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2 2012年の展望と2011年のレビュー

メソドロジーと用語について

本レポートは、世界の再生可能エネルギーとクリーンテクノロジーに関連したM&A活動
を分析するものである。再生可能エネルギー案件とは、バイオ燃料、バイオマス、地熱、
水力、海洋、太陽光、風力にかかわるものと定義する。また、再生可能エネルギー案件
とは、以下の買収にかかわるものである。i）再生可能エネルギー発電に関連する事業運
営および建設段階のプロジェクト、ii）再生可能エネルギー関連設備の製造会社、ク
リーンテクノロジーのディールとは、再生可能エネルギーインフラで利用されるエネル
ギー効率の良い製品を開発する企業に対する買収と定義する。本レポートでは、原子力
発電資産に関するディールおよび本業のビジネスにおいて再生可能エネルギーの占める
割合が低い会社に関するディールについては、対象外としている。本レポートおよび分
析は、Venture�Business�ResearchのClean�Energy�pipelineデータベースにあるM&Aデー
タに基づいている。本データベースは2010年と2011年のデータをカバーしている。そ
れ以前の数年分に関してはそのほかのデータベースも参照している。

本レポートでは完了案件のみを対象とし、新規株式公開（IPO）や規制当局対応、法律
上、財務上の理由により未完了となっている案件については対象外とする。
なお、未完了案件およびIPO案件のうち重要案件については、ほかと区別する形で記載
している。特段の明記がない限り、アジア太平洋はオーストラレーシア（オーストラリ
ア、ニュージーランド、南太平洋の島々）を含んだ地域とする。案件金額は公表、ある
いは報道された金額であり、負債・債務の引受額も含まれる。金額は実際に取得した持
分に応じた金額であり、100%換算表記ではない。本分析には価格非公開のディールを
含んでおり、価格非公開のディールについては、Clean� Energy� pipelineのproprietary
M&A� データを用いて取引の平均価格を採用した。比較対象としている過年度データに
ついて、過去発刊版や、今年度発行されたほかのディール調査のデータと異なっている
場合があるが、これは最新情報の反映や、調査分析方法の違いないし改善それらに伴う
入力内容の修正によって生じることがある。



はじめに
「再生可能ディール」へようこそ。PwCは、毎
年、再生可能エネルギーおよび関連するクリー
ンテクノロジーにおけるディール市場を調査し
ている。本レポートでは、来年のディール市場
の 見 通 し や 、 世 界 の 主 要 市 場 に お け る 過 去
12カ月の出来事について調査している。

本レポートは、PｗCの再生可能エ
ネルギーシリーズの第4版である。別
冊のPower�Dealsでは、より広範に及
ぶ電力施設や再生不能エネルギーセ
クターの傾向と力学について述べて
おり、本報告書と併せて、電力およ
びガス事業セクターにおけるM&Aの
包括的かつグローバルな視点の分析
を行っている。

今年度は、初の試みとして、向こ
う1年間の見通しについての議論から
本レポートをスタートさせ、取り組
みが予期されるいくつかの主要テー
マについて把握する。前回のレポー
トでは、2011年は再生可能エネル
ギー案件が活発化する1年となると
PwCは正確に予測した。

私たちはまた、近年の多数の重要
なディールにおいて証明されている
日本と中国のバイヤーの存在感の高
まりについても焦点を当てている。

今後、再生可能エネルギーセク
ターは成熟期を迎え、再編のフェー
ズに入るであろうが、この「進化」
を見ても、2012年においても相当量
のディールが生じるのは確かだと言
えよう。この流れはユーロ圏の危機
がどう終息するかに左右される部分
もある。「変動する不確実性」シナ
リオの継続によりユーロ圏をはじ
め、世界のより広範にわたり市場心
理に影響を与えると予想される。し
かし、この「制御不能な不確実性」を
さらに深刻なユーロ圏の危機に至ら
しめる逆境が発生した場合、ディー
ル市場の流れにブレーキがかかるこ
ともあり得る。
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再生可能エネルギー案件は最高
額を記録

不確実な経済状況、市場環境にもかか
わらず、再生可能エネルギー案件の総
額は本報告を開始して以来、最高水準
に達した。ディール総額は2010年の
382億米ドルから2011年の535億米ド
ルへと40%増加した。 次世代技術が注目される時代に

歴史的にみて、水力発電が再生可能エネ
ルギー案件の大半を占めていた。しかし
現在は、「新しい再生可能エネルギー」
およびエネルギー効率化セクターにおい
て、10億米ドルを超えるディールが生ま
れる新しい時代に突入した。風力、太陽光、
バイオマスおよびエネルギー効率化の各
分野において大きなディールが生まれる
のがより一般的になっている。今回はじ
めて、上記4セクターにおける10億米ド
ルを超えるディールがディール上位10件を
占めたが、その規模は水力発電の7倍とな
り、大きなディールの流れを生み出した。

本レポートのハイライト
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再生可能エネルギー業界の重要な変化を
反映したテーマの数々が現在のディール
市場を特徴づけている。再生可能エネル
ギーセクターは、成長しながら淘汰（と
うた）と統合の段階を進んでいる。最終
的には、風力および太陽光発電市場にお
いて、主要製造拠点である米国、ドイツ
および中国の国内ないし三国間での連携
が続き、結果として大規模、かつ世界レ
ベルのプレーヤーのみが少数残ることが
予想される。
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太陽光エネルギー効率化ディー
ル市場分野のディールに「太陽
があたる」

昨年のレポートで予想したとおり、今年
の太陽光エネルギー効率化分野のディー
ル市場には、特に強い勢いが感じられ
る。大規模なディールの増加に後押しさ
れ、これら2つのセクターの案件金額は
前年比2倍近くとなった。両セクター案
件は、再生可能エネルギー案件全体の対
前年比増加総額153億米ドルの大半
（79%）を占める。

ディールの流れは大西洋を挟ん
で、異なった方向へ向かって
いる

北米および欧州におけるディール市場は
それぞれ異なった方向へ向かっている。
再生可能エネルギー案件の総額は、対欧
州案件は167億米ドルから300億米ドル
へ前年比80%増加したが、一方で対北米
案件は5%の減少となった。北米の太陽光
案件の総額は、2件の大きなディールに
後押しされ、2倍以上に増加したものの、
風力発電案件の総額は35%減少した。ガ
スの低価格化や、税控除そのほかの補助
金システムに対する不確実性は、米国の
不確実性に拍車をかけている。

業界の変化がディールを勢いづ
ける
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しかし、このような背景にも関わらず、
再生可能エネルギーおよびエネルギー効
率化の分野ではディール市場は力強さを
維持してきた。いくつかのマイナス要因
はあるものの、再生可能エネルギー発電
が、エネルギーミックスにおいて、より
確固たる地位を獲得することに対する確
信は日々増している。政府支援が今より
も重要ではなくなる時代に向けた模索が
始まっているが、日本の福島原発事故後
の多くの国での政策的対応はこのムード
を強めた。その後の原子力の再評価の結
果、多くの国のエネルギー戦略において、
再生可能エネルギーの重要性が高まっ
た。セクターの成熟は、風力発電の資金
調達開発に関連するディールが続く中、
ディール市場市場において重要な役割を
果たしつつある太陽光分野での統合の動
きを予告してもいる。

業界の変化を反映したいくつものテー
マはディール市場に影響を与えており、
セクターの成熟化に伴い、中期的に見て
もディールフローは大きなものであり続
けるだろう。2012年の実際のディール市
場はユーロ危機の展開に左右されると思
われる。「変動する不確実性」シナリオ
の継続によりユーロ圏および世界中のセ
ンチメントに影響を与えることが想定さ
れる。しかし、このユーロ圏の「制御困
難な不確実性」をさらに深刻な危機に至
しめる事象が発生した場合、ディールの
潮流にブレーキがかかることもあり
得る。

再生可能エネルギーおよびエネルギー効率化セクターの発展に
伴い、ディールも活発化している。ディール件数ディール規模の高
水 準 で の 推 移 は セ ク タ ー の 成 熟 度 合 い を 反 映 し て い
る。再生可能エネルギーの不確実な市場環境や政策に対する懸
念が大きいことを鑑みると、この傾向は注目に値する。

2012年のディールの展望：
成熟に向かう再生可能エネルギーセクター

欧州では、経済ソブリン債の不安定な
状況を背景に、価格問題がエネルギー政
策の最優先課題としてあがってきた。最
終消費者価格や財政制約への懸念によっ
て、政府は再生可能エネルギー助成金や
より広範な市場フレームワークの再考を
余儀なくされた。多数の政府が太陽光セ
クターにおける助成金を減額したこと
は、動揺を引き起こした。米国では、税
控除およびそのほかのインセンティブに
関する期限付き措置によって、不確実性
が継続して発生している。多くの市場で
は、銀行の資金引き揚げやデットマー
ケットの収縮に伴い、資金調達面の懸念
が依然存在している。世界的観点では、
全ての国を対象とする法的拘束力を伴っ
た排出量削減枠組みの将来展望が再度議
論の俎上（そじょう）に戻りつつある
が、その道のりは相当不確実性があること
を鑑みると同フレームワークの2020年ま
での成立は難しいだろうと予想される。

2011のレビュー…
…競争もさることながら、技術進歩規模の経済により、太陽
光エネルギーのコストは下落している。太陽光発電がより経
済的になり、状況により（電力会社から供給される系統電力
の価格を下回る）グリッドパリティと近くなったことで、太
陽光エネルギーの分野は急成長を遂げている。...

2012の展望…
…再生可能エネルギーセクターは、成長ともに淘汰（とうた）と
統合の段階を進んでいる。生みの苦しみを経験しているのは、米
国や欧州の製造業だけではない。中国の製造業の中には、多額の
負債を抱え、競争にさらされている企業もある。中国では生産能
力が極めて過剰となっている。最終的には、風力および太陽光発
電市場において、主要製造拠点である米国、ドイツおよび中国の
国内ないし三国間での連携が続き、結果として大規模かつ世界レ
ベルのプレーヤーのみが少数残ることが予想される。
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太陽光分野の生みの苦しみ

太陽光パネルメーカーの多くは、資金
調達オプションに関する制約と急速に成
長する中国メーカーとの競争の結果とし
ての太陽光パネル価格下落の双方の圧力
により、窮地に直面している。米国政府
のグリーン経済刺激策の先駆けだった米
国の太陽光パネル製造会社Solyndraの倒
産は、このセクターが直面している窮地
の最たる例であった。マサチューセッツ
のEvergreen� Solarもまた破産を申請した。
このほか、石油・ガスセクターの巨人で
あるBPは、調査・開発に40年を費やした
太陽光セクターから撤退した。しかしそ
の後、インドのTata� Powerが、22年間
ジョイントベンチャーを続けてきたTata
BP� Solarの株式の51%を買収した。2014
年から2015年にかけて、インドの太陽光
市場の規模は、800MW�から1,200MWに
増加すると予想されており、インドは、
2022年までに太陽光で20,000MWを発電
するという野心的な目標を掲げている。

自然の不確実性のため、風力発
電分野の発展はむらがある

風力が強すぎると重要な風力発電プロ
ジェクトの開発が遅れる一方で、風力が
弱すぎると既に稼働している風力発電プ
ロジェクトの発電予測に打撃を与える。
最も有名な例は、デンマーク企業の
Vestasによる2度の業績下方修正である
が、それは業界の直面している困難の唯
一の例では決して無い。風力の不安定さ
は電力システムのバランスに問題を引き
起こしてもいる。問題は北海の風の予想
が困難なことだけではない。増え続ける
借入コストと、補助金額の変化はプロ
ジェクト開発に影響を与えている。中国
などの市場でのタービンの需要予測もま
た困難になっている。

2011年のレビュー…
…風力発電の成長は不安定で、多数の企業が重い負担に直面
している...

2012年の展望…
…太陽光市場で少数の世界規模のプレーヤーが残ると予想したの
と同様に、風力発電セクターにおいても、大規模なプレーヤーが
統合する状況は発生し得る。既にアジア太平洋、欧州および北米
地域内および地域間で大きな企業統合がある見通しであり、2012
年には実際に統合が起こることが予想される。欧州企業の弱み
は、中国政府による国内タービン供給会社数の制限の動きと直結
し、この動きは、一時的に中国国内のプロジェクトを遅延させる
ともに、中国国内のタービン供給会社の海外進出への意欲を高め
ることになる。
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アジア太平洋の買い手の台頭

再生可能エネルギーほかのクリーンテ
クノロジー分野に対する中国を始めとす
るアジア太平洋の各国政府からの強力な
後押しによって、アジア太平洋地域の買
い 手 に よ る M&Aは 増 加 し て い
る。上記買い手による2011年のディール
総額は、2010年より13%増加し、94億米
ドルとなり、世界全体の再生可能エネル
ギークリーンテクノロジー分野のM&Aの
18%を占めた。2011年に成立した上位3
件のディールのうち、2件は、日本と中国
の 買 い 手 が 関 わ っ て お り 、 東 芝 が
Landis+Gyrを23億米ドルで買収した案件
中国のNational� Bluestarがノルウェーの
ソーラーグレードシリコン製造会社であ
るElkemを22億米ドルで買収した案件で
ある（図表3,�注記1参照）。彼らはより少
額な資産も積極的に買収した。Universal
ResourcesによるフィリピンTrue� Green
Energy�プロジェクトに対する17億米ドル
の投資は複数の中国企業の関心を反映し
ている。日本中国の企業は、米国、オー
ストラリア、欧州の風力発電資産への買
収にも積極的であった。

年金・保険からの関心が高まる

このセクターにおける近年の画期的な
ディールとして、デンマークの年金保険
グループであるPension� DanmarkとPKA
によるDong� EnergyのAnholt洋上風力発
電プロジェクトの50%持分に対する11億
米ドルの投資がある。Dongの風力発電プ
ロジェクトが投資を受ける事例としては3
度目ではあったが、その投資規模が注目
を集めた。現在では、イギリスなどほか
の国々も、年金および保険ファンドの投
資を風力発電への投資に振り向ける方法
を模索しているが、とはいえ、イギリス
で年金ファンドをどのように管理するか
という構造的な課題は残ったままであ
る。建築リスクが、そのような投資に対
する障壁となっている。上掲のデンマー
クの事例では、建築コストは当該投資で
カバーされていたが、そのリスクはディ
ベロッパーが負った。

プライベートエクイティによる
関与が変わりつつある

再生可能エネルギーセクターは、割安
な資産に魅力を感じるプライベートエク
イティ投資家によって、格好の狩猟場と
なっている。そのようなプライベートエ
クイティ投資は、次第に伝統的なバイア
ウトおよび売却アプローチから、インフ
ラ投資収益に向かい始めている。たとえ
ばKKRは、スペインイタリアで大規模な
太陽光発電事業を手掛けるGrupo� T� Solar
の持分の49%をMunich� Reともに4.64億
米ドルで取得したことを公表する中で、
「主要なインフラ資産が安定的かつ長期的
なキャッシュフローを予見できること」
を対象会社の魅力として強調した。

エネルギー価格の値頃感に対す
る不安が「三重苦」を生み出し
ている

いくつかの欧州諸国では、炭素排出削
減コストや経済事情が顧客の懐を痛める
につれ、エネルギー価格が焦点になって
きた。エネルギー価格に対する懸念は、
手頃な価格、炭素削減目標の達成、エネ
ルギー供給保障という3点の中でバランス
を取らなくてはならないという「三重苦」
を生み出し、その結果として、政府に対
する全社会的な圧力が増加している。こ
の事象は投資家とディール当事者が直面
している不確実性を増大させている。
2020年の低炭素目標と再生可能エネル
ギー目標に向けてドライブが弱まれば、
投資の前提が崩される可能性がある。

2011年のレビュー…
…2011年には、丸紅がDong� EnergyのGunfleet� Sandsプロ
ジェクトの持分を取得したが、これはイギリスの洋上風力発
電分野におけるアジア系企業による初のエクイティ投資で
あった…

2012の展望…
…このディールはアジア太平洋の買い手による欧米の再生可能エ
ネルギーおよびクリーンテクノロジー資産への数多くの買収の動
きの1つに過ぎない。この動きは、中国日本の買い手と並行して
、韓国やシンガポールの買い手が興味を強めることにより、より
活発化していくものと推測する。
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ユーロ圏の危機

ユーロ圏の懸念によって、2010年の
再生可能エネルギー案件総額の大幅な上昇
が阻止されることはなかった。しかし、
さらなる不況に対する懸念や、資金調達
における阻害要因、暴落状態という最悪
の状態に対する恐怖により、今後数カ月
間、ディール当事者は自身の行動オプ
ションの見直しを余儀なくされるであろ
う。現状、何らかの形でのユーロ圏の再
編が発生する可能性がある。持続的な経
済成長の指標や政治家の強いリーダシッ
プを欠いた状態で、2012年も「変動する
不確実性」の傾向は続くと思われる。も
し経済成長指標が好転すれば、この「変
動する不確実性」は、「高まる自信」に
取って変わるであろう。しかし、さらに
逆方向へ傾く事象が発生した場合、再生
可能エネルギーセクターに厳しい状態を
もたらす可能性がある。資金調達はより
困難となり、エネルギー価格の手ごろ感
に対する懸念（8ページ参照）は、公的融
資の限界と相まって、再生可能エネル
ギーセクターに対する政策支援を弱める
ことにつながりかねない。

2011年のレビュー…
…デンマークは年金基金による洋上風力発電への関与におい
て先導役を務めている...

2012年への展望…
…今後は、より多くの国やディールにおいて、年金・保険基金に
よる関与がみられ、投資家、企業および政府は建設リスクの問題
を解消するための投資スキームの構築方法を模索することになる
と予想する。このリスク自体はオフショアプロジェクトの経験が
増えるにつれて減ってゆくであろうが、経験を積んでもなお、特
別なストラクチャリングが必要となるであろう。そのようなアレ
ンジメントの適切な形、たとえばグリーン投資銀行を通じたもの
などについては、現在も政策議論の主題となっている。

2009年度上半期に対するアドバイス
としては、「市場の中にいる必要がな
ければ、市場の外に出ているべきだ。
状況が改善し、確実性と静けさが元に
戻るまで2、3カ月待ち、その後ディー
ルを開始するべきだ」ということであ
る。しかしこのような見通しは全て
「バックミラーに映っているイベント」
であった。2012年においては、それに該
当するものがない。その代わりに、
今後半年の間に状況が改善するのか悪
化するのかについて大きな不確実性が
ある。この状況下では、逆説的かもし
れないが、全くディールを実施しない
のはあまり意味がないことなのかもし
れない。もしディールが高度に戦略的
で、目的が重要であれば、適当な条件
で完了できるものならば、ディールを
行う価値があると思う投資家もあるか
もしれない。

展望：
「起伏ある不確実性」–対処すべきか対処しな
いでおくべきか

いつまでこの緊縮状態が続くのかというこ
とがはっきり分からない中、単純に状況の
改善を期待する中でマーケットの外にとど
まり続けることは正しい戦略だとは考えに
くいかもしれない。

仮に楽観的な見通しが現れるようになれ
ば、経済成長に対する確信と欧州の銀行シ
ステム、政府の協調的で説得力のある政策
的対応能力のどれもが非常に重要なものと
なる。政策的な面では、政府間と国内の双
方において政党間および有権者との間で、
2012年度中に交渉すべき潜在的な地雷原
がたくさん存在している。潜在的に一層不
安定化してしまう可能性を排除することは
できない。

2011~2012年度の危機を2008~2009年度の危機と重ねがちだが、そこにはいくつ
か重要な違いがある。2008~2009年度には、リーマンショックを中心に信用収縮
に対して明確に焦点が当たっていた。今回の危機はそれに相当する「注目のビッグ
イベント」、つまりターニングポイントとして認識されるような、いわば「バック
ミラーに映っているようなイベント」を欠いている。代わりに、さまざまな事象が
積み重なった現在進行形の重大な不確実性がある。それをこのレポートでは「変動
する不確実性」と表現してきた。これによってディールの環境は従来よりもはるか
に難しい状況となっている。債券発行および銀行ローン市場の好転について、その
時間的水平は未だに不確かである。加えて、銀行は今、バーゼルⅢなどの新しい規
制が自身の流動性や資本比率に与える影響を査定しているところである。
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太陽光エネルギー効率化分野は、再生
可能案件総額の増加分153億米ドルの大部
分（79%）を占めており、上記以外の増
加分は、ほとんどを風力エネルギーが占
めている。エネルギー効率化分野の案件
総額は対前年比170%、64億米ドルの増加
となった。太陽光は56%、57億米ドルの
増加、風力は23%、29億米ドルの増加と
なった。また、今年初めて太陽光ディー
ルが数量金額共に風力ディールを上回っ
た。太陽光ディールの案件数は190件で、
再生可能ディールの3分の1を占め、風力
ディールの169件を優に上回った。一方で
太陽光ディール総額では158億米ドルであ
り、風力ディールの155億米ドルを僅差で
上回った。

上位10位までのディールにいくつかの
重要テーマが表れている。すなわち、電
力会社による再生可能エネルギーポート
フォリオの拡大や、スマートグリッド技
術の買収、アジア太平洋地域への投資、
バイオマス廃棄物エネルギー分野の成
長、そしてインフラファンドプライベー
トエクイティファンドおよび個人年金基
金の再生可能エネルギー分野への関心の
高まりなどである。

2011年の再生可能エネルギー案件およびエネルギー効率化分野
の案件総額は、前年比40%、上昇した。その背景には10億米ド
ル超の案件の増加がある。今回初めて、ディールの上位リスト
を10億米ドル超の案件が占めた。この上位リストのほとんどが
太陽光発電、エネルギー効率化、風力発電の案件である。2011
年の案件数は前年比で6%減少したものの、2009年に319件で底
を打ってから2010年に回復しており、2011年には570件とい
う高水準を保っている。案件総額が増加したのは大規模ディー
ルがあったからだけではなく、中規模ディールが2810万米ドル
から3520万米ドルへ前年比25%増加したこともある。

2011年のディールを振り返って：
ディールが活発化した1年

以前は、水力発電の資産ディールが
ディール全体を押し上げていたが、これ
らは過去2年の間に落ち込んでしまっ
た。CPELとERSAの合併という最大の
ディールにおいても、水力発電ディール
には分類されたものの、ターゲットの運
用中およびパイプラインの資産ポート
フォリオの30％は風力発電資産であっ
た。現在では、ディール総額を押し上げ
ているのは、水力発電ではなく、再生可
能エネルギーエネルギー効率化技術と
いった「新世代」なのである。

図表1：再生可能ディールの金額別（億米ドル）件数別

2010 2011                 Change in 2011

件数 金額 件数 金額 % 件数 % 金額

606 38.2 570 53.5 (6%) 40%



No. 取引金額 公表日 ターゲット会社 ターゲット会社 買収会社名 市場
（百万米ドル） 国籍 セクター
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最も大きなディールは、ブラジルの電
力会社CPFL� Energia� S.A.による再生可能
エネルギー会ERSA� Energias� Renováveis
の29億米ドルでの買収である。消滅会社
CPFL� Energias� Renováveisは、現在稼働
中の設備に、建設中および建設準備中の
設備も含めると、4,375MWの発電容量を
保有しており、その内訳は、風力発電が
45%、バイオマスが36%、小規模の水力
発電が18%である。CPFLは、ブラジルの
電力市場の13%のシェアを保有している。
ERSAとの合併以前の2011年4月には、ブ
ラジル最大の風力発電会社であるSL
Jantusを買収している。

電力会社の動向は、IberdrolaやEDF
（フランス電力公）による過去に売却済
みの再生可能エネルギーに関する株式の
買い戻しといった欧州の主要な再生可能
エネルギー案件にも特徴づけられた。

Iberdrolaは、Iberdrola� Renovablesの
株式の20%を4年前に上場していた際の半
額強の金額で買い戻した。Iberdrolaによ
る株式買い戻しの後に、福島の原発事故
が発生し、多数の政府がエネルギー構成に
おける原子力の再評価を行った（図表3、
注記2参照）。

福島の原発事故は、EDF（フランス電
力公社）が2011年4月に代替エネル
ギーを扱う子会社であるEDF� Energies
Nouvellesの株式の50%の買い戻しを発表
した時にも増して、代替エネルギーを扱
う会社の株価を高騰させた。

No. 取引金額 公表日 ターゲット会社 ターゲット会社 買収会社名 買収会社 市場 購入タイプ
（百万米ドル） 国籍 国籍 セクター

図表3：2011年に公表成立したディールのうち上位10社

2,900

2,300

2,077

1,687

1,370

1,364

1,230

1,130

880

731

2011年4月20日

2011年6月19日

2011年4月8日

2011年11月22日

2011年5月3日

2011年6月1日

2011年9月8日

2011年5月28日

2011年8月12日

2011年7月22日

ERSA Energias Renováveis SA

Landis+Gyr AG

EDF Energies Nouvelles SA

True Green Energy Group 

SunPower Corp.

Telvent GIT SA

Sarnia solar project (80MW), Enbridge
Ontario wind project (190MW), Talbot
wind project (99MW), located in Sarnia
and Chatham, Canada.

Windfarm (400MW) – Anholt

Windfarms (443MW) – Castilla y Leon
province Spain

Hansen Transmissions International NV

CPFL Energia SA 

Toshiba Corp. Innovation Network Corp. of Japan 

Electricite de France SA

Universal Resources Development Inc. 

Total SA 

Schneider Electric SA 

Enbridge Income Fund 

PensionDanmark A/S PKA A/S

Bridgepoint 

ZFHN Zukunftsfonds Heilbronn GmbH & Co. KG 

オペレーション

テクノロジー

オペレーション

オペレーション

テクノロジー

テクノロジー

オペレーション

オペレーション

オペレーション

テクノロジー

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ブラジル

スイス

フランス

フィリピン

米国

スペイン

カナダ

デンマーク

スペイン

ベルギー

水力

エネルギー
効率化

風力

バイオマス

太陽光

エネルギー
効率化

風力

風力

風力

風力

ブラジル

日本

フランス

米国

フランス

フランス

カナダ

デンマーク

スペイン

ドイツ

注記1：（IPO関連以外の）全データは2011年完了案件のものである。直近のディールをハイライトするために、2011年に完了したものの、公表が2010年であったディー
ル2件について、上記表より割愛している。－　上記に該当するディール2件は、China National BluestarによるノルウェーのElkemの22億米ドルでの買収Terra Firma Capital
PartnerによるイタリアのRete Rinnovabile Sriの9億米ドルでの買収である。

注記2：IberdrolaによるIberdrola Renovablesの35億米ドルでの株式買い戻し案件もまた、2011年に公表、完了した。当該案件は、株式買い戻しとして分類されており、当該
データには含まれない。EDFによる買い戻しは、Societe Internationale d’Investissements FinanciersParis Mouratoglouがそれぞれ持分を売却していることから、標準的な
M&A取引に分類されており、当該データに含まれている。

EDFは上場会社としては、世界最大規
模の原子力発電事業者であり、このディー
ルは2020年までに発電量の75%をCO2フ
リーの電力とする同社の目標達成のため
の重要な礎となる。EDFは、同社の設備
容量を2010年の137Gwから2020年には
162GWへ、水力発電以外の再生可能エネ
ルギーのシェアを2%から9%に増加させ、
結果として再生可能エネルギーが5倍以上
増加することが見込まれる。同時に原子
力のシェアを54%から49%に減少させる
ことを見込んでいる1。

1��EDF,�investor�presentation 2011年9月

図表4：2011年に公表されたが、成立が翌年以降に持ち越されている再生可能エネルギー案件のうち、上位5社

464

403

330

272

238           

2011年7月18日

2011年6月23日

2011年11月3日

2011年6月29日

2011年11月7日

Solar plants (168MW)  – Spain & Italy

Solar plants (80MW) – Italy

Windfarm (300MW) – Lac Alfred 

Grupo Indal SL

Windfarms (346MW) – China (China
Longyuan Power Group Corp Ltd.), 
Biomass plants (144.2MW) – China 
(China Longyuan Power Group Corp Ltd.)

KKR Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP, Munich Re

F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture, Etrion Corp.

Enbridge Inc.

Royal Philips Electronics N.V. (a.k.a. Koninklijke Philips Electronics NV)

China Longyuan Power Group Corp Ltd.

1

2

3

4

5

スペイン／イタリア

イタリア

カナダ

スペイン

中国

太陽光

太陽光

風力

エネルギー効率化

風力
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高まる金融投資家からの関心

プライベートエクイティおよびそのほ
かの金融投資家の再生可能エネルギーセ
クター案件に対する関心が高まってい
る。上記に該当するディールの件数は
2011年には前年比27%増加し、金融投資
家の取引総額は、48億米ドル�から�119億
米ドルへと� 146%増加した（図表5参照）。
低価格の資産に魅力を感じたBridgepoint
やKKRなどのプライベートエクイティ会
社は、再生可能エネルギーの分野で長い
伝統をもつHG� CapitalやPlatina� Partners
と並び、再生可能エネルギー資産をめぐ
る競争において大変積極的な買手で
あった。

インフラ投資ファンドや、そのほかの
投資ファンドは、再生可能エネルギーへの
投資について、引き続き積極的である。
2011年最大のディールは、カナダの
Enbridge� Income� FundがEnbridge� Incの
間接完全子会社から、369MWの風力お
よび太陽光発電資産を12億米ドルで購入
した案件である（北米の項目を参照）。
上位のディールのうち、上記以外につい
ては、本レポート後述の地域ごとの項に
て、詳細を記載する。

プロジェクトファイナンス：
洋上風力発電案件の建設前段階における
プライベートエクイティ

図表5：買収会社の業界別、再生可能エネルギー案件 － 2010-2011 （金額：百万米ドル）

2010 2011

件数 金額 % 件数 % 金額 件数 金額 % 件数 % 金額

代替エネルギー 84 8,148 42% 28% 71 6,899 36% 16%

総合エネルギー 23 5,045 12% 17% 24 9,040 12% 21%

*金融 41 4,828 21% 17% 52 11,869 26% 28%

その他 24 4,461 12% 15% 30 7,188 15% 17%

電気事業者 28 6,509 14% 22% 23 7,629 12% 18%

合計 200 28,991 100% 100% 200 42,625 100% 100%

*金融には、インフラ投資ファンドおよびプライベートエクイティファンドを含む。

注記：金額ベースで上位200件のディールについて記載されており、2011年の案件総額の80%弱を占める。

注記：金額ベースで上位200件のディールについて記載

図表6： オペレーションM&A vs テクノロジーM&A － 2010-2011　（金額：百万米ドル）

2010 2011

件数 金額 % 件数 % 金額 件数 金額 % 件数 % 金額

オペレーション 137 20,940 75% 78% 140 27,888 64% 75%

テクノロジー 63 8,051 25% 22% 60 14,737 36% 25%

合計 200 28,991 100% 100% 200 42,625 100% 100%

2011年秋、Blackstoneは、ドイツのオフショアプロジェクト2件に対し、32億
米ドルを投資するという最大規模のオフショア関連のプロジェクトファイナン
スのうちの1つを公表した。MeerwindNoerdlicher�Grund�風力発電施設への投
資は、福島の原発事故をきっかけに、原子力から脱却することを決断したドイ
ツ政府が再生可能エネルギーへの移行に関する公約を履行しようとした結果で
ある。Meerwindは、資金調達プロセスが完了したドイツ最大規模の洋上風力
発電施設であり、民間投資家が全額を投資する初めての例となる。同社は、プ
ロジェクトの資金調達を促進する目的で設計された、政府のKfW洋上風力発電
プログラムに則って完成する初の事例である。80台にも及ぶタービンと
288MWを産出するキャパシティを保有し、2013年に完成予定である。
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ディールダイアログ：
銀行融資の代替手段
現状、多くの企業にとって、銀行融資の代替手段を探すことが必須である。大
規模な電気事業会社は、投資適格債市場などの伝統的な市場で資金調達を模索
することができるが、特に再生可能セクターなど、その規模が大きくない場合
には、代替手段を探す必要がある。

弱い発行者にとって、高利回り債市場は、伝統
的な資金調達分野の1つである。しかし、欧州
の高利回り債市場の状況は、大変厳しい。代替
手段としては、正式な格付がない企業でも参加
できる米国の私募債発行市場やメザニンファイ
ナンス、「資金調達の最終手段」というかつて
の役割から一歩発展・全身した資産担保融資な
どがある。

欧州の銀行融資にかかるプレッシャーは、今も
あり、厳しい状況は、すぐには解決しそうにな
い。力のある発行者にとっても、警戒感が広
まっているが、市場が改善するのを待つことは
安全策ではない。資金借入能力は、公開市場へ
のアクセスや、米国スタイルの資金調達モデル
への移行期限の多様化により拡大するかもしれ
ない。CFOたちは、銀行の倒産というリスクを
軽減するために、金融商品や市場を組み合わせ
る必要がある。

流動性はさまざまな領域、即ちソブリン・ウェ
ルス・ファンドやヘッジファンドなどの資金源
の中に存在するが、これらはさまざまな場所に
散らばっている。このような資金源にアクセス
する企業は、仲介金融機関を間に入れない新た
な環境に臨機応変に対応する準備を整えておく
必要がある。というのもファンドが企業と直接
取引しようとするためである。ビジネスの実例
や、ディールの実施理由は、極めて十分に検討
されていなくてはならない。PwCはこのような
企業とファンドとの「つなぎ」に関して支援す
ることが可能である。私たちは、欧州の債券市
場で活動する130以上の投資家に関するデータ
ベースを構築しており、また私たちは、2008
年後半以降、380億ユーロの資金調達に関与
し、直近の18カ月だけでも、140億ユーロに
上る。

中国におけるIPOフロー

IPOに関しては、本レポートのディー
ルの分析や合計からは除外されている
が、大きな案件については、図表7に記載
した。中国の再生可能エネルギー会社に
関連するIPOの流れは、2011年も引き続
き、香港証券取引所上海証券取引所で続
いている。この流れは、市場の不確実性
や公的債務に関する懸念でIPOの見通しが
悪化したにもかかわらず維持された。
Sinohydroによる30％株式のIPOは21億
ドル規模となり、2011年ではアジア最大
であったが、需要が少なかったことから
予定価格レンジの最安値での取引を余儀
なくされた。Sinohydroは、水力発電の分
野に進出しているが、同時にエネルギー
以外にも広く投資を行うインフラ会社で
もある。

年始には、Sinovel風力グループは、予
定価格レンジの最高値で14億米ドルの
IPO取引を成功させた。太陽光発電設備
メーカーである北京のJingyuntong� Tech-
nologyが2011年9月に上場した際には、
太陽光発電市場の過剰投資が懸念された
にもかかわらず、同社への関心は高かっ
た。しかしながら、年末にになるにつれ
て、主要電力会社であるChina� Guodian
Corporationを親会社に持つGuodian�Tech-
nology� &� Environment� GroupのIPOが遅
延し、12月末に最終的に上場するまでに、
調達規模は50%減少した。

No. 取引金額 公表日 会社 国籍 証券取引所 市場
（百万米ドル） セクター

図表7：2011年度における再生可能エネルギーに関するIPOの上位5件

2,114
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878

648

394

2011年9月29日

2011年1月5日

2011年6月10日

2011年12月30日

2011年9月9日

Sinohydro Corporation Ltd.

Sinovel Wind Group Co. Ltd.

Huaneng Renewables Corp. Ltd. 
(f.k.a. Huaneng New Energy Industrial）

Guodian Technology & Environment Group Corp.

Beijing Jingyuntong Technology Co. Ltd.

中国

中国

中国

中国

中国

上海証券取引所

上海証券取引所

香港証券取引所

香港証券取引所

上海証券取引所

水力、風力

風力

風力、太陽光

エネルギー効率化

太陽光

1

2

3

4

5

Guodian� Technology� &� Environment
Groupは、中国の石炭火力発電会社に環
境保護、省エネルギーソリューションを
提供する企業としては最大であり、中国国
内および海外において風力発電太陽光発電
事業を積極的に開発・推進している。
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ディール市場において、北米が欧州と肩を並べた1年前と比較し、
ディールの中心は大西洋を横断し、欧州へと戻ってきた。2011
年は欧州地域をターゲットとする案件が56%を占める一方、
欧州の買手が関与した案件は金額ベースで世界全体案件の48%
を占めた。欧州がターゲットとなる案件の数は6%下落したもの
の、それらのターゲットの案件総額167億米ドルから300億米ド
ルへと80%増加した。

ディールはどこで起こったか：
世界全体に拡大する再生可能エネルギーM&A市場

南米もまた案件総額が大きく増加した
地域であり、2010年の38億米ドルから
2011年には62億米ドルに増加した。こ
の増加は、29億米ドルを要したCPFL
Energias� Renováveisのディールによると
ころが大きい（ディールレビューの項目
を参照）。しかし、南米でのディールが
生じるペースもまた速くなっており、も
との件数が少ないとはいえ、ディール件
数は倍近くになった。

北米のディールの件数および金額は、
前年に大きく上昇していたこともあり、
5%下落した。2010年は、北米のディー
ルから4件が上位10位に入ったが、今回
は2件のみであった。しかし、北米の太陽
光資産に関するディールについては、件
数においても、金額においても大きな飛
躍があった。この地域において、太陽光
分野を対象とする案件は全ディールの目
標値の3分の1以上（35%）、再生可能エ
ネルギー案件総額の42%を占めている。

アジア太平洋地域をターゲットとする
ディールの件数は、25%減少したが、案
件総額では46億米ドルとなり、15%増加
した。この規模は、2009年の73億米ドルに
は遠く及ばないものだった。ただし、
この金額には中国で実施された再生可能
エネルギーIPOを含んでいない（図表7参
照）。買手としてみた案件総額はより大
きく、アジア太平洋地域の買手による
2011年の買収額は世界全体で94億円と
なり、これは前年の48億米ドルのほぼ2
倍近くとなった。

北米 2010 2011 % change

案件金額（百万米ドル） 13,045 12,397 (5）%

案件数 206 195 (5）%

案件金額平均（百万米ドル） 63 64

欧州 2010 2011 % change

案件金額（百万米ドル） 16,692 30,049 80%

案件数 293 275 (6）%

案件金額平均（百万米ドル） 57 109

図表8：ターゲット地域別ディール
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南米 2010 2011 % change

案件金額（百万米ドル） 3,816 6,206 63%

案件数 20 38 90%

案件金額平均（百万米ドル） 191 163

アジア太平洋（オーストラリアを含む） 2010 2011 % change

案件金額（百万米ドル） 4,017 4,612 15%

案件数 78 58 (26）%

案件金額平均（百万米ドル） 51 80

買手別 金額別 案件数 案件金額の 案件数の

（百万米ドル） シェア（％） シェア（％）

欧州 25,667 (16,292） 264 (274） 48% (43%） 46% (45%）

北米 12,796 (15,975） 207 (238） 24% (42%） 36% (39%）

アジア太平洋 9,415 (4,776） 75 (81） 18% (12%） 13% (13%）

南米 5,253 (1,129） 20 (11） 10% (3%） 4% (2%）

中東およびアフリカ 365 (48） 4 (2） 1% (0%） 1% (0%）

合計 53,495 (38,221） 570 (606） 100% (100%） 100% (100%）

図表9：2011年 地域別、金額別 ディール（2011年合計： 53,495百万米ドル）
（カッコ内、2010年ディール－2010年合計： 38,221百万米ドル）

ターゲット別 金額別 案件数 案件金額の 案件数の

（百万米ドル） シェア（％） シェア（％）

欧州 30,049 (16,692） 275 (293） 56% (44%） 48% (48%）

北米 12,397 (13,045） 195 (206） 23% (34%） 34% (34%）

アジア太平洋 4,612 (4,017） 58 (78） 9% (11%） 10% (13%）

南米 6,206 (3,816） 38 (20） 12% (10%） 7% (3%）

中東およびアフリカ 231 (649） 4 (9） 0% (2%） 1% (1%）

合計 53,495 (38,221） 570 (606） 100% (100%） 100% (100%）
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ドイツ企業がターゲットとして案件総
額の中で大きな割合を占めていた前年ま
でに比べて、案件総額および件数共に、
スペイン、イタリア、フランス、ドイ
ツ、英国など欧州各国に広く分散した。
Iberdrolaお よ び EDFに よ る 買 い 戻 し
（ディールレビュー項を参照）により、
スペインおよびフランスの案件総額は増
加した。スペインやイタリアでは、太陽
光および風力発電資産に、大きなディー
ルが集中した。その代表例は、プライベー
トエクイティファームであるBridgepoint
がスペインの建設会社ACS から11の風力
発電所を8.8億米ドルで購入した事例、英
国のプライベートエクイティファームで
あるTerra� Firmaが、イタリアの送電会社
Ternaから太陽光発電デベロッパーである
Rete�Rinnovabileを9.33億米ドルで購入し
た事例である。後者のディールは、2010
年に公表されたが、完了したのは2011年
である。

2011年の欧州は、再生可能エネルギーやクリーンテクノロジー
のディールに関して最大のターゲット地域となった。ディール
上位10位のうち6件は欧州がターゲットであった。年間最大の
ディールは、日本の買手が関与していた。6件のうち、上記以外
については、全て欧州内の案件だった。欧州の上位2件のディー
ルにより、再生可能エネルギー発電の拡大とエネルギー効率化
を促進するためのグリッドの近代化とスマートメーターの重要
性が強調された。

欧州
ディールの舞台：世界中の市場へのフォーカス

図表10：セクター別 欧州の再生可能エネルギー案件2011

金額 欧州の案件総額に 案件数 欧州の案件数合計に

（百万米ドル） 占める割合% 占める割合%

風力 11,954 40% 104 38%

太陽光 9,697 32% 103 37%

エネルギー効率化 5,761 19% 31 11%

バイオマス 1,458 5% 24 9%

水力 559 2% 6 2%

バイオ燃料 473 2% 4 1%

地熱 149 0% 3 1%

合計 30,049 100% 275 100%

フランスのSchneider� Electricによるス
ペインのソフトウェアおよびサービス会
社Telventの14億米ドルでの買収もまた、
スマートグリッドやエネルギーマネジメ
ント分野において重要な動きである。
Schneider� Electricは、100カ国以上で事
業を展開するエネルギーマネジメントの
世界的専門事業者である。Telventのス
マートグリッドサービスには、グリッド
の監視・制御ソフトウェアなどがあり、
同社は、Schneiderのエネルギーマネジメ
ントサービスと補完性のある々な知見や
情報技術も保有している。

最大のディールは、日本の東芝がスイス
のスマートメーター会社であるLandis+Gyr
を、23億米ドルで競り落としたことであ
る。オーストラリアの投資グループ
Bayard� Capital� に よ っ て 行 わ れ た
Landis+Gyrのオークションでは、米国や
スウェーデンのプライベートエクイティ
も応札したが、最終的には東芝が契約を
結んだ。東芝はこの買収によって、成長
する世界のスマートグリット市場への多
角的展開をもたらし、発電業界での自身
の存在感を高めることができている。こ
れは日本の原発事故により原子力発電設
備市場での見通しが悪化した状況下にお
いての出来事である。
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上記以外では、デンマークの年金基金
がDong� Energy’のAnholt風力発電所へ11
億米ドルを投じたが、これは洋上風力発
電発展への投資を促進する上で、重要な
マイルストンだった（8ページの年金被保
険利益の増加を参照）。欧州の風力発電
案件での主な展開としては各企業が成長
を競い、バランスシートを管理する中
で、サプライチェーンを構築するための
ディールがみられたことが挙げられる。
ドイツのZF� Friedrichshafenは、ベルギー
の風力発電タービン用ギアボックス製造
会社Hansen� Transmissionsを7.31億米ド
ルで購入し、同社の生産能力・質的能力
を増強すると同時に、Hansenの株式を保
有していたインドの風力発電タービン製
造会社Suzlon� EnergyEcofinに対する債務
を軽減した。

大きなディール以外に目を向けると、
イギリスの風力セクターでのアジア企業
初のエクイティ投資としては、丸紅が
Dong�Energy保有で、Gunfleet�Sandsの洋
上風力発電所（172MW）の株式の49.9%
を2億米ドルで買収した案件がある。この
プロジェクトは2010年に本格的に始まっ
た。2社は丸紅の風力発電所の持分に応じ
た電力およびグリーン電力証書の長期購
買契約を締結した。

ディールダイアログ：
バリュエーション－不確実性が価値を下落させる

再生可能エネルギーセクターへの資本投下
は、ゆっくりではあるものの増大し続けてい
る。2011年の投資額の合計は2010年よりも
増加し、投資の大半は、風力太陽光発電に向
かっている。2011年には、太陽光発電に関す
るディールは、初めて件数で風力発電を上回
り、より多くの資本を得た。しかし、これは
評価価値の上昇にはつながらなかった。規制
面での不確実性に、電力価格の不安定さの高
まりや、政策との一貫性のない対応もあいま
って、投資家は資産価値に対してより慎重な
見方をすることが予想される。

買手と売手の価格期待値の相違負債による資
金調達費用の増加は資産価値を下げてきた。
技術固有の特質もまた価値評価に影響した。

• 近年、いくつかの地域で風力速度が予想を
下回ったことで買手が警戒感を抱き、多くの市
場参加者が風力発電資産の設備利用率を引き下
げる事態となっている。

• 太陽光発電設備の生産能力過剰は太陽光発
電コストを下げ、各国政府は太陽光プロジェク
トへの補助金額を見直すこととなった。多くの
欧州諸国では総量規制をかけ、電力買取料金を
下げ、あるいは制度を停止している。このこと
により、投資家に不確実性が生じ、リスクプレ
ミアムが上昇している。

多くの成熟市場でバリュエーションは下落した
が、ブラジル、インド、トルコ、南アフリカと
いった新興成長市場は投資家に新しい投資対象
地域となっている。優良な資産をめぐる競争に
より、これらの市場でのバリュエーションは高
い水準を保つであろう。

私たちの再生可能エネルギーのグローバルチー
ムには、再生可能エネルギー資産の価値を構成
する諸要素を理解している専門家がいる。私た
ちはPwCの国際ネットワークを駆使し、グロー
バルマーケットの状況も踏まえつつ、各国の状
況に関するアドバイスをし、ニーズに合った支
援を行う能力を有している。

2011年、再生可能エネルギーセクターに新規参入した投資家の数は増加したに
もかかわらず、政府の支援メカニズムの不確実性が投資家のリスク選好に影響を
与え始めたことによって、資産価値は2010年の水準を維持することが困難で
あった。

図表11：国別 欧州の再生可能エネルギー案件2011

金額 欧州の案件総額に

（百万米ドル） 占める割合%

スペイン 4,996 17%

イタリア 4,601 15%

フランス 3,641 12%

ドイツ 3,591 12%

英国 3,224 11%

スイス 2,483 8%

ノルウェー 2,338 8%

デンマーク 1,342 4%

ベルギー 862 3%

ポーランド 816 3%

その他 2,155 7%

合計 30,049 100%
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資金調達環境および市場環境によって、
太陽光事業者は資本へのアクセスを制限
された。北米最大のディールには、資金
力のある企業と協力することの必要性が
反映されていた。Totalが米国の太陽光パ
ネルメーカーであるSunPower株式の過半
数を取得したことにより、SunPowerは資
金調達や事業対象地域、研究開発を強化
することが可能となる。これは、少数の
世界的企業が独占するかもしれないセク
ターにおける企業淘汰（とうた）の一部
である。このディールの後には、Totalの
太陽光部門であるTenesolとSunPowerが
企業統合した。Tenesolとの統合を経て
TotalはSun-Powerの普通株式のうち、約
66%を保有している。

今年初めて、太陽光エネルギー案件が再生可能エネルギー案件の
中で、金額、件数共に北米で最も大きなシェアを占めた。この地
域での太陽光資産の案件総額は、2010年の25億米ドルから
2011年の52億米ドルへと2倍以上増加した。増加のうち、14億
米ドルは、フランスの石油・ガス大手であるTotalがSunPower
をの買収による。一部の太陽光発電事業者の投げ売りも増加の一
因ではあるが、米国の太陽光市場が成長の速度を上げ、確実に成
長していることもまた反映されている。

北米
北米の案件金額が大きくなったいま1つ

の理由は、カナダのインカムファンドで
あるEnbridgeが、12億米ドル相当の風力
太陽光関連資産を自身のポートフォリオ
に組み入れたためである。取得資産には
80MW規模のオンタリオ州Sarnia太陽光
発電プロジェクトが含まれているが、
Enbridgeによると本プロジェクトは稼働
中の太陽光発電所として世界最大である。
Enbridgeは、300MW規模のケベック州
Lac� Alfred風力発電プロジェクト持分の
50%にも3.3億米ドルを投資したが、本件
については、2011年末時点でペンディン
グとなっている。上記プロジェクトに
Enbridgeのようなファンドが引きつけら
れるのは長期的なキャッシュフローが期
待できるためである。

ディールの舞台：世界中の市場へのフォーカス

図表12：北米 セクターごとの再生可能エネルギー案件2011

金額別 北米の案件総額に 案件数 北米の案件数合計に

（百万米ドル） 占める割合% 占める割合%

太陽光 5,159 42% 68 35%

エネルギー効率化 3,064 25% 42 22%

風力 2,363 19% 44 23%

バイオ燃料 834 7% 24 12%

水力 625 5% 7 4%

バイオマス 320 3% 8 4%

地熱 33 0% 2 1%

合計 12,397 100% 195 100%
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SunPowerおよびFirst�Solarのディールは、
太陽光発電事業者のの資金調達ニーズが
同一でないことを示した。前者のケースで
は、世界全体での企業の成長・拡大のた
めの資金調達である。First� Solarもまた
重要なグローバルプレイヤーだが、
MidAmericanのディールは、米国での再
生可能エネルギープロジェクトの資金調
達環境が時に「ストップスタート」を繰
り返す状況にあることを明確に示してい
る。政府の債務保証スキームはいつも期
限付きプログラムとして設計されてい
た。政府の景気刺激策には特別償却に関
する規定も含まれていた。

上記により、2011年には100%の特別
償却、2012年には50%の特別償却ができ
るようになった。100%の特別償却は草案
の段階では延長されていなかったが、12
カ月の延長が議会提出前の法案に盛り込
まれた。

同様に、年末に近づくにつれて、エネ
ルギー開発会社が民間資金を調達し、再
生可能エネルギープロジェクトを完遂す
る上で重要な税制上の優遇措置となって
いる発電税額控除の今後について再び不
確実な情勢となった。

エネルギー効率化や、関連するクリー
ンテクノロジー資産に関するディールは
2011年には31億米ドルあり、前年度の
25億米ドルから増加し、成長し続けてい
る。しかし、風力発電のディールについ
ては減少が見られた。北米の案件金額に
おける風力発電案件のシェアは28%� から
19%へと大きく減少し、この地域での風
力発電の案件総額は36億米ドルから24億
米ドルへと35%減少した。

エネルギー構成の見直しもあり、同様
の動機によって、Warren�Buffett’s率いる
Berkshire� Hathawayが保有する電力会社、
MidAmerican� Energy� Holdingsは太陽光
発電事業に初めて投資した。2011年12
月に、MidAmerican� Energy� Holdingsは、
550MW規模のTopaz太陽光発電所をFirst
Solarから購入するとを公表した。Pacific
Gas�and�Electric�CompanyはTopazと25年
の電力購入契約を締結して電力を購入す
る予定である。太陽光発電所は建設中で
あり、First�Solarは引き続き建設を進めお
よび運用する予定である。Topazは、米
エネルギー省の債務保証スキームでの資
金調達が承認されなかった初めての太陽
光発電所の1つであった。このディールに
ついて、MidAmerican� Energy� Holdings
Companyの会長・社長兼CEOであるGreg
Abel氏は「このプロジェクトは、太陽光
エネルギーが、政府の債務保証を受けな
くても商業的に成り立つこともまた示して
いる2」と述べている。なお本件の投資規
模については一切開示されておらず、案
件はペンディングの状態であるため、本
件は案件総額には含んでいない。

図表13：国別 北米の再生可能エネルギー案件2011

金額別 北米の案件総額に

（百万米ドル） 占める割合%

米国 9,482 76%

カナダ 2,767 22%

メキシコ 148 1%

合計 12,397 100%

2  MidAmerican Energy Holdingsプレスリリース　2011年12月7日

ディールダイアログ：
米国で、タックスエクイティの仕組みが再度注目されている

過去3年間、米国の再生可能エネルギー開発事
業者は、大半の再生可能エネルギープロジェク
トにおいて、助成対象となる建設費用の30%に
対して控除の代わりに助成金を支払う連邦政府
の再生可能エネルギー助成金を利用することが
できた。これにより、タックスエクイティなど
のほかの資金源へのニーズが減少した。しかし、
この助成金プログラムは2011年末に期限切れ
を迎え、投資家は改めて、税金の優遇の必要性
を感じ、注目することになった。

開発事業者は、再生可能エネルギープロジェク
トの開発および取引に効果的に参加するため、
複雑なタックスエクイティの仕組みおよびプロ
ジェクト全体の資本コストに関する示唆につい
て検討する必要がある。このような複雑なタッ
クスエクイティの仕組みは会計処理や財務報告
のみならず、利益やキャッシュフローにも影響
を与える。

仕組みの事例としては以下の例が考えられる。

• フリップストラクチャー：税額控除や原価
回収控除（即ち減価償却）のほとんどは、優先
リターンが実現するまでは投資家に配分され、
その後に配分額の大半が開発事業者に移転
する。

• セールスアンドリースバック：開発事業者
が資産を投資家に現金にて売却し、その後、開
発事業者が投資家から同資産をリースバックす
る。投資家は開発時宜業者からの賃料を得る、
税額控除や原価回収控除も受けることとなる。

全てのケースに当てはまるモデルはなく、一般
的に、財務モデルは投資家と開発事業者とでは
大きく異なる。利用可能なさまざまなストラク
チャリングオプションを理解し、適切なストラ
クチャを構築する能力をもち、利益および財務
報告への影響を理解することが重要である。

PwCはこの点でも支援が可能である。私たちの
Power�&�Utilities分野のM&Aスペシャリストは
専門家の視点からの市場戦略・ディール戦略に
かかわる助言やデューデリジェンスなどのサー
ビスを提供している。私たちは、定量分析や精
密な案件実行および最先端のストラクチャリン
グ技術により価値を提供し、税務面の効率性を
考慮した案件完遂や適切な財務報告、ディール
実施後の企業統合を確実に実現している。

米連邦再生可能エネルギー助成金プログラムの期限切れに伴って、再生可能エネ
ルギー開発事業者は、税額控除や原価回収控除の現金化に再度注目している。適
切な仕組みを見つけ、取引がどのように会計処理および財務報告に影響するのか
を理解することは必要不可欠である。
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アジア太平洋地域の企業がかかわった再生可能エネルギーおよび
クリーンテクノロジーの案件総額の大半は地域内よりも域外各地
に向かっている傾向がある。アジア太平洋地域をターゲットとす
るディール総額は46億米ドルを記録する一方で、2011年にアジ
ア太平洋地域の買手によるディール総額は94億米ドルであった。
この買収額の半分弱は、東芝およびChina National Bluestarに
よる欧州地域での大型買収2件によって占められている。（欧州
の項参照）

アジア太平洋

日本および中国の買手は再生可能エネ
ルギーM&A市場の拡張主義的な動向を
リードした。しかし、韓国やシンガポー
ルといった他国の企業はいくつかの小さ
なディールで目立ったに過ぎない。韓
国のコングロマリットであるHanwa
Chemical� CorporationおよびSK� Groupは、
中国のSolar� Fun� Power�Holdingsや米国
の薄膜太陽電池メーカーであるHelioVolt
への投資をめぐる動きの中で注目さ
れた。

この地域で最大の資産ディールは、
Universal�Development�Resourcesがフラ
ンクフルト証券取引所上場のクリーンエ
ネルギーグループで、フィリピンに本社
を置き、事業を行っているTrue� Green
Energy� Groupの株式の25.5%を17億米ド
ルで買収した案件である。Universal
Development� Resourcesは、CITIC� Group、
China� State� Engineering� Construction
Corporation、China� Railroad� Engineer-
ing� Construction� Corporationを始めとす
る、中国の将来有望な建設業者数社や数
十億ドル規模の企業の企業の利益を体現
している。True�Green�Energy�Groupは、
廃エネルギー由来のバイオマスによる炭
素を発生させない発電など低コストの住
宅向けインフラを開発している。

ディールの舞台：世界中の市場へのフォーカス

図表14：セクター別　アジア太平洋の再生可能エネルギー案件2011

金額 アジア太平洋の 案件数 アジア太平洋の

（百万米ドル） ディール総額に占める割合% 案件数合計に占める割合%

バイオマス 1,971 43% 11 19%

風力 980 21% 15 26%

太陽光 899 19% 16 28%

エネルギー効率化 373 8% 7 12%

水力 193 4% 2 3%

地熱 101 2% 3 5%

バイオ燃料 94 2% 4 7%

合計 4,612 100% 58 100%

前年に公表されたChina� National
Bluestarのディール直近のTotalの米国太
陽光発電パネルメーカーSunPowerの買収
は、太陽光分野の世界的な成長および統
合というトレンドを表している。しかし、
中国国内では、太陽光セクターは小さな
生産会社に分かれており、統合の必要性
が高まっている。風力発電セクターでも
同様である。中国の2011年から2016年
までの5カ年計画で強調されているのは、
政府が効率的な供給者を後押ししながら
非効率的な供給者を市場から退場させる
という点である3。
ロイターは、中国の工業情報化部（MIIT）
からの草案では、大手太陽光発電パネル
メーカーを1、2社および中堅の太陽光パ
ネルメーカーを8から10社程創出する構
想があると報じている4。

3  中国政府 第12次5カ年計画　2011年3月

4  ロイター 分析：停滞の中で豊富な資金源を求める太陽光発電企業　2011年12月6日
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この取引は、オーストラリアの風力発
電セクターに対する中国の投資家の関心
の高まりを示している。2011年には、
China�Datang�Renewable�Energyがオース
トラリアの開発事業者CBD� Energyとジョ
イントベンチャーを設立し、この先8年で
オーストラリアの風力発電市場の3分の1
のシェアを獲得するという野心的な目標
を掲げた。中国の風力タービンメーカー
であるGoldwindは、いずれ長期投資家に
売却することを意図して最近、2件の風力
発電開発プロジェクトに投資した。

オーストラリアでは、卸電気や、グリー
ン電力証書（REC）の価格が低いことに
より、新しい再生可能エネルギーの建設
が妨げられてきた。しかしながら、2011
年には少数の新規プロジェクトでは、電
力小売会社と電力購入契約（PPAs）が締
結された。これらには、スペインの
Accionaのプロジェクトや中国の投資家の
プロジェクトが含まれる（上記参照）。
コメンテーターの中には、AGL� Energyが
提示された（建設中の）開発資産の価格
は再生可能エネルギーの成長見通しが改
善したことを示すものとしている者もい
た。主要電力小売会社は、依然として過
度のRECを貸借対照表上に計上している
一方、より有利な価格で契約する用意も
している。また十分な数の新規プロジェ
クトが、再生可能エネルギーによって電
力供給量の20%を賄わなくてはならない
2020年までに適時、発電を開始しない場
合にはRECの需給バランスが急激に変動
し得ることも認識しているであろう。

上記以外のこの地域でのディールは規模
的にとても小さい。東京電力（Tepco）
が再生可能エネルギー会社であるEurus
Energy� Holdings� Corporationの株式の一
部を2.62億米ドルで豊田通商へ売却した
ことが最大のディールである。豊田通商
は、東京電力とのJVであるEurus� Energy
Holdings� Corporationへの投資を通じて
東京電力のパートナーとなっていたが、
福島原発事故を受け、東京電力側で資金
調達が必要となったため、一部株式が売
却された。

オーストラリアでは、天然ガス・イン
フラ会社APA� Groupが、西オーストラリ
アのEmu� Downs風力発電所（発電容量
80MW）および隣接する130MW規模の
発電所予定地を1.8億米ドルで購入したの
が最大の完了案件であった。Emu� Downs
の売却後間もなく、AGL� Energyは、間も
なく完成予定であったビクトリア州の
Oaklands� Hill� 風力発電所（発電容量
67MW）を1.71億米ドルでChallenger
Groupへ売却した。年末の12月22日に
は、論争を呼んだ入札プロセスを経て、
中国国有の巨大石炭グループShenhua傘
下のGuohuaが、Hydro� Tasmaniaが保有
するWoolnorth� 風力発電施設（発電容量
140MW）の株式の75%を落札したと公
表された。

図表15：国別アジア太平洋の再生可能エネルギー案件2011

金額別 アジア太平洋の

（百万米ドル） 案件総額に占める割合%

フィリピン 1,716 37%

中国 982 21%

オーストラリア 683 15%

日本 579 13%

インド 357 8%

台湾 176 4%

マレーシア 58 1%

ニュージーランド 42 1%

韓国 17 <1%

タイ 3 <1%

合計 4,612 100%

卸電気の価格は上昇の兆しをみせてい
る。近いうちに卸電気の価格は主として
明示された炭素の価格設定によって影響
されることになるだろう。炭素価格の値
付けが、概して市場で価格が決定される
化石燃料発電事業者の発電コストに影響
するためである。2011年末に向けて、連
邦政府は長期にわたり議論を続けてきた
炭素税に関する法律を成立させた。この
新しい法律では、2012年7月以降排出量
が多い上位500社に対して、1トンあたり
23豪ドルの炭素税を課すというものであ
る。税額は最初の3年は毎年2.5%ずつ引
き上げられ、その後（2015年7月以降）
は排出量取引制度によって決定される。
このクリーンエネルギーに関する法律
は、Contract� for� Closure（CFC）プログ
ラムも含んでいる。当プログラムは、
2020年までに2,000MW相当の排出量の
多い石炭火力発電所の閉鎖を取り決めよ
うとするものである。現在、具体的な基
準が公表されており、ビクトリア州や南
オーストラリア州の褐炭火力発電所が本
プログラムで閉鎖される発電所の筆頭と
なっている。これにより電力構成の大き
な変化が期待され、石炭は、新規のグ
リーンフィールド投資に関し、燃料源と
しての地位をガスや再生可能エネルギー
へ譲ることになる。また影響を受ける発
電所の所有者が市場におけ現在の競争上
の地位について行動オプションを検討す
ることになる場合には、これが潜在的に
ディールの活発化につながることが有り
得る。
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