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欧欧州州企企業業ののアアジジアアビビジジネネスス戦戦略略  

（（22001122 年年 11 月月～～22001122 年年 66 月月報報告告））  

ブリュッセル事務所、デュッセルドルフ事務所 

ジュネーブ事務所、ストックホルム分室、欧州ロシア CIS 課 

 

 日本企業が開拓に取り組むアジア市場では、各産業分野において欧州企業が日本企業の

競合相手になる場合がある。欧州企業のアジア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）。 

 

 農林水産・食品・飲料分野では、ネスレ（スイス）によるアジア新興市場開拓の動きが

目立った。インスタントコーヒー「ネスカフェ」の需要増に伴いインドでコーヒー豆実証

農園を開設したほか、ベトナムでの工場建設も計画している。また、アジア新興市場での

幼児栄養食事業を強化するため、ファイザー（米国）から関連事業を買収した。 

 化学・医薬品分野では、アジアに進出する欧州企業向けに化学素材を供給するための生

産拠点設立の動きがあった。リンデ（ドイツ）は中国の計 4 カ所で水素ガスなどの製造工

場の設立を発表した。また、BASF(ドイツ)も、家電、自動車、接着剤、建設用塗料などの

産業向けに、インドのタヘジ経済特別区にポリウレタンなどの生産拠点を設立すると発表

した。このほか、世界的な将来の需要増が期待される定置用蓄電池や電気自動車（EV）向

けリチウムイオン二次電池用素材を生産する合弁会社をズードケミー(ドイツ)とLG化学が

設立する計画も明らかになった。製薬業では、ベーリンガーインゲルハイム(ドイツ)が、中

国での医薬品需要の高まりを受けて、上海の工場を拡張した。 

 電気・電子・精密分野では、精密部品メーカーの SKF（スウェーデン）が顧客の近くで

技術開発を行うため、インドにテクニカルセンターを開設した。また、今後中国を中心に

高い市場の伸びが期待される LED 照明の供給力強化のため、オスラム（ドイツ）は中国江

蘇省に新工場を設立すると発表した。マレーシアで LED チップを生産し、中国で照明とし

て組み立てる。 

 自動車分野では、ダイムラー（ドイツ）の中国市場での生産強化の活発な動きがみられ

た。中国では、同社としては初めて、同国で小型スポーツ多目的車（SUV）の生産を開始

した。ドイツ自動車メーカーの生産拡張にあわせた部品メーカー等の投資もみられ、ゼッ

と･エフ・フリードリッヒスハーフェン（ZF,ドイツ）は、中国で 20 番目となる工場建設に

着手した（北京）。ダイムラーに車軸を納める。また、プレス機械最大手のシューラー（ド

イツ）も大連工場を拡張する計画を発表した。ダイムラーは、インドでも現地市場向けの
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トラックを発表、チェンナイ郊外に工場を開設した。インド市場をめぐっては、フィアッ

ト（イタリア）がタタモータースとの販売提携を解消して独自販売網構築に乗り出し、ア

ウディ（ドイツ）も高級車市場での地位強化のため販売網拡張を発表するなど、乗用車に

関する動きも活発だ。 

 環境・エネルギー分野では、風力発電や太陽熱での投資が見られた。風力発電では、ベ

スタス（デンマーク）が、中国やパキスタンなどで多くの受注を果たした。また、ガメサ

（スペイン）はインドに同国初のブレード工場を設立した。太陽熱発電では、シーメンス

（ドイツ）がインドのラジャスタン州に建設予定の太陽熱発電所向けの集熱器を大量受注

した。また、アレバ（フランス）は、ドイツの電力大手リライアンス・パワーから同州に

おける太陽熱発電所建設を受注した。 
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1. 農林水産・食品・飲料 

 

(1) スイス－ネスレ、インド初のコーヒー豆実証農園を開設 

2012 年 02 月 17 日 ブリュッセル事務所執筆 

食品世界最大手ネスレ（本社：スイス・ベベイ）は 2012 年 1 月 5 日、コーヒー豆を栽培

する実証農園をインドに初めて開設すると発表した。同社が 2010 年に立ち上げた「ネスカ

フェ計画」の一環で、コーヒー豆のサプライチェーンを最適化し、現地コーヒー豆農家に

よる品質改善や生産性の向上などの取り組みを支援しながら、コーヒー豆の安定調達と価

格競争力の確保を目指す。 

 

・3 州でコーヒー豆栽培を強化 

ネスレによる今回の取り組みは、インドで同社のインスタントコーヒー「ネスカフェ」

の需要が高まっていることを受け、カルナタカ、ケララ、タミルナドゥの 3 州のコーヒー

農園の発展を支援するため、研究開発チームが開発した、収穫率が高く害虫に強いコーヒ

ー苗木を提供していくことを目的としている。今回の実証農園を通じて、インドのコーヒ

ー豆農家と緊密に提携し、コーヒー豆の持続的な調達先を確保するとともに、価格競争力

や透明性、トレーサビリティーを確実にしていく。 

 ネスレは 2010 年 8 月、10 年間で 3 億 5,000 万スイス・フラン（1 フラン＝約 85 円）を投

資してコーヒー豆のサプライチェーンを最適化するプロジェクト「ネスカフェ計画」を立

ち上げた。今回の実証農園もその一環。同計画は、既に中国やコロンビア、コートジボワ

ール、インドネシア、メキシコ、フィリピン、タイ、ベトナムでも始まっており、コーヒ

ー農園からの直接調達量を 2015 年までに 2 倍に引き上げることや、高品質のコーヒー苗木

を 20 年までに 2 億 2,000 万本提供することを目標にしている。 

 

・ベトナムでも新工場を 13 年までに稼働 

ネスレは 2011 年 8 月、同計画の一環として、2 億 7,000 万ドルを投資し、ベトナム・ド

ンナイ省にコーヒー工場を新設する計画を発表、2013 年の稼働を予定している。ネスカフ

ェ・ブランドの下で、国内消費と輸出の双方向けに製品を生産する。毎年約 1 万 6,000 戸の

コーヒー農家から 3 万トンのコーヒー豆を購入する計画だ。さらに、農業農村開発省とも

連携してコーヒー豆栽培の生産性向上に取り組む。  

（田中晋） 
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(2) スイス－ネスレがファイザーの幼児栄養食部門を買収 

2012 年 05 月 07 日 ジュネーブ事務所執筆 

欧州食品最大手のネスレ（スイス）は 2012 年 4 月 23 日、製薬大手のファイザー（米国）

の幼児栄養食部門を、118 億 5,000 万ドルで買収すると発表した。この買収により、新興国

戦略、アジア戦略を強化し、継続的成長を維持する狙いだ。今回の買収は予想されたより

高額になったが、戦略的意義は大きい。 

 

・予測を超える買収額 

ファイザーが、2011 年 7 月に同部門の売却を提案して以来、多くの企業が購入に興味を

示したが、最終的にネスレと、食品大手のダノン（フランス）との争いになった。1 月には

105 億ドルでネスレが買収するとの報道も流れたものの、決着せず、最終的に価格が上乗せ

されて決着した。 

 

 この 118 億 5,000 万ドルという買収額は、ネスレの 140 年の歴史の中で最も高額だ。当初

のアナリストの予測では、この部門の価値は 80 億～100 億ドルと見積もられており、複数

の銀行アナリストが、予想よりはるかに高い買収額だと指摘している。 

 

・アジア地域のビジネスに大きな効果を予想 

しかし、アナリストたちは「同社の戦略を考えれば、この価格は納得できる」とも語っ

ている。ネスレは、近年、新興国市場への進出を積極的に進めており、特にアジア諸国へ

の進出に力を注いでいる。今回買収するファイザーの幼児栄養食部門は、その売上高の 60％

がアジア、30％が欧州、10％が单米で、新興国での売上高が全体の 85％に達するなど、ネ

スレの戦略にマッチしている。同部門の 11 年の売上高は 21 億ドルだが、12 年の売上高は

24 億ドルに達すると見込まれており、その成長性も魅力だ。 

 

 加えてネスレにとって魅力なのは、高い営業利益率だ。ネスレ全体の 15％に対し、同部

門は 25％の営業利益率を持つといわれている。これらを勘案すれば、今回の買収価格はネ

スレにとって決して高くないといえよう。 

  

・競争法上から、再売却の可能性も残る 

ネスレ全体の 2011 年の純利益は前年比 8.1％増で 100 億ドルに達し、売上高も 7.5％伸び
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て 890 億ドルに達している。今回の買収により、今後も年率 8％の成長を維持し、16 年 

には栄養食部門の売上高を 370 億ドルにするのがネスレの目標だ。 

 

 さらに同社は 20 年までに新興国での売上高比率を 50％にすることも目標にしており、既

に 11 年には 41％になっている。今回の買収により、この目標にさらに近づいたことになる。

新興国での売上高は伸びが大きいのも特徴で、アジア、オセアニア、アフリカ地区の伸び

は、年間 30.1％に達しており、今回の買収により、12 年はアジア地区の伸びが全地区中で

最大になると予想されている。 

 

 ただし、今回の買収により、一部の国ではネスレの市場占有率が高くなりすぎ、競争法

上の問題などが発生する可能性がある。このため、買収した組織の一部は、再売却しなけ

ればならないかもしれない。この再売却に対しては、ダノンが单米と单アジアでの事業、

米国栄養食品大手のミード・ジョンソン・ニュートリションが、欧州での事業の買収に興

味を示している。  

（江藤学） 
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2. 化学・医薬品 

 

(1) ドイツ－製薬大手ベーリンガーインゲルハイム、上海工場を拡張 

2012 年 01 月 06 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ製薬大手のベーリンガーインゲルハイム（本社：インゲルハイム・アム・ライン）

は 2011 年 12 月 14 日、上海浦東新区の張江ハイテクパークにある同社工場に 7,000 万ユー

ロを投資し、生産施設を拡張すると発表した。現地の医薬品需要の高まりに応えるととも

に、市場シェアを引き上げるのが狙い。 

 

・上海工場の生産能力を倍増 

2013 年末までの完了を目標としている今回の拡張計画では、従業員数を現在の 240 人か

ら 400 人に増強し、生産能力を 2 倍に引き上げる。 

 

 ボルフラム・カリウス生産・人事担当取締役は「第 1 に、中国での健康意識の高まりに

よる需要の増加に対応するため、張江工場を拡張する。また、工場拡張は中国、特に上海

でのわれわれの継続的な取り組みを約束するものでもある。われわれのビジョンは、上海

工場を当社のグローバル生産ネットワークにおける機動的な工場に転換することだ」と述

べた。 

 

 今回のプロジェクトでは、上海工場にモジュラー型のリーン（無駄のない）生産設備を

導入し、既存製品と新製品を生産する計画。素材フローの最適化や高度な熟練工に支えら

れたリーン生産方式を通じた国際水準の生産を目指している。2013 年末までを第 1 フェー

ズとして、アンプルや固形製剤のパッケージングセンターや自動化倉庫を建設し、また新

しい試験棟も併設する。2014 年末までの第 2 フェーズでは、固形製剤の既存生産設備を更

新し、新技術を利用してバージョンアップを図る予定。 

 

・製薬産業を重視する上海の拠点を強化 

製薬産業は現在、上海市の経済戦略の中心になっており、同社の中国戦略は、上海当局

が推進する経済構造改革に呼応するかたちで進められている。ベーリンガーインゲルハイ

ム・チャイナのデビッド・プレストン最高経営責任者（CEO）は「われわれは、中国製薬

市場の需要拡大に応えるとともに、患者やその家族をより健康にしていく」と強調した。 
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同社は 2010 年 8 月、1 億ユーロの中国事業拡大プロジェクトの一環として 1,000 万ユー

ロを投資し、上海にコンピテンスセンターを開設している。同センターでは、中国で調達

した有効な医薬成分や化学中間生成物について、生産効率と精度の向上を目的に、生産工

程の最適化、中国の提携先への技術移転、中間生成物の品質保証を重視した活動を行って

いる。 

 

 同社は 1994 年の中国市場参入以来、呼吸器系や循環器系、中枢神経系、そのほかの重要

な治療領域をカバーするため、医薬品の製品ラインアップを拡充してきた。今後は、糖尿

病や腫瘍、がん、脳卒中の予防を含めた医薬品にも事業を拡大していく計画だ。 

 

 同社の純売上高は、2010 年が 126 億ユーロで、2011 年上半期には前年同期比 2 億ユーロ

増の 64 億ユーロに達した。中でも新興国市場での医薬品の純売上高が約 12％増の 8億 9,000

万ユーロに拡大し、特に中国やロシア、ベネズエラ、メキシコで大きな伸びを示したとい

う。  

（田中晋） 

 

(2) ドイツ－ズードケミーと LG 化学、LFP 生産の合弁会社設立で合意 

2012 年 01 月 13 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツの特殊化学大手ズードケミーと韓国の LG 化学は、高品質のリン酸鉄リチウム

（LFP）を生産する合弁会社を設立する覚書（MOU）に署名した。定置用蓄電池や電気自

動車（EV）向けのリチウムイオン二次電池の需要が拡大していることから、正極（カソー

ド）材として使用される LFP の供給を拡大するのが狙い。 

 

・リチウムイオン電池向け LFP を安定供給 

ズードケミーと LG 化学は 2011 年 12 月 13 日、LFP を製造する合弁会社を設立する MOU

に署名したと発表した。LFP は充電して繰り返し使用できるリチウムイオン二次電池のカ

ソード材として使用される。費用対効果が高く、安全で環境に優しいのが特徴。 

 

 両社はリチウムイオン二次電池の需要拡大に対応するため、合弁会社の設立により LFP

の安定供給を確保するとともに、それぞれの技術を持ち寄り、高性能でコスト効率の高い

LFP を生産する。 
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リチウムイオン電池は、太陽光発電や次世代送電網（スマートグリッド・アプリケーショ

ン）向けの定置用蓄電池のほか、EV やハイブリッド車用の充電池として需要が伸びている。 

 

・LFP の品質改善に加え、新材料の開発にも意欲 

両社は LG 化学のプロセス技術とズードケミーの製造技術を持ち寄り、LFP の品質を改善

し、リチウムイオン電池市場の成長を図る考え。特に、長期の使用が求められるアプリケ

ーション分野で LFP の使用を促進するという。 

 

 合弁会社が生産する LFP の大部分は LG 化学に供給し、一部はズードケミーの顧客であ

る世界の大手電池メーカーに供給する方針という。将来は、LFP の利点を維持しながら、

より高いエネルギー密度を確保できるリチウムマグネシウムリン酸鉄（LFMP）のような、

別の高度なオリビン構造素材の共同開発を行うことにも意欲を示している。 

 

 LG 化学は韓国の化学最大手で、リチウムイオン二次電池のメーカーでもある。一方、ズ

ードケミーはリチウムイオン電池分野で、特に安全で強力なカソード材として、LFP の開

発・製造に重点を置いている。ズードケミーは現在、カナダ子会社フォステックリチウム

の施設内（ケベック州カンディアク）に LFP 工場を建設中で、12 年に年間 2,500 トンの生

産能力を持つ設備を稼働させる予定。これは EV で年間約 5 万台分、ハイブリッド車用充電

池で年間 50 万個分までを供給できる量に相当する。同工場の建設には約 6,000 万ユーロを

投資している。  

（田中晋） 

 

(3) ドイツ－化学大手リンデ、中国の 4 ヵ所で製造施設建設へ 

2012 年 01 月 17 日 デュッセルドルフ事務所執筆 

ドイツの化学工業大手リンデは、2011 年 5～12 月に中国の計 4 ヵ所で水素ガスなどの製

造設備建設計画を発表した。 

 

・重慶、吉林で水素など生産 

リンデ（本社：ミュンヘン）は 2011 年 12 月 5 日、中国東北部の吉林省にある化学工業

パークで 4,200 万ユーロを投資し、水素生産施設を設立すると発表した。同施設は、化学大

手エボニックインダストリーズ（ドイツ）などパーク内に生産拠点を構える各企業に水素
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を供給する。水素生産能力は 1 時間当たり約 2 万 5,000 立方メートルで、稼働開始は 13 年

末の見込み。化学工業パークのガスインフラ拡大を促進するため、リンデは子会社のリン 

デガス吉林を設立する。今回の発表で、リンデによる中国の化学・エネルギー市場への投

資案件（同社発表ベース）は 4 件目となった。 

 

リンデは既に 2011 年 5 月 3 日、重慶化医集団と共同で約 2 億ユーロを投資し、重慶化学

工業パークで水素・合成ガス生産施設の新設を発表していた。リンデの出資率は 60％。新

施設は重慶化学工業パークの BASF（ドイツ）と重慶化医集団の生産施設に一酸化炭素、水

素、合成ガスを供給する。同施設の稼働開始は 14 年第 3 四半期ごろになる見通し。 

 

・中国市場での基盤を強化 

さらにリンデは 2011 年 7 月 29 日、山東省で、マルチ・ジフェニルメタン・ジイソシア

ネート（MDI、建設・自動車業でよく利用されるポリウレタンの中間素材）のメーカー、

煙台万華ポリウレタンの生産施設に酸素と窒素の供給を行うため、1 時間当たり 5 万 5,000

立方メートルの生産能力を持つ空気分離装置 2 機を設立すると発表した。投資額は約 1 億

3,000 万ユーロ。稼働開始は 2013 年末～14 年初頭の見通し。同プロジェクトは煙台経済・

技術パークでの 20 キロのパイプライン建設も含む。 

 

 このほかリンデは 2011 年 11 月 29 日に、河北省の武安市で鉄鋼会社の普陽鋼鉄から空気

分離装置 7 機を購入し、新技術でアップグレードすると発表した。同時に、1 時間当たり 3

万立方メートルの生産能力を持つ新規空気分離装置の設置についても発表した。普陽鋼鉄

へのガス供給を十分に行うことが狙い。 

 

 これら 4 件のプロジェクトの実施で、リンデは中国市場でのポジションをさらに強化で

きると見込んでいる。リンデのアジア担当理事を務めるサンジブ・ラムバ氏は「プロジェ

クトを通じ、成長市場の中国でガス・エンジニアリング会社としてのリーダー的ポジショ

ンを強化した」と述べた。現在、リンデは中国各地域に子会社と合併事業者（ジョイント

ベンチャー）を合わせて 50 社を保有、従業員約 4,000 人を雇用している。  

（ゼバスティアン・シュミット） 
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(4) ドイツ－産業用チューブ製造マスターフレックス、中国などに拠点 

2012 年 01 月 23 日 デュッセルドルフ事務所執筆 

ドイツの産業用チューブ製造マスターフレックス（本社：ノルトライン・ウェストファ

ーレン州ゲルゼンキルヒェン）は著しい経済成長を示す新興国への進出を急いでいる。国

際ビジネスを加速するため、シンガポールと中国に拠点を設立し、アジア市場開拓に乗り

出した。 

 

・輸送コストを削減、為替リスクも最低限に 

 マスターフレックスは、航空・自動車・食品・医学などの産業機械に使われる送液用ハ

イテクプラスチックチューブやホース、接続部品を製造している。革新的な技術を武器に、

新興国に積極的に展開を図っており、2011 年 12 月 1 日、シンガポールに設立する子会社を

軸にアジア諸国へのビジネスを拡大する計画を発表、さらに、12 年中に中国の生産拠点の

操業を開始する。 

 

 「現地生産で、輸送コストを削減できるほか、為替変動などのビジネスリスクは最低限

にとどめられる」と取締役のアンドレアス・バスティン氏はいう。アジア市場への進出に

ついては「新興国は年間 8％と、経済成長のポテンシャルが欧米よりはるかに高い。われわ

れはそれを無視できない」と述べた。 

 

 新興国では経済発展に伴い、ハイテク部品の需要が増加しつつある。マスターフレック

スはそれに応じ、10 年のブラジルとロシア両市場への進出に続き、インドや中国などアジ

ア市場の開拓を図る。「メード・イン・ジャーマニー」のブランド力を生かし、アジアに生

産拠点を持っている欧米企業のほか、現地企業など新顧客の開拓にも注力するという。 

 

 同社はアジア市場進出を慎重に進めている。市場と競争相手の徹底分析はもちろん、現

地の既存顧客や新顧客との面談、見本市訪問など、1 年間にわたり事前調査を実施した。そ

のほか、できるだけ円滑な進出を図るため、ドイツの現地進出中小企業からも情報を集め

た。 （ゼバスティアン・シュミット） 
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(5) ドイツ－BASF、ペトロナスと新合弁会社設立で合意 

2012 年 04 月 03 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ化学大手 BASF（本社：ルートビヒスハーフェン）は 2012 年 3 月 16 日、マレーシ

ア国営石油会社ペトロナスと新たな合弁会社を設立することで合意し、基本契約に署名し

たと発表した。特に ASEAN 諸国向けの特殊化学品生産を強化するのが狙い。 

・ASEAN 市場向けに生産拠点を増強 

両社は既に、マレーシアでの提携関係を強化するため 10 億ユーロを投資すると発表して

おり、2015～18 年にパハン州クアンタンにある既存の合弁会社を通じて各種プロジェクト

を推進し、ジョホール州ペンゲランに石油精製・石油化学統合開発施設（RAPID）を開設

する。今回の基本契約により、提携はさらに一歩前進する。 

今回の基本契約によると、両社は新たな合弁会社を設立し、イソノナノール、ポリイソ

ブチレン、非イオン界面活性剤、メタンスルホン酸の生産施設や先駆物質の生産工場を建

設し、運営する。これらの施設は RAPID プロジェクトの一環。新合弁会社への出資比率は、

BASF が 60％、ペトロナスが 40％。新工場で生産した化学製品は、アジア太平洋地域、特

に ASEAN 諸国に供給する。 

 

 BASF のマーティン・ブルーダーミューラー取締役副会長（アジア太平洋地域責任者）は、

10 億ユーロの投資プロジェクトにより、「アジア太平洋地域の顧客に対し、特殊化学製品の

供給を強化する。特に人口が急増する ASEAN 市場のニーズに応えることができるようにな

る」と強調している。また、BASF は「アジア太平洋地域戦略 2020」で、09～13 年に 20 億

ユーロを投資し、アジア太平洋地域全体の売上高の 70％を ASEAN 地域であげる意向を示

している。 

 

 一方、ペトロナスのダトック・ワン・ズルキフリー・ワン・アリフィン上級副総裁（下

流部門事業担当）は「新しい特殊化学製品のポートフォリオ拡大は、下流部門の石油化学

事業の持続的発展を推進するペトロナスの事業計画の重要な構成要素をなす」と強調した。

また、健康への関心の高まりが衛生用品向けの特殊化学製品の需要増加につながるなど、

石油化学業界は今後、グローバルなメガトレンドの変化に沿った動きをしていくとみてい

る。 
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・既存合弁会社の事業も強化 

BASF とペトロナス（子会社のペトロナス・ケミカルズ・グループを通じて）は現在、ク

アンタンにある既存の合弁会社、BASF ペトロナス・ケミカルズ（1997 年の設立、出資比

率 BASF60％、ペトロナス 40％）の事業拡大に向けて、事業可能性調査（FS）を進めてい

る。プロピレン（C3）製品のバリュー・チェーンを強化するため、高分子吸水材工場の新

設や既存のアクリル酸工場の生産能力増強などを検討している。BASF ペトロナス・ケミカ

ルズは現在、パハン州クアンタンのゲベン工業団地で、アクリルモノマーやオキソ、ブタ

ンジオールなどを生産している。 （田中晋） 

 

(6) ドイツ－ランクセス、シンガポールに Nd－PBR 工場を建設 

2012 年 04 月 19 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ特殊化学品大手のランクセス（本社：レバークーゼン）は 3 月 1 日、ネオジウム

触媒ポリブタジエンラバー（Nd－PBR）のシンガポール工場建設を 9 月 11 日から開始する

と発表した。タイヤ市場で最も成長しているエコタイヤ向けに、Nd－PBR の供給を拡大す

るのが主な狙い。 

 

・15 年上半期に稼働 

 ランクセスは約 2 億ユーロ（約 3 億 4,000 万シンガポール・ドル）を投資して、年産能力

14 万トンの Nd－PBR 工場をジュロン島のケミカルパークに建設する。完成すると世界最大

の Nd－PBR 工場になり、特にアジアで急成長するエコタイヤ市場向けに製品を供給する予

定。新工場は 2015 年上半期にも稼働予定で、約 100 人の雇用を見込んでいる。 

 

 同社は 11 年 6 月、新工場の建設地としてシンガポールを選んだと発表。その後、工場の

設計などの準備作業を進めてきた。アクセル・C・ハイトマン会長はシンガポールで開いた

主要サプライヤーとの契約調印式で、「当社の歴史上 2 番目に大きい投資プロジェクトが現

在、順調に進んでいることを発表できるのを大変うれしく思っている」と述べた。 

 

 ランクセスは新工場の建設地にシンガポールを選んだ理由として、a.原材料の調達のしや

すさ、b.優れたインフラ、c.高技能労働力の存在、d.大規模な港湾施設、e.急成長するアジア
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の主要顧客に近い、などを挙げた。 

 

 ハイトマン会長は 3 月 1 日、新工場に材料などを供給する主要サプライヤーとの契約を

締結したと発表した。これにより、工場のインフラ整備が始まることになる。 

 ペトロケミカル・コーポレーション・オブ・シンガポール（PCS）は、材料のブタジエン

をランクセスに長期供給する契約を締結した。ブタジエンはランクセスが Nd－PBR を生産

するのに必要な原材料で、PCS はブタジエン抽出施設などを新たに建設している。 

 

 また、TP ユーティリティーズ（Tuas Power の完全子会社）はランクセスの工場に蒸気を

供給する。同社は、ジュロン島にあるバイオマス・石炭混焼コージェネレーション（電気

熱併給）施設の蒸気生産能力を、現在の毎時 500 トンから 650 トンに引き上げる。なお、

現在の発電能力は 100 メガワット（MW）。 

 

・タイヤラベリング規制導入でエコタイヤの需要が加速 

 ランクセスは、エコタイヤの主要材料の Nd－PBR 市場で主導的な地位にある。エコタイ

ヤは工業部門で最も急成長している分野で、年間ベースでは世界で 10％、アジアで 14％の

高成長を示している。最近の予測によると、世界のタイヤ生産は、現在の約 16 億本から 15

年には約 20 億本に拡大する見込み。 

 同社は、自動車の普及拡大でアジアや单米でエコタイヤの需要が高まっており、さらに

世界中で導入されつつあるタイヤラベリング規制により、エコタイヤの需要が加速すると

見込んでいる。EU では 12 年 11 月からタイヤのラベリングが導入され、燃費効率（転がり

抵抗性能）、ウエットグリップ性能を A から G の等級で、さらに騒音量を明示することが

義務付けられる。これにより、消費者にとってタイヤ製品の透明性が高まり、エコタイヤ

の付加価値が認知されるようになる。なお、日本（10 年 1 月）と韓国（11 年 11 月）は任

意のラベル表示制度を、世界に先駆けて導入している。 

 

 ハイトマン会長によると、ランクセスはタイヤの転がり抵抗係数を下げる（燃費効率を

向上する）ための革新技術の開発に注力しているという。 

 

 Nd－PBR は、エコタイヤのトレッド部とサイドウォール部に使用され、タイヤの転がり

抵抗を低減して燃費を向上させる。また、耐摩耗性に優れ、タイヤの寿命・安全性が向上
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する。ランクセスは現在、ドルマーゲン（ドイツ）、カボ（ブラジル）、ポートジェローム

（フランス）、オレンジ（米国テキサス州）に生産拠点を持っている。ランクセスの Nd－ 

PBR 事業は同社のパフォーマンスブタジエンラバーズ（PBR）事業ユニットに属している。

なお、同ユニットを含むパフォーマンスポリマーズ部門の 10 年の売上高は 38 億ユーロだ

った。 （田中晋） 

 

(7) ドイツ－BASF、インドのダヘジ経済特区に化学工場を建設 

2012 年 05 月 09 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツの化学大手 BASF（本社：ルートビヒスハーフェン）は 2012 年 4 月 11 日、同社の

インド法人がグジャラート州のダヘジ経済特別区に 1 億 5000 万ユーロを投資して、工場を

建設すると発表した。家電や自動車、建設、製紙など幅広い産業向けに素材を供給する。 

 

・インドをアジア太平洋地域の成長戦略の柱に 

発表によると、BASF の現地法人 BASF インディアがグジャラート州のダヘジ経済特別区

に 1 億 5,000 万ユーロを投資して、工場を建設する。 

 

 今回建設する工場はポリウレタンのハブ生産拠点となるほか、ケアケミカル製品や塗

料・製紙業界向けのポリマーディスパージョンを生産する施設も併設する。これにより、

BASF は成長著しい家電や履物、自動車、建設、接着剤、建築用塗料、製紙、パーソナルケ

アなどの産業向けに素材を現地供給できるようになる。生産開始は 2014 年を予定している。 

 

 BASF のマーティン・ブルーダーミューラー副会長（アジア太平洋地域責任者）は「イン

ドは地場産業の発展に伴い、アジア太平洋地域の成長の柱になっている。人口動態の変化

とそれに伴う生活水準の向上によるニーズが、拡大する市場需要を押し上げている。われ

われが新工場を通じて、顧客の個別ニーズに合い、かつ競争上の優位性を強化するソリュ

ーションを開発すれば、顧客の要求をより満たすことができる」と述べた。 

 

 一方、BASF インディアのプラサド・シャンドラン会長兼社長は「ダヘジ工場がインドに

ある BASF の既存工場を補完し、インド化学産業の成長に貢献する」と述べた。また、「新

工場は原料調達の便が良く、顧客にも近接しており、最適な投資条件とビジネス環境に恵

まれている」と強調した。さらに、この新プロジェクトにより、北部と西部での事業が拡
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大することに期待感を示した。 

 

・初期段階で 250 人以上を雇用予定 

ダヘジ工場は最初の段階で、フル稼働体制で 250 人以上を雇用する予定。インフラの共

有や最先端の生産システムにより電力や水を節約するため、資源を効率的に供給する技術

を採用する。 

 ポリウレタン施設では、熱可塑性ポリウレタンエラストマーや、自動車の騒音・振動・

ハーシュネスを低減する部品の材料となるチェラスト、ポリウレタン・システムを生産す

る。 

 

 ケアケミカル施設では、家庭やパーソナルケア向けの界面活性剤を生産する。BASF のケ 

アケミカル事業のグローバル成長戦略で、ダヘジ工場が世界で最も急成長する市場の 1 つ

であるインドでの生産強化を担うことになる。 

 

ポリマーディスパージョン施設では、建築用塗料や接着剤などの主要材料となる「アク

ロナール」や「スチロファン」、製紙コーティング剤の「スチロナール」や「バゾナール」、

合成サイズ剤「バソプラスト」を生産する。 

 

 BASF は「アジア太平洋戦略 2020」で、インドを主要成長市場の 1 つに特定している。

10 年にインドでの売上高が初めて 10 億ユーロを超えた。1,830 人の従業員を抱え、9 ヵ所

（マンガロール、トゥルベ、ダヘジ、アンクレーシュワル、チェンナイ、バンガロール、

ナラガール、コルカタ、ターネー）に生産拠点を、2 ヵ所（ムンバイ、マンガロール）に研

究開発（R＆D）拠点を持っている。 

 

 BASF の 2011 年の世界全体の売上高は約 735 億ユーロ、従業員は 11 万 1,000 人以上に上

る。 （田中晋） 
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3. 電気・電子・精密 

 

(1) スウェーデン－精密部品の SKF、インドにグローバルテクニカルセンター開設 

2012 年 01 月 10 日 ブリュッセル事務所執筆 

スウェーデンの精密部品メーカーSKF（本社：イエーテボリ）は 2011 年 12 月 14 日、イ

ンドのバンガロールにグローバルテクニカルセンターを開設したと発表した。顧客に近い

ところで技術開発をするとともに、同社のグローバルな資源をフル活用して、ベアリング

など 5 分野を横断する革新的な製品を開発する戦略を一層強化するのが狙い。 

 

・顧客に近いところで革新的な製品開発を目指す 

テクニカルセンターの開設により、顧客に近いところで技術開発するとともに、ベアリ

ング、シール、メカトロニクス、潤滑システム、サービスという 5 つの技術プラットフォ

ームを横断する革新的な製品を開発するために、同社のグローバルな蓄積と資源をフル活

用する戦略を強化する。 

 

 トム・ジョンストン社長兼最高経営責任者（CEO）は「インドと東单アジアは SKF にと

って、とても重要な市場だ。新テクニカルセンターの開設は、中核となる研究開発事業を

顧客の近くで行うことにより、急成長する市場の顧客を支援するというわれわれの約束を

一層強化するものだ。こうして、顧客の要求にかなった新製品を開発できる」と強調した。 

 

 さらに同氏は｢テクニカルセンターの新設は、世界をリードする研究や技術革新に長期的

に取り組むとしたわれわれのコミットメントに基づく新製品やソリューションの開発とい

う、当社の重点課題を強化することになる。駆動力の 1 つは、省エネや二酸化炭素（CO2）

排出量削減に寄与する新製品とソリューションを開発し、届けることだ｣と補足した。 

 

 テクニカルセンターの開設は、グローバル製品の開発とエンジニアリング組織の発展を

目指す SKF の技術戦略の一環で、施設内にあるグローバル試験センター（09 年開設）とア

プリケーション開発センター（04 年開設）を統合するものだ。ちなみに、10 年には中国に

グローバルテクニカルセンターを開設している。 

 

また、アラン・ベッグ上級副社長（技術開発担当）は「エンジニアリング企業としての
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SKF の戦略は、部品、組み立て、システムの知識に基づいた先進的なソリューションを顧

客に提供することだ。顧客に近いところで開発を行うことで、顧客のニーズに、より迅速

かつ効率的に対応できるようになる」と説明した。 

 

 SKF は新テクニカルセンターの建設に約 7,500 万スウェーデン・クローナ（1 クローナ＝

約 11 円）を投資した。製品エンジニアリングや開発、冶金試験、化学、ベアリング性能分

析などの分野で、新たに約 400 人のエンジニアを採用する計画だ。 

 

・アジアでの売上高が全体の 4 分の 1 

インド英字紙「ザ・ヒンドゥ」（2011 年 12 月 16 日）によると、SKF の 10 年の世界売上

高は約 67 億ユーロ。そのうちアジアでの売上高が全体の約 4 分の 1 を占め、特に中国とイ

ンドの比重が高いという。 

 

 SKF インディアのシシール・ジョシプラ社長は「11 年 1～9 月のインドでの売上高は、前

年同期比 16％増加した。今後、成長ペースが減速するとしても、ほかの市場よりも早い成

長を期待している」と述べた。SKF インディアは 6 ヵ所に生産施設を持ち、10 年は 230 億

ルピー（1 ルピー＝約 1.5 円）の売上高を計上した。過去 7 年間、収入は年率 15％の伸びを

確保しているという。 （田中晋） 

 

(2) ドイツ－オスラム、中国無錫に LED 組立工場建設 

2012 年 06 月 20 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ照明大手のオスラムは、中国の江蘇省無錫に新工場を建設する。ドイツとマレー

シアの工場で生産した発光ダイオード（LED）チップを外装の筐体（きょうたい）にパッ

ケージする後工程を行う。LED 関連製品の需要が急速に伸びている中、新工場の建設で既

存の LED チップ工場の生産能力を高め、世界最大の照明市場の中国で製品供給体制を強化

する。 

 

・LED 市場の急成長に対応 

 ドイツ電機大手シーメンスの照明子会社オスラムは 5 月 25 日、無錫市新行政委員会と無

錫に新たな組立工場を建設する契約に署名したと発表した。LED 関連製品の需要が急速に

拡大している中、ドイツとマレーシアにある既存工場での LED チップの生産能力を高める 
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ため、新工場の建設を決めた。 

 

 新工場は 2013 年末に操業を開始する予定。フル稼働時で最大 1,600 人の雇用を見込んで

いる。ドイツのレーゲンスブルク工場やマレーシアのペナン工場で生産した LED チップを

筐体にパッケージする後工程を行う。 

 

 オスラムによると、エレクトロニクス産業に強い調査・コンサルティング会社 IMS リサ

ーチは、LED 部品やレーザーダイオードなどの光半導体の市場では今後数年間、年平均 5％

の成長が続くと予測している。特に中国市場では年平均 10％の急成長が見込まれていると

強調する。また、コンサルティング大手マッキンゼー・アンド・カンパニーでは、アジア

地域は世界の汎用照明市場の約 35％のシェアを占めており、この比率は 20 年までに 45％

に拡大すると予測。中国市場の規模は現在、80 億ユーロを超すが、これが 20 年までに 2 倍

以上に拡大するとしている。 

 オスラムは 08 年 4 月、光半導体子会社のオスラム・オプト・セミコンダクターズのアジ

ア地域事業統括拠点を香港に開設し、中国、韓国、日本を中心にアジア諸国の顧客や提携

先をサポートしている。 

 

 同社は LED チップの生産を順次拡大しており、レーゲンスブルク工場は 08 年に拡張し

た。第 2 の生産拠点のマレーシアのペナン工場も 09 年 12 月に操業を開始した。ペナン工

場の建設と並行して、アジア地域事業統括拠点を香港に開設したことで、アジア太平洋地

域における LED 需要の拡大により柔軟に対応する体制を整えてきた。 （田中晋） 
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4. 自動車 

 

(1) ドイツ－ダイムラー、北京工場で SUV の「GLK」の生産開始 

2012 年 01 月 06 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ自動車大手のダイムラー（本社：シュツットガルト）は 2011 年 12 月 5 日、北京

工場で小型スポーツ用多目的車（SUV）「GLK」の生産を開始したと発表した。中国で同モ

デルを生産するのは初めて。最重要市場の中国で人気の同モデルを現地生産することで、

「市場に近い場所で生産する」戦略をグローバルに展開する。 

 

・中国市場への長期的コミットを明示 

北京工場は、現地パートナーの北京汽車集団（BAIC）との合弁会社、北京ベンツ・オー

トモーティブ（北京奔馳汽車、BBAC）が運営する。ダイムラーと BAIC は 11 年 6 月、中

国でのあらゆるプロジェクトで協力を強化していくための戦略的枠組み協定を締結してお

り、「GLK」の生産はこの一環だ。 

 

 ダイムラー取締役（メルセデス・ベンツ乗用車部門の生産・調達担当）のボルフガング・

ベルンハルト氏は「『GLK』の現地生産開始は、市場に近い場所で生産するという当社のグ

ローバルな拡大戦略を例示するものだ。われわれは各市場での販売促進を生産側からも支

援している」と述べた。 

 

 ダイムラー・北東アジアのウルリッヒ・バルカー会長兼最高経営責任者（CEO）は「『GLK』

は中国の顧客から多大な支持を得ており、現地生産車のラインアップに加えるモデルとし

ては理想的だ。現地生産以上に中国市場への長期的なコミットメントを明確に示すものは

ない。現地生産モデルの拡充は、中国市場向け成長戦略の重要な要素だ。早ければ 15 年ま

でに中国で販売するメルセデス・ベンツ車の 3 分の 2 を現地生産できると期待している。

『GLK』の生産開始はこの目標に向けた重要なマイルストーンになる」と中国市場の重要

性を強調した。 

 

 BBAC のフランク・ダイス社長兼 CEO は「『GLK』は、既に現地生産している『E クラス』

のロングホイールモデルと『C クラス』の新モデルのラインアップに加わるとともに、新

エンジン工場や研究開発（R＆D）センターなどの、BBAC のほかの投資計画を補完するこ 
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とになる」と説明した。 

 

・11 年 1～11 月の中国での販売台数は前年同期比約 3 割増 

「GLK」は 2008 年の販売開始以来、世界中で売れ行き好調で、特に中国では人気が高く、

11 年には 2 万台以上を販売し、「GLK」の最重要市場の 1 つになっている。 

 

 2011 年 1～11 月のメルセデス・ベンツの中国（香港を含む）での販売台数は、前年同期

比 29.9％増の 16 万 8,940 台。10 月までで既に 10 年 1 年間の実績を上回った。ダイムラー

は 2015 年までにメルセデス・ベンツの乗用車を中国で 30 万台以上販売する目標を掲げて

いる。11 月には現地生産した「C クラス」と「E クラス」を約 7,570 台出荷し、1～11 月の

両モデルを合わせた販売の伸び率は 52％に達しているという。 

 

 BBAC はメルセデス・ベンツの乗用車の現地生産を 06 年に開始した。当初は現在の「E

クラス」の旧モデルを生産していたが、08 年春からは「C クラス」を 2 つ目のモデルとし

て追加し、2010 年 5 月からは「E クラス」を中国市場のニーズに合うように仕立てたロン

グホイールモデルも生産している。 

 

 なお、2011 年 6 月末時点での「C クラス」と「E クラス」のロングホイールモデルの生

産能力は合わせて年約 8 万台。今後需要に応じてさらに生産能力を引き上げていく計画だ。

バルカー会長によると、「C クラス」や「GLK」「スマート」「A クラス」「B クラス」で構成

される「ヤング・メルセデス」製品群は、中国での売上高の 40％を占めているという。 

 

・北京汽車との提携関係を強化 

ダイムラーと BAIC が 2011 年 6 月に調印した中国での協力を一層拡大する戦略的枠組み

協定には、両社が BBAC に 20 億ユーロを投資し、a.中国での現地生産を拡大するため、2011

年に「GLK」、2013 年に小型車の次世代モデル 3 車種の生産を段階的に開始する、b.ロング

ホイールベースの「C クラス」車と「E クラス」車の生産能力を拡大する、c.2013 年に中国

で組み立てるメルセデス・ベンツの乗用車とワゴン車向けに 4 気筒ガソリンエンジンの生

産を開始する、d.R＆D センターを新設し、主に自動車の走行テストや調整作業、および部

品サプライヤーとの研究開発を推進する、ことなどが含まれている。 
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さらに両社は 11 月に、包括的な戦略的提携関係をさらに深化させるための覚書（MOU）

に調印した。この覚書には、両社が中国での競争力を高めるために技術提携や、次世代エ

ネルギー車の共同開発の可能性を検討することなどが盛り込まれている。 （田中晋） 

 

(2) ドイツ－ダイムラー、インド産トラックの新ブランドを発表 

2012 年 02 月 02 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ自動車大手ダイムラー（本社：シュツットガルト）は 2012 年 1 月 4 日、トラック

のインド現地法人ダイムラー・インディア・コマーシャルビークル（DICV）が、同国市場

向けの新ブランド「バーラトベンツ（BharatBenz）」を報道関係者に公開した、と発表した。

同社がインドで初めて生産するトラックで、急成長する中型・大型トラック市場に参入す

る。 

 

・インド向け独自ブランド投入で、成長市場に狙い 

ダイムラーのアンドレアス・レンシュラー取締役（トラック・バス事業担当）は「われ

われの戦略は利益の高い成長に焦点を当てており、既存市場や新市場で販売を強化したい

と考えている。新成長市場戦略は、できるだけ事業をグローバルに展開しながら、必要な

限り現地化することだ」と強調した。同取締役によると、この戦略は新ブランド「バーラ

トベンツ」に反映され、既存の商用車を基礎に、インドの専門家が現地市場向けに開発し、

現地生産する。「これが成長するインドのボリュームゾーンに参入するための最も効果的な

方法だ」という。 

 

 ダイムラーは 3 月 2 日に、「バーラトベンツ」の 6 トンから 49 トンまですべてのライン

アップを発表する予定。大型トラックは「アクソール」のプラットフォームを、将来生産

する小型・中型トラックは三菱ふそうの「キャンター」と「ファイター」シリーズを基礎

とし、インドの自動車排出ガス基準「Bharat Stage（BS）3（ユーロ 3 に相当）」に対応する

予定。 

 

 DICV のマルク・リストセラ社長兼最高経営責任者（CEO）は「バーラトベンツはインド

への長期的なコミットメントを示すものだ。インドのエンジニアリングとドイツの DNA に

よる相乗効果は大きい。インドの人々が体験してきたトラック輸送の常識をくつがえす近

代的なトラックを提供していく」と述べ、燃費や安全機能を向上させるとともに、価格競
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争力のあるトラックを市場に投入することで、インドのトラック輸送業界に変革をもたら 

したいという意気込みを示した。 

 

・チェンナイ近郊のオラガダム工場で試験生産開始 

「バーラトベンツ」の小型から大型まで各レンジのトラックは、インド单部チェンナイ近

郊のオラガダムにある新工場で製造する予定。敷地面積 160 ヘクタールの新工場はほぼ完

成し、エンジンやトランスミッションの試験生産が既に始まっている。ダイムラーは新工

場に約 440 億ルピー（1 ルピー＝約 1.5 円）を投資してきた。初期の生産能力は年 3 万 6,000

台だが、年 7 万台にまで増産できるという。 

 

 DICV はここ数ヵ月、サプライヤーの開拓とディーラー販売網の構築に努めてきた。現在

450 以上のサプライヤーと提携しており、「バーラトベンツ」は将来、部品の 85％を現地調

達する予定だという。販売網は 12 年末までに、インド全体で約 70 店まで拡大する見込み

だ。 

 

 ダイムラーは 2011 年 7 月、インドに金融サービス子会社「ダイムラー・ファイナンシャ

ル・サービス・インディア」を設立した。同社はディーラーや顧客に対し、融資や保険商

品を提供する。 

 ダイムラーによると、インドのトラック市場はここ数年で世界 3 位の規模に成長してお

り、2011 年には 30 万台以上が販売された。また、中型・大型トラックの販売では世界 2 位

になった。ダイムラーは、20 年までにインドのトラック市場は現在の 2 倍の規模になると

予想している。ダイムラーにとって最も有望な市場は、余分な装備を排除しつつも、技術

的に優れた車両を手ごろな価格で提供する「新中間市場」セグメントだ。インドのトラッ

ク市場では、このセグメントのシェアが 20 年までに 80％に拡大すると見込んでいる。 

（田中晋） 

 

(3) ドイツ－自動車部品大手コンチネンタル、EV 向け電池事業で SK イノベーションと提

携へ 

2012 年 02 月 13 日 ブリュッセル事務所執筆 

自動車部品大手のコンチネンタル（本社：ドイツ・ハノーバー）は 2012 年 1 月 10 日、

エネルギー・石油化学大手の SK イノベーション（韓国）と、電気自動車（EV）向けのリ 
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チウムイオン電池開発での提携について基本合意したと発表した。世界的な二酸化炭素

（CO2）排出規制の強化や消費者ニーズの変化を受け、今後 10 年で自動車向け電池需要が

一層拡大するとみている。 

 

・リチウムイオン電池の開発・製造・販売で合弁会社設立 

両社は、北米国際自動車ショー（デトロイトモーターショー：1 月 9～22 日）で基本合意

書に署名した。同合意書には、合弁会社を設立し、リチウムイオン電池の開発、製造、販

売を共同で進めていくという内容が盛り込まれている。 

 合弁会社設立のための合意書を 2012 年半ばまでに締結する予定で、出資比率は SK イノ

ベーションが 51％、コンチネンタルが 49％。各国の自動車メーカーに対し、ハイブリッド

電気自動車（HEV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）、EV 向けのリチウムイオン電池

を供給する。事業拠点はドイツと韓国の双方に開設する。合弁会社の経営陣は両社から出

す。SK イノベーションはリチウムイオン電池のセル技術を、コンチネンタルはバッテリー

管理電子技術や総合的な自動車システムの技術を提供する。 

 

 SK イノベーションの具滋榮（ク・ジャヨン）社長は「われわれは、将来のモビリティー

の中核技術で提携できることをうれしく思う」と述べ、両者の強みを融合することで、合

弁会社が（自動車用）電池市場で主導的地位を目指す方針を示した。 

 

 コンチネンタルの 10 年の売上高は 260 億ユーロ。同社はブレーキシステムやパワートレ

イン、シャーシなどのシステムや部品を生産しており、現在、45 ヵ国・地域に展開し、16

万 4,000 人の従業員を抱えている。 

 

 一方、SK イノベーションは 1962 年に韓国で初めての石油精製会社として設立された。

最近では EV 向けリチウムイオン電池や情報電子材料などの研究開発を重視しており、ダイ

ムラーや現代などの大手自動車メーカーにリチウムイオン電池を供給している。同社の 10

年の売上高は 385 億ドルだった。 

 

・e モビリティーをにらみ、関係者と連携強化 

コンチネンタルは、e モビリティー（注）が将来の交通分野で重要な役割を担うとにらみ、

自動車や電力産業の担当者、都市交通網立案者、IT 専門家、デザイナー、科学者、政治家、



     
 

 

ユーロトレンド 2012.7         Copyright (C) 2012 JETRO. All rights reserved. 
26 

官僚などと連携していく方針だ。同社は 08 年、世界で初めて量産車（メルセデス・ベンツ 

「S400 ハイブリッド」）向けにリチウムイオン電池を供給した。また、1,200 万ユーロを投

じてニーダーザクセン州ギフホルンに工場を建設し、11 年に初めてエレクトリック・パワ

ートレインを欧州メーカーの量産車向けに供給するなど、e モビリティー事業を強化してい

る。ギフホルン工場のエレクトリック・パワートレインの生産能力は 10 年 11 月 8 日時点

で年 6 万台だという。 

 

（注）バッテリーや燃料電池といった電力で車両の動力を得ること。具体的にはEVやPHEV

などを指す。また、EV などの普及推進を目指す動きのことを e モビリティーということも

ある。 （田中晋） 

 

(4) ドイツ－自動車部品大手 ZF、中国で 20 番目の工場を北京に建設 

2012 年 03 月 30 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ自動車部品大手ゼット・エフ・フリードリヒスハーフェン（ZF、本社：フリード

リヒスハーフェン）はこのほど、北京で新工場の起工式を行った。北京で初めての工場を

建設し、中国での生産事業を強化する。 

 

・ダイムラー向けに車軸を供給 

ZF は 2012 年 2 月 28 日、北京市に建設する新工場の起工式を行った。北京市での工場建

設により、中国での生産事業をさらに強化する。2012 年末ごろから車軸の組み立てを開始

する予定。 

 

 工場の敷地面積は 3 万 2,000 平方メートル。投資規模は約 1,500 万ユーロ。従業員は約 350

人で、年間数千ユニットの車軸を生産する予定。製品をダイムラーと北京汽車集団の合弁

会社の北京ベンツ汽車（BBAC）に供給する。現行モデル向けの車軸だけでなく、メルセデ

ス・ベンツの「C クラス」や「E クラス」の次世代モデルにも供給する計画だという。 

 

 ZF のシャーシ技術部シャーシ・システム事業ユニットの責任者、ペーター・ホルトマン

氏は「今回のプロジェクトにより、当社はダイムラーに対する国際レベルでのシステムサ

プライヤーとして、同社との関係を長期的なパートナーシップに拡大していくことが可能

になる」と述べた。 
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・ドイツ自動車大手 3 社への供給体制確立へ 

ZF は 1980 年に中国市場に進出、30 年以上にわたり事業を展開してきた。87 年に北京市

に初めての現地法人を設立。94 年に中国国内に生産拠点を開設した。今回の北京工場は中

国で 20 番目の工場になる。重要度が増す中国市場を重視し、2010 年には上海市にアジア太

平洋地域の統括本社と開発センターを開設した。 

 

 ホルトマン氏は「BMW 向けに生産する瀋陽工場（遼寧省）、アウディ向けの長春工場（吉

林省）のほか、（ダイムラー向けに）3 番目（北京市）の拠点ができることで、中国に進出

しているドイツの主要自動車メーカー向けの主要な車軸サプライヤーとしての地位をさら

に強化する」と強調した。 

 

 なお、ZF は現在、天津市、広西チワン族自治区柳州市、上海市、吉林省長春市、山東省

済单市、湖北省十堰市、浙江省杭州市、江蘇省蘇州市、広東省珠海市、遼寧省瀋陽市、山

東省煙台市、江蘇省单京市に生産拠点を持ち、シャーシやパワートレインコンポーネント、

ショックアブソーバーなどを生産している。このほか、6 つのサービス拠点（北京市、上海

市、重慶市、広東省深セン市、新疆ウイグル自治区ウルムチ市、香港）がある。（田中晋） 

 

(5) ドイツ－ダイムラー、インド向けトラックの新ブランドを公開 

2012 年 04 月 09 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ自動車大手のダイムラーは 2012 年 3 月 2 日、インドのトラック子会社ダイムラー・

インディア・コマーシャルビークル（DICV）がインド市場向けの新ブランド「バーラトベ

ンツ」をハイデラバード市で一般公開したと発表した。現地生産で、急成長するインド市

場に食い込むのが狙い。 

 

・販売開始は第 3 四半期 

インド第 5 位の大都市ハイデラバード市で開かれた 6 日間のプレミアでは、9～49 トンの

バーラトベンツ（トラック）の第一弾のモデルが公開された。ダイムラーは 1 月にもバー

ラトベンツをニューデリーで報道関係者に公開している。 

 

 DICV は 2012 年第 3 四半期からバーラトベンツをインド市場で販売開始する。14 年には
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17 モデルすべてが出そろう予定で、需要が拡大する量産車セグメントに最先端トラックを

供給できるようになる。インドのトラック市場は 11 年に年間販売台数が 30 万台に拡大、

世界 3 大トラック市場の 1 つとなった。 

 

ダイムラーのアンドレアス・レンシュラー取締役（トラック・バス事業担当）は「イン

ドの量産車セグメントは消費者の期待の高まりにより、大きな成長が約束されている。既

存のトラック部門のプラットフォームを基礎に、インド市場向けに特別に開発したバーラ

トベンツは、品質や信頼性、効率性に対する（インドの）消費者の期待を満たすものだ」

と述べた。 

DICV はダイムラーの完全子会社で、12 年からインドの量産車市場向けに小・中・大型

商用車（トラック）の生産を開始し、自営業者など幅広い層に販売していく。同社は現在、

従業員 1,200 人で、メルセデス・ベンツの大型トラック「アクトロス」のマーケティングと

販売、アフターサービスを行っている。 

 

・当初は年産 3 万 6,000 台 

バーラトベンツは、価格を中間帯に抑えながら、ダイムラーの品質や安全基準に基づい

て開発されたインド市場向けトラックの新ブランド。大型トラックは「アクソール」のプ

ラットフォームを、将来の小・中型トラックは三菱ふそうの「キャンター」と「ファイタ

ー」シリーズを基礎とする。バーラトベンツ（小・中・大型車）は单部のチェンナイ近郊

のオラガダムに新設した工場で生産される。160 ヘクタールの敷地を持つ新工場は間もなく

稼働する予定だ。生産能力は、当初は年間 3 万 6,000 台だが、年 7 万台まで拡大できるとい

う。現在 450 以上のサプライヤー企業と提携しており、将来は部品の 85％を現地調達する。 

 

 DICV は現地の自動車ディーラーと提携し、12 年末までに約 70 店の販売拠点を構築する。

さらに 14 年までに 100 店以上に拡大する予定。 

 

 バーラトベンツのウェブサイトではこれまでに、小型トラックの「914」（9.6トン）と「1214」

（11.99 トン）、大型トラックの「2523」（25 トン）と「3123」（31 トン）、ダンプカーの「1217」

（13 トン）、「2523」（25 トン）、「3128」（31 トン）、牽引トラックの「4928」（49 トン）の

計 8 モデルが公開されている。 （田中晋） 
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(6) ドイツ－ダイムラー、BYD と中国向け新 EV ブランドを発表 

2012 年 04 月 18 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ自動車大手ダイムラー（本社：シュツットガルト）は 2012 年 3 月 30 日、中国の

比亜迪汽車（BYD、本社：広東省深セン市）と中国市場向けに共同開発している電気自動

車（EV）の新ブランド「デンツァ（DENZA）」とそのロゴを、深セン市で正式に発表した。 

 

・中国の消費者を意識した新ブランドとロゴ 

新ブランド「デンツァ」とそのロゴは、深セン市で開催された「EV の将来」と題するイ

ベントで発表された。 

 「デンツァ」は、ダイムラーと BYD が折半出資する合弁会社 BYD ダイムラー・ニュー・

テクノロジー（BDNT）が開発した。ブランドとロゴの発表は、両社の提携が成功している

ことを示すマイルストーンになる。両社は 2010 年 5 月に 6 億元（1 元＝約 12.7 円）を投資

して合弁会社 BDNT を設立する契約書に署名、11 年 3 月に中国政府から事業免許を取得し、

開発を順調に進めてきた。両社は BDNT を通じ、EV の構造・安全性に関するダイムラーの

ノウハウと、BYD のバッテリー技術や電気駆動システムを結合した次世代 EV を開発した。 

 

「デンツァ」のブランド名とロゴは中国の消費者を強く意識して考案された。同ブラン

ドの中国語表記は「騰勢」で、「上昇する力と勢い」を意味する。これは、同ブランド車の

特徴と、新しいエネルギー自動車産業を主導する「デンツァ」の開発ペースを示している。

ロゴは、一粒の水滴を 2 つの手で支える図柄になっている。ブルーの水滴は環境に優しい

ことを表し、ブルーは最先端の技術と明るい未来を象徴している。2 つの手はダイムラーと

BYD が合弁会社を通じて、環境のために手を取り合う様子をシンボル化した。 

 

・4 月の北京モーターショーで一般公開予定 

「デンツァ」のコンセプトカーは、4 月下旬に開催される北京モーターショー（「オート

チャイナ 2012」）で初めて一般公開される。生産は 2013 年に開始する予定。中国は経済成

長や都市化が急速に進み、政府も環境政策を強化するなど、最大の潜在力を持つ EV 市場の

1 つになると期待されている。 

 

 BYD は中国を代表する高性能バッテリー開発会社で、2003 年に自動車業界に参入して以 

来、急速な成長を遂げている。2008 年 12 月にプラグインハイブリッド EV（PHEV）「F3DM」
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を発表し、2010 年 3 月から一般消費者向けに販売を開始した。 

 

また、同社は 11 年 10 月、EV の「e6」を市場投入し、中国で初めてタクシー業界向けに

EV を販売したメーカーとなった。 （田中晋） 

 

(7) ドイツ－ダイムラー、チェンナイにトラック組み立て・部品生産工場 

2012 年 05 月 14 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ自動車大手ダイムラー（本社：シュツットガルト）は 2012 年 4 月 18 日、インド

のトラック子会社ダイムラー・インディア・コマーシャルビークル（DICV）が、タミル・

ナドゥ州チェンナイ近郊のオラガダムに、インド市場向けの新ブランド「バーラトベンツ」

のトラック製造工場を開設したと発表した。 

 

・2012 年第 3 四半期から生産開始予定 

オラガダム工場は敷地面積 160 ヘクタール、研究開発（R＆D）センターと最新鋭のテス

トコースを併設している。ダイムラーにはトラック組み立てと部品生産の両方を行う工場

が世界に 3 ヵ所あり、新工場はその 1 つ。オラガダム工場への投資は 440 億ルピー（1 ユー

ロ＝約 69 ルピー）。大型トラックの生産を 12 年第 3 四半期から開始する予定。オラガタム

工場の生産能力は当初年 3 万 6,000台だが、年 7 万台以上に引き上げることができるという。 

インドの英字紙「ヒンドゥー・ビジネスライン」（4 月 18 日）によると、オラガダム工場で

は従来のジャスト・イン・タイムをさらに推し進めたジャスト・イン・シークエンス（自

動車メーカーのアセンブリー・ラインに同期させてモジュールを搬送するシステム）を採

用している。また、新工場は完成車のほかに、大型トラック向けのエンジン 2 万 4,000 基を

組み立てる年産能力がある。 

 

 ダイムラーのディーター・ツェッチェ社長は 4 月 18 日の開所式で新工場について、「イ

ンドのエンジニアリングとドイツ・日本の DNA（注 1）を組み合わせた製品を、1 つの屋

根の下に集結させた、ダイムラーで唯一の工場だ」と述べ、急成長するインド市場での地

位確立に向けた強い意向を明らかにした。 

 

 また、ダイムラーのアンドレアス・レンシュラー取締役（トラック・バス事業担当）は 

「DICV はダイムラー・トラックのグローバル・エクセレンス戦略（注 2）の卓越した事例 
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だ。当社の世界生産ネットワークとグローバルな研究・開発の努力が、インド市場向けト

ラックをインドで開発・生産し、販売することを可能にした」と強調した。 

 

 DICV の従業員は主にインド人で、1,400 人以上を採用した。DICV のマルク・リストセラ

最高経営責任者（CEO）兼社長によると、現地化を進めた結果、サプライヤーの 40％がオ

ルガダム工場の 40 キロ圏内に立地しているという。バーラトベンツの現地調達率は 85％に

達する予定だ。 

 

・タタに迫れるか 

「ブルームバーグ」（4 月 18 日）によると、「ダイムラーがインドで競合するタタ・モー

ターズの価格に迫り、信頼性でタタを超えることができれば、インドでうまくやっていく

ことができるだろう」と、調査会社 IHS オートモーティブ・インドのラホール社長が述べ

たと伝えている。 

 

 また、同社長によると、インドでのトラック輸送は、中心拠点（ハブ）に荷物を集中さ

せ、そこから各拠点（スポーク）に輸送するハブ・アンド・スポーク方式に徐々に移行し

つつあり、これに伴い顧客はより安全で、快適なトラックを求めるようになっているとい

う。なお、11 年度（11 年 4 月～12 年 3 月）のインドでのトラック・バス販売台数は 80 万

9,532 台だった。その 58％をタタが占めている。 

 

（注 1）DICV の車両開発と生産は、三菱ふそうトラック・バスが支援している。 

（注 2）「グローバル・エクセレンス戦略」は、ダイムラー・トラックの世界戦略。外部環

境への対応や調達・生産の見直しなど内容は包括的で多岐にわたる。新興国への取り組み

もその 1 つ。 （田中晋） 

 

(8) イタリア－自動車部品大手ブレンボ、南京にブレーキシステムの統合生産施設 

2012 年 05 月 16 日 ブリュッセル事務所執筆 

イタリアの自動車部品大手ブレンボ（本社：クルノ）は 2012 年 4 月 25 日、中国の江蘇

省单京市郊外にブレーキシステムを生産する統合施設を開設した。投資額は 7,000 万ユー

ロ。中国で乗用車・商用車を生産する国際メーカーに供給する。 
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・生産バリューチェーンの全工程を 1 ヵ所に統合 

今回開設した生産施設の総敷地面積は 9 万 5,000 平方メートル。合計 41（ブレーキディ

スクの機械加工ライン：11、製造ライン：17、ブレーキシステムの組み立てライン：13）

の生産ラインや鋳造施設、研究開発センターがある。原材料受け入れから完成品の出荷ま

で、生産バリューチェーンの全工程を 1 ヵ所に統合した。ブレーキディスクの生産能力は

年間約 600 万個。従業員数は当初 850 人で、フル稼働時には約 1,000 人になる見通しだとい

う。 

 ブレンボのアルベルト・ボンバッセイ社長は「中国に新たな生産施設を開設することを

大変うれしく思う。中国の自動車産業の桁外れの潜在成長性を考えると、当社グループの

将来にとって、アジアで最も有望な市場の 1 つだ」と強調した。 

 

 ブレンボは乗用車、商用車、二輪車の大手メーカー各社に、高性能のブレーキシステム

を供給するほか、レースカー向けにクラッチやシート、シートベルトなどの部品も供給し

ている。現在、3 大陸 15 ヵ国・地域に 35 の生産・営業拠点を持ち、6,700 人以上の従業員

を雇用している。2011 年の売上高は 12 億 5,500 万ユーロだった。ロイター（4 月 25 日）に

よると、中国での 11 年の販売額は前年比 11.6％増加した。 

 

 ブレンボは 2000 年、中国の躍進汽車集団との合弁で单京躍進汽車制動系統（NYABS）を

設立、中国市場に進出した。2008 年 2 月にはブレンボ・チャイナ（05 年に民間金融会社

SIMEST と設立した合弁会社）を通じて、NYABS の株式の 42.25％を取得し、NYAB の株式

を直接・間接合わせて 70％保有している。 

 

 なお、ブレンボは 2009 年 12 月、上海汽車集団傘下の東華汽車実業と、单京にブレーキ

システムの統合生産施設を建設することで基本合意している。 

 

 ブレンボは中国では北京、单京（2 ヵ所）に生産・販売拠点を、青島（山東省）に販売・

流通拠点を保有している。 （田中晋） 
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(9) イタリア・ドイツ－フィアット、アウディ、インドで販売強化 

2012 年 05 月 24 日 ブリュッセル事務所執筆 

欧州自動車大手が次々とインドでの販売を強化している。イタリアのフィアットは、タ

タ・モーターズとの販売提携を解消し、独自の販売網を構築する。また、ドイツのアウデ 

ィは販売網の拡張を計画しており、高級車市場での地位をさらに強化する計画だ。 

 

・フィアット：タタとの生産提携は継続も独自の販売網構築 

フィアット（本社：トリノ）とインドのタタ・モーターズは、フィアット車の営業権と

販売網をフィアットが新たに設立する会社に譲渡することで合意した。両社が 2012 年 5 月

2 日付のプレスリリースで明らかにした。 

 

 タタはこれまで、フィアットとの合弁販売代理店網を通じて、インドでフィアット車を

販売してきた。 

 

 両社はマハラシュトラ州のランジャンガオンに、生産事業も含む合弁会社フィアット・

インディア・オートモーティブを 2007 年に設立した。ランジャンガオン工場は最新技術を

使い、フィアットとタタの完成車のほかに、エンジンやトランスミッションを国内市場と

輸出向けに生産している。最近では、スズキのインド子会社マルチ・スズキに対し、フィ

アット・インディア・オートモーティブが技術ライセンスを持つ 1.3 リットルのマルチジェ

ット・ディーゼルエンジンを供給する契約を締結した。 

 

 フィアットとタタは過去 5 年間の提携で、約 19 万台の自動車と 33 万 7,000 基のパワート

レインを生産してきた。同工場の生産事業については今回の新たな販売契約の対象になっ

ておらず、同工場は今後も、両社の自動車やパワートレインの生産を継続する。 

 

 フィアットは今後、独自の販売網を段階的に構築していく予定だ。現在 120 都市にある

178 の既存の合弁フランチャイズ販売代理店を、将来の販売網の基盤として活用するため、

各代理店にフィアット販売網への参加を促していく。フィアットは第 1 弾として 5 月 9 日、

ハイデラバードにインドで初めての直販店を開設した。既存代理店だったテジャスウィモ

ータースが 5,400 平方メートルのショールームを開設し、フィアット車（現時点では「リネ

ア」と「プント」）を専門に販売する。 
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・アウディ：販売代理店を約 4 割増へ 

ドイツの自動車大手フォルクスワーゲン（VW）傘下の高級自動車メーカー、アウディ（本

社：インゴルシュタット）のインド法人アウディ・インディアは 5 月 3 日、12 年 4 月の販 

売台数が 562 台となり、前年同月比で 50％増加（11 年 4 月時は 375 台）したと発表した。

1～4 月期の累計では、前年同期比 43％増の 2,831 台を販売した。 

 

 アウディ・インディアのミヒャエル・ペルシュケ社長は「12 年はアウディにとって素晴

らしい年になる。毎月目覚ましい販売高を達成するだけでなく、第 1 四半期にインドの高

級車市場で 2 位になることで、当社の（販売強化に向けた）強い意思を示した」と述べ、

目覚ましい販売実績と販売網の急速な拡大は 12 年だけでなく、今後数年の成長に向けた良

い足掛かりになると話した。同社長によると、この成功は「A8」「A7 スポーツバック」「A6」

の販売増が寄与しているという。 

 

 さらに、ミドルセダン「A4」は第 1 四半期、競合ブランドの販売台数を上回り、当該セ

グメントでトップに躍り出た。最近市場投入した「TT」と「A4」の新モデルが、次の数四

半期でのさらなる成長に寄与すると見込んでいる。また、6 月に販売開始される「Q3」が

今後の新たなモメンタムとなり、高級スポーツ用多目的車（SUV）セグメントでもアウデ

ィの優位な市場的地位を強化することになる、とペルシュケ社長は期待を寄せる。 

 

 アウディ・インディアは販売代理店の数を、現在の 18 店から 12 年末までに 25 店に増や

す計画だ。また、3 月にナーグプルに、4 月にコーヤンブットゥールとデリー西部にショー

ルームを開設した。同社は 12 年末までに、インドでの販売台数を 8,000 台以上とする目標

を掲げている。 （田中晋） 

 

(10) ドイツ－プレス機械大手シューラー、大連の生産拠点を拡張 

2012 年 05 月 25 日 デュッセルドルフ事務所執筆 

世界最大のプレス機械メーカー、シューラー（本社：バーデン・ビュルテンベルク州ゲ

ッピンゲン）は 2012 年 5 月 15 日、1,600 万ユーロを投資し、中国・大連市の生産拠点を現

在の 5,000 平方メートルから 1 万 6,000 平方メートルに拡張すると発表した。中国とアジア

でのプレス機械への需要増加に応じる。 
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・サービス拠点新設の計画も 

シューラーは、プレス機械（金属加工機械）分野で世界最大手。現在、全世界で 5,200 人

を雇用している。中国は同社にとって重要な市場で、大連と上海に生産・サービス拠点、 

北京、天津と済み单に販売･サービス拠点を持っている。今回の生産拠点拡張工事は、桑（桑）

入れから完成間で 9 ヵ月かかり、2013 年 2 月から生産開始予定。拡張スペースの 1 万 1,000

平方メートルの約 60％をプレス機械の組み立て、40％を部品加工に利用するという。従業

員数は現在の 70 人から 200 人に増やす予定だ。 

 

 シュテファン・クレバート会長は「近代的な工場を建設する。大連は中国の重工業の中

心で、港へのアクセスも最適だ。（製品を）中国の顧客に提供するのに素晴らしい条件がそ

ろっている」と述べた。 

 

 シューラーは今後も中国市場でのポジション強化に注力し、中国全土の顧客向けサービ

スをさらに充実させるため、成都、広州、長春と武漢にサービス拠点新設を計画している。 

 

・全売上高の約 30％を中国で稼ぐ 

2010／11 会計年度（2010 年 10 月 1 日～2011 年 9 月 30 日）に中国市場が同社の全売上高

（約 10 億ユーロ）に占めた割合は約 30％だった。国際化を進める同社の国外売上高は全売

上高の 65％を占めており、中国のほかにもインド、ブラジル、ロシアなど 40 ヵ国・地域に

拠点を持っている。世界のプレス機械市場でのシェアは 3 分の 1 を超えるとされ、ドイツ

の隠れたチャンピオンの 1 社だ。 

 

 シューラーのビジネス活動は「金属成形システム」、「オートメーション（自動化）」と「ツ

ール」と 3 事業に分けられる。金属成形システム事業は、主に自動車メーカー向けプレス

設備を製造しているほか、包装業、宇宙・航空業にも製品提供している。オートメーショ

ン事業は、生産ライン自動化のソリューション開発に取り組んでいる。ツール事業は、自

動車メーカー向けの金型製造機器などを生産している。 （ゼバスティアン・シュミット） 
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(11) ドイツ－コンチネンタル、マレーシアの合弁企業を完全子会社化 

2012 年 06 月 11 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ自動車部品大手コンチネンタル（本社：ハノーバー）は 5 月 14 日、マレーシアの

コングロマリット（複合企業）サイムダービーから、両社の合弁企業コンチネンタル・サ

イム・タイヤの株式 30％を追加取得し、完全子会社化したと発表した。マレーシアでの事

業基盤を強化するためだ。 

 

・ASEAN での事業強化狙う 

 今回の追加取得で、コンチネンタルが所有するコンチネンタル・サイム・タイヤの株式

は 100％となり、同社は完全子会社化された。社名もコンチネンタル・タイヤ・マレーシア

に変更する。 

 

 この株式取得は、ASEAN 諸国およびアジア太平洋地域に対するコンチネンタルの長期的

な関心とコミットメントを強調するものとなった。 

 

 コンチネンタルはマレーシアにタイヤ製造の 2 拠点を持つ。1 つはセランゴール州ペタリ

ンジャヤ（クアラルンプール郊外）に立地し、トラック・バス用のラジアルタイヤと農業・

産業用のオフロード用タイヤ（OTR タイヤ）を生産している。もう 1 つはケダ州アロース

ターにあり、さまざまなブランドの乗用車・小型トラック用のラジアルタイヤやオートバ

イ用タイヤを生産している。製造するブランドはコンチネンタル、ダンロップ、バルム、

サイム・タイヤ、サイメックスなど。両工場は国内市場向けのほか、中国やインド、日本、

台湾、オーストラリア、タイ、インドネシア、シンガポールなど、アジア太平洋地域にも

製品を輸出している。なお、コンチネンタルはマレーシアでのタイヤ事業で約 2,500 人の従

業員を雇用している。 

 

 同社はマレーシアで、1,200 余りの販売店を含む最大のタイヤ販売網を持ち、幅広い商品

とサービスを提供している。また、ペタリンジャヤに技術センターを設置し、ペタリンジ

ャヤとアロースターの両工場に最新のタイヤ技術を供給している。 
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・マレーシアで自動車部品事業を 25 年以上展開 

 コンチネンタルの自動車部品事業のマレーシア法人であるコンチネンタル・オートモー

ティブ・マレーシアは、25 年以上の実績を持つ。1985 年に、マレーシアの自動車メーカー

であるプロトンの「プロトン・サガ」の初代モデル向けに、計器盤（インストルメントク

ラスター）の生産を開始した。現在、プロトンとプロドゥア（マレーシア企業とダイハツ

工業などによる合弁の自動車メーカー）のほとんどの自動車モデルに計器盤を供給する唯

一のメーカーでもある。ペナン州のプライ工場では、モジュール式燃料供給ユニットやボ

ディーコントロールモジュール、電子制御機器などの電気・電子機械部品を生産している。

同工場には研究開発（R＆D）施設が併設されている。 
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5. 環境・エネルギー 

 

(1) ノルウェー－REC、日本市場で太陽電池モジュールを受注 

2012 年 01 月 04 日 ブリュッセル事務所執筆 

ノルウェーの太陽電池大手リニューアブル・エナジー（REC）は、愛媛県に建設予定の

ソーラーパーク向けに、1 メガワット（MW）の太陽電池モジュールを受注した。新たな固

定価格買い取り制度（FIT）の導入により、日本では大型設備に対する需要が増えると見込

んでおり、今後さらに日本事業への投資を強化する方針を示している。 

 

・愛媛県のソーラーパーク向け 

REC（本社：サンドビカ）は 2011 年 12 月 5 日、愛媛県に建設予定のソーラーパーク向け

に、1MW の太陽電池モジュールを受注したと発表した。2012 年初めに出荷する予定で、設

置工事などは同社のビジネスパートナーのアドバンテック（本社：愛媛県西条市）が行う。 

 

 REC は東京にシリコンを販売する営業拠点を持ち、モジュール販売では日本の地方事業

者との提携を進めている。12 月 5～7 日に幕張メッセで開催された太陽光発電の総合イベン

ト「PV Japan2011」で、アドバンテックの出展ブースに REC のモジュールを展示した。 

 REC のリュック・グラレ上級副社長（セル・モジュール販売・マーケティング担当）は

日本市場での今後の事業展開について、「当社は日本へのさらなる投資をコミットしてお

り、大規模な商用・産業用設備設置を支援する（再生可能エネルギーの）新たな FIT 導入

に期待している」と述べ、日本事業の拡大に意欲を示している。 

 

 REC は住宅市場向けに太陽電池モジュールを販売しているが、今後は法人やエネルギー

事業者、エネルギーサービス関連企業向けのシステム販売を強化する方針だ。 

 

・シンガポールに一貫生産工場、コスト競争力を強化 

REC はポリシリコン素材から太陽電池用ウエハー、太陽電池（セル）、同モジュールまで

を生産する太陽電池の総合メーカーで、ノルウェー、米国、シンガポールに工場を持つ。

ポリシリコンを米国、ウエハーとセルはノルウェーとシンガポール、モジュールはシンガ

ポールで生産している。シンガポールのトゥアスに建設した新工場は、10 年 11 月に稼働し

た。 
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ウエハー、セル、モジュールを一貫生産する同工場の稼働により、コスト競争力を強化

している。 （田中晋） 

 

(2) ドイツ－太陽電池大手 Q セルズ、マレーシアをアジアの地域拠点に 

2012 年 01 月 05 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツの太陽電池大手 Q セルズは 2011 年 12 月 8 日、マレーシアのサイバージャヤにあ

る現地子会社で、新製品などを紹介する常設展示施設の開所式を行った。マレーシアをア

ジア・太平洋地域の生産と販売双方の地域拠点として、事業展開を進めていく方針だ。 

 

・常設展示場と試験施設を開設 

Q セルズはマレーシア現地子会社の常設展示場の開所式で、マレーシア工場の隣に建設

していた試験施設を正式にオープンしたことも発表した。 

 

 開所式では、同社の技術や販売のスタッフが太陽電池（セル）、太陽電池モジュール、太

陽光発電システムの最新製品や、太陽光発電システムの導入例を紹介した。同社は多結晶

型モジュール「Q.RRO」、卖結晶型モジュール「Q.PEAK」、薄膜太陽電池モジュール

「Q.SMART」を製造している。また、展示場では、Q セルズの歴史やマレーシア事業の発

展についても説明している。このイベントには、マレーシアの太陽電池産業界から 100 人

を超える関係者が出席したという。 

 

工場に隣接する試験施設では、気温や照射条件などアジア・太平洋地域の熱帯気候環境

の中で、セルや太陽電池モジュール、システムの作動性能などを試験する。 

 

・FIT 制度開始で需要拡大見込む 

Q セルズはマレーシアを製造拠点としてだけでなく、アジア・太平洋地域での販売の中

核拠点として位置付け、事業を展開していく方針だ。マレーシアに工場を設けることで、

製品の供給や技術サポートを迅速に提供できる上、輸送コストを削減できるとしている。 

 

 また、マレーシアでは 11 年 12 月から再生可能エネルギーに対する固定価格買い取り制

度（FIT）が導入されたため、太陽光発電設備の需要は今後、急速に伸びると見込んでいる。 
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マレーシア工場は 09 年に生産を開始した。生産能力は 11 年 3 月現在で 600 メガワット

以上、従業員数は 500 人を超える。 （田中晋） 

 

(3) デンマーク－ベスタス、パキスタンで風力発電事業を初受注 

2012 年 01 月 26 日 ブリュッセル事務所執筆 

デンマークの風力発電設備大手ベスタス（本社：オーフス）は 2011 年末、ゾルルエナジ

ー・パキスタンから、発電容量 50.4 メガワット（MW）の風力発電プロジェクトを受注し

たと発表した。パキスタン政府は風力資源の活用と投資促進を目的とした「再生可能エネ

ルギー（RE）利用の電源開発」政策を打ち出しており、今後、風力発電産業が活発化しそ

うだ。 

 

・28 基の風力タービンを受注 

べスタスは 2011 年 12 月 30 日、トルコ電力大手のゾルルエナジー・グループが風力発電

事業などのためパキスタンに設立したゾルルエナジー・パキスタンから、発電容量 50.4MW

の風力発電プロジェクトを受注したと発表した。同社がパキスタンで受注するのは初めて

だという。 

 

 パキスタン・シンド州ジャンピールのヌーリアバッドに建設中の風力発電所に「V90－

1.8MW」シリーズの風力タービンを計 28 基納入する。契約にはこのほか、タービンの設置

工事の監督や風力発電管理システム「SCADA」の導入、2 年間のメンテナンスサービスな

どが含まれている。タービンの納入は 12 年上半期から始まり、同年末までに風力発電所が

完成する見込み。 

 

 ゾルルエナジー・パキスタンは、トルコの電力大手ゾルルエナジー・エレクトリシティ

ー・ジェネレーションの 100％子会社。同社は 06 年にパキスタンの RE 開発委員会（AEDB）

と、国内初の風力発電所（総発電容量 56.4MW、）建設プロジェクトに合意した。同プロジ

ェクトの第 1 フェーズ（6MW）は 2009 年から稼働している。ベスタスが今回受注したのは

残りの第 2 フェーズ向けの設備。 

 

 ゾルルエナジー・グループのムラト・スングル・ブルサ最高経営責任者（CEO）は「パ

キスタンで初めての風力発電所を建設できることを誇りに思う。今回のプロジェクトが同
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国の風力発電産業をリードし、地域の投資活動が活発になることを願っている。ベスタス 

は当社に信頼性と効率性の高い製品を提供してくれる極めて強力な技術パートナーだ」と

述べた。 

 

一方、ベスタス・アジア太平洋のシーン・サットン社長は「このような名高いプロジェ

クトに参加できることをうれしく思っている」と述べ、今回のプロジェクトを通じて、ベ

スタスがパキスタンの風力発電産業の発展を促進・支援する上で有利なポジションを確立

できることに期待感を示した。 

 

 ヌーリアバッドに建設する風力発電所は、年間 15 万 9,000 メガワット時（MWh）の電力

を生産する見込み。これは、同国では約 35 万人の家庭での電力消費に相当する。さらに風

力発電により、二酸化炭素（CO2）の排出量を年間で 9 万トン以上削減できるという。 

 

パキスタン政府は短期政策の一環として、2006 年に利用されていない風力資源の活用と

投資促進を目的に、「RE 利用の電源開発」政策を導入している。 

 

・中国の金風科技もパキスタンで初受注  

中国の風力発電設備大手の金風科技（ゴールド・ウィンド）も 2011 年末、中国長江三峡

集団からパキスタンのジャンピール風力発電プロジェクト向けに、永久磁石界磁・直接駆

動型タービン「GW77／1500」を 33 基受注したと発表した。金風科技がパキスタンで受注

するのは初めて。また、両社が国外プロジェクトで提携するのも初めてという。（田中晋） 

 

(4) スペイン－ガメサ、インド初のブレード工場を稼働 

2012 年 02 月 16 日 ブリュッセル事務所執筆 

スペインの風力発電設備大手ガメサは 2012 年 1 月 11 日、インドのグジャラート州バド

ーダラに同国で初のブレード工場を開設したと発表した。投資額は 2,500 万ユーロ。インド

での成長戦略をさらに前進させる狙いがある。 

 

・北部諸州に製品を供給 

ガメサ（本社：ビスカヤ県サムディオ）が開設した工場の投資額は 2,500 万ユーロ。風力

タービン「G5X－850 キロワット（kW）」と「G9X－2.0 メガワット（MW）」向けのブレー
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ドを生産する。従業員数は現在 157 人。2013 年には年産能力を 390 枚に引き上げるとい 

う。 

 

 新工場は既に、G5X－850 kW タービン向けブレードの生産を開始している。今後、主に

グジャラート州やラジャスタン州、マディヤ・プラデシュ州、マハラシュトラ州など、風

力発電の成長が期待される北部の州に製品を供給していく。 

 

 ガメサ・インディアのラメシュ・キマル会長兼社長は「（バドーダラ工場の開設は）イン

ドでの生産拠点強化に向けた新たな一歩だ。われわれはインドでの風力タービン生産にも

最高の技術を導入する」と述べた。 

 

 ガメサは、株式の 32％を保有する合弁会社ウィンダー・リニューアブル・エナジーを通

じてタワー工場を設立中で、インドでの生産事業を今後さらに強化する。同工場は 12 年第

1 四半期末までに 50 人を採用する計画だ。 

 

・生産・研究開発拠点を拡大 

バドーダラ工場は、ガメサが 2011 年 3 月に発表した投資計画の一環として新設された。

この計画は総額 6,000 万ユーロを投資して、インドでの生産能力を強化し、風力発電市場の

需要拡大に対応するのが狙い。2011 年は計画の一環として、タミルナドゥ州チェンナイ近

郊のショーリンガナルールに、インドに最初の技術センターを開設した。現地のサプライ

ヤーやエネルギー分野の専門家、大学・研究機関などと緊密に連携し、材料・プロセス技

術の研究開発を進めている。2012 年はセンターのエンジニアを 2011 年の 100 人から 2 倍に

増やす予定。タミルナドゥ州に建設するナセル組み立て工場の完成で、一連の投資計画が

完了する。 

 ガメサは 2010 年 2 月、チェンナイに初めての生産拠点となるナセル組み立て工場を稼働

させ、風力タービン「G58－850kW」モデルの生産を開始した。稼働当初は 200MW だった

年産能力を現在、500MW まで引き上げている。 

 

 インド事業は 2011 年第 3 四半期で、ガメサの世界売上高の 20％（容量ベース）を占める

までに成長した。わずか 2 年前にインド市場に進出したばかりだが、インド風力タービン

製造業協会（IWTMA）によると、既に 10％の国内シェアを確保し、国内 3 位の風力発電設 
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備メーカーになっている。ガメサはインドでウインドファーム開発事業も手掛けている。 

（田中晋） 

 

(5) デンマーク－ベスタス、中国で V100 タービンを初受注 

2012 年 02 月 23 日 ブリュッセル事務所執筆 

デンマークの風力発電設備大手ベスタスは 2012 年 1 月 31 日、現地法人ベスタス・チャ

イナが中国の大唐湖北新能源から風力の弱い場所でも発電できる風力タービン V100 を受

注したと発表した。中国企業からの受注は初めてで、これを足掛かりに中国市場の開拓に

意欲を示している。 

 

・風が弱くても発電できる V100 

大唐湖北新能源は、中国大唐集団グループの新エネルギー発電事業会社、中国大唐集団

新能源のグループ会社。 

 

 ベスタス・チャイナは合計で容量 48.6 メガワット（MW）になる「V100－1.8MW」27 基

を湖北省の龍感湖風力発電所に納入する。同発電所は湖北省でも電力需要の多い地域の近

くに建設されている。しかし、同地域は平均風速が秒速 5 メートルと、中国のほかの風力

発電所に比べ風が弱い。 

 

 同発電所の建設は、風力発電施設の分散を求める中国政府の意向に応じたもの。湖北省

での V100 設置が成功すれば、風力が弱いほかの地域に風力発電所を設置する良い事例にな

るほか、ベスタスに新たなビジネス機会をもたらすことになる。 

 

ベスタスはタービンの供給、輸送、設置監督委託、および風力発電設備のデータ収集・

制御システム「VestasOnlineRBusiness SCADA」、2 年間のメンテナンスサービス業務も受注

した。最初のタービンは 12 年第 2 四半期にも納入する予定。 

 

 ベスタスは発電出力 2MW の既存プラットフォームをベースに、風が弱い場所でも発電で

きるローター直径 100 メートルの V100 タービンを開発した。これまでに、欧州、北米、单

米、地中海地域やアジアに出荷、2011 年半ば時点で、世界全体で計 180 基が設置された。

同タービンを製造できるベスタスの工場は、中国の天津を含め世界に 3 ヵ所しかないとい
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う。 

 

・部品調達を中国企業に切り替え 

ベスタスは部品調達でも中国との取引関係を強化している。ノルウェーの再生可能エネ 

ルギー（RE）業界誌「リチャージ」電子版（2 月 6 日）によると、同社はこのほど、中国

の風力発電設備メーカーの天順風能と風力発電タワーの調達で合意した。ベスタスは 2012

年に 185 基以上、2013 年と 2014 年はそれぞれ 350 基以上のタワーを天順風能から調達する

予定。両社は 2011 年の基本合意を見直し、取引規模を当初計画の 36％増とすることで合意

したという。 

 

ベスタスは 1 月、デンマークのバーデにあるタワー製造工場の閉鎖を含む再編計画を発

表したばかり（プレスリリース 1 月 12 日）。再編計画では、欧州で 1,749 人、米国で 182 人、

中国を含むその他地域で 404 人の合計 2,335 人の削減を図る予定。バーデ工場の生産分は今

後、天順風能など外部から調達する計画だという。 （田中晋） 

 

(6) オーストリア－インバーターのフローニアス、3 月に上海現地法人を立ち上げ 

2012 年 02 月 24 日 ブリュッセル事務所執筆 

オーストリアのインバーターメーカー、フローニアス（本社：ペッテンバッハ）は 2012

年 1 月 31 日、3 月に上海市に 100％出資の子会社を設立すると発表した。中国の太陽光発

電市場は世界で最も成長が速く、今後数年で世界最大の市場の 1 つになると予想されるた

め、同市場に本格参入するのが狙い。 

 

・急成長する中国の太陽光発電市場に本格参入 

上海の現地法人フローニアス・チャイナは、販売、アフターセールス（技術サポート修

理センター）、マーケティングをカバーし、従業員 12 人でスタートする予定。 

 

 フローニアスは中国で初めて営業を開始した際、上海市域内の崇明県で 1 メガワット

（MW）の太陽光発電プロジェクトを受注し、国内代理店を設置した。次のステップとして

現地法人を設立することを計画していた。 

 

 フローニアス・チャイナのクヌート・ビムベルガー社長は「われわれは中国市場のニー
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ズに的確に対応していく。中国市場は建物一体型太陽光発電が中心になっている。これは

当社の専門分野で、幅広い製品を提供できる。中国市場では 1MW クラスのプロジェクトが

中心で、当社のインバーターはこれらのプロジェクトに最も適している」と説明する。 

 

 同社は、2013 年までに 5MW クラスまでのシステムで、十分なマーケットシェアを獲得 

することを目標に掲げている。これは、13 年までに強力なアフターセールス網を構築し、

広範な販売パートナーのネットワーク網を構築することを意味する。 

 

 同社によると、中国の太陽光発電市場の展望は明るい。国家発展改革委員会が第 12 次 5

ヵ年規画（2011～15 年）で建物一体型太陽光発電市場を発展させることを計画、特にルー

フトップシステムに補助金を割り当てる方針を示している。この効果は 2013～15 年に出始

めるとみられている。国家発展改革委員会エネルギー研究所の李俊峰副所長は、太陽光発

電の設置容量は 2015 年までに 10 ギガワット（GW）、20 年までに 50GW に達すると予想し

ている。2011 年は当初計画の 900MW を上回る 1.4GW が設置された。 

 

 なお、フローニアスは、10 年に 4 億 9,900 万ユーロの売上高を計上。オーストリアにザ

ットレット、ペッテンバッハ、ベルスの 3 ヵ所、チェコのクルムロフ、ウクライナのキエ

フに生産拠点を持っている。 （田中晋） 

 

(7) デンマーク－ベスタス、龍源電力から風力発電所プロジェクトを受注 

2012 年 04 月 19 日 ブリュッセル事務所執筆 

風力発電設備大手べスタス（本社：オーフス）は 2012 年 3 月 19 日、中国の風力発電大

手の龍源電力集団から総出力 50 メガワット（MW）の風力発電所プロジェクトを受注した

と発表した。平均風速が低い環境下でも稼働する高性能タービン「V90-2.0MW」25 基を供

給する。 

 

・悪条件の地域を高性能タービンで開拓 

今回受注したのは、福建省●（草かんむりに甫）田（ほでん）市近郊の秋芦風力発電所向

けの高性能タービン「V90-2.0MW」25 基。納品は 2012 年第 3 四半期を予定している。同プ

ロジェクトが完成すると、ベスタスの福建省での累積設置容量は 450MW を超える。 
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 ●田や单東沿岸地域は、平均風速が低い半面、時々突風が発生することで知られる。ベス

タスが福建省に V90-2.0MW タービンを納入するのは初めてだが、同タービンは風速の低い

環境でも出力を維持し、突風にも耐えられるという。ベスタスは龍源電力の事業効果を確

認するため、秋芦風力発電所の稼働期間中のタービンの稼働データを分析するとともに、

非常用電源を搭載したタービンの供給を決めた。強風で停電した場合に非常用電源が作動

し、タービンが風向きの方向になることで、設備の損傷リスクを軽減することができると

いう。 

ベスタス・チャイナのイェンス・トマロップ社長は「中国の風力発電産業は徐々に、よ

り洗練されてきているため、われわれは（中国市場向けに）特別なソリューションの提供

を検討している。信頼性の高い高性能タービンのほかに、中国の顧客ニーズに対応したオ

ーダーメードのソリューションを提供する必要がある」と強調した。 

 

・最大顧客の龍源電力との連携で市場獲得 

ベスタスは龍源電力と 2005 年から提携しており、2011 年 4 月時点までに共同開発した風

力発電所プロジェクトは総出力で 500MW 以上に達し、構成するタービンはキロワットクラ

スと MW クラスの双方合わせて 360 基以上になった。龍源電力は、中国でのベスタスの最

大顧客の 1 つで、同社製タービンを最も多く採用している。 

 

 ベスタスは 1986 年に中国で初めての風力発電タービンを山東省に設置した。2011 年末時

点のベスタスの中国（計 13 省）での累計設置容量は 3,400MW 以上に達している。ここ 25

年間の投資残高は 35 億元（1 元＝約 12.9 円）以上で、従業員は 3,100 人以上、中国市場で

の確固たる地位を築いてきた。同社は北京に中国現地法人の本社を設け、天津に同社最大

の総合生産施設を所持する。さらに、フフホト市（内モンゴル自治区）に工場、上海にグ

ローバル調達事務所、徐州市（江蘇省）に最先端の鋳造工場がある。 （田中晋） 

 

(8) ドイツ－シーメンス、太陽熱発電所向けに集熱器を大量受注 

2012 年 04 月 20 日 ブリュッセル事務所執筆 

ドイツ電機大手シーメンス（本社：ミュンヘン）はこのほど、インドのラジャスタン州

に建設予定のトラフ式太陽熱発電所向け集熱器「UVAC2010」を受注した。急速に発展する

インドの集光型太陽発電（CSP）市場をにらみ、CSP 技術事業を強化する。 

・トラフ式発電所用の製品供給に実績 
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シーメンスの発表（3 月 14 日）によると、同社のエネルギー部門シーメンス・エナジー

がラジャスタン州に建設予定のトラフ式太陽熱発電所向けの集熱器「UVAC2010」を受注し

た（注）。納入先はシュリラム EPC（Shriram EPC）。新発電所はアビジート（Abhijeet）グル

ープがプロジェクト開発している。シーメンスは UVAC2010 を 1 万 7,000 台以上供給し、

総出力は 50 メガワット（MW）の予定。同発電所は 2013 年春に稼働の見通し。 

UVAC2010 は極めて高い集熱性と優れた耐久性を持ち、熱損失が尐ないため、太陽光発

電開発事業者は運営コストを下げられる。アビジートが開発する新発電所は、インド政府

の太陽光発電促進プログラム「ジャワハルラール・ネルー国家太陽光ミッション（JNNSM）」

の一環。同プログラムは、太陽光による発電容量を 20 年までに総出力で最大 20 ギガワッ

ト（GW）まで引き上げる計画だ。 

 シーメンスの太陽熱エネルギー事業部門のシュムエル・フレデール最高経営責任者

（CEO）は「シュリラム EPC から初めて受注したことは、当社のノウハウや技術に対する

同社の信頼を示すものだ。インドの CSP 市場は急速に発展しており、われわれは今回の受

注により、CSP 技術事業を強化する」と強調した。 

 シーメンスは、効率の高い太陽集熱器やシステム・ソリューションを供給でき、トラフ

式発電所向けのプラント・ソリューションを実現できる点を売りにしている。ラジャスタ

ン州の太陽熱発電所向けに蒸気タービン・ジェネレーターを計 4 基納入すると、12 年 1 月

に既に発表している。 

 

・環境ビジネスに貢献する太陽熱発電事業 

太陽熱発電所向けの製品とソリューションは、シーメンスの環境ビジネスの一環。11 年

度決算の環境ビジネス収入は合計で約 300 億ユーロに拡大し、世界最大の環境技術サプラ

イヤーの 1 つになった。また、同時期に同社の製品とソリューションを通じて、顧客は二

酸化炭素（CO2）排出量を 3 億 2,000 万トン近く削減できたという。これは、ベルリンやデ

リー、香港、イスタンブール、ロンドン、ニューヨーク、シンガポール、東京の年間 CO2

排出量を合計した量に相当する。 

 シーメンス・エナジーは世界に約 8 万 2,000 人の従業員を抱え、11 年度の収入は部門全

体で 249 億ユーロに達した。 

（注）トラフ式とは、曲面鏡の前に液体などが流れるパイプを置き、そのパイプに太陽光

を集めて温め、その熱で発電する方式。 （田中晋） 
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(9) デンマーク・ドイツ－風力大手が中国市場で相次ぎ受注 

2012 年 05 月 01 日 ブリュッセル事務所執筆 

デンマークの風力発電設備大手ベスタスは 2012 年 4 月 10 日、中国広東核電集団（CGN）

から計 50 メガワット（MW）の風力発電用タービンを受注した。今回の受注により、CGN

との取引は累計で 900MW を超える。また、ドイツ同業のノルデックスは同日、出力 2.5MW

の大型タービン「N90／2500」を中国で初受注したと発表した。 

 

・ベスタスの CGN 納入実績は累計で 900MW 超に 

ベスタスが中国の原子力発電大手 CGN から受注した風力発電用タービンは、CGN が実

施する黒竜江省の「密山プロジェクト」の第 4 フェーズ向けに供給する「V90－2.0MW」だ。 

 

 ベスタスは 2010 年初め、同プロジェクトの第 1、2 フェーズで受注。さらに、第 3 フェ

ーズでも風力タービンを供給している。第 4 フェーズも合わせると発電容量は合計 200MW

となる。 

 

 今回の取引には、風力発電用タービンの供給、施工、試運転と風力発電設備のデータ収

集・制御システム「Vestas Online SCADA」の提供のほか、2 年間のメンテナンスサービス

も含まれている。タービンは 12 年第 3 四半期に納入する予定。 

 

 取引額は明らかにしていないが、ロイター（4 月 10 日）は、経験則として 1MW 当たり

約 100 万ユーロになると伝えている。 

 

 ベスタスによると、第 4 フェーズが完了すると CGN への納入実績は計 900MW を超える。 

 

・ノルデックスは 2.5MW タービンを 12 基 

ノルデックスも 2012 年 4 月 10 日、中国での受注を発表した。出力 2.5MW の大型風力発

電用タービン「N90／2500」12 基を、福建投資の子会社に供給する。 

 

 ノルデックスが中国で「N90／2500」を受注するのは今回が初めて。同社は極東地域で

2011 年秋から「N90／2500」の販売を開始。これを受けて、中国工場でも 2.5MW のタービ

ンを生産する体制を整備してきた。 
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ノルデックスによると、中国は 2011 年に世界で新設された風力発電設備容量の約 40％を

占める世界最大の市場で、2011 年に導入された風力発電用タービンの発電容量は、平均約

1.5MW だった。ノルデックスが今回受注したタービンはこれよりも大型。同社のラース・

ボンド・クログスガード最高顧客責任者（CCO）は、2.5MW のタービンについて「中国で

強い需要があり、同業者がまだ目を向けていないセグメントに、アジア市場向けの新製品

を投入することで参入していく」と語った。 （田中晋） 

 

(10) スペイン－ガメサ、2014 年に新型風力発電タービンを発売へ 

2012 年 05 月 10 日 ブリュッセル事務所執筆 

スペインの風力発電設備大手ガメサは 2012 年 4 月 12 日、風力の弱い場所でも発電でき

る新たな風力発電用タービン「G114－2.0MW」を発売する計画を明らかにした。インドや

中国、ブラジルのほか、欧州や米国の風力の弱い地域に需要があると見込んでいる。中国

では特に、電力大消費圏の北京と上海に近い場所での設置に期待している。 

 

・風力の弱い場所でも発電できる新製品 

ガメサは 2012 年 4 月 12 日、欧州風力エネルギー協会（EWEA）がデンマークのコペンハ

ーゲンで開催した年次会合 EWEA2012（4 月 16～19 日）に合わせて、風力の弱い場所でも

使える風力発電用タービン「G114－2.0MW」の発売計画を発表した。 

 

 「G114－2.0MW」は発電容量 2.0 メガワット（MW）で、ローター直径（ブレードが描く

円の直径）は 114 メートル。風力を受けるローターの回転面積は 1 万 207 平方メートルと

なり、開発のベースとしたローター直径が 97 メートルの「G97－2.0MW」に比べ、38％拡

大した。また、エネルギー出力は「G97－2.0MW」に比べ、年間で 20％増加する。 

 

 「G114－2.0MW」のブレードの長さは 55.5 メートル。空気力学の最新技術を活用し、騒

音を抑えながら、エネルギー生産を最大化できるという。タワーの高さは設置場所の風況

条件に応じて 93～140 メートルに調整できる。同社では 120 メートルが主流になると予想

している。 

 

・北京や上海など大消費圏近郊の需要に期待 

ガメサのマーケティングを統括するホアン・ディエゴ・ディアス氏は、ノルウェーの再 
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生可能エネルギー週刊紙「リチャージ」に対し、「中国政府が開発を後押しする北京や上海

の周辺地域すべてに、新タービンが適していると考えている。なぜなら、風況が良い地域

は送電網から遠く離れており、連結に問題があるためだ」と述べ、中国やインドの市場を

視野に入れているようだ。 

 

 ガメサは 2013 年第 3 四半期に「G114－2.0MW」のプロトタイプの製造を開始し、13 年

末に最初のタービンを出荷する計画。14 年からは、同社の工場がある世界の全地域で市場

状況に応じて生産を開始する予定。 （田中晋） 

 

(11) フランス－アレバ、ラジャスタン州で 250MW の太陽熱発電所建設を受注 

2012 年 05 月 17 日 ブリュッセル事務所執筆 

フランス原子力産業複合企業アレバの子会社アレバ・ソーラーは 2012 年 4 月 11 日、イ

ンドの電力大手リライアンス・パワーから、計 250 メガワット（MW）の集光型太陽熱発電

（CSP）設備を建設する契約を受注した。同発電所は、アジアでも最大規模になるという。

大型受注の背景には、インド政府が太陽エネルギーの発電容量を 2022 年までに 2 万 MW ま

で拡大する計画を進めていることがある。 

 

・CO2 排出量を年間 55 万 7,000 トン削減 

アレバ・ソーラーが今回受注した CSP 発電所は、アジアでも最大の規模で、同規模の石

炭火力発電所に比べ二酸化炭素（CO2）排出量を年間で約 55 万 7,000 トン削減できるとい

う。インド北西部のラジャスタン州に、小型線状フレネル反射器（CLFR）技術を使った

125MW の発電所を 2 ヵ所建設する。プロジェクトの第 1 フェーズは 13 年 5 月からの商業

運転を目標に、既に建設に着手している。 

 リライアンス・パワーの JP チャラサニ最高経営責任者（CEO）は「当社がインドの将来

のクリーンエネルギーの牽引役であることを誇りに思う。今回の発表は始まりにすぎない。  

今回のプロジェクトを通じて、インドのクリーンエネルギーの導入目標の達成を後押しす

るアレバ・ソーラーと協力していきたい」と抱負を語った。 

 

 一方、アレバのリュック・ウルセル CEO は「フランスの洋上風力発電分野での成功に続

き、今回の契約は再生可能エネルギー分野でのアレバの戦略を強化するものだ」と強調し

た。 
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・オーストラリアや米国でも受注 

アレバ・ソーラーは既にオーストラリアや米国でも太陽熱発電所を建設するプロジェク

トを受注している。現在、稼働中、建設中または建設間近の CSP プロジェクトはすべて合

わせると 500MW 以上になるという。 

 

 アレバによると、CSP 分野で現在、最も重要な市場はオーストラリアとインドで、この 2

市場以外で成長潜在力が高い国・地域としては、米国、中東・北アフリカ、单アフリカ共

和国、中国を挙げている。 （田中晋） 

 

(12) デンマーク－ベスタス、韓国の洋上風力発電に強い関心 

2012 年 06 月 12 日 ブリュッセル事務所執筆 

デンマークの風力発電設備大手ベスタス（本社：オーフス）は、韓国の「麗水世界博覧

会（万博）」への参加を通じて、風力発電事業分野での韓国との協力関係をより緊密にして

いく方針だ。また、同社は韓国の洋上風力発電分野の潜在力に強い関心を示している。 

 

・風力発電で長年の実績 

ベスタスはプレスリリース（5 月 10 日）で、5 月 12 日に開幕した韓国の「麗水世界博覧

会（万博）」への参加を通じて、風力発電事業分野で韓国との協力関係をより緊密にしてい

く方針を表明した。また、同社は韓国との協力関係を深化させることで、パートナーシッ

プやイノベーション、研究開発（R＆D）を強化し、クリーンエネルギー分野での雇用を創

出するとともに、再生可能エネルギーを推進する韓国政府を支援し、韓国の洋上風力発電

分野の大きな潜在性を引き出す手助けをしたいとしている。 

 

 ベスタスは、韓国の風力エネルギー事業での主要なパートナーとして、1998 年からこれ

までに韓国に 200 基以上の陸上風力発電設備を設置した。韓国の風力発電設備の約 70％が

ベスタス製だという。 

 

 同社のディトレフ・エンゲル最高経営責任者（CEO）は「（デンマークと韓国の）両国は

風力エネルギーが将来の信頼できる持続可能なエネルギーソリューションだと明確に認識

している。デンマーク政府は 2020 年までに総消費電力の 50％を風力で賄う目標を掲げてお

り、韓国はグリーン成長を早期に推進するのに必要な政策の導入を体系的に行うことで先 
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行している」と言う。また、エンゲル CEO は、陸上および洋上で風力をエネルギーに転換

するベスタスの長年の経験を通じて、韓国が目標に掲げている持続可能な都市の建設や将

来の信頼できるエネルギー源確保にパートナーとして貢献できるよう努力していきたい、

と述べた。 

 

・韓国で世界最大級の洋上風力発電計画 

クリーンエネルギー情報サイト「CleanBiz Asia」（5 月 16 日）やブルームバーグ（11 年

11 月 11 日）によると、韓国政府は 2011 年 11 月、19 年までに 10 兆 2,000 億ウォン（1 ウォ

ン＝約 0.07 円）を投資して、出力 2.5 ギガワット（GW）の洋上風力発電所を建設する計画

を発表した。完成すれば世界最大の洋上風力発電所になるという。 

 

 同プロジェクトは 3 段階に分かれている。まず 4,000 億ウォンを投じ、2014 年までに 100

メガワット（MW）の試験発電所を建設する。その後、1 兆 6,000 億ウォンをかけて、2016

年までに 400MW の試験発電所を建設し、残りの 8 兆 2,000 億ウォンで 2019 年までに 2GW

の風力発電所を建設する予定。 

 

同国の電力最大手である韓国電力公社がプロジェクトを主導し、斗山重工業、大宇造船

海洋、現代重工業など 8 社がタービンを供給するが、洋上タービンの設計ができるのは斗

山重工業に限られるという。また、ベスタスは同社の洋上風力タービン「V164－7.0MW」

を共同開発するパートナーを探していることを最近明らかにした。 （田中晋） 
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6. 建設・サービス 

 

(1) 英国－小売り大手テスコ、タイに二酸化炭素ゼロ店舗を開設 

2012 年 01 月 06 日 ブリュッセル事務所執筆 

英国の小売り大手テスコ（本社：ハートフォードシャー・チェスハント）は 2011 年 12

月 1 日、タイの複合企業 CP グループと合弁のハイパーマーケット、テスコ・ロータスがチ

ョンブリ県バンプラ市にアジアで初めての二酸化炭素（CO2）ゼロ（「ゼロカーボン」）の店

舗を開設したと発表した。2050 年までの実現を目指しているゼロカーボン経営の一環。 

 

・アジア初の「ゼロカーボン」ハイパーマーケット 

テスコの「ゼロカーボン」店とは、照明やエアコン、冷蔵庫などの CO2 排出量が年間を

通じてネットでゼロになる店を意味する。このため、必要な電力を産出するための再生可

能エネルギー（RE）発電設備も備え、使用電力も極力抑える。 

 

 テスコはグローバル小売り大手の中では、アジアで初めての「ゼロカーボン」店を実現

したという。新店舗には、風力発電設備や、電力消費の尐ない発光ダイオード（LED）照

明、炭化水素系冷媒使用の冷蔵庫（ノンフロン冷蔵庫）、コンクリートや鉄筋に比べ生産過

程での CO2 排出量が尐ない土壁など、最新の環境技術が導入されている。また、配達車両

の洗浄やトイレの水洗には雨水を利用し、フロアにできるだけ自然光を取り込むデザイン

になっている。 

 

 ヘレン・フレミング温暖化対策課長は「アジアで初めてゼロカーボン店をオープンした

ことを誇りに思う。タイに開設したことは特に意義がある。2004 年にタイに初めての環境

配慮店舗を開設しているからだ」と述べた。また、「ゼロカーボン店は、最先端の技術を導

入することで環境負荷を軽減し、テスコの『グリーン成長』戦略をコミットするものだ」

と強調した。 

 

 気候変動対策プログラムは、環境面での行動だけでなく経営面でも大きな意義があり、

「エネルギー効率化措置により、毎年 2 億ポンド（1 ポンド＝約 120 円）のコスト削減につ

ながっている」とフレミング課長は説明している。 
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・50 年までに事業のゼロカーボン化が目標 

テスコは、監査法人大手のプライスウォーターハウスクーパース（PwC）が先ごろ発表

した「Carbon Disclosure Project Global 500 Report 2011」で、気候変動対策に取り組むベスト・

グローバル・リテーラー（世界の最優秀小売事業者）に選ばれている。 

同社は 2050 年までに事業をゼロカーボン化することを目指している。そのため、2012 年ま

でに納品 1 ケースの CO2 排出量を 2006 年比で 50％削減、2020 年までに建物 1 平方フィー

ト（1 平方フィート＝約 0.09 平方メートル）当たりの CO2 排出量を、2006／07 年度（2006

年 3 月～07 年 2 月）比で 50％削減する目標に掲げている。また、20 年までにサプライチェ

ーンの CO2 排出量を 30％削減するとともに、顧客が自らの『カーボンフットプリント』を

2020 年までに 50％削減できるよう支援していくことも計画している。 

 

 同社はゼロカーボン店を 2009 年に、英国のケンブリッジシャー州ラムジーに世界で初め

て開設、国外では 2010 年にチェコのヤロムニェルシに初めてオープンした。その後、英国

のウェールズのウェルシュプールとリンカーンシャーのボーンに 2 店を開設したほか、2011

年 7 月には韓国に開設した幹部養成アカデミーの建物にもそのコンセプトを取り入れてい

る。 （田中晋） 

 

(2) ドイツ－運輸大手ログウィン、中国西部にオフィス増設 

2012 年 02 月 20 日 デュッセルドルフ事務所執筆 

ドイツの運輸大手ログウィン・エアー・アンド・オーシャン（本社：アシャッフェンブ

ルク）は中国でのビジネス活動の強化を図り、2011 年に四川省の成都、広東省の東莞と仏

山に 3 つの事務所を開設した。主に欧米企業が中国西部に相次いで拠点を設立しているの

に伴い、運輸サービスへの需要が増加すると見込んでの措置だ。 

 

・顧客の西部進出に歩調合わせる 

自動車、化学、電気など各業界に運輸サービスを提供するログウィンは、1972 年に中国

市場へ足を踏み入れ、現在、北京、单京、上海、香港などに 25 拠点を擁し、約 430 人を雇

用している。中国でのビジネス活動をさらに拡大するため、同社は 2011 年 12 月 1 日、四

川省の省都、成都に販売拠点を設けた。同オフィスは、重慶に次ぐ西部で 2 つ目のオフィ

ス。 
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中国政府による西部大開発が進む中、現地企業に加え、欧米企業も西部に焦点を移し、

拠点を設立しつつある。四川省は西部で最も経済力が強く、東部や東单アジア、インドへ 

の展開の拠点ともなり得る、大企業にとって非常に魅力的な地域だ。そのため、インテル、

IBM、トヨタ、バイエルなどの大企業が拠点を置いている。 

 

ログウィンは、その動きに伴う運輸サービスへの需要増加に応えるため、成都にオフィ

スを設立した。同社の航空・海上輸送事業の最高執行責任者（COO）のヘルムート・カス

パース氏は「今回のビジネス拡大は、この有望な市場でのビジネス強化の最初の一歩にな

る」と語った。 

 

 成都拠点設立のほか、ログウィンは 11 年に单部の広東省の東莞と仏山の両市にも新拠点

を設け、広州の拠点を増設した。広東省内外には香港、広州など大都市のほか、経済特区

の珠海と深センもあり、IT、化学など各業界が拠点を置いている。オフィスの新設につい

て、ログウィンの单中国・香港担当者を務めるジミー・チャウ氏は「新オフィスは、われ

われの航空・海上輸送事業を拡大するために良いベースになる」と述べた。 

 

・2015 年までにさらに 12 拠点を新設 

今回のオフィス設立にとどまらず、ログウィンは 2011 年 12 月 15 日のプレスリリースで、

2012 年中に中国单部の海岸地方に 3 拠点、2015 年までに中・单部にさらに 9 拠点を新設す

る予定を明らかにした。 (ゼバスティアン・シュミット) 
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7. 家庭用品・生活雑貨 

 

(1) スウェーデン－製紙大手 SCA、中国の高齢者向け製品を供給 

2012 年 01 月 27 日 ストックホルム分室執筆 

製紙大手スウェーデン・セルロース（SCA、本社：ストックホルム）は、シンガポール

のエコン・ヘルスケアと提携し、中国の高齢者ケア市場に参入する。約 100 人の看護師を

雇用する目標も立てている。同社は、中国で今後、高齢化が進展するのを商機ととらえて

いる。 

 

・着々と中国進出 

SCA は、中国での衛生用品・介護用品の需要拡大を見込んで、長期的な中国進出戦略を

展開している。 

 

 SCA のアジア・太平洋地域の拠点は上海にあり、2010 年の上海万博では大々的に PR を 

行った。同社は現在、中国に独自の製造工場は持っていないが、中国第 4 のソフトティッ

シュメーカー、ビンダ（Vinda、注）の株式の 19％を保有しており、将来の現地生産に備え

ている。 

 

 SCA のアジア・太平洋地域主任のウルフ・セーデルストレーム氏によると、同社の中国

での主要商品は「テーナ」（失禁用パッド）、「トルク」（ハンドペーパー）、「AFH」（レスト

ラン用高級紙ナプキン）。中国では今後高齢化が進み、家庭での介護ニーズが高まることが

予想されるが、1 人っ子政策により家庭で介護できる人手が足りないことが課題になってい

る。中国政府の第 12 次 5 ヵ年規画でも高齢者ケア問題が主要課題として位置付けられるな

ど注目を集めていることからも、成人用の失禁用パッドや紙おむつは今後需要の大きな拡

大が見込まれる、としている。 

 

 「テーナ」は失禁用パッドとしては世界で最も大きなシェア（24％）を誇る有力製品で、

中国市場では 2009 年から販売されている。 

 

・高齢者ホームケア市場に参入 

SCA は 2011 年 5 月に上海に衛生用品のイノベーションセンターを開設した。2011 年秋に 
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はシンガポールのエコン・ヘルスケア・グループと提携した。その目的は中国の高齢者ホ

ームケア市場で「テーナ」ブランドの浸透を図ることにある。エコン・ヘルスケア・グル

ープは従来中国各地の介護サービスを請け負っている。2011 年下半期には中国当局からの

事業認可を取得し、パイロットプロジェクトとして既に 10 人の看護師を雇用して 3 ヵ月の

研修を終えた。SCA は将来 100 人の看護師雇用を目標としている。 

 

 セーデルストレーム氏はこの新事業により、今後中国での失禁用パッドの売上高は年間

20％の割合で拡大すると見込んでいる。 

 

（注）登記上の本社はケイマン諸島。香港を中心に事業を展開。 （三瓶恵子） 

 



 

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：欧州企業のアジアビジネス戦略 

ジェトロでは、欧州企業のアジア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「欧州企業のアジアビジネス戦略」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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