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EBS：欧州環境インサイト ニュースメール 2010年10月号

EBS ニュースメール 13 号
「欧州環境インサイト」ニュースメール 13 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：スペイン】イベルドローラ、米国で太陽光発電所建設へ
●【太陽熱：フランス、ドイツ】GDF スエズなど、チリで太陽熱利用プロジェクト
●【風力：ドイツ】エーオン、バルト海に大型洋上風力発電所を開設
●【低排出車両：フランス】ルノー日産連合、電気自動車でアンカラ市と協力
●【再生可能エネルギー：ドイツ】RWE イノジー、再生可能エネ向けベンチャーキャピタル設立
●【電力：欧州】欧州電力業界、脱炭素化に向けた行動計画を発表
●【スマートメーター：英国】ブリティッシュガス、スマートメーター企業に資本参加
●【廃棄物：フランス、スウェーデン】ごみ回収システムでベオリアとエンバックが提携
●【政策：EU】京都議定書の削減目標、「オーストリア、デンマーク、イタリアは要努力」
●【政策：ドイツ】ドイツ政府、新たなエネルギー戦略を決定
--- ニュース --------------------------------------------------------------------------------

【太陽光：スペイン】イベルドローラ、米国で太陽光発電所建設へ
スペインの再可能エネルギー大手イベルドローラ・レノバブレスは 10 月 14 日、米国の 2 カ所で太陽光発
電所を建設すると発表した。同社が米国で太陽光発電を手がけるのは初めて。コロラド州のアラモサ発
電所は発電容量 30MW（メガワット）で年内の着工、来年末の完成を目指す。一方、容量 20MW のアリゾ
ナ州のカッパー・クロッシング発電所は来年 6 月に完成の見通し。同社は発電した電力を米電力供給会
社に売却する。同社は米国で合計容量 4,314MW の風力発電所を手がけるが、太陽光にも乗り出す。
ニュースリリース：www.iberdrola.es/webibd/corporativa/iberdrola?IDPAG=ENMODULOPRENSA
&URLPAG=/gc/prod/en/comunicacion/notasprensa/101014_NP_01_FotovoltaicaEEUU.html&
WT.rss_a=IBERDROLARENOVABLESSETTOBUILDITSFIRSTTWOPHOTOVOLTAICSOLARPL
ANTSINTHEUS&WT.rss_f=notas_prensa&WT.rss_ev=c

【太陽熱：フランス、ドイツ】GDF スエズなど、チリで太陽熱利用プロジェクト
フランスの公益事業大手 GDF スエズとドイツの太陽熱利用デベロッパーのソーラー・パワー・グループ
は 9 月 21 日、チリで太陽熱を利用した出力 5MW の高温蒸気発生プラントを共同で建設すると発表し
た。フレネル型と呼ばれる技術を利用したソーラー・パワーの装置を設置し、GDF スエズ傘下の発電所
に供給する。当局の建設許可を得た上で、2012 年初めにプラントの運転を始める計画。
ニュースリリース：www.gdfsuez.com/en/news/press-releases/press-releases/?communique
_id=1313

【風力：ドイツ】エーオン、バルト海に大型洋上風力発電所を開設
ドイツのエネルギー最大手エーオンは 10 月 12 日、バルト海西部に洋上風力発電所「Rösand II」を開設し
たと発表した。ドイツのフェーマルン島とデンマークのロランド島の間に位置し、総発電容量は 207MW。
出力 2.3MW のシーメンス製風力タービン 90 基を備える。エーオンの洋上風力発電所は 6 カ所目で、4 億
ユーロを投じ建設した。同社はこれ以外に、デンマークの DONG エネジーなどと共同で英国南東部の海
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域で発電容量 1GW の「London Array」を建設している。
ニュースリリース：www.eon.com/en/media/news-detail.jsp?id=9935

【低排出車両：フランス】ルノー日産連合、電気自動車でアンカラ市と協力
ルノー日産連合とトルコの首都アンカラ市は 10 月 14 日、電気自動車分野の提携で覚書を締結した。両
者は協力し、来年からアンカラで電気自動車向け充電ポイント設置する。またアンカラ市はルノー日産連
合の電気自動車 100 台を購入し、試験に使用する。ルノー日産連合は電気自動車の普及を目指し、欧
州各地で地方自治体との協力プログラムを実施している。
ニュースリリース：www.renault.com/SiteCollectionDocuments/Communiqué%20de%20presse
/en-EN/Pieces%20jointes/23852_20101014_CP_MOU_Ankara_GB_E7122755.pdf

【再生可能エネルギー：ドイツ】RWE イノジー、再生可能エネ向けベンチャーキャピタル設立
ドイツのエネルギー大手 RWE の再生可能エネルギー子会社である RWE イノジーは 10 月 4 日、再生可
能エネルギー関連の企業に投資するベンチャーキャピタル子会社の「イノジー・ベンチャー・キャピタル」
を設立したと発表した。従来のベンチャー投資機能を統廃合する。市場の拡大とともに競争が激化する
再生可能エネルギー分野で、有力な小規模企業にいち早く投資し、必要な場合は技術や資産を取り込
む狙い。
ニュースリリース：www.rwe.com/web/cms/en/113648/rwe/press-news/press-release/?pmid=
4005430

【電力：欧州】欧州電力業界、脱炭素化に向けた行動計画を発表
欧州電力事業の業界団体である Eurelectric は 9 月 28 日、電力の脱炭素化に向けた 20 項目の行動計
画を公表した。20 項目には、石炭火力発電所からの二酸化炭素回収・貯留（CCS）技術を 2015 年までに
実証する、スマートグリッドのパイロットプロジェクトを 2012 年までに実施する、電気自動車を 2050 年まで
に大規模に導入する、電力部門の二酸化炭素排出量を 2050 年までに 1990 年比で 90％削減する、など
が含まれる。
ニュースリリース：http://www.eurelectric.org/20stepstowards2020/Default.html
（右リンク「Press Release」より該当記事がご覧頂けます）

【スマートメーター：英国】ブリティッシュガス、スマートメーター企業に資本参加
エネルギー大手のブリティッシュガスは 10 月 7 日、スマートメーターを手がける英アラートミーに 16％資
本参加すると発表した。出資に伴いブリティッシュガスはアラートミーに取締役一人を派遣する。アラート
ミーは、家庭のエネルギー消費量をインターネットや携帯電話を通して管理できる装置・サービスを手が
ける。ブリティッシュガスの顧客にアラートミーのサービスを提供する狙い。
ニュースリリース：www.centrica.com/index.asp?pageid=39&newsid=2083&rssfeed=
corporatenews

【廃棄物：フランス、スウェーデン】ごみ回収システムでベオリアとエンバックが提携
フランスの廃棄物処理大手ベオリア・エンバイロメンタル・サービシズとスウェーデンの廃棄物回収システ
ムメーカーであるエンバックは 10 月 11 日、集合住宅向けの廃棄物回収システムの設置で提携すると発
表した。パイプを通してごみを住宅から回収、収集するエンバックのシステムを、ベオリアと共同でフラン
ス内の集合住宅に取りつける。エンバックのごみ回収システムでは、従来のような作業員によるごみ収
集作業が不要になるため、長期的にはコストやエネルギーの節減につながるという。
ニュースリリース：www.veolia.com/en/medias/press-releases/vacuum-waste-collection.htm

【政策：EU】京都議定書の削減目標、「オーストリア、デンマーク、イタリアは要努力」
欧州環境庁は 10 月 12 日、京都議定書で定められた二酸化炭素の削減目標達成に向けた欧州連合
（EU）の進捗状況をまとめた。議定書の対象国である旧 EU 加盟 15 カ国の合計排出量を 2008～2012 年
平均で 1990 年比 8％削減するという目標達成に向け、ほぼ順調に進んでいるとしている。ただし国別に
みると、オーストリア、デンマーク、イタリアの 3 カ国は排出削減で後れを取っており、一層の削減努力が
必要と指摘している。
ニュースリリース：www.eea.europa.eu/pressroom/newsreleases/deep-emission-cuts-give-the
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【政策：ドイツ】ドイツ政府、新たなエネルギー戦略を決定
ドイツ政府は 9 月 28 日、新たな包括エネルギー戦略を決定した。原発の運転期間延長の見返りに電力
会社が支払う「原子力税」の導入などが柱。この税収の一部は再生可能エネルギーのプロジェクトや研
究開発などに投資する基金に投入される。また、欧州排出権取引制度（EU-ETS）での排出枠のオークシ
ョンによる歳入も同基金に使われる。政府は 2013 年以降、オークション収入は年間 20 億～30 億ユーロ
になるとみている。
ニュースリリース：
www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Energiekonzept/
energiekonzept-final,property=publicationFile.pdf/energiekonzept-final

◇◆「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。
ご登録はこちら⇒ http://www.ebsukltd.com/newsletter/
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◇◆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
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
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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