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EBS：欧州環境インサイト ニュースメール 2010年9月号

EBS ニュースメール 12 号
「欧州環境インサイト」ニュースメール 12 号を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：フランス】仏政府、大規模施設からの買い取り価格を 12％削減
●【太陽熱：ドイツ】ソーラー・ミレニアム、米大型太陽熱発電所で建設許可取得
●【太陽熱：スペイン】アベンゴア、太陽熱発電所の建設で日揮と合弁
●【風力：スペイン】ガメサ、中国で生産能力増強、2012 年までに 9,000 万ユーロ投資
●【風力：英国】スコティッシュパワー、欧州最大の Whitelee 風力発電所を増強
●【低排出車両：ドイツ】RWE、電気自動車分野で中国 BYD と提携
●【低排出車両：ドイツ】メルセデス・ベンツ、「A クラス」電気自動車の生産開始
●【政策：EU】EU の温室効果ガス排出量、昨年は前年比 6.9％減
●【政策：EU】グリーン産業で 2020 年までに 300 万人の雇用創出、欧州委員長が表明
●【政策：ドイツ】ドイツ、原発運転を平均 12 年延長へ
--- ニュース --------------------------------------------------------------------------------

【太陽光：フランス】仏政府、大規模施設からの買い取り価格を 12％削減
フランス政府は 8 月 23 日、太陽光発電の固定価格買取制度（FIT）における大規模施設を対象とした買
い取り価格を 9 月 1 日から 12％削減すると発表した。住宅屋根設置型の価格は据え置く。フランスでは
FIT を背景に大規模太陽光発電の導入が急増しており、太陽電池価格の下落を反映し、価格を引き下げ
た。スペイン、ドイツ、チェコなどでも買い取り価格の引き下げが相次いでいる。
ニュースリリース：www.economie.gouv.fr/discours-presse/discours-communiques_finances.php
?type=communique&id=4514&rub=1

【太陽熱：ドイツ】ソーラー・ミレニアム、米大型太陽熱発電所で建設許可取得
独太陽熱発電デベロッパーのソーラー・ミレニアムは 9 月 16 日、米カリフォルニアに計画している大型太
陽熱発電所の建設許可を州当局から取得したと発表した。同州ブライスに４基の発電所（合計出力
1GW）を建設する計画で、このうち 2 基を年内に着工し 2014 年までに操業を開始する見通し。ソーラー・
ミレニアムはスペインでも大型太陽熱発電所を手がけている。米子会社には同社が 70％、独エンジニア
リング大手フェロンシュタールが 30％それぞれ出資している。
ニュースリリース：
www.solarmillennium.de/Press/Press_Releases/Solar_Millennium_AG__California_Energy_
Commission_approves_the_world_s_largest_solar_power_site,lang2,50,1899.html

【太陽熱：スペイン】アベンゴア、太陽熱発電所の建設で日揮と合弁
スペインの太陽熱発電大手アベンゴア・ソーラーとプラント大手の日揮は 9 月 2 日、スペインの太陽熱発
電事業で提携すると発表した。合弁企業を設立し、スペイン南部のコルドバに出力 50MW の発電所 2 基
（合計出力 100MW）を建設する。合弁企業にはアベンゴアが 74％、日揮が 26％出資する。投資額は 5 億
ユーロで、2012 年の操業開始を見込む。日本企業が商業規模の太陽熱発電に取り組むのは今回が初
めて。
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ニュースリリース：
www.abengoasolar.com/corp/web/en/about_us/general/news/archive/2010/solar_20100902.
html

【風力：スペイン】ガメサ、中国で生産能力増強、2012 年までに 9,000 万ユーロ投資
スペインの風力タービン大手ガメサは 9 月 14 日、2010～2012 年の 3 年間で中国での生産能力増強に総
額 9,000 万ユーロを投資する計画を明らかにした。同社は 2009 年までに累積で 4,200 万ユーロを投じて
いるが、中国での急激な需要増に応じて投資額を大幅に積み増す。この一環として、内モンゴル自治区
で、中国で 6 つ目となる工場の建設を始めた。同社の全売上に占める中国の比率は 2009 年の 15％から
来年には 30％に上昇する見通し。
ニュースリリース：
www.gamesacorp.com/en/press/press-releases/gamesa-will-triple-its-investment-in-chinato-expand-and-adapt-its-manufacturing-plants-for-the-local-development-of-new-turbinesystems

【風力：英国】スコティッシュパワー、欧州最大の Whitelee 風力発電所を増強
英再生可能エネルギー大手のスコティッシュパワー・リニューワブルズは 9 月 7 日、欧州最大の風力発電
所であるスコットランドの Whitelee 発電所を増強すると発表した。2012 年までに 75 基の風力タービンを
増設し、発電容量を現在の 322MW から 539MW に拡大する。フランスのアルストム製のタービンを導入す
る。スコティッシュパワー・リニューワブルズは風力発電で世界最大手であるスペインのイベルドローラ・リ
ニューワブルズの子会社。
ニュースリリース：www.scottishpower.com/PressReleases_2071.htm

【低排出車両：ドイツ】RWE、電気自動車分野で中国 BYD と提携
独エネルギー大手の RWE は 9 月 16 日、電気自動車分野で中国のバッテリー・自動車メーカーである比
亜迪（BYD）と提携すると発表した。2012 年以降、RWE の充電施設の利用サービスと BYD の電気自動車
をパッケージにして、共同でマーケティングおよび販売する。まずドイツで来年、BYD の車両を使った試
験を実施する。RWE はドイツで既に 450 カ所の充電施設を設置しているのに加え、英国、オーストリアな
どでも充電インフラ整備に乗り出している。RWE はこうした充電施設を通して自社の電力を販売する。
ニュースリリース：www.rwe.com/web/cms/en/113648/rwe/press-news/press-release/?pmid=
4005354

【低排出車両：ドイツ】メルセデス・ベンツ、「A クラス」電気自動車の生産開始
独自動車大手ダイムラーは 9 月 15 日、メルセデス・ベンツの小型車「A クラス」の電気自動車の生産を開
始したと発表した。生産は独南部のラシュタット工場で行われ、バッテリーの搭載など一部工程を除き、
既存の A クラスの生産ラインを使用する。生産台数は当面、合計 500 台で、欧州内の特定顧客にリース
する。同社の電気自動車は超小型車「スマート」、中型モデル「B クラス」に次いで 3 車種目。
ニュースリリース：www.daimler.com/dccom/0-5-633234-1-1331362-1-0-0-0-0-0-16694-0-0-0-00-0-0-0.html

【政策：EU】EU の温室効果ガス排出量、昨年は前年比 6.9％減
欧州連合（EU）の欧州環境庁は 9 月 10 日、昨年の加盟 27 カ国の温室効果ガス総排出量は前年に比べ
6.9％減少したとの推計を発表した。化石燃料の消費量が 5.5％減るなど、景気低迷の影響が大きい。欧
州排出権取引制度（EU-ETS）の対象となる分野の排出量は全体平均を上回る 11.6％の減少だった。
1990 年実績比では 17.3％減で、2020 年までに 20％削減を目指す EU の目標に近づいている。
ニュースリリース：www.eea.europa.eu/highlights/recession-accelerates-the-decline-in

【政策：EU】グリーン産業で 2020 年までに 300 万人の雇用創出、欧州委員長が表明
欧州委員会のバローゾ委員長は 9 月 7 日の欧州議会での演説で、EU は再生可能エネルギーなどのグ
リーン産業で 2020 年までに 300 万人の雇用を新たに創出すべきとの目標を明らかにした。同委員長は
「資源の有効利用と低炭素社会への移行に向け、気候変動、エネルギー、運輸、環境の各分野の統合
する統一的な政策が必要」と述べた。欧州議会はこれに対し、同分野での雇用創出を目指す戦略を
2011 年までに策定するよう欧州委に求める決議を採択した。
ニュースリリース：http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/10/411&
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format=HTML

【政策：ドイツ】ドイツ、原発運転を平均 12 年延長へ
ドイツ政府は 9 月 6 日、従来政策を変更し、現行の原子力発電所の運転期間を平均 12 年延長する計画
を発表した。現在 17 基ある原発のうち、1980 年以前に建設された 7 基は当初予定より 8 年、それ以外の
10 基は 14 年、それぞれ運転を延長する。これまでは 2025 年までに原発を全廃する計画だったが、地球
温暖化対策として原発利用を継続する。これに伴い、政府は電力会社から新税を徴収し、再生可能エネ
ルギーの開発に振り向ける。
ニュースリリース：www.bundesregierung.de/nn_1272/Content/DE/Artikel/2010/09/2010-09-05kernenergie.html

◇◆「EBS 産業レポート」最新版 発売中◆◇---------------------------------------------------------◎1 「欧州の先進環境 100 社――最新市場動向と注目企業の横顔」 113 頁
主な内容
○欧州の先進環境企業 100 社の戦略と最新動向
○欧州環境市場規模の推移
○太陽光発電市場の 2009 年実績と今後の成長見通し
○風力発電市場の 2009 年実績と成長見通し
○分野別の成長予測
○洋上風力、太陽熱、波力・潮力発電の動向
◎2 「欧州自動車産業の最新動向 2010-11 年版――EU のエコカー戦略」 110 頁
主な内容
○エコカーに対する EU の開発支援戦略
○EU と主要国の自動車関連環境政策－CO2 排出規制の概要など
○欧州のエコカー市場の現状と見通し
○欧州の大手乗用車メーカーのエコカー戦略
○主要乗用車メーカーの過去 1 年間の展開と今後の見通し
○メーカー別の欧州の乗用車・商用車販売統計
○ロシアの自動車販売動向
○主要自動車メーカーの欧州・ロシアの生産施設立地
◎3 「これだけは知っておきたい EU の環境規制 2010-11 年版 108 頁
主な内容
○EU2020 年戦略における環境・気候変動政策のビジョン
○エコデザイン指令～新 ErP（エネルギー関連製品）指令
○WEEE／RoHS 指令および廃車指令の概要と改正の動向
○REACH の基本と実施状況
○2020 年とそれ以降に向けた温室効果ガス排出削減の目標と議論の動向
○再生可能エネルギー促進指令
○建物エネルギー性能指令
○今後の EU 排出権取引の制度詳細 ほか
価格： PDF 版 395 ポンド／485 ユーロ／53,000 円（全税別）
（ハードコピー＋PDF 版： 480 ポンド／590 ユーロ／65,000 円（全税別））
レポートの詳細に関しましてはこちら⇒ http://www.ebsukltd.com/report/index.htm

◇◆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。
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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
ウェブ： http://www.ebsukltd.com/ メール： news@ebsukltd.com
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