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EBS：欧州環境インサイト ニュースメール 2010年1月号

EBS ニュースメール 4 号
「欧州環境インサイト」ニュースメール 4 号お送り申し上げます。皆様のビジネスにとって、何らかのお役
に立てれば幸いに存じます。
----- ヘッドライン --------------------------------------------------------------------------●【太陽光：スイス】マイヤー・ブルガー、3S インダストリーズを買収、製造装置を一貫提供
●【太陽光：フィンランド】フィンランド初の大規模太陽光発電、2011 年春に稼働
●【低排出車：ノルウェー】シンク、米国でも「シティー」生産へ、インディアナ州で 2011 年から
●【風力：英国】洋上風力の次期計画、参加企業が決定
●【風力：英国】セントリカ、新洋上風力発電所の権益 50％を売却
●【バイオ：ドイツ】RWE とブレイン、CO2 吸収するバイオ技術を共同開発
●【政策：英国】「42％減に引き上げを」、英議会の委員会が CO2 削減で提言
●【政策：EU】対象外の 164 産業を公表、2013 年以降の EU 排出権オークション

--- ニュース --------------------------------------------------------------------------------

【太陽光：スイス】マイヤー・ブルガー、3S インダストリーズを買収、製造装置を一貫提供
スイスの太陽電池パネル製造装置大手のマイヤー・ブルガー・テクノロジーは 12 月初め、同国の同業大
手 3S インダストリーズを買収すると発表した。マイヤー・ブルガーは太陽電池の材料であるシリコン結晶
の製造装置、3S インダストリーズは後工程の太陽電池モジュールの製造装置で強みを持ち、買収により
材料からモジュールまでの工程を 1 社でカバーできるようになるという。新会社の売上高見込みは約 5 億
6,000 万スイスフラン（約 500 億円）、従業員数は 900 人。
ニュースリリース：
http://www.meyerburger.ch/en/public-relations/news/newsdetail/unique-technology-group-in-the
-solar-industry/10d0b1b86b/?tx_ttnews[backPid]=3

【太陽光：フィンランド】フィンランド初の大規模太陽光発電、2011 年春に稼働
フィンランドの太陽光発電企業サンボイマは 12 月初め、同国初の大規模太陽光発電所の建設を 2010
年に始め、2011 年春に運転を開始すると発表した。発電所は同国南部に建設し、容量は 1MW。個人や
企業から小口の出資を募り、出資比率に応じて電力を出資者に分配する方式を採用する。太陽電池は
一般に、気温が低い方が発電効率が高い。高緯度に位置するフィンランドでは日照時間は短いが、平均
気温が低いことが日照の少なさをある程度補うことができる。
ニュースリリース：http://www.webtools.fi/asiakkaat/13/tiedostot/file/Lehdistotiedote_9_12_2009.pdf

【低排出車：ノルウェー】シンク、米国でも「シティー」生産へ、インディアナ州で 2011 年から
ノルウェーの電気自動車メーカー、シンクは 1 月 5 日、小型乗用車「シティー」の米国での生産を 2011 年
から開始すると発表した。インディアナ州エルカート郡に、4,350 万ドル（約 40 億円）を投じて生産施設を
確保、早ければ 2011 年初頭から組立生産を始める。生産能力は年間 2 万台。欧州では既にフィンランド
企業に生産を委託しており、2009 年暮れから納車が始まっている。今回の投資で、電気自動車の 2 大市
場である欧州と米国で生産拠点を確保する。シンクにリチウム・イオンバッテリーを供給する米エネデル
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の親会社である Ener1 がシンクの株式の 31％を保有している。
ニュースリリース：
http://www.thinkev.com/Press-Material/Press-releases/THINK-continues-global-expansion-withannouncement-of-new-U.S.-assembly-facility

【風力：英国】洋上風力の次期計画、参加企業が決定
英国政府は 1 月 8 日、洋上風力の次期開発計画「第 3 ラウンド」のプロジェクトに参加する企業を発表し
た。第 3 ラウンドでは、英国の近海 9 海域で合計 25GW の洋上風力ファームを 2020 年までに建設する。
完成すれば、第 1、第 2 ラウンドの 8GW と合わせ、英国の洋上風力発電は 2020 年に 33GW となる。英国
のエネルギー大手であるセントリカやスコティッシュ・パワーに加え、ドイツの RWE、エーオン、スウェーデ
ンのバッテンフォール、オランダのエネコなど欧州の主なエネルギー大手が参加する。
ニュースリリース：http://www.thecrownestate.co.uk/newscontent/92-r3-developers.htm

【風力：英国】セントリカ、新洋上風力発電所の権益 50％を売却
英エネルギー大手のセントリカは 12 月末、英国中東部のリンカーンシャー州沖に建設する「リンクス・ウィ
ンドファーム」の権益の 50％をデンマークのエネルギー大手ドン・エナジーとドイツ重電大手シーメンスの
金融子会社に売却すると発表した。同発電所の発電容量は 270MW で、今年の着工、2012 年の完成を目
指しており、総投資額は 7 億 2,500 万ポンド（約 1,000 億円）に上る。セントリカは他社と提携し資金負担を
軽減する。同発電所にはシーメンス製の風力タービン 75 基を設置する。
ニュースリリース：http://www.centrica.com/index.asp?pageid=39&newsid=1921

【バイオ：ドイツ】RWE とブレイン、CO2 吸収するバイオ技術を共同開発
ドイツのエネルギー大手 RWE パワーと同国のバイオ企業ブレインは 1 月 4 日、CO2 を吸収してバイオ原
料に変換する技術を共同開発すると発表した。ブレインは生物の機能を設計する合成生物学と呼ばれる
手法を使い、CO2 を効率よく吸収し有用物質に変換する微生物を開発する。RWE は将来的には、新技術
を使い発電所からの CO2 排出を減らし、同時に有用物質を生産することを目指す。
ニュースリリース：
http://www.rwe.com/web/cms/en/113648/rwe/press-news/press-release/?pmid=4004370

【政策：英国】「42％減に引き上げを」、英議会の委員会が CO2 削減で提言
英国議会の超党派の環境監視委員会は 1 月 11 日、2020 年の CO2 排出量削減目標を現行の 1990 年
比 34％減から 42％減に引き上げることを求める提言をまとめた。昨年 12 月の COP15 の失敗を受け、
国際社会が削減目標で合意しなければ「英国単独の取組は無意味になる」とする一方、国際合意に向
けたリーダーシップをより強化するため、英国の目標数値の上積みと政策の強化を提言した。英国は
2008 年に策定した気候変動法などで、2050 年に 90 年比 80％減、2020 年に 34％減とする国内目標を掲
げている。
ニュースリリース：
http://www.parliament.uk/parliamentary_committees/environmental_audit_committee/eacpn
110110.cfm

【政策：EU】対象外の 164 産業を公表、2013 年以降の EU 排出権オークション
EU 排出権取引制度（EU-ETS）で排出枠のオークションによる売却が 2013 年に始まるが、この対象外と
なる 164 産業部門のリストが 1 月 5 日の EU 官報に掲載された。鉄鋼、化学、非鉄金属などエネルギーを
多く消費するためオークションを実施すると競争力低下により生産拠点が EU 域外に流出すると懸念され
る産業が中心で、従来どおり排出枠は無償で提供される。これらの産業の排出量は、EU-ETS の対象と
なる総排出量の 4 分の 1 を占めるとされる。
ニュースリリース：http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:001:0010:
0018:EN:PDF

◇◆「EBS 産業レポート」発売中◆◇---------------------------------------------------------◎1 「これだけは知っておきたい EU 環境規制 2009-10 年」
94 頁 300 ポンド（税別）/360 ユーロ（税別）/49,350 円（税込）
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◎2 「EU で注目の環境ビジネス 2009-10 年」
88 頁 300 ポンド（税別）/360 ユーロ（税別）/49,350 円（税込）
◎3 「欧州自動車産業の最新動向 2009-10 年－始動する電気自動車」
128 頁 350 ポンド（税別）/420 ユーロ（税別）/58,800 円（税込）
詳細目次、サンプルページ、お申込みはこちら⇒ http://www.ebsukltd.com/report/index.htm
＞＞複数購入、追加購入の場合は約 20%の特別割引！！
1 と 2 の 2 冊 （78,960 円 / 500 ポンド / 580 ユーロ）
1 または 2 と 3 の 2 冊（86,520 円 / 520 ポンド / 620 ユーロ）
1、2、3 の 3 冊（126,000 円 / 750 ポンド / 900 ユーロ）

◇◆当ニュースメール配信サービス希望者募集中！◆◇-------------------------------○当配信サービスは無料です。どなたでもホームページからご登録いただけます。
○配信頻度は基本的に毎月ですが、都合により不定期になることをあらかじめご了承下さい。
○本サービスは弊社の都合により休止することがあります。
ご登録はこちら⇒ http://www.ebsukltd.com/newsletter/
◇◆当サービスのご利用に当たって◆◇------------------------------------------------------★登録内容の変更や配信停止はお手数ですが下記からお願い致します。
http://www.ebsukltd.com/newsletter/
★ニュースメールに関するお問い合わせ、その他ご利用に際してのご不明点は下記へご連絡下さい。
news@ebsukltd.com
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発信元◇EBS(UK)Ltd.
1 Heathcock Court, 415 Strand, London WC2R 0NT, UNITED KINGDOM
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