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アアジジアア企企業業のの欧欧州州ビビジジネネスス戦戦略略  

（（22001122 年年 11～～66 月月報報告告））  

ブリュッセル事務所、ロンドン事務所、ウィーン事務所 

欧州ロシア CIS 課 

 

日本企業が開拓に取り組む欧州市場では、昨今、中国や韓国を中心とするアジア企業の

活動が活発化しており、一部では日本企業との競合関係もある。アジア企業の欧州市場で

の主な動きをまとめた（2012年 1月～6月頃発表されたもの）。 

 

 電気・電子・精密分野では、サムスン（韓国）や LG エレクトロ二クス（韓国）による、

付加価値の高い新製品の欧州市場への投入やブランド価値を高める動きがみられた。2011

年に携帯電話市場など 10製品分野で欧州市場におけるトップシェアを獲得したサムスンは、

新型タブレット端末「GALAXY Tab2(7.0)」を世界に先駆け英国で販売開始した。LG エレ

クトロニクスは、世界最大かつ最も薄い 55 インチの有機 EL テレビをモナコ公国で発表、

また、スイスの第三者認証機関「クライマトップ」から温室効果ガス（GHC）の排出削減

効果が高い製品に付与されるエコラベルの認証を取得した。 

 自動車分野では、現代自動車傘下の起亜自動車（韓国）がスロバキア事業所での新型「シ

ード」の量産を開始した。また、現代自動車（韓国）もチェコ事業所で「i30」ワゴンタイ

プの新世代モデルの生産を開始したほか、欧州とトルコ市場での需要増に対応するためト

ルコ工場の生産規模を 2 倍に拡張すると発表した。このほか、ブルガリアに進出した長城

汽車（中国）が生産を開始した。 

 環境・エネルギー分野では、太陽光ビジネスで世界的に中国企業の台頭がみられる中、

LDK ソーラー（中国）によるサンウェイズ（ドイツ）への資本参加があった。また、2010

年に台湾メーカーとしては初めて欧州太陽光発電産業協会（EPIA）への加盟が認められた

モテック・インダストリーズ（台湾）が欧州と台湾市場向けに太陽光発電用インバータの

新モデルを投入した。中国の金融機関による、環境・エネルギー分野のインフラ事業への

積極的参入もみられた。中国政府系ファンド中国投資（CIC）は、英国の水道事業最大手テ

ムズ・ウォーターに資本参加（8.68％）した。また、中国輸出入銀行はセルビア政府に対し、

同国の火力発電所改修プロジェクトに融資を行うと発表した。 

 

 

 



    
 

 

ユーロトレンド 2012.7         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
2 

目 次 

1. 電気・電子・精密 ........................................................................................................ 3 

(1) 韓国－サムスン、欧州市場での 12 年指針を発表 ...................................................... 3 

(2) 韓国－LG、薄型テレビの高級ブランド化に力点 ....................................................... 4 

2. 鉱業 .............................................................................................................................. 6 

(1) インド－タタ・スチール、自動車産業向け素材供給を強化 ...................................... 6 

3. 自動車 .......................................................................................................................... 8 

(1) 韓国－起亜の新型モデル、各種受賞相次ぐ ................................................................ 8 

(2) 韓国－起亜スロバキア工場、11 年は 10％増の 25 万 2,000 台生産 .......................... 9 

(3) 中国－長城汽車、ブルガリアで EU 初の工場を稼働 ................................................ 11 

(4) 韓国－起亜スロバキア工場、新型「シード」の量産を開始 .................................... 12 

(5) 韓国－現代自動車、トルコ工場の生産能力を倍増 ................................................... 13 

4. 環境・エネルギー ...................................................................................................... 15 

(1) 中国－中国輸出入銀行、火力発電所改修プロジェクトに融資................................. 15 

(2) 中国－中国 LDK ソーラー、サンウェイズに資本参加............................................. 16 

(3) 中国－中国政府系ファンド、テムズ・ウオーターの株式を一部取得 ...................... 17 

(4) インド－タタ・スチール、シーメンスから大型受注獲得 ........................................ 19 

(5) 韓国－サムスン重工業、スコットランドの洋上風力発電に参入 ............................. 20 

(6) 台湾－モテック、PV インバーターの新シリーズを投入 ......................................... 21 

(7) 韓国－サムスン物流、CCS プロジェクトに参入 ..................................................... 22 

(8) 韓国－ポスコ LED、欧州市場参入に着手 ................................................................ 23 

(9) インド－タタ・スチール、英国 CPI と熱関連技術センター開設 ............................ 24 

5. 金融 ............................................................................................................................ 26 

(1) 日本－SMBC など 3 社、RBS の航空機リース事業を買収 ..................................... 26 

 

【免責条項】 

本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さ

い。ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、万一、本レポ

ートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとして

も、ジェトロでは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。 

©JETRO 2012 



    
 

 

ユーロトレンド 2012.7         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
3 

1. 電気・電子・精密 

 

(1) 韓国－サムスン、欧州市場での 12 年指針を発表 

2012 年 03 月 12 日 ブリュッセル事務所執筆 

サムスン電子は欧州市場向けの「サムスンフォーラム 2012」（2 月 13 日開催）で、2012

年のビジョンと新製品を発表した。同社の指針「限界への挑戦」を実践し、欧州市場での

シェア拡大を目指す。同時に発表した新型タブレット端末「GALAXY Tab2（7.0）」は、3

月の英国での販売を皮切りに、世界市場へ順次拡大していく。 

 

・新型タブレット端末をまず英国で販売 

同社は 11 年、欧州市場では 10 製品分野でトップシェアを確保。携帯電話市場では初め

て首位の座を獲得した。 

 

 12 年の戦略指針として、家庭用娯楽機器では、声や身振りで操作できる機能などを備え

た「スマート・インタラクション」、テレビや携帯電話、タブレット端末、ノートパソコン、

カメラなど複数のスマート機器でコンテンツを共有できる「スマート・コンテンツ」、毎年

新たなソフトウエアやハードウエアを追加できる「スマート・エボリューション」の 3 つ

の柱を示した。 

 

 また、家電製品では、「エコ」「スペース」「スマート・フューチャー」の 3 つを競争力強

化の柱にするとした。「エコ」は省エネや耐久性の向上、「スペース」は冷蔵庫や電子レン

ジ、洗濯機などで全体のサイズは大きくせずに内部スペースを広く確保する技術を意味す

る。 

 

 また、同日発表した 7 インチサイズの新型タブレット端末「GALAXY Tab2（7.0）」は、

同社製品としては初めて基本ソフト（OS）にコードネーム「アイスクリームサンドイッチ」

と呼ばれる「アンドロイド 4.0」を搭載。40 万種類以上のアプリケーションにアクセスでき

る。同端末は、3 月の英国での販売開始を皮切りに、世界市場へ順次、販売を拡大していく。 

 

「GALAXY Tab2（7.0）」では「サムスン・ハブ・サービス」を通じて、音楽コンテンツや

電子書籍、ゲーム・コンテンツなどにアクセスできるサービスを提供する。 
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例えば、「ミュージック・ハブ」では 1,700 万件の音楽コンテンツを提供、「リーダーズ・

ハブ」は 230 万件の電子書籍、2,300 種類の雑誌、51 言語に及ぶ 2,000 紙以上の新聞をそろ

えている。また、「ゲーム・ハブ」では最新のゲーム・コンテンツにアクセスが可能で、「ビ

デオ・ハブ」では 1,000 タイトル以上の映画を購入、またはレンタルできる。 

 

・銀行、教育分野などで法人向け事業に重点 

同社欧州法人のキム・ソクピル社長兼最高経営責任者（CEO）はサムスンフォーラムで、

「欧州と世界市場での当社の成長戦略は、法人向け事業に重点を置くことだ。総合的なサ

ービス提供者になる」と説明した。例えば、銀行や保険、ヘルスケア、教育などの分野で、

移動性や安全性、分析性、データなど、各分野の需要に合わせた製品を提供していく方針

だという。 

 

 さらに、同社は「欧州での若者の希望」を旗印として、世界規模で企業の社会的責任（CSR）

プラットフォームを発足させた。欧州ではチェコとスロバキアで、「SOS 子どもの村」と協

力し、子どもたちがより良い将来につながる技術スキルを身に付けるための支援活動とし

て、コンピュータを使った学習プログラム（e ラーニングプログラム）の提供や製品の寄贈、

子どもたちを支援するためのボランティア活動などを実施している。 （田中晋） 

 

(2) 韓国－LG、薄型テレビの高級ブランド化に力点 

2012 年 06 月 07 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国の LG エレクトロニクスはこのほど、同社の「シネマ 3D スマートテレビ」がスイス

の第三者機関「クライマトップ」から、温室効果ガス（GHG）の排出削減効果が高い製品

に付与されるエコラベルの認証を取得したと発表した。また、欧州市場で 2012 年下半期に

発売予定の 55 インチの有機 EL テレビを公開。技術とデザインに優れた同製品の発売によ

り、高級ブランド戦略を強化する。 

 

・「シネマ 3D スマートテレビ」がスイスのエコラベル認証を取得 

 LG エレクトロニクスは 5 月 11 日、「シネマ 3D スマートテレビ（モデル番号：47LM760S）」

が、スイスにあるラベル認証の第三者機関クライマトップから、GHG 排出量の削減効果の

高い製品に付与されるエコラベル「クライマトップ」の認証を受け、表示を許可されたと
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発表した。環境負荷の低い生産・輸送プロセスも評価されたとしている。 

 クライマトップは、原材料の調達から廃棄処理まで製品のライフサイクルを総合的に評

価しており、同じカテゴリーの中で GHG 排出量が明らかに尐ない製品およびサービスに対

して、ラベル表示を認めている。LG エレクトロニクスの 47LM760S モデルは、ほかの 3D

スマートテレビに比べ GHG 排出量が大幅に尐ないことが評価された。 

 

 同モデルは軽量であることが特長の 1 つで、従来モデルに比べ 14％軽い。軽量な 3D ガ

ラスの採用や、画面のフレーム部分がほとんどないデザインによる効果だ。軽量化により、

製品を販売店や購入者に配送する際のエネルギー消費量を削減できる。 

 

 本体のエネルギー消費量も従来モデルに比べ 20％尐なく、EU で導入されているエネルギ

ー効率の評価ラベルでは「A＋」の高い評価を受けている。 

 

 LG エレクトロニクスによると、従来型のテレビを同モデルに替えると、欧州市場で平均

的なテレビ使用期間とされる 7 年間で、GHG 排出量を約 90 キロ削減できるという。 

 

・世界で最も薄い有機 EL テレビを欧州で発売へ 

 同社は 5 月 23 日、世界最大かつ最も薄い 55 インチの有機 EL テレビを、モナコ公国モン

テカルロで、F1 グランプリの開幕前に公開した。欧州市場では 12 年下半期に発売する予定。 

 

 同社は欧州市場では、シネマスクリーンデザインを採用したシネマ 3D スマートテレビや

3D 対応のウルトラディフィニションテレビ（UDTV）など、最先端の技術と斬新なデザイ

ンを採用した新製品を投入し、高級なイメージ作りに力を入れている。有機 EL テレビの発

売により、欧州で最高水準のブランドになることを目指す。 

 

 有機 EL テレビは、液晶ディスプレー（LCD）や発光ダイオード（LED）ディスプレーと

異なりバックライトが不要なため、薄いデザインが可能となった。同社は、外装に炭素繊

維強化プラスチック（CFRP）を採用し、薄さわずか 4 ミリ、重さ 10 キロのスリムなデザ

インを実現した。このテレビは、同社のシネマ 3D 技術にスマートテレビ機能を組み合わせ

ることで、臨場感豊かなホームエンターテインメントを楽しめる製品に仕上がっていると

いう。 （田中晋） 
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2. 鉱業 

 

(1) インド－タタ・スチール、自動車産業向け素材供給を強化 

2012 年 05 月 18 日 ブリュッセル事務所執筆 

インド鉄鋼大手のタタ・スチールは 4 月 17 日、オランダのエイマイデン製鋼所に亜鉛ポ

ットを追加導入する計画を発表した。自動車用鋼板のめっき加工に使用する。同社の亜鉛

めっきは、腐食防止性能や加工性に優れているなどの利点がある。また、英国では、電車

の騒音低減効果のある鉄道レール「サイレント・トラック」をロンドン中心部の駅に敷設

した。 

 

・新しい亜鉛めっき鋼板を生産 

 亜鉛ポット設備は 2012 年末までに、自動車業界向け専用に使用している、連続亜鉛めっ

きの 3 番ラインに設置する予定。 

 

 自動車メーカーは、より環境負荷が低く、より持続可能性があり、使用期間の長い車両

を製造するため、車体に亜鉛めっき鋼板を使用するようになった。その一方で、車両の軽

量化や、自動車オーナーの車維持費削減の観点から、従来の防錆塗装の再考を迫られてい

る。 

 

 タタ・スチールが開発したアルミニウムとマグネシウムを混ぜた自動車用溶融亜鉛めっ

き「MagiZinc Auto」鋼板は、めっきの厚さが薄い上、標準的な亜鉛めっきに比べ 2 倍の腐

食防止性能を持ち、プレス加工しやすいという特長がある。腐食防止性能と加工性の高さ

は、車の耐久性向上や車両生産コスト低減などにつながり、自動車オーナーの車両維持・

購入にかかわる総経費も低減する効果がある。 

 

 タタ・スチール欧州法人のチーフ・コマーシャル・オフィサー（CCO）ヘンリック・ア

ダム氏は「当社は自動車用溶融亜鉛めっき『MagiZinc Auto』鋼板生産のための新たな亜鉛

ポットを導入することで、自動車産業向けのサプライヤーとしての地位を強化する」と述

べた。また、今後の課題として、自動車の外板パネル用高品質鋼板の開発にも意欲を示し

ている。 
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・低騒音の鉄道レールを英国で初めて敷設 

 タタ・スチールはまた、ロンドンのブラックフライアーズ駅に、騒音を低減する効果の

ある鉄道レール「サイレント・トラック」を敷設したと 4 月 24 日に発表した。サイレント・

トラックはオーストラリアのシドニーやノルウェーのオスロ、ドイツのライン川沿いなど、

世界 13 ヵ国で計 90 マイル（約 140 キロ）以上が既に敷設されているが、英国では初めて。 

 

 サイレント・トラックはレールの横側にダンパーを取り付けて、上を通る電車の振動を

吸収し、騒音全体のインパクトを低減する仕組み。タタ・スチールのエンジニアが英国の

サウサンプトン大学音響振動研究所の専門家と共同で開発した。ダンパーはゴム状の素材

で包み込んだ同社スカンソープ工場産の鉄鋼から、英国内で生産される。ブラックフライ

アーズ駅や周辺部の騒音を、ほぼ半減できる効果があるとされている。 

 

 今回のサイレント・トラックの 0.8 マイル（約 1.3 キロ）の区間での導入は、テムズリン

ク路線網の拡張、改良計画の一環として実施された。 （田中晋） 
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3. 自動車 

 

(1) 韓国－起亜の新型モデル、各種受賞相次ぐ 

2012 年 01 月 13 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国・起亜自動車のフルモデルチェンジした小型車「ピカント」が、英 BBC の自動車番

組の雑誌で「バーゲン・オブ・ザ・イヤー（今年の特価品）」賞を受賞した。欧州ではこの

ほか、同社の新型モデル「リオ」が欧州の代表的な衝突安全テスト「欧州新車アセスメン

トプログラム（ユーロ NCAP）」で最高評価の 5 つ星を取得した。 

 

・「ピカント」が「今年の特価品」賞 

起亜は 2011 年 11 月 30 日、フルモデルチェンジした小型車「ピカント」が BBC の自動

車番組「トップ・ギア」の雑誌「トップ・ギア・マガジン」で「バーゲン・オブ・ザ・イ

ヤー（今年の特価品）賞」を受賞したと発表した。また、同モデルのデザインを主導した

起亜のチーフデザイナー、ペーター・シュライヤー氏は「マン・オブ・ザ・イヤー賞」を

受賞した。 

 

新型「ピカント」は 11 年 6 月に欧州市場に投入された。「トップ・ギア・マガジン」誌

は受賞の理由について、同モデルをフィアットの小型車「フィアット 500」と比較し、「500」

の最も安いモデルよりも 2,000 ポンド（1 ポンド＝約 117 円）も安いと説明。また、ただ安

いだけではなく、スマートフォンやテレビ対応など魅力的な装備がしっかりそろっている、

と評価した。 

 

 シュライヤー氏に対しては、「良いデザインとは人々が買いたいと思う商品を創造するこ

とだ。ペーター・シュライヤー氏は起亜でそのプロセスを不屈の精神と技術をもって見事

に統括した」と説明し、その指導力を称賛した。 

 

 起亜は「ピカント」を韓国工場だけで生産しており、11 年 1～10 月に世界で 15 万 8,427

台を販売した。 

 

・「リオ」がユーロ NCAP の衝突安全テストで 5 つ星 

起亜は、欧州ではこのほか、新型モデル「リオ」が 11 年 11 月 24 日、欧州の数ヵ国で構 
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成され、代表的な衝突安全テストを行うユーロ NCAP で最高評価の 5 つ星を獲得したと発

表した。 

 

起亜ヨーロッパのベニー・オーエン副社長（マーケティング・製品企画担当）は高い安

全評価について、「『リオ』は高水準の仕様や低燃費、走行 1 キロ当たりの二酸化炭素（CO2）

排出量が 85 グラムなど、環境面で産業界を牽引する実績で消費者の高い関心を集めている。

今回の安全評価による裏付けが欧州の消費者へのアピールを一層強めることになる」とコ

メントした。 

 

起亜は欧州で販売する「リオ」に、エアバッグ 6 個（フロント、サイド、カーテンエア

バッグ）、横滑り防止装置（ESC）、車両安定制御装置（VSM）、坂道発進で車両が後ろに下

がるのを防止するヒルスタート・アシスト・コントロール（HAC）、5 座席すべてに 3 ポイ

ントシートベルトを標準装備している。 

 

 同社は「リオ」のほか、これまでに「ベンガ」「ソウル」「シード」「スポーテージ」「ソ

レント」もユーロ NCAP の衝突安全テストで 5 つ星を得ている。 （田中晋） 

 

(2) 韓国－起亜スロバキア工場、11 年は 10％増の 25 万 2,000 台生産 

2012 年 02 月 02 日 ブリュッセル事務所執筆 

起亜自動車（現代グループ）のスロバキア子会社キア・モーターズ・スロバキアは 1 月

17 日、2011 年の自動車生産は 25 万 2,000 台で、前年を 10％上回ったと発表した。生産し

た自動車はすべて欧州諸国に輸出された。12 年は 28 万 5,000 台を計画している。11 年はエ

ンジンの生産も 12％増の 35 万 9,000 基に拡大した。スロバキアのジリナ工場では現在、「シ

ード」の新モデルの生産に向け準備を進めている。 

 

・新モデルの生産にも着手 

同社は 11 年末までに従業員を 900 人増やし、研修・訓練を実施、12 年 1 月から 3 シフト

制を導入した。ジリナ工場の従業員数は現在、3,900 人を超えている。 

同工場では、スポーツ用多目的車（SUV）「スポーテージ」が、11 年の生産台数の 40％に

相当する 10 万 1,000 台以上を占めた。「スポーテージ」は欧州全域で販売が好調で、スロ 

バキア市場でも 11 年のモデル別販売台数で 3 位だった。このほか、コンパクトカーの「シ
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ード」シリーズを 10 万 3,000 台以上（全体の 41％）生産したほか、11 年 6 月まで同工場で

生産していた現代のコンパクトカー「ix35」は 3 万 6,000 台、同年 10 月に生産を開始した

小型多目的車（MPV）「ベンガ」は、1 万 1,000 台（全体の約 4％）だった。 

 

 エンジン生産の内訳は、ガソリンとディーゼルが半々。最も生産量が多かったのは 1.6 リ

ットルのディーゼルエンジンで、10 万 2,000 基以上を生産し、エンジン生産全体の 28％を

占めた。ディーゼルエンジンの生産は SUV 車の需要拡大を受けて、前年比 37％増加した。

ジリナ工場はエンジン工場を拡張し、生産能力を年 45 万基に引き上げている 

 

 同工場では現在、「シード」の新モデルの生産に向けて準備を進めている。新モデルは、

3 月 6～18 日のジュネーブモーターショー（うち 6～7 日はプレスデー）で初公開される。

欧州市場では 12 年第 2 四半期から新モデルの販売を開始する予定。 

 

・現代チェコ工場は 25.5％増の 25 万 1,000 台生産 

一方、現代のチェコ子会社ヒュンダイ・モーター・マニュファクチャリング・チェコ

（HMMC）は 1 月 3 日、11 年の生産台数は 25 万 1,000 台以上で、前年の約 20 万台から 5

万台以上増えたと発表した。生産の内訳は、コンパクトカー「i30」が 10 万 7,000 台（ステ

ーションワゴンの「i30 cw」を含む）、SUV「ix35」が 7 万台、MPV の「ix20」は 4 万 6,000

台だった。11 年 5 月まで同工場で生産していた起亜「ベンガ」は、2 万 8,000 台を生産した。 

 

 チェコ東部のノショビツェ工場では 11 年、約 1,000 人を増員し、9 月から 3 シフト制を

導入している。 

 

 欧州自動車工業会（ACEA）によると、欧州 28 ヵ国〔マルタ、キプロスを除く EU25 ヵ

国とリヒテンシュタインを除く欧州自由貿易連合（EFTA）3 ヵ国〕での現代・起亜合計の

11 年の新車登録台数は、前年比 11.6％増の 69 万 2,089 台。市場シェアでは 5.1％に達し、

ダイムラーの 4.9％を上回った。11 年は需要増を背景に、生産拡大と生産モデルの最適化を

進めてきた。 （田中晋） 
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(3) 中国－長城汽車、ブルガリアで EU 初の工場を稼働 

2012 年 03 月 21 日 ブリュッセル事務所執筆 

中国自動車大手の長城汽車は 2 月 21 日、ブルガリアに建設していたノックダウン工場を

正式に稼働させた。中国の自動車メーカーが EU 域内で工場を設立するのは初めて。同工場

はブルガリアで産業・ロジスティクス建築部門の「今年の建築」賞を受賞した。長城汽車

は 2 月 9 日には、フランス潤滑油大手のトタル・ルブリフィアンと協力契約を締結したと

発表している。 

 

・年産能力は 5 万台 

ブルガリアの首都ソフィアの北東約 150 キロにあるロベチ郊外に建設された長城汽車の 

ノックダウン工場は、現地提携先のリテックス・モーターズとの合弁事業。 

 

2 月 21 日に開催された記念式典には、ボイコ・ボリソフ首相らが出席した。 

 

 工場の年間生産能力は 5 万台で、当初は小型車「騰翼（Voleex）C10」を生産する。将来

的には小型ピックアップトラック「風駿（Wingle）5」、スポーツ用多目的車（SUV）「哈弗

（Haval）H6」のほか、スポーツ性と多機能性を兼ね備えたクロスオーバーモデル「騰翼

（Voleex）C20R」も生産する計画。 

 

 同合弁工場は 2011 年 12 月、ブルガリアで産業・ロジスティクス建築部門の「今年の建

築」賞を受賞した。先進的な建築デザインコンセプトのほか、環境にやさしく、技術や設

備面で柔軟性の高い設計が評価された。同賞は 02 年に始まった全国規模のコンテストで、

建築、投資、都市計画、コンサルティングサービス、商業の内外の専門家が審査員を務め

ている。 

 

・トタル・ルブリフィアンと国際事業で提携 

 長城汽車とトタル・グループ（本社：パリ）傘下の潤滑油大手トタル・ルブリフィアン

は 2 月 9 日、長城汽車の本社がある中国の河北省保定市で、3 年間の国際事業協力に関する

契約を締結した。両社は世界市場でのプレゼンスを強化するとともに、顧客ニーズに合っ

た高品質の製品やサービスの開発で協力していく。 

 

http://www.gwm.com.cn/en/newsDetail_1256111095687_1329891562312.html
http://www.gwm.com.cn/en/newsDetail_1256111095687_1328577447841.html
http://www.gwm.com.cn/en/newsDetail_1256111095687_1328925598203.html
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トタルは長城汽車の推奨パートナーとして、同社のアフターセールスサービス・ネット

ワークを通じて潤滑油を販売する。長城汽車は今回の協力により、トタルの高性能自動車

用潤滑油「トタル・クォーツ」を提供できるとともに、トタルのマーケティング・ノウハ

ウを通じて、顧客の信頼性向上を目指す。 

 

 両社の協力関係は、ラリーのスポンサーにも及んでいる。トタルのモーター・スポーツ

部門「トタル・コンペティション」は、12 年 1 月に開催されたダカール・ラリーで長城汽

車の主要スポンサーを務めた。 （田中晋）  

 

(4) 韓国－起亜スロバキア工場、新型「シード」の量産を開始 

2012 年 05 月 02 日 ブリュッセル事務所執筆 

起亜自動車は 4 月 3 日、スロバキアのジリナ工場で新型「シード」の量産を開始した。

同工場では 2011 年に従業員を 900 人増やし、12 年 1 月から 3 シフト制を導入。4 月からは

フル稼働体制に入った。12 年の乗用車生産台数を、約 28 万 5,000 台に拡大する計画だ。 

 

・起亜のブランド価値を高めた「シード」 

起亜のスロバキア子会社キア・モーターズ・スロバキアは 4 月 3 日、ジリナ工場で 2 代

目「シード」の量産を開始した。現在は 5 ドアのハッチバックを生産しており、12 年下半

期にはワゴンタイプの生産も開始し、同工場の乗用車生産を 12 年には約 28 万 5,000 台まで

拡大する計画だ。ちなみに、11 年は前年比 10％増の 25 万 2,000 台以上を生産した。 

 

 キア・モーターズ・スロバキアの Eek－Hee Lee 社長兼最高経営責任者（CEO）は初代「シ

ード」について、「欧州拠点で設計、開発、生産したモデルで、起亜にとってランドマーク

として、ゲームを変えるモデルになった。『シード』モデルが起亜を本格的な競争ブランド

として定着させた」と強調した。起亜は初代「シード」に代わる 2 代目「シード」も欧州

で設計、開発、生産する。 

 

 なお、初代「シード」は欧州市場で初めて 7 年保証サービスを導入したモデルでもある。

7 年保証サービスは起亜の品質の高さに対する自信を示すとともに、ドライバーにとっては

維持費を安く抑えることができるほか、中古車としても高く転売できる利点がある。 
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・4 月からフル稼働体制に 

ジリナ工場では 11 年に従業員を 900 人増やし、12 年 1 月から 3 シフト制を導入した。同

工場の従業員数は現在 3,900 人以上で、4 月からフル稼働体制に入っている。また、生産ラ

インの整備に 11 年は約 2 億ユーロを投資、12 年も 1 億 1,000 万ユーロ以上の投資を計画し

ている。 

 

 ジリナ工場では初代「シード」の量産を 06 年から開始し、12 年 3 月末までに 63 万 5,000

台以上を生産した。スロバキアでは 1 万 3,000 台以上を販売し、そのうち 900 台以上がスロ

バキアの警察車両として使用されている。 

 同工場は 11 年、25 万 2,000 台以上を生産。そのうち「シード」（5 ドア、3 ドア、ワゴン）

が 10 万 3,000 台と、全体の約 41％を占めた。 （田中晋） 

 

(5) 韓国－現代自動車、トルコ工場の生産能力を倍増 

2012 年 06 月 08 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国の現代自動車はトルコ工場の生産能力を 2 倍に拡大する。欧州とトルコ市場で小型

モデルの需要が伸びていることに対応した措置で、生産能力を 2013 年末までに年 20 万台

に引き上げる。12 年に入って欧州の新車市場が低迷する中、現代は販売を大きく伸ばし、

シェアを拡大している。 

 

・小型車「i10」の次世代モデルを 13 年末に生産開始予定 

 現代の発表（5 月 17 日）によると、トルコ工場（現代アッサン自動車工業、HAOS）に

サプライヤーも含め総額 6 億 700 万ドルを投資し、生産能力を現在の年産 10 万台から、2013

年末までに 20 万台に引き上げる。 

 

 生産能力の強化は、欧州とトルコ市場で A セグメントと B セグメントに分類される小型

モデルの需要が伸びていることを受けた措置。トルコ工場では、10 年から生産している B

セグメントモデルの「i20」に加え、13 年末には A セグメントの小型車「i10」の次世代モ

デルの生産を開始する予定。 

 

 トルコ工場では、生産能力の拡大により、新たに約 750 人の雇用が創出される見通し。

現代は、サプライヤーも含めると約 2,400 人の新規雇用が見込まれるとしている。 
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 欧州自動車工業会（ACEA）が 5 月 16 日に発表した乗用車新車登録統計によると、現代

のマルタを除く EU26 ヵ国の 12 年 1～4 月の登録台数は 14 万 4,993 台と前年同期比 9.3％増

加した。EU 全体の登録台数が 7.5％減の 433 万 2,342 台に落ち込む中、現代の市場シェアは

前年同期の 2.8％から 3.3％に拡大した。 

 

チェコでは 6 月から新モデルの生産開始 

 同社チェコ子会社の現代モーター・マニュファクチャリング・チェコ（HMMC）は 5 月

18 日、「i30cw」（「i30」のワゴンタイプ）の初代モデルの生産を同日で終了したと発表した。

6 月半ばから「i30」ワゴンタイプの新世代モデルの生産を開始する予定。 

 

 ノショビツェにある HMMC の工場では、09 年 2 月から「i30cw」を生産してきた。こ 

れまでに合計で 10 万 3,500 台以上を生産し、欧州、中東、北アフリカの 43 ヵ国に輸出して

きた。 

 

 オリジナルモデルの「i30」は韓国では 07 年から、ノショビツェ工場では 08 年 11 月から

生産を開始し、現代の欧州市場における歴史的なベストセラーモデルになった。 

 

 ノショビツェ工場では既に 12 年 1 月 17 日から、「i30」の新世代モデルの生産を開始して

いる。同工場では 11 年に、計 4 モデルで前年比約 5 万台増の 25 万 1,000 台を超える生産を

行った。内訳をみると、ワゴンタイプを含む「i30」モデルが 10 万 7,000 台、「ix35」モデル

が 7 万台、「ix20」モデルが 4 万 6,000 台、起亜「ベンガ」が 2 万 8,000 台だった。生産能力

を強化するため、約 1,000 人を増員し、11 年 9 月から 3 交替制を導入している。  

（田中晋） 
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4. 環境・エネルギー 

 

(1) 中国－中国輸出入銀行、火力発電所改修プロジェクトに融資 

2012 年 01 月 23 日 ウィーン事務所執筆 

セルビア政府は 2011 年 12 月 29 日、国内の火力発電所の改修工事のため、中国輸出入銀

行から 3 億 4,000 万ドルの融資を受けることに合意した、と発表した。今回の改修工事には

排煙脱硫装置の建設が含まれている。セルビアは外国資金を活用してエネルギー政策を進

めている。 

 

・資金の 85％を融資 

発表によると、東部のコストラツ B 火力発電所の改修プロジェクトの総額は 3 億 4,000

万ドルで、その 85％は中国輸出入銀行が融資する。融資条件は年 3％の固定金利、5 年間の

支払い猶予期限付きで、融資期限は 15 年になっている。今回の合意書によると、プロジェ

クトの 53％の業務は中国側が、残り 47％はセルビア企業が請け負う。今回の改修工事によ

り、コストラツ B 発電所の 2 つの発電ユニット〔各 350 メガワット（MW）〕は発電能力が

35MW ずつ向上し、寿命は 15 万時間伸びることになる。報道によると、12 年上半期に工事

が始まる予定だ。 

 

近年、セルビアのインフラ案件について中国の攻勢が目立つ。その中で中国輸出入銀行

も大きな役割を果たしており、10 年 4 月には、ドナウ川に架かるゼムン～ボルチャ橋の架

け替え案件を中国の路橋集団（CRBC）が受注した案件でも、工費の 85％を中国政府が中

国輸出入銀行を通じて供与している。 

 

・17 年末までに EU 環境基準達成へ 

今回の改修工事には、排煙脱硫装置の設置も含まれており、合意式典に参加したタディ

ッチ大統領は、国内で最も大規模な環境対策事業だと強調している。セルビアは、EU 加盟

を目指す西バルカン諸国に EU のエネルギー政策の浸透を目指す「南東欧エネルギー共同体

条約」を EU と締結し、議会で批准している。そのため、17 年末までに石炭火力発電所の

排煙に含まれる有害物質を EU 指令の基準に下げる義務を負う。今回の排煙脱硫装置設置も

EU 基準に沿っている。 
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・日本も排煙脱硫装置建設に円借款供与 

政府は、エネルギー共同体条約による EU 基準順守のため、300MW 以上の発電能力を持

つ石炭火力発電ユニットに排煙脱硫装置の設置を計画している。該当する発電ユニットは

コストラツ B のほか、ニコラテスラ A、ニコラテスラ B の 3 ヵ所にある。国内最大のニコ

ラテスラ A 発電所には、日本政府が円借款の供与を決定しており、11 年 11 月 24 日に 282

億 5,200 万円を限度とする円借款貸し付け契約が両国間で締結されている。ニコラテスラ B

発電所については、現時点では排煙脱硫装置建設の予算のめどは付いていない。 

 

 財政状況が厳しいため、政府は外国資金を活用してエネルギー政策を進めている。09 年

に中国政府と「戦略的パートナーシップ」で合意しており、今回のコストラツ B 火力発電

所の改修は、既に合意しているベオグラード郊外のドナウ川横断橋の建設に続くプロジェ

クトだ。地元報道によると、将来的には新火力発電所の設立や炭鉱の拡張も計画されてお

り、タディッチ大統領も中国からの投資に期待する、と合意式典で言及している。 

 

 インフラ・エネルギー省によると、政府間だけでなく、エネルギー公社も国外のエネル

ギー関連会社と戦略的パートナーシップを締結している。そのうちの 1 つがイタリアの電

力・ガス大手エジソンで、新たな火力発電所を建設し、そこで生産された電力をイタリア

に輸出する計画があるという。 （鷲澤純、鈴木秀男） 

 

(2) 中国－中国 LDK ソーラー、サンウェイズに資本参加 

2012 年 02 月 06 日 ブリュッセル事務所執筆 

中国の太陽電池大手 LDK ソーラーは 1 月 3 日、ドイツ太陽電池メーカーのサンウェイズ

に資本参加すると発表した。LDK のコスト競争力と販売力、サンウェイズの技術・ブラン

ド力を融合し、国際市場での競争力を強化する。 

 

・株式の 33％を取得、残りも公開買い付けへ 

今回の発表は、LDK ソーラーのグループ会社 LDK ソーラー・ジャーマニー・ホールディ

ングが、サンウェイズの株式の約 33％を取得することで、2011 年 12 月 31 日に合意したの

を受けたもの。残りの株式についても公開買い付けにより取得する方針だ。 

 

 LDK は、サンウェイズが実施する第三者割当増資の新規発行株 579 万株を、現金約 220  
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万ユーロと現物出資により取得。残りの株式については、サンウェイズの株主に対して、1

株当たり 1.90 ユーロの現金での買収を提案するとみられる。 

 

 公開買い付けは、ドイツ連邦金融監督庁（BaFin）の認可を経た上で進める。また、増資

については連邦カルテル庁の正式な認可を得る必要がある。両社はこれらの手続きを経て、

12 年第 1 四半期中に買収手続きを完了できると見込んでいる。 

 

・サンウェイズは中国に生産拠点を確保 

サンウェイズはLDKの現物出資により、間接的に中国拠点を手に入れることになり、LDK

のソーラーモジュール生産工場を利用できるようになるほか、コスト競争力の高いモジュ

ールを生産できるようになる。また、高性能のソーラーモジュールの共同開発の機会につ

ながると期待する。 

 

 サンウェイズのミヒャエル・ビルヘルム会長兼最高経営責任者（CEO）は、LDK ソーラ

ーの資本参加について、「今回の LDK ソーラーの投資は、太陽電池セルとソーラーインバ

ーター分野での当社の技術的なリーダーシップを明確に証明するものだと受け止めてい

る」と説明。サンウェイズの品質、太陽光発電システム、デザイン力と、LDK の高い競争

力・販売力を組み合わせることで、サンウェイズの国際展開への道も開けるとして、今後

の国外での成功に期待を示した。 

 

 LDK ソーラー創業者の彭小峰（Xiaofeng Peng）会長兼 CEO も、サンウェイズへの出資に

ついて、「当社はサンウェイズの製品とビジネスモデル、サンウェイズ・ブランドの市場潜

在力を信じている。両社にとって完璧な組み合わせだ」と述べ、両社協力による事業の拡

大と成功を確信している点を強調した。 （田中晋） 

 

(3) 中国－中国政府系ファンド、テムズ・ウオーターの株式を一部取得 

2012 年 02 月 10 日 ロンドン事務所執筆 

中国政府系ファンド中国投資（CIC）は 1 月 20 日、英国の水道事業最大手テムズ・ウオ

ーターの株式の 8.68％を取得したと発表した。安定的な収入が見込める英国のインフラ関

連事業への投資の魅力が高まっている。 
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・英国政府もインフラへの投資を期待 

CIC の発表によると、同社は全額出資子会社を通じ、英国・水道事業最大手テムズ・ウ

オーターの株式を 8.68％取得した。テムズ・ウオーターはロンドンとテムズ川流域を中心

に上水サービスで約 880 万世帯の顧客を持ち、また約 1,400 万世帯に下水サービスを提供す

る国内最大の水道事業者。2001 年からドイツの電力大手 RWE の傘下にあったが、06 年 12

月にケンブル・ウオーター・ホールディングスに売却された。 

 

「テレグラフ」紙（1 月 20 日）によると、スペインのサンタンデール銀行の資産管理会社

のサンタンデール・プライベート・エクイティとポルトガルの投資会社フィンプロが、テ

ムズ・ウオーター株式の 100％を所有するケンブル・ウオーター・ホールディングスの一部

株式を CIC に売却した。 

 

 英国政府も中国からの投資に期待を寄せる。オズボーン財務相は 1 月 16～18 日、日本と

中国を訪問、中国では CIC の楼継偉董事長兼主席執行官らビジネス界の要人と面談し、金

融サービス、イノベーション、インフラ分野への対英投資について中国への期待を表明し

ていた。 

 

 楼董事長兼主席執行官は、11 年 11 月には「フィナンシャル・タイムズ」紙への寄稿で「わ

れわれが西欧諸国でインフラ投資を展開するに当たり、英国は最初に進出すべき利点があ

る。世界で最も投資に対してオープンな国の 1 つだ」と述べている。 

 インフラ分野に関連する中国企業の対英投資では、香港を拠点とする企業グループ、長

江グループがフランス電力公社（EDF）系の EDF エナジーの配電会社を 10 年 10 月に買収

している。買収後、社名を UK パワーネットワークスに変更。ロンドン地区、南東イング

ランド地区、東イングランド地区の 3 地域の配電網を管轄している。水道事業同様、配電

事業も規制産業で、安定的な収入が見込める。 

 

 また、英国以外にも、中国企業の欧州インフラ事業への投資意欲は高まっている。ポル

トガル電力公社（EDP）は 11 年 12 月 22 日、中国長江三峡集団が同社の株式の 21.35％を取

得すると発表している。 （鈴木亮一） 
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(4) インド－タタ・スチール、シーメンスから大型受注獲得 

2012 年 02 月 14 日 ブリュッセル事務所執筆 

鉄鋼大手のタタ・スチールは 1 月 18 日、ドイツのシーメンス・ウィンドパワーから、風

力発電設備のタワー向け鋼板 2 万 5,000 トンを受注したと発表した。英国のスカンソープ工

場から 2012 年 4～9 月にかけて納入する。タタ・スチールは今回の受注を機に、そのほか

の風力発電設備向け製品や洋上風力発電設備向けの取引拡大に期待を寄せている。 

 

・受注額は数千万ポンドと過去最大 

タタ・スチールは、今回の受注はスカンソープ工場にとって過去最大規模になるとして

いるが、受注額については、8 ケタ（数千万ポンド）とコメントするにとどめている。 

 

 同工場から供給する鋼板は、陸上に建設する風力発電タワー約 150 基に使用される。タ

タ・スチールはまず、スカンソープ工場とスコットランドのマザーウェルにあるダルゼル

工場でプレートを生産し、その後、スカンソープ工場でシーメンスから依頼を受けたサイ

ズやデザインに切断する。鋼板を管状に成形する工程は外部の事業者に委託している。 

 

 タタ・スチールはスカンソープ工場を 10 年に建設した。風力発電業界の成長を見込み、

同年 11 月には新しい生産工程や配送センターの整備に 130 万ポンド（1 ポンド＝約 122.5

円）を投資。スカンソープとダルゼルで製造した鋼板を年 20 万トン出荷できるハブ拠点と

した。 

 

 同社はは今回の受注を機に、シーメンスとの取引が熱延コイルなどそのほかの風力発電

設備向け製品にも拡大することを期待している。 

また、タタ・スチールのフィル・ノールズ発電事業営業部長は、今回の大型受注やシーメ

ンス・ウィンドパワーとの取引関係を構築できたのは、スカンソープのハブ拠点への直接

投資と、タタの鉄鋼チームの多大な努力の結果だと指摘した上で、「シーメンス・ウィンド

パワーとの今回の合意は、洋上風力発電市場で主要なサプライヤーになることを目指す当

社を後押しする戦略的提携だ」と述べ、今後の受注獲得に意欲を示している。 

 

タタ・スチールはこれまでに、シーメンス・ウィンドパワーから英国と欧州大陸市場向

けに 6,000 トンの鋼板を受注している。 （田中晋） 
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(5) 韓国－サムスン重工業、スコットランドの洋上風力発電に参入 

2012 年 02 月 14 日 ロンドン事務所執筆 

スコットランド国際開発庁（SDI）は 1 月 31 日、韓国のサムスン重工業がスコットラン

ドのファイフで同社にとって欧州初の洋上風力発電プロジェクトを実施すると発表した。

また、SDI は同社がギアシステム関連の英国企業と契約締結で合意したことも併せて発表し

た。 

 

・投資規模は最大 1 億ポンド 

サムスン重工業の洋上風力発電分野でのスコットランド進出は、1 月 31 日～2 月 1 日に

開催されたスコットランド洋上風力発電サプライチェーン・コンファレンスで発表された。

スコットランド自治政府のアレックス・サモンド首相は「サムスン重工業の対英投資は、

次世代型洋上風力発電タービンの開発でスコットランドの地位を強化するものだ」と歓迎

のコメントを発表した。 

 

 SDI によると、サムスンが洋上風力発電プロジェクトを実施するのは、スコットランド南

東部のファイフ地区メトヒルで、投資規模は最大で 1 億ポンド（1 ポンド＝約 122.5 円）、

500 人以上の雇用効果があるという。 

 

 BBC（電子版 1 月 31 日）は、サムスン重工業の●（魚の下に日）寅植社長の「最新型洋

上風力タービンのテストを成功させ、最終的にはメトヒルに製造工場を設けることでスコ

ットランド経済に貢献していきたい」というコメントを伝えている。 

 

 なお、サムスン重工業のウェブサイトによると、風力発電ビジネスに関しては発電分野

をはじめ、船舶技術を生かしたオペレーションを展開している。また、2.5 メガワット（MW）

級の陸上風力発電タービンの生産を通して、2015 年までに世界 7 位の市場シェア、10％を

達成するという中期目標を設定している。 

 

・ギアボックス企業とは数百万ポンドの契約で合意 

また SDI は、サムスン重工業がギアボックスの設計や製造を行う英国のデビッド・ブラ

ウン・ギアシステムズと、数百万ポンド規模の契約締結で合意したことも発表している。 

デビット・ブラウン・ギアシステムはプレスリリースで、サムスン重工業の次世代型 7MW  
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級の洋上風力発電タービン向けに、軽量かつコンパクトでコスト改善されたギアボックス

を開発していく方針で、今回の契約は、両社の長期的協力関係の最初の一歩だと発表して

いる。 

 

 洋上風力発電や波力・潮力発電の適地に富むスコットランドは、これまでの北海油田で

培った海洋技術を生かして、再生可能エネルギー（RE）の推進に注力している。スコット

ランド自治政府は、20 年までにスコットランド内の年間電力消費量の 100％に相当する電

力を RE で発電することを目標に掲げている。また、洋上風力発電関連の企業誘致を積極的

に進めており、大手風力発電タービンメーカーのガメサ（スペイン）は、スコットランド

のグラスゴーに洋上風力発電の技術センターを設置することを 11 年 1 月に発表している。 

（鈴木亮一） 

 

(6) 台湾－モテック、PV インバーターの新シリーズを投入 

2012 年 04 月 18 日 ブリュッセル事務所執筆 

太陽電池や関連製品を製造する台湾のモテック・インダストリーズは 3 月 6 日、太陽光

発電（PV）用インバーター「PV Mate」の新シリーズを発売した。産業用の小型太陽光発電

システム向けで、台湾と欧州の市場に投入する。モテックは 2010 年 12 月に台湾メーカー

としては初めて欧州太陽光発電産業協会（EPIA）への加盟が認められている。 

 

・新シリーズでは設置や保守サービスが容易 

新たに発売されたのは、発電容量 10～17キロワット（kW）のPV用インバーター「PV Mate」

の新シリーズ「10NE」「12NE」「15NE」「17NE」。 

 同社によると、新シリーズは変換効率が最高 97.8％と高効率で、システム設計上の自由

度も高く、システム施工業者にとっても設置や保守サービスが容易という利点がある。1 台

当たりの重量は 50 キロにとどまり、発電容量 15～20kW の系統連系三相インバーターとし

ては最も軽いクラスに入るという。また、付属部材の「IP65」エンクロージャー（格納箱）

により、屋外、屋内のいずれにも設置できる。 

 

 モテックは 1981 年に計測機器のメーカーとして創業。99 年に太陽電池の生産事業に参入

し、高品質の単結晶・多結晶シリコン太陽電池の製造・販売で台湾の草分け的な存在と 

なった。また、計測機器メーカーのノウハウを生かし、2004 年には太陽光発電用インバー 
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ターの開発を開始。太陽電池からモジュール、インバーターなどのソーラー関連製品を生

産するメーカーに成長した。 

 

 10 年には欧州に駐在員事務所を開設し、同年 4 月には、太陽光発電分野で長年の経験者

をスカウトし、欧州でのソーラーモジュールの販売責任者を置いた。また、10 年 12 月には、

台湾メーカーとしては初めて EPIA への加盟が認められた。 （田中晋） 

 

(7) 韓国－サムスン物流、CCS プロジェクトに参入 

2012 年 05 月 01 日 ロンドン事務所執筆 

英国の二酸化炭素（CO2）削減対策専門企業の 2Co エナジーは 3 月 28 日、CO2 の回収・

貯留（CCS）を伴う発電事業「ドン・バレー・パワー・プロジェクト」（DVPP）に、サム

スン物流が 15％出資することで合意したと発表した。また、両社は DVPP の陸上部分につ

いて、設計から調達・建設まで一括して請け負う EPC 契約を締結した。 

 

・15％の出資に加え EPC 契約も 

DVPP は、サウスヨークシャーのスタインフォースに、出力 650 メガワット（MW）級の

石炭ガス化複合発電（IGCC）と CCS を組み合わせた施設を建設する。石炭をガス化した後、

蒸気を加えることで水素と CO2 を取り出し、水素を発電に利用し、CO2 を回収する燃焼前

回収技術（注）を採用。回収し圧縮された CO2 は、送電系統運用事業者のナショナルグリ

ッドが持つ地下パイプラインを通り、北海に送られた後、海底から 3 キロほど下に注入さ

れる。 

 

 2Co エナジーによると、DVPP で 100 万世帯分の電力を供給する一方、同プロジェクトで

排出される CO2 の 90％に相当する年間 500 万トンを回収・貯留できる。DVPP は EU レベ

ルでの再生可能エネルギーへの財政支援「NER300 プログラム」に応募しており、2013 年

中ごろまでに結果が判明する。その後、3 年間の建設期間を経て、16 年には試運転に入る

予定。 

 

 サムスン物流は商事部門と建設部門を中心に事業を展開しているが、今回、英国の建設

コンサルタント AMEC の協力を得て、同プロジェクトの陸上部分について、設計から調達・

建設まで一括して請け負う EPC 契約を結んだ。契約の金額に関する部分は明らかにされて 
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いないが、「フィナンシャル・タイムズ」紙（3 月 28 日）によると、洋上・陸上含めたプロ

ジェクト全体にかかるコストは 50 億ポンド（1 ポンド＝約 130.8 円）に上るとみられてい

る。 

 

・CCS 分野で着実に海外事業拡大図る韓国企業 

2Co エナジーのルイス・ギリーズ最高経営責任者（CEO）は「サムスン物流による DVPP

への投資は、英国が CCS 技術の分野で世界をリードする可能性があることを証明するもの

だ」と述べ、同プロジェクトが欧州で、最も大規模で最も効率よい CCS を伴う発電事業だ

と自負している（同社プレスリリース 3 月 28 日）。 

 

 サムスン物流のチョン・ヨンジュ副会長は「今回のプロジェクトを通じて、開発、設計、

購買、運営、投資など建設産業のバリューチェーンすべてに事業領域を拡大する。これに

加え、先進国に進出することで名実ともにグローバルプレーヤーの地位を得られる」と語

り、英国での実績を基に海外事業の拡大を図る方針を示した。（同社プレスリリース 3 月 28

日） 

 

 同じく CCS の分野で、韓国の斗山重工は子会社の斗山パワーシステムズを通じ、07 年か

ら 11 年までスコットランドで酸素燃焼技術に関する試験「レンフルー・プロジェクト」を

主導した。11 年 11 月からはヨークシャーで、実際に稼働中の火力発電所で燃焼後回収を行

う「フェリーブリッジ・プロジェクト」に参画している。CCS を産業として育成しようと

する英国で、韓国企業は経験を積み、着実にその存在感を高めつつある。 

 

（注）発電部門での CO2 の分離・回収には主に 3 種類の技術があり、燃焼前回収のほか、

燃焼後回収、酸素燃焼がある。 （齋藤陽平、ピーター・カワルチク） 

 

(8) 韓国－ポスコ LED、欧州市場参入に着手 

2012 年 05 月 23 日 ブリュッセル事務所執筆 

韓国のポスコ LED はこのほど、欧州市場の顧客向けに同社の製品を展示・説明するイベ

ントをドイツのフランクフルトで開催した。同社は韓国の鉄鋼大手ポスコやその IT・エン

ジニアリング子会社ポスコ ICT（情報通信技術）などが出資する発光ダイオード（LED）照

明事業の合弁会社。これまでは韓国と日本市場を中心に事業展開してきたが、欧州と北米 
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市場にも参入する方針を 2 月末に明らかにしていた。 

 

・欧州市場の需要拡大に期待 

韓国の鉄鋼大手ポスコグループ傘下の LED 照明事業会社、ポスコ LED は 4 月 17 日から

の 2 日間、欧州市場の顧客向けに同社の製品を展示・説明するイベント「2012 ポスコ LED

ショーケース・イン・ヨーロッパ」をドイツのフランクフルトで開催した。同様のイベン

トは、日本でも 2011 年 3 月に開催しており、国外では 2 回目の開催。今後、北米でも開催

する計画。 

 

 ポスコ LED は鉄鋼大手ポスコが 17％、ポスコの IT・エンジニアリング子会社のポスコ

ICT が 63％、LED 関連商品を製造するソウル半導体が 20％を出資する合弁会社（10 年 9

月設立）。厳しい環境に耐えられる産業用照明から、街路灯などの室外照明、小売店や大型

スーパーマーケットで使用する室内用照明まで幅広い分野の LED 照明を生産している。ま

た、照明の制御システムも提供している。 

フランクフルトで開催されたイベントには、60 社の最高経営責任者（CEO）や工場のオー

ナー、有力な不動産管理会社のマネジャーなど、調達の決定権を持つ経営者を中心に約 150

人が参加した。同社は今回のイベントを通じて幅広い製品群を紹介し、欧州市場参入の第

一歩を踏み出した。 

 

 ポスコ LED で海外販売チームを率いるキム・ソンミン氏は欧州市場について「白熱灯の

販売を禁止する EU の政策により、LED 照明の販売促進が期待されている。多くの LED 事

業者が最近、欧州市場に重点を置いている」と強調した。 

 

 今回のイベントでは、ポスコ LED が開発した産業用 LED 照明「ベイライト」が最も注目

されたほか、長細い形状の LED ライン照明「リニアライト」も参加者の高い関心を集めた。

EU がエネルギー効率のよい照明への交換を奨励する環境政策を進めているため、同社は、

駐車場や産業分野でリニアライトの導入が加速することを期待している。 （田中晋） 

 

(9) インド－タタ・スチール、英国 CPI と熱関連技術センター開設 

2012 年 06 月 19 日 ブリュッセル事務所執筆 

インド鉄鋼大手のタタ・スチールはこのほど、英国のプロセス・イノベーション・セン 
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ター（CPI）と共同で熱関連技術センターを開設した。熱技術関連の製品やプロセス技術で、

英国の国際的な競争力を強化することが目的だ。バイオマス発電などをするほか、高品質

の燃料を生成する技術の試験設備を外部の企業に提供し、研究開発をサポートする。 

 

・CO2 削減や環境負荷低減に取り組む組織との協力を促進 

 タタ・スチールが 5 月 31 日に CPI と共同で開設した「サーマル・テクノロジーズ・セン

ター」はオープン型施設になっている。プロセス技術やエネルギー、建設、素材、冶金（や

きん）、リサイクル、再利用などに携わる企業に対して、燃料を生成する技術の実験および

実証試験用の設備を提供し、研究開発を支援する。 

 同センターは、イングランド北東部の重工業都市ミドルズブラにあるタタ・スチールの

ティーズサイド技術センター内に設立された。投資額は 500 万ポンド（1 ポンド＝約 124 円）

で、英国北東イングランド経済開発公社がティーズ・バレー産業プログラムを通じて 250

万ポンド、タタ・スチールと CPI が残り 250 万ポンドを投資した。 

 同センターでは現在、バイオマスやその代替原料などを使って発電するほか、マルチモ

ードのガス化とバッチ式熱分解（無酸素状態での熱分解）の 2 つの実証試験設備を利用し

て、低炭素燃料を生成する技術なども試すことができる。また、研究や開発、熱関連製品

やプロセスの実用化に向けたサービスも提供する。企業や研究機関は同センターで、新技

術を用いた製品やプロセスの開発・改良を加速するとともに、開発投資リスクを低減する

こともできる。 

 同センターの運営に際し、タタ・スチールは高温熱処理技術のノウハウや経験を提供す

る。これに CPI のプロセス技術に関する知識を加えて、高温熱処理関連製品やプロセスの

開発を支援していく。 

 タタ・スチールの欧州事業を統括するカール・ウルリヒ・ケーラー社長兼最高経営責任

者（CEO）は「このセンターは、二酸化炭素（CO2）排出量の削減や環境への影響の低減に

取り組んでいるわれわれと同じような考えを持つ組織と、協力する機会を与えてくれる」

と述べている。 

 CPI はプロセス技術に特化した研究開発機関で、英国の政府機関の英国北東イングランド

経済開発公社が全額出資して設立した。製薬、食品、化学、エネルギー、運輸、次世代の

印刷技術といわれるプリンタブルエレクトロニクス市場分野で、新製品やプロセス技術の

開発やスケールアップ、市場投入を行う企業に対し、専門知識や最新設備の提供などの支

援をしている。 （田中晋） 
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5. 金融 

(1) 日本－SMBC など 3 社、RBS の航空機リース事業を買収 

2012 年 01 月 30 日 ロンドン事務所執筆 

三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）の三井住友銀行（SMBC）、三井住友ファイ

ナンス＆リース（SMFL）、住友商事の 3 社は 1 月 17 日、英国のロイヤルバンク・オブ・ス

コットランド（RBS）グループ傘下の航空機リース事業 RBS アビエーションキャピタル（ア

イルランド）を共同で買収することで基本合意したと発表した。反トラスト法など関係当

局の審査を経て、12 年第 3 四半期末までに総額 73 億ドルで買収する。 

 

・業界の需要拡大を見込む 

SMFG の 1 月 17 日付プレスリリースによると、買収理由は「既存業務と一体運営するこ

とにより、アジアを中心とする新興国市場の成長に伴う航空旅客輸送量の増加、格安航空

会社（LCC）の台頭などを受けた航空需要の取り込み、事業拡大を図るため」としている。 

 

 買収資金の調達については、最近の金融市場環境を踏まえ、政府系金融機関の国際協力

銀行を最大限活用することを検討するなど、安定した長期資金の確保に努めるとしている。 

 

・非中核事業売却を進める RBS 

2008 年のリーマン・ショック後に、RBS は公的資金の注入を受けており、11 年 12 月末

現在、英国政府が保有する議決権付株式の比率は 67％に達している。13 年 12 月末までに

2,000 億ポンド（1 ポンド＝約 120.7 円）の非中核事業を含む 5,500 億ポンドの資産売却を行

うことで政府と合意していた。 

 

 RBS アビエーションキャピタルはダブリンを本拠に 01 年に設立され、資産規模で業界で

は世界 4 位の 206 機を所有する。11 年 6 月末現在の資産残高は 72 億ドル、11 年 1～6 月期

の利益は 8,900 万ドルで、15 年までに新たに 87 機を追加調達するなど、業績は堅調に推移

しているが、09 年 2 月の経営戦略見直しの際に、RBS の非中核事業と位置付けられていた。 

RBS のブルース・バン・ソーン財務担当取締役は合意を受け、「市場の混迷が続く中で、

このような大規模な事業売却で合意に達したことは、双方にとって意義深い。今回の取引

成立により、RBS の非中核事業売却の着実な進展と財務体質改善が証明される」と述べた。 

（村上久） 



 

アンケート返送先    FAX： 03-3587-2485 

e-mail：ORD@jetro.go.jp 

日本貿易振興機構 海外調査部 欧州ロシア CIS課宛 

● ジェトロアンケート ● 

調査タイトル：アジア企業の欧州ビジネス戦略 

ジェトロでは、アジア企業の欧州ビジネス戦略を目的に本調査を実施いたしました。報告書

をお読みいただいた後、是非アンケートにご協力をお願い致します。今後の調査テーマ選定な

どの参考にさせていただきます。 

■質問１：今回、本報告書で提供させていただきました「アジア企業の欧州ビジネス戦略」に

ついて、どのように思われましたでしょうか？ 

（○をひとつ） 

４：役に立った ３：まあ役に立った ２：あまり役に立たなかった １：役に立たなかった 

 

■ 質問２：①使用用途、②上記のように判断された理由、③その他、本報告書に関するご感想

をご記入下さい。 

 

 

 

■ 質問３：今後のジェトロの調査テーマについてご希望等がございましたら、ご記入願います。 

 

 

 

■お客様の会社名等をご記入ください。(任意記入) 

ご所属 

□企業・団体 

 

□個人 

会社・団体名 

 

部署名 

 

 

お名前 

 

※ご提供頂いたお客様の個人情報については、ジェトロ個人情報保護方針（http://www.jetro.go.jp/privacy/）に基づき、適正に管理運用させていただき

ます。また、上記のアンケートにご記載いただいた内容については、ジェトロの事業活動の評価及び業務改善、事業フォローアップのために利用いた

します。 

～ご協力有難うございました～ 
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