジェクト 

時間 (日本時間) 内容 

11:40 -12:25 
(45分) 

フラッグシップ・プロジェクトの進展と今後の活動 

5分 

 

 

取り組みの概要 

経済産業省 地球環境連携室 室長補佐 高橋 幸二 氏 

10分 RENKEI での取り組み  

一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA) 
産業システム事業委員会 制御・エネルギー管理専門委員会 WG１ 
鈴木 康央 氏（アズビル株式会社）  

  
10分 ZEB での取り組み  

世界省エネルギー等ビジネス推進協議会 本部長 山本 克彦 氏 

10分 マイクログリッドでの取り組み 

株式会社チャレナジー 執行役員/CSO水本 穣戸 氏 

 
新しいフラッグシップ・プロジェクト候補について 

10分 鉄鋼分野での展開 

日本鉄鋼連盟 国際環境戦略委員会委員長 堂野前 等 氏 
 

  

12:25 -12:40 
(15分) 

休憩 
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セッション II:CEFIA・コラボレーション・ロードマップ 

時間(日本時間) 内容 

12:40 -14:00 

(80分) 

 

パネルディスカッション:CEFIA・コラボレーション・ロードマップ  

モデレータ 

マレーシア・エネルギー委員会  
Abdul Razib Dawood 氏(Chief Executive Officer) 
 

10分 

 

CEFIA・コラボレーション・ロードマップ策定の概要 

経済産業省 地球環境連携室（予定） 

  

 CEFIA・コラボレーション・ロードマップに関する ASEAN 諸国の展望と
期待 

10分 

 

インドネシアの展望と期待 

発表者:インドネシア・エネルギー鉱物資源省（予定） 

10分 

 

マレーシアの展望と期待 

発表者: Norhafiza Mohamed Hassan氏（Director of Industry, 
Planning and Development）、マレーシア・エネルギー委員会 
 

10分 タイの展望と期待 

発表者:タイ・エネルギー省 （予定） 

 

10分 

 

APAEC フェーズ IIへの CEFIA・コラボレーション・ロードマップの活
動提案 

三菱総合研究所 サステナビリティ本部  
気候変動ソリューショングループ 主任研究員 野本 哲也 氏 
 

25分 

 

ディスカッションと質疑応答 

モデレータとパネリスト 
 

論点（仮) 

 CEFIAを通じた官民連携への期待 
 コラボレーションのアイデアの共有 
 CEFIAの APAEC（ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation）II
との連携の強化 

5分 まとめ 

14:00 -15:10 

(70分) 

休憩 
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セッション III脱炭素化に向けた資金動員 

時間 (日本時間) 内容 

15:10 -16:50 

(100分) 
 

パネルディスカッション: バンカブルなプロジェクトパイプラインの
開発のためにどのように協力するか 

モデレータによる趣旨説明 

「CEFIA・コラボレーション・ロードマップ」（ファイナンス分野）の

策定向けた議論とパネル・ディスカッション・トピックの背景の共有 

10分 

 

アジア太平洋開発金融機関協会 (ADFIAP)   
事務局長 Enrique Florencio氏 
 
パネリストによるプレゼンテーション 

10分 

 

トピック (1) : 経済産業省の取り組み（仮） 

経済産業省 環境経済室 室長補佐 小川 幹子 氏 
 

10分 

 

トピック (2) :脱炭素化のための金融動員に関する ADBの視点（仮） 

アジア開発銀行 Priyantha Wijayatunga 氏（Chief of Energy Sector 
Group）  
 

10分 トピック (3) :プロジェクト実施者の視点 

ASEAN 企業（予定） 
 

10分 

 

 

トピック (4) :金融機関のベスト・プラクティスと教訓 (1)  

アユタヤ銀行 Prakob Phiencharoen氏（First Executive Vice 
President, Head of Corporate and Investment Banking Group and 
Acting Head of Investment Banking Division） 
 

10分 トピック (5) :金融機関のベスト・プラクティスと教訓 (2) 

ASEANの地場銀行（予定） 

35分 ディスカッションと質疑応答 
モデレータとパネリスト 
 
論点 (仮) 

 バンカブルなトランジション・プロジェクト開発での主要な推進要因 
 低炭素・脱炭素目標の達成に関する借手との連携から得られた教訓 
 バンカブルなトランジション・プロジェクトを組成するための CEFIA
の下でのトランジション資金メカニズムの創設に関する課題と具体的
な活動 

5分 まとめ 
モデレータ 
 

16:55 -17:05 
(10分) 

休憩 
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その他 

時間  (日本時間) 内容 

17:05 -17:10 
(5分) 

CEFIA ミッションステートメントについて 

ASEANエネルギーセンター 

 
 

クロージングセッション 

時間  (日本時間) 内容 

17:10 -17:20 
(10分) 

本フォーラム全体総括 

ASEANエネルギーセンター 

17:20 -17:30 
(10分) 

閉会挨拶 

マレーシア・エネルギー委員会 Chief Executive Officer 

Abdul Razib Dawood氏 

 

※プログラム、講演内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 


