
第1日目（2015年9月14日月曜日） 

会議前ワークショップ 
ダウンストリーム燃焼過程での（バイオ）マ
ス（大量）購入ストラテジーにおける実効：
スマートな購入およびバイオマスと石炭の

ブレンド ： 技術内容紹介
09:00 to 17:00 hrs.

• バイオマス‐その特徴と活用選択肢
• 購入対象物を知る：技術的パラメータの説明
• 規範価値、妥当性および認証
• 品質：値段が品質を語る
• 荷卸、現場での保管と取扱い、およびスマート 
 ウェイ

バイオマスおよび省エネ専門家による指導
オランダ・エネルギー研究財団（ECN）

第2日目 (2015年9月15日火曜日）

08:00  受付・コーヒー

09:00  司会者あいさつ

09:10  北アジア市場：現状、需要に影響を及  
 ぼす開発、および拡大する世界市場の 
 影響
 バイオマスソリューション・シニアコンサ
 タント：Matt Bovelander 氏
 Indufor アジアパシフィック株式会社

09:45  韓国におけるバイオマス市場の傾向
 • 木材ペレットの輸入分析とコスト・エコ  
  ノミクス
 • バイオマス輸入に関する政策の変化  
 • 木材ペレット、PKS およびバイオSRF の  
  韓国輸入市場での比較
 部長：Kim Junghun 氏
 エネルワン株式会社

10:15  ディスカッションの後、ネットワーキングと  
 軽食

11:00  韓国発電会社研究班の語るバイオマ 
 ス利用・需要および積極的輸入要件  
 の説明
 新・再生可能エネルギー・チーム本部  
 長：Park Hee Jang 氏
 韓国南東発電（KOSEP）
 
 再生可能スマート・チーム本部長：
 Dal-Tae Kim 氏
 韓国南部発電（KOSPO）
 
 再生可能エネルギー・チーム副本部  
 長：Wan-Hyeok Ahn 氏
 韓国西部発電（KOWEPO）
 
 新ビジネス開発チーム・チーム部長：
 Gi-Sang Ryu 氏
 韓国東西発電（EWP）
 
 燃料調達チーム副本部長：
 Mi-Kyung Kang 氏
 韓国中部発電（KOMIPO）

12:45  ディスカッションの後、ネットワーキングと  
 昼食

中国‐バイオマス輸入の次期中心地

14:10  現状、開発、バイオマスペレット基準、  
 輸入規定および手順
 取締役：De Li 氏
 北京ウィンドベル・テクノロジー株式会社

14:50  バイオマス利用における規制政策の  
 発展
 計画マネージャー：Zhang Weidong 氏
 国連開発計画

15:20  現時点でのプロジェクトおよび成長の  
 推進力に関するエバーブライトの視点
 本部長：Yanguo Hu 氏
 中国光大（エバーブライト）環境保護

15:50  ディスカッションの後、ネットワーキングと  
 軽食

16:20  北米木材ペレットのアジア市場への供 
 給。賛否両論、現時点でのバイオマス  
 代替物
 バイオマス取引業者：Henry Pease 氏
 RWE サプライ＆トレーディング

16:50  ベトナムにおける木材ペレット供給の  
 見通しおよび製品仕様の発達
 営業部長：Nguyen Tan 氏
 セルマーク　ホーチンミン市駐在員事
 務所

17:20  木材ペレットの世界的貿易の見通し
 よびヨーロッパやアジアにおけるサス  
 テナビリティ要件
 • 国際的輸出入量
 • 主要貿易相手と主な貿易動向
 • ヨーロッパとアジアにおけるサステナ  
  ビリティ要件 
 リサーチ部長（バイオエネルギー）：
 Fiona McDermott 氏
 Hawkins Wright 社

17:50  ディスカッションの後、第2日目終了

18:00  全講演者・参加者を対象としたネットワー  
 キング・カクテルパーティー

第3日目 (2015年9月16日水曜日）

09:00  司会者あいさつ

09:05  インドの電力および廃物利用エネル 
 ギー生産力へのバイオマス拡大に関  
 する視野
 取締役・ナショナルプロジェクトコーディネ  
 ーター：Vinod Kumar Jain 氏
 インド政府‐新・再生可能エネルギー省

09:35  廃物/バイオマススチーム計画の構築  
 および融資
 法務顧問：Michael Paik 氏
 エネルワン株式会社

別途ご予約が必要です



10:05  日本のバイオマス市場の発展‐エネ 
 ルギー、環境および林業政策の分析  
 に基づく考察   
 • 日本におけるペレット市場および国内  
  生産の傾向と将来性
 • 持続可能な開発に向けたバイオマスセ 
  クターの諸問題 
 環境・エネルギー部　主任研究員：
 相川高信氏
 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

10:35  ディスカッションの後、ネットワーキングと  
 軽食

11:05  パーム椰子バイオマス（PKS、EFB、パ
 ームペレット）市場の展望と、輸出市場 
 や問題点に関する供給者の視点
 業務執行取締役：Md Arfizal Md Ariffin 氏
 Detik Aturan Sdn Bhd

 執行役員主任：Stephen Lim 氏
 グローバル・グリーン・シナジー

 招待：インドネシアのパーム椰子バイオマ  
 ス輸出業者

12:45  ディスカッションの後、閉会を兼ねた昼
 食会

14:00  本会議終了

第4日目 (2015年9月17日木曜日）

見学ツアー 
韓国南部電力のサムチョク・グリーンパワ

ープラント、江原道（大韓民国） 
午前7時半から午後6時半まで

韓国南部電力サムチョク・グリーンパワープラン
ト概説：
発電所出力：2000MW（1000MW、2機）
発電所純効率（LHV/HHV）：42.4％/38.8％
燃料：瀝青炭、亜瀝青炭
バイオマス（最大5％）

07:30  ノボテル江南出発
11:30  昼食
12:30  サムチョク・グリーンパワープラントへ出発
12:45  見学地到着
14:45  見学終了、ノボテル江南へ向けて出発
18:30  ノボテル江南到着

別途ご予約が必要です

免責事項
 CMT にとって制御不能な理由により、会議の内容や
日時または開催場所の変更が起こる場合がありま
す。CMT はいかなる混乱や補償請求に対しても一切
の責任を負いません。また、このような変更が起こっ
た場合は、CMT の通常のキャンセル条項が適用さ
れます。

【ソウル2015年7月28日PRN＝共同通信JBN】中国の大量のバイ
オマス・エネルギー需要、日本の持続的バイオマス原料供給源
への挑戦、韓国の成熟したバイオマス供給チェーン、それにイン
ドの未開発のバイオマスの可能性が9月14－17日にソウルで開
催される第6回 Biomass Pellets Trade & Power Summit（バイオ
マス・ペレット・トレード&パワー・サミット）の中心テーマとなる。

バイオマス輸入のホットスポットである中国は、北京Windbell 
Technologyディレクターのデ・リ氏による「Current Situation, 
Developments, Biomass Pellet Standard, Import Requirement 
& Procedures（現在の状況、開発、バイオマス・ペレット標準、輸
入の必要と手続き）」、国連開発計画（UNDP）のザン・ウェイドン・
プログラムマネジャーによる「Regulatory Policy Development 
Biomass Utilization（バイオマス利用における規制政策の発
展）」の最新報告、それに中国の大手バイオマス大手企業の
Everbrightが所有する現在のプロジェクトに関する検討という呼
び物セッションでこの年次会議の中心舞台を占める。

これとは別に「Japan’s Biomass Market Development（日本のバ
イオマス市場の発展 )」に関する評価が三菱UFJリサーチ&コン
サルティングから提供され、インド政府の新・再生可能エネルギ
ー省が「インドのバイオマスの発電、WTE（廃棄物発電）能力向け
拡大の余地」についての見解を説明する。

議題はCellMarkのグエン・タン販売マネジャーによる「Wood 
Pellet Supply Outlook in Vietnam & Product Specification 
Development（ベトナムにおけるウッドペレット供給の見通しと
製品特定開発）」やDetik Aturanのアルフィザル・アリッフィン執
行役員（博士）とGlobal Green Synergyのステファン・リムCOO
による「Palm Biomass - PKS, EFB, Palm Pellets（ヤシのバイオ
マス－PKS、EFB、ヤシのペレット）」での輸出市場見通しなどのセ
ッションでバイオマスの供給サイドにも触れる。

現 在 の 状 況 を 考 慮 し て I n d u f o r は 北 ア ジ ア の バ
イ オ マ ス 需 要 に 影 響 を 及 ぼ す 状 況 の 発 展 に 対 応
し、KOSEP､KOSPO､KOWEPO、EWP、KOMIPOで構成する韓国
Power Gencosは「バイオマス利用／需要と輸入の必要について
の解明」について特別のパネルディスカッションを行う。

その他の重要セッション
• Biomass Market Trend in South Korea（韓国におけるバイオ

マス市場の傾向）－EnerOne
• Supplying North American Wood Pellets into the Asian 

Markets. Pros & Cons vs. Current Biomass Alternatives（北米
のウッドペレットのアジア市場への供給ー賛否両論対現在の
バイオマス代替品）－RWE Supply & Trading

• Global Trade Outlook of Wood Pellets & Sustainability 
Requirement in Europe & Asia（ウッドペレットの世界的な取
引の見通しと欧州、アジアにおける持続可能性の必要条件）
－Hawkins Wright

• Structuring Waste/Biomass-to-Steam Projects & Financing（
廃棄物／バイオマスのスチーム・プロジェクト、ファイナンシン
グへの構造化）－EnerOne

付加価値として、オランダ・エネルギー研究センターが開催する
「Practical Effects of (bio-) mass Procurement Strategies on 

Downstream Conversion Processes（下流コンバージョンプロセ
スにおける（バイオ）マス調達戦略の実際的効果）」についてのワ
ークショップと江原道（韓国）にある KOSPOのサムチェオク・グリ
ーンパワー・プラントのサイト訪問がそれぞれ2015年9月14日と
17日に予定されている。

第6回バイオマス・ペレット・トレード&パワー・ウェブサイト

CUSTOMISED SPONSORSHIP OPPORTUNITY 
Package available include Corporate, Exclusive Luncheon 
& Cocktail sponsor. Exhibition / catalogue display can be 

arranged upon request. Contact fiona@cmtsp.com.sg

Program details published herein are confirmed as at 06/08/2015. 
Please visit http://www.cmtevents.com/main.aspx?ev=150904 

for latest information on speakers & topics.

Online: www.cmtevents.com
Email: hafizah@cmtsp.com.sg
Tel: (65) 6346 9218

3 Ways To Register


