
PROGRAM日経 社会イノベーションフォーラム 水素

自治体講演13:20〜13:30

久元 喜造氏 神戸市長

1976年3月 東京大学法学部卒業
           4月 旧自治省入省
1997年7月 自治省行政局公務員部福利　
　　　　　　課長
2000年4月 国土庁地方振興局総務課長
2001年2月 総務省自治財政局財務調査　
　　　　　　課長

2002年1月 総務省大臣官房企画課長
2003年1月 総務省自治行政局行政課長
2005年1月 総務省大臣官房審議官
　　　　　　（地方行政・地方公務員制　
　　　　　　度、選挙担当）
2006年7月 総務省自治行政局選挙部長
2008年7月 総務省自治行政局長

2011年 4 月 総務省自治大学長兼務
2012年 9月 総務省退職
        11月 神戸市副市長
2013年11月 神戸市長

企業講演10:50〜11:20

菅原 英喜氏 日本水素ステーションネットワーク 社長

1984年4月 トヨタ自動車 入社
2013年1月 同 社会貢献推進部長
2016年1月 同 東京総務部長
2018年1月 同 東京技術部主査
　　　　2月 日本水素ステーションネットワーク 社長

「燃料電池⾃動⾞普及に向けた⽔素ステーション整備の加速」テーマ

企業講演11:20〜11:50

岩谷産業 執行役員 米国総代表 （米国岩谷会社 会長 兼 CEO）ジョー・カペロ氏

NYウォールストリートの金融機関にて8年間勤務
プラックスエア社（現在はリンデ社）にて15年間勤務
　プラックスエア・アジア（上海）社長
　米国プラックスエア ヘリウム部門副社長
プライベートエクイティにて6年間勤務

岩谷産業（現在）
2018年4月～岩谷産業顧問
2019年9月～岩谷産業 執行役員、米国総代表
　　　　　　　（米国岩谷会社 会長 兼 CEO）

「⽔素エネルギーへの転換を促すためのイノベーションとグローバルコラボレーション」テーマ

日時／2020年 5月15日（金） 10:20～17:40　　主催／日本経済新聞社　日経BP　　後援／東京都
メディアパートナー／FINANCIAL TIMES
協賛／J-POWER（電源開発）　清水建設　岩谷産業　川崎重工業　トヨタ自動車　東芝
特別協力／三菱地所

「日本⽔素戦略イニシアティブ」テーマ

基調講演10:20〜10:50

柏木 孝夫氏 東京工業大学 特命教授・名誉教授

1970年東京工業大学工学部卒業、1979
年博士号取得。1980 ～ 1981年米国商
務省NBS招聘研究員。東京工業大学工
学部助教授を経て1988年東京農工大学
工学部教授、1996年九州大学教授を併
任。2007年東京工業大学大学院教授・
先進エネルギー国際研究センター長、
2012年特命教授、2013年東京都市大
学教授を併任。

経済産業省 総合資源エネルギー調査会 
省エネルギー・新エネルギー分科会長

（2013年～）、経済産業省「スマートコ
ミュニティ関連システムフォーラム」委
員（2009年～）、総合科学技術会議 重
要課題専門調査会専門委員（2013年～）
ほか、各種審議会委員を歴任。2003年
～スタンフォード大学国際諮問委員。日
本機械学会フェロー、日本エネルギー学

会会長（21代）など。経済産業省 水素・
燃料電池戦略協議会座長（2015年～）。
東京都再生可能エネルギー拡大検討会座
長。2018年内閣府戦略的イノベーショ
ン創造プログラム（SIP）第２期 エネル
ギー ･環境分野プログラムディレクター
に就任。

※講演者・講演内容・タイムスケジュールは事前の予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください｡



パネルディスカッション15:40〜17:40

橘川 武郎氏 国際大学 大学院国際経営学研究科 教授

1951年生まれ。和歌山県出身。1975
年東京大学経済学部卒業。1983年東京
大学大学院経済学研究科博士課程単位取
得退学。同年青山学院大学経営学部専任
講師。1987年同大学助教授、その間ハ
ーバード大学ビジネススクール 客員研
究員等を務める。1993年東京大学社会

科学研究所助教授。1996年同大学教授。
経済学博士。2007年一橋大学大学院商
学研究科教授。2015年東京理科大学大
学院経営学研究科教授。2020年4月か
ら現職。著書は「日本電力業発展のダイ
ナミズム」（名古屋大学出版会）、「松永
安左エ門」（ミネルヴァ書房）、「ファン

から観たプロ野球の歴史」（共著：日本
経済評論社）、「原子力発電をどうするか」

（名古屋大学出版会）、「東京電力　失敗
の本質」（東洋経済新報社）、「電力改革」

（講談社）、「日本のエネルギー問題」
（NTT出版）など。総合資源エネルギー
調査会委員。経営史学会前会長。

●パネリスト 「⽔素エネルギー社会の実装とグローバル連携」テーマ

企業講演14:30〜15:00

清水建設 LCV事業本部 上席マネージャー沼田 茂生氏

1984年3月 京都大学大学院原子核工学専攻、修士課程修了
       　 4月 清水建設入社
主に、技術研究所にて分散型電源や水素利用技術の研究開発に従事。工学博士。

「再エネ⽔素の建物・街区での利活用にむけた開発と実証」テーマ

企業講演14:00〜14:30

原田 英一氏 川崎重工業 執行役員 技術開発本部副本部長 兼 HySTRA理事長

1981年3月 慶応義塾大学工学部卒業
           4月 川崎重工業入社
2005年3月 岡山大学工学博士号取得
2009年4月 理事 技術開発本部技術研究　
　　　　　　所熱技術研究部長
       　11月 技術開発本部技術研究所熱
　　　　　　技術研究部長 兼 技術企画　

　　　　　　推進センタープロジェクト　
　　　　　　部長
2013年4月 技術開発本部技術企画推進
　　　　　　センター長
2014年4月 技術開発本部副本部長 兼 
　　　　　　技術企画推進センター長
2015年4月 執行役員 技術開発本部副　

　　　　　　本部長 兼 技術企画推進セ
　　　　　　ンター長 兼 水素チェーン　　
　　　　　　開発センター長
2016年4月 技術開発本部副本部長
　　　　　 兼 水素チェーン開発セン
　　　　　　ター長

「国際⽔素サプライチェーンの実現に向けた取組み」テーマ

企業講演15:00〜15:30

笹津 浩司氏 J-POWER（電源開発） 常務執行役員

1986年3月 筑波大学大学院環境科学研
究科環境科学専攻修了
1986年4月 電源開発入社
2010年7月 技術開発センター 若松研究
所長
2013年6月 火力発電部 磯子火力発電
所長

2015年6月 技術開発部長
2016年6月 執行役員・技術開発部長
2018年6月 執行役員
2019年4月 常務執行役員

「J-POWERの⽔素の取組みについて」テーマ

企業講演13:30〜14:00

佐薙 徳寿氏 東芝エネルギーシステムズ 水素エネルギー事業統括部 事業統括部長

1993年3月 慶應義塾大学 理工学研究科修士課程 修了
           4月 東芝入社 燃料電池システムの技術開発、
                  家庭用燃料電池エネファームの商品化に従事
2019年10月より、現職

「再エネ導入を促進する東芝の⽔素ソリューション」テーマ



佐薙 徳寿氏 原田 英一氏 笹津 浩司氏

リチャード・ボルト氏 Principal, Nous Group

2006 ～18年の12年間で豪・ビクトリ
ア州の教育・経済発展・交通の3つの省
の長官を務める。エネルギー政策部門の
専門家として広く知られ、カーボン・プ
ライシング、二酸化炭素貯留、再生可能
エネルギー、エネルギー効率、先端的計
測システム、エネルギーの安全性、ネッ

トワーク信頼性、消費者保護そしてエネ
ルギーの競争的販売といった幅広い分野
をカバーするクリーンエネルギーの改革
及び発展を主導した。日豪両政府が合意
し川崎重工主導による日本企業4社のコ
ンソーシアムが担当しているビクトリア
州の5億豪ドル規模の水素エネルギーサ

プライチェーンのパイロットシステム
（HESC）プロジェクトをまとめ上げた
ステアリング・コミッティーのチェアパ
ーソンを務めた。2018年に公共部門で
勲章を授与。

●コーディネーター

金子 憲治 日経ＢＰ総合研究所 上席研究員／メガソーラービジネス編集長

1988年早稲田大学法学部卒業、NTTを
経て1990年日経BP入社。「日経ビジネ
ス」記者、電機・自動車、重工業、環境・
エネルギー担当、米シリコンバレー特派
員、「日経エコロジー」副編集長を経て、

2011年日経BPクリーンテック研究所
研究員、「世界スマートシティ・プロジ
ェクト総覧」「世界水素インフラ・プロ
ジェクト総覧」等執筆。2013年「メガ
ソーラービジネス」編集長、経済産業省・

二酸化炭素回収技術実用化研究開発事
業・研究開発プロジェクト評価委員など
歴任。


