【企画セミナー】 盛況のうちに終了させていただきました。

『2017 世界と日本における経済＆新エネルギーの動向と展望』
～ トランプ米大統領就任後の世界ビジネスの潮流を探る ～
主 催 ：

一般社団法人 スマートエネルギー産業振興機構
URL：http://smartene.org/

開催日時：

２０１７年２月１０日（金）１３：２０～１７：３０
※受付開始１２時５０分、セミナー開始１３時２０分

開催場所：

(公社)日本化学会 化学会館７Ｆ大ホール（地図は最終ページに掲載）

募集定員：

８０名

参加費用：

・主催法人の関係者、講師の紹介者、学生：無料

※先着順になります

・東京タワーキッズ環境展の出展実行委員：無料
・一般：5,000 円
企画概要：
ドナルド・トランプ氏が 1 月 20 日米国大統領に就任、直後の 23 日には環太平洋経済連携協定
（TPP）から永久に離脱するとした大統領令に公約どおり署名した。その後も各種公約を実行する
ため着々と準備を進めており、楽観視していた人々を震撼させている。トランプ米大統領はまた、
日本との自動車貿易は不公平だとも主張し是正を求める考えも示唆している。自動車貿易を先鞭に
貿易不均衡の赤字解消を迫ってくるであろう。TPP を柱に同盟の強化を図ろうとした日米であった
が一転して通商摩擦の様相を呈してきた。黒船来航より 160 年が過ぎ、日本にとってこれまでにな
い政策転換を余儀なくされる年になるかも知れない。そうした情勢のなか、2017 年をしっかり見通
すための企画として、EPA／FTA の専門家と日米ジャーナリストによる講演会を開催いたします。
【講演 No１】
演題：
「ＥＰＡ／ＦＴＡ、環太平洋地域においての今後」
講師：東京税関 業務部 上席調査官 山神 秀樹 氏
＜講演４５分＋質疑１０分、計５５分程度＞

※トランプ米大統領が、世界経済の４割を占める巨大貿易圏構想から離脱したことにより、トラ
ンプ政権下における TPP(環太平洋パートナーシップ協定)の発効が絶望的となりました。
米国が抜けたことにより EPA の一つである TPP の実効に大きな陰りが生じ、批准に向けた作
業に入っていた関係国に焦りが出始めています。日本は現在 13 カ国 1 地域と EPA(経済連携協
定)を締結しており、通常の WTO 税率より低い関税を利用することが可能となっています。
この協定を適切に活用するため、定められている「原産地規則」の理解を今一度深め、TPP の
リスクヘッジともしなければなりません。
山神講師は原産地ルールの第一人者です。質疑を含め、是非とも講演の拝聴をお奨めします。
尚、東京税関様には講演報酬無しにて講師をお引き受けいただいております。
（注）EPA：貿易の自由化に加え、投資，人の移動，知的財産の保護や競争政策におけるルール
作り、様々な分野での協力の要素等を含む幅広い経済関係の強化を目的とする協定。
FTA：特定の国や地域の間で物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを
目的とする協定。
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【講演 No２】
演題：
「トランプ米大統領の経済とエネルギー政策を展望」 ※講演及び質疑は日本語です。
講師：クリストファー. A. パムロイ 氏（C.A.Pomeroy）
米国科学技術・IT ジャーナリスト
＜講演３５分＋質疑５分、計４０分程度＞

プロフィール：
米国テキサス州出身。1989 年から情報通信専門誌「テレコムトリビューン」英語版記者および
米国企業ハンドブック「HOOVER’S HANDBOOK」の編集に携る。2003 年よりフリージャ
ーナリストとして英海運紙 Fairplay Shipping Weekly・Shipping&Trade News などに出稿。
また、グローバル経済・アジアマーケットレビュー・BP ナビゲータなど和文記事も執筆、関係
した書籍には「図解バイオビジネスのしくみ」
（東洋経済新報社）などもある。エネルギーや IT
分野に係わる契機は、ヒューストンの高校で共同執筆していたニューズレターが端緒であり、
ニューズレターに携っていた後輩にマイケル・デルもいた。出身地テキサスに有するネットワ
ークから、トランプ政権のエネルギー長官であるリック・ペリー前テキサス州知事の政策と動
向を熟知している。エネルギー分野等の専門としてスマートグリッドとバイオマスに詳しい。
講演概要：
トランプ政権の経済とエネルギー政策をビジネス視点から解析。環境や外交等国際関連の取り
組みについても解説するとともに商務や雇用に係わる主要課題についても言及。
2016 年の大統領選挙において、
トランプ氏が当初から経済とエネルギー政策を掲げたことから、
予備選以降は優先になるものと分析していた。
「ポイント」
・新政権のエネルギー戦略

・トランプが選挙中に公約した政策

・エネルギー長官の人物と政策 ・エネルギー分野のインフラ投資
・表に出てくるエネルギー資源 ・エネルギーミクスと石炭の活用
・運輸長官エレーン・チャオ氏の役割（トランプ氏公約の１兆ドル「約 112 兆円」
規模のインフラ計画を主導し幹線道路や橋などの再建プロジェクトを推進する）
【講演 No３】
演題：
「トランプ大統領が重視する産業インフラと IT 動向」 ※講演及び質疑は日本語です。
講師：ジェリー・スパン 氏（J.Suppan）
米国 IT・メディアコンサルタント
＜講演３５分＋質疑５分、計４０分程度＞

プロフィール：
米国イリノイ州出身。米陸軍工兵部隊に所属しベトナムの米ヘリコプター基地に勤務、その後、
トリトン大学にて工学を専攻、エンジニアとしてホノルルのコンチネンタル航空に 10 年間勤務。
ハワイ大学において日本語を修得後に来日、IT や金融業界（主に日立系企業や証券会社等）にて、
ネットワークとシステムサポートに関するコンサルタント業務に携わってきた。
現在、IT に特化した技術コンサルタント兼フォトジャーナリストとして活動している。
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講演概要：
米国の電力産業の実態につき解説するとともに、トランプ米大統領が「サンキュー」スピーチで
発表した約束と、今後トランプ政権が取ると思われるパワーグリッド構成プログラム、サイバー
セキュリティー方針、ファイバーオプティクス、電力供給プランなどを展望する。
「ポイント」 ・トランプ大統領のパワーグリッド戦略

・
「サンキュー」スピーチでの約束

・パワーエレと光ファイバーのトレンド

・米国の送電網及びインフラ強化策

・米国における光・電子・電力産業動向

・トランプのサイバセキュリティ政策

【講演 No４】
演題：
「わが国の電力小売全面自由化の現状と今後」
講師：エンコアード株式会社マーケティング本部長 本橋 恵一 氏
環境エネルギージャーナリスト
＜講演４５分＋質疑５分、計５０分程度＞

プロフィール：
東京都出身。1994 年からエネルギー専門誌「エネルギーフォーラム」の記者として、電気事業・
原子力・地球温暖化問題などを取材。2004 年よりフリージャーナリストとして「週刊エコノミス
ト」
「ガスエネルギー新聞」
「月刊リベラルタイム」
「月刊電気と工事」などに記事を出稿。
著書に「スマートグリッドがわかる」
（日本経済新聞出版社）、
「電力・ガス業界の動向とカラクリ
がよーくわかる本」
（秀和システム）、「電力・ガス自由化の衝撃」（共著、毎日新聞出版）などが
ある。2016 年より現職。
講演概要：
2016 年 4 月に電力小売全面自由化が施行され、この１月で 10 ヶ月目を迎えている。
この間、300 社を超える事業者が小売り電気事業者に登録、そのうち数十社が家庭用（低圧）に参
入した。しかし、供給先を変更した需要家は、東京電力管内でも５％弱にとどまっている。しか
し問題は、それ以上に新規参入社が魅力的なサービスや料金メニューを提案できていないことだ。
とはいえ、旧一般電気事業者が安泰というわけではない。省エネ・節電やスマート化で電気に需
要は下がる可能性が高い。競争を通じた値下げ圧力がかかる。また営業力を外部に求めるための
代理店のコストもかかる。
今年 2017 年には都市ガス小売り自由化がスタートする。さらに、2020 年には旧一般電気事業者
に対する料金規制がなくなり、新規参入者にとっては価格競争だけでは立ちいかなくなる。現在
は電力小売り全面自由化の途中の段階にあり、2020 年に向けて、電気事業、ガス事業は総合エネ
ルギーサービス事業として大きく変化していくだろう。重要なことは、総合エネルギーサービス
という事業モデルに向けて、事業者が自ら変化していく努力である。
「ポイント」 ・エネルギーシステム改革

・電力小売り全面自由化の現状

・旧一般電気事業者の事業モデルと新規参入者の事業モデル
・海外の電気事業

・エネルギーサービスの将来像

・スマート化

・ＥＶのインパクト

・脱炭素

・ソリューション事業

・ＶＰＰの動向

・事業機会
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【追加質疑および講師との名刺交換会】
（２０分程度）･･･１７：３０終了予定
＊参加ご希望の方は FAX か e-mail にて２月８日（水）までに下記宛にお申込みください。
申込み先：一般社団法人 スマートエネルギー産業振興機構 《0210 企画セミナー》
〒171-0022 東京都豊島区南池袋 2-49-7 池袋パークビル 1F
問合せ先： 担当：伊達
TEL：03-4405-8255 （直）080-1103-3690
FAX：03-6869-3731
e-mail: tdate@smart-ecology.com
※記入用の参加申込書は別途ご用意してあります。
※e-mail に下記の参加申込内容を記入してお送り頂いても受付いたします。
「2／10 講演会の参加申込」
名前 （フリガナ）
所属（所属機関・会社先、部課名、役職等をご記入ください）
住所（〒）＊勤務先かご自宅の区別
TEL、FAX、E-mail など。
なお、参加費の申込み区分をご記入ください
□ (一社)スマートエネルギー産業振興機構関係者

：無料

□ 講師紹介[ 紹介講師名：

：無料

]

□ 東京タワーキッズ環境展の実行委員とスタッフ

：無料

□ 学生 ：無料
□ 一般 ：5,000 円
お支払い方法：一般申込みの方は当日受付にてお支払いください。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

講演会 会場：化学会館
〒101-8307 東京都千代田区神田駿河台 1-5
TEL：03-3292-6161

FAX：03-3292-6318

アクセス：
●JR 御茶の水駅下車
西口

徒歩３分

●東京メトロ

丸の内線

御茶ノ水駅下車
●東京メトロ

徒歩４分

千代田線

新御茶ノ水駅下車
B1 出口 徒歩６分
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