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Questions & Answers

• Q1. How will the EU, the Dutch government and other EU

governments work together for the European Green Deal?

• A1. The European Union is committed to becoming the first

climate-neutral bloc in the world by 2050. This requires

significant investment from both the EU and the national

public sector, as well as the private sector. The European

Green Deal's Investment Plan - the Sustainable Europe

Investment Plan - will mobilize public investment and help to

unlock private funds through EU financial instruments,

notably InvestEU, which would lead to at least €1 trillion of

investments.

• While all Member States, regions and sectors will need to

contribute to the transition, the scale of the challenge is not

the same. Some regions will be particularly affected and will

undergo a profound economic and social transformation. The

“Just Transition Mechanism” will provide tailored financial

and practical support to help workers and generate the

necessary investments in those areas.

• Q2. The impact of the European Green Deal on the economy

under the situation of COVID-19

• A2. Please refer to this document .

• Q1. EUとオランダ政府ならびに他のEU諸国政府がどの様に連携して
欧州グリーンディールに取り組むのですか。

• A1.欧州連合は、2050年までに世界で最初の気候に中立な構成要素に
なることを約束しています。これには、EUと国家公共部門、および民間
部門の両方からの多額の投資が必要です。 欧州グリーン・ディールの
投資計画であるSustainable Europe Investment Planは、公共投資
を動かし、EUの金融商品、特にInvestEUを通じた民間資金のロック解
除に役立ちます。これにより、少なくとも€1兆の投資が可能になります。

• すべての加盟国、地域、セクターが移行に貢献する必要がありますが、
課題の規模はそれぞれ異なります。一部の地域は特に影響を受け、深
刻な経済的および社会的変革を遂げなければなりません。 「Just

Transition Mechanism」は、雇用支援など、各分野に必要な投資を生
み出すために、財政的かつ実務的支援を提供します。

• Q2.欧州グリーン・ディールがコロナ禍の経済に与える影響について

• A2. 英語となりますが、こちらの資料をご参照ください。
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Questions & Answers

• Q3. Are there any minimum requirements for starting a

business in Europe in future due to the green deal?

• A3. [PwC] Depending on the type of activities to be

conducted in the Netherlands, there may indeed be a number

of elements to consider from an EU Green Deal perspective.

For example, in case of new manufacturing activities

whereby energy efficient machines are used, there are

various tax and cash incentives available from both a Dutch

and EU perspective. Due to proposed changes to the EU

Energy Taxation Directive and the EU ETS, the energy prices

of electricity and natural gas may increase.

• Q4. What specific actions should a company take in

conducting business activities in the Netherlands in future?

• A4. [PwC] As the EU green deal is being implemented in the

coming years, it will be important for companies to

implement a robust net zero strategy. Both production in the

EU, as well as imports into the EU, are expected to be

affected by the proposed Fit for 55 package. Companies that

act timely may benefit from available subsidies and

incentives stimulating the transition to a more sustainable

economy on the one hand, and would at the same time avoid

the cost of increased prices for fossil fuel based production.

• Q3.欧州グリーン・ディールを前提に、今後の欧州でのビジネス立上げ
の際、最低条件はありますか？

• A3. [PwC]オランダ又は欧州で立ち上げる事業の種類にもよりますが、
EU Green Dealの観点から検討する必要のある要素は可能性として
あるかと思います。例えば、エネルギー効率の高い機械を使用する新
たな製造活動の場合、オランダ及びEUの観点から様々な税制上及び
金銭的なインセンティブ制度が利用できる可能性があります。また、最
近欧州委員会より公表されたFit for 55 packageの中にEUエネル
ギー税制指令及びEU排出量取引制度（EU-ETS）の改正案が含まれ
ていますが、これにより電力と天然ガスの価格が上昇する可能性があ
りますので、その点も検討事項になり得るかと思います。

• Q4. 今後オランダでの事業活動を行う上で具体的に企業が取るべき
アクションはなんですか？

• A4. [PwC] EUグリーンディールは今後数年のうちに実施されるため、
企業にとって強固なネット・セロ戦略を実施することが重要になります。
EUでの生産及びEUへの輸入の両方が現在提案されているFit for

55 packageの影響を受けることが予想されています。そのため、企業
にとっては適時に必要なアクションを取ることで、持続可能な経済への
移行を支援する利用可能な補助金やその他インセンティブ制度を利用
できると同時に、化石燃料に頼った生産コストの上昇を回避することが
可能になると考えられます。
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Questions & Answers

• Q5. Regarding the environment (eg, renewable energy ratio

of at least 〇% or more), personnel / labor (eg Works

Council), etc., which should be recognized when considering

expansion into the Netherlands (or EU) -specific laws and

regulations

• A5. It depends strongly on the type and size of the business

which regulations should be adhered to. When considering

an establishment or expansion in the Netherlands, please

contact NFIA first. They can help you with the right

information you need for a business decision.

• Q6. The position and merits of the Netherlands in the EU

• A6. Please refer to this document .

• Q7. About the Geopolitics of the Netherlands

• A7. Please refer to this document .

• Q5. 環境(例：再生エネルギー比率最低〇%以上)、人事・労務(例：
Works Council)等、オランダ進出を検討する上で認識すべきオラン
ダ(乃至EU)特有の法規制等に関して

• A5. これは規制を遵守すべき事業の種類と規模によって大きく異なり
ます。 オランダでの事業設立や事業拡大をご検討される際には、最初
に当局(オランダ経済・気候政策省企業誘致局-NFIA Japan)へお気
軽にご相談ください。皆様のビジネス上の判断に必要な正しい情報を
ご提供いたします。

• Q6. オランダの欧州EUの中での位置づけとメリットについて

• A6. こちらの資料をご参照ください。

• Q7. オランダの地政学的な位置づけについて

• A7. こちらの資料をご参照ください。
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Questions & Answers

• Q8. Understanding that the European Green Deal is a revival

measure for European industries centered on green energy. It

is very difficult for a Japanese company to be involved in a

green energy business in Europe alone, and I think it is

important to establish a partnership with a European

company. Is this correct?

• A8.

• [MUFG] I think that’s right. Europe is leading the way in rule

formation and technological development in the green

business field, and there is a big difference from Japan in

terms of actual emissions and future emission targets.

Therefore, in green business with Europe, it is important to

acquire know-how through partnerships with European

companies and expansion into Europe.

• [Eneco] Yes, I would say it will be easier or more efficent to

partner with European company, because this area links with

well knowledge of government policy, procedure to apply for

subsidy, obtaining permit licenses which local experts are

needed.

• But also notes that there are many company who can support

your activity, for example in energy sector, we Eneco is ready

to support you.

• Q8. 欧州グリーン・ディールは、グリーンエネルギーを軸とした欧州域
内産業の復興策と理解しています。日本企業が単独で欧州域内での
グリーンエネルギー事業に関与することは非常に難しく、欧州企業と
のパートナーシップ確立が肝要と考えます。この理解は正しいですか?

• A8.

• [MFUG] ご認識の通りだと思います。欧州はグリーン事業分野におい
て先行してルール形成や技術開発を行っており、排出量の実績や今
後の排出目標においても、日本と大きく差がついております。その為、
欧州とのグリーンビジネスにおいては、欧州企業とのパートナーシップ
や欧州域内への進出によるノウハウ獲得が肝要であると考えます。

• [Eneco] はい、グリーンエネルギー分野は政府の政策・補助金の申
請手続き・許認可取得の為のノウハウ、といった点が重要となります
ので、ヨーロッパ地場企業との提携を通じたアプローチの方が簡単ま
たは効率的だと思います。

• また、皆さまのそれぞれの活動をサポートできる会社は欧州には多岐
にわたると思いますが、エネルギー部門のなかでは私たちEnecoが
皆さまを是非サポートさせて頂ければと思います。
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Questions & Answers

• Q9. There are various green measures such as renewable

energy, hydrogen, and carbon capture. Are you really

focusing on some of the measures in Europe? Or is it being

tackled in all directions?

• A9. It depends on the country in the EU which item is

emphasized and which not. The Netherlands is focusing on

hydrogen as an energy source as it has an extensive network

of gas pipes all over the country which can be re-used for the

transport of Hydrogen. The Dutch Government has also

announced a massive investment of €2.1 billion in what it

claims to be Europe’s first and largest carbon capture and

storage project. The ‘Porthos’ project, which is being

developed by a group of companies, including oil giants

Royal Dutch Shell and ExxonMobil, will capture carbon

emissions from factories and refineries in the Port of

Rotterdam, the Netherlands, transport and store them in

empty gas fields beneath the North Sea.

• Q9. グリーン施策といっても、再生可能エネルギー・水素・カーボン
キャプチャーなど、様々な取り組みがあるかと思います。実際に、欧州
でどれかの施策に重きをおいているのでしょうか。それとも全方位的に
取り組まれているのでしょうか。

• A9.どの施策に重きをおいて、どの施策に重きをおかないかは、EU各
国によって異なります。オランダは、水素の輸送に再利用できるガスパ
イプの広範なネットワークを全国に持っているため、エネルギー源とし
て水素に焦点を合わせています。またオランダ政府は、欧州で最初で
最大の炭素回収・貯留称するプロジェクトに€21億という巨額の投資を
発表しました。石油大手のRoyalDutch ShellやExxonMobilなどの
企業グループによって開発されている「Porthos」プロジェクトは、工場
や製油所から排出される炭素を回収し、オランダのロッテルダム港か
ら、北海の下にある空のガス田へ輸送し保管するものです。
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Questions & Answers

• Q10. About future trends of Green Deal, especially the utilization of

recycled plastics

• A10. (Public information)

• Denso Corporation
• In April 2020, invested in the Certhon Build B.V., a Dutch facility gardening company that

operates mainly in Europe and the United States.

• In September 2021, the DENSO Group issued the first sustainability bond to further promote

sustainability management (Morgan Stanley participated as the lead managing underwriter).

• Bridgestone Corporation
• Bridgestone Europe (BSEMIA), a European group company, announced that it has entered

into a long-term partnership with the EVBox Group of the Netherlands, which handles

electric vehicle (EV) charging solutions. With this agreement, approximately 3,500 charging

stations will be newly established at BSEMIA's retail and solution network in the next five

years.

• Teijin Limited
• Teijin Aramid B.V. (Netherlands), which develops the aramid business in the Teijin Group,

has developed a production technology for the para-aramid fiber "Twaron" using bio-

derived raw materials in collaboration with partner companies. Lightweight, excellent

strength and durability, para-aramid fiber "Twaron" is used in a wide range of applications

such as automobiles, aviation containers, and protective clothing, and has established a

solid position in the global market. Uses petroleum-derived raw materials, and there was no

production technology using bio-derived raw materials. However, they confirmed that the

technological development has succeeded in pilot production of "Twaron", which is 92% of

the raw material derived from biotechnology, also it is possible to significantly reduce CO2

emissions in "Twaron" manufacturing process.

• Mitsubishi Corporation
• Through Diamond Chubu Europe B.V., which was jointly established by Mitsubishi

Corporation and Chubu Electric Power, acquired the shares of Eneco, which operates a

comprehensive energy business in Europe, for EUR4.1 billion.

• Mitsubishi Corporation announced that it will build a hydrogen supply network in the

Netherlands in collaboration with Chiyoda Corporation and others. It is shipped from the

region where hydrogen is produced and supplied to Europe through the Port of Rotterdam.

Utilize the technology of Chiyoda Corporation, which transports hydrogen at normal

temperature and pressure. Will start commercial operation of the plant in 2026 and aim to

handle 400k tons in 30 years.

• Q10.オランダでのグリーンディール取り組みの好事例はありますか？

• A10. （公開情報）
• 株式会社デンソー様
• 2020年4月、欧米を中心に事業展開するオランダの施設園芸事業者であるセルトングループ

（Certhon Build B.V.）に出資。
• 2021年9月、サステナビリティ経営のさらなる推進に向けて、デンソーグループとして初めてサ

ステナビリティボンドを発行(主幹事証券としてモルガンスタンレーが参加)。

• 株式会社ブリヂストン様
• 欧州グループ会社ブリヂストン・ヨーロッパ(BSEMIA)が、電気自動車(EV)充電ソリューション

を手掛けるオランダのEVBoxグループなどと長期パートナーシップを締結したと発表.この締
結によりBSEMIAが保有する小売り・ソリューションネットワーク拠点に今後５年間で約3,500

基の充電スタンドを新設。

• 帝人株式会社様
• 帝人グループでアラミド事業を展開するテイジン・アラミドB.V.（オランダ）は、パートナー企業と

の共同により、バイオ由来の原料を使用したパラ系アラミド繊維「トワロン」の生産技術を開
発。軽量で優れた強度や耐久性を持つパラ系アラミド繊維「トワロン」は、自動車、航空用コン
テナ、防護服など幅広い用途で使用されている。グローバル市場において確固たる地位を築
いているが、従来、生産には石油由来原料が使用され、バイオ由来原料による生産技術は存
在しなかったが、当社の技術開発により、原料の92%がバイオ由来である「トワロン」のパイ
ロット生産に成功し、同時に「トワロン」の製造プロセスにおけるCO2排出量を、従来に比べて
大幅に削減できることも確認した。

• 三菱商事株式会社様
• 三菱商事と中部電力が共同で設立したDiamond Chubu Europe B.V.を通じて、欧州で総合

エネルギー事業を展開するEneco社の株式を約41億ユーロ（約5千億円）で買収。
• 三菱商事は、千代田化工建設などと組み、オランダで水素の供給網を構築すると発表。水素

を製造する地域から運び、ロッテルダム港を通じて欧州に供給する。水素を常温常圧で輸送
する千代田化工の技術を活用。2026年からプラントの商用運転を始め、30年に40万トンの取
り扱いを目指す。
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Questions & Answers

• Q11. About the current trend and future trends of green deals,

especially the utilization of recycled plastics, and EU / the

Netherlands environment-related regulations (such as the

abolition of the use of plastic consumables for consumers)

• A11. Please join a webinar, which NFIA hosts in November

2021. The webinar will be about realizing the Circular

Economy in the Netherlands, impact on disposable plastics

and Circular Supportive Ecosystem.

• Also, please refer to this document as well.

• Q12. About the European climate change measures and

energy policy

• A12. Please refer to this document .

• Q13. About energy policy in Eastern Europe

• A13. NFIA would refrain from commenting on this question

as it does not concern the Netherlands.

• Q11. グリーンディール、特にリサイクル・プラスチック活用や、 EU・オ
ランダの環境関連規制(消費者向けプラスチック消耗品の使用廃止等)

の現状動向や今後のトレンドについて

• A11. 2021年11月に使い捨てプラスチックの規制などを事例にあげな
がら、サーキュラーエコノミーの実現に向けたオランダの支援環境をご
紹介するウェビナーを開催予定です。是非ご参加ください。

• また英語となりますが、こちらの資料も併せてご参照ください。

• Q12.欧州気候変動対策、エネルギー政策について

• A12. こちらの資料をご参照ください。

• Q13.東欧のエネルギー政策について

• A13. こちらのご質問に対する当局(オランダ経済・気候政策省 企業誘
致局 NFIA-Japan)からのコメントは差し控えさせて頂きます。
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Questions & Answers

• Q14. EU and UK environmental policies after COP26

• A14. During the Environment Council of 6 October 2021, EU

environment ministers approved conclusions setting the

EU’s position for the United Nations climate change summit

(COP26) in Glasgow, UK. The conclusions emphasize the

extreme urgency to step up the global response to address

the climate emergency and underline the need for a just and

fair climate transition across the world.

• The conclusions call upon all parties to:

✓ come forward with ambitious targets

✓ recognize the need to step up adaptation efforts

collectively

• They invite other developed countries to increase their

contributions to jointly mobilize USD 100 billion per year until

2025

• Q14. COP26後のEU及び英国の環境政策について

• A14. 2021年10月6日の環境評議会で、EU環境大臣は、英国グラス
ゴーで開催される国連気候変動サミット（COP26）に対するEUの立場
を設定する結論を承認しました。それは、気候の緊急事態に対処する
ため、世界的な対応を強化するという緊急性を強調するとともに、世界
中で公正かつ公平な気候変動の必要性を訴えていくというものです。

• 結論は、すべての当事者に次のことを求めています：
✓ 遠大で志の高い目標を掲げる
✓ 集合的な適応努力の強化の必要性を認識する

• 2025年までに年間US$1,000億を共同出資するため、他の先進諸国
へ貢献を増やす呼びかけをしています。

THE EUROPEAN GREEN DEAL AND THE NETHERLANDS WEBINAR 29SEP2021



Questions & Answers

• Q15. About the current state of the EU in carbon neutrality

• A15.

• [MUFG] Since the European Commission declared the

"European Green Deal" in December 2019, the European

Commission has taken the lead in formulating emission

reduction targets, developing regulations, and allocating

budgets. Most recently, in July 2021, they announced a more

specific countermeasure plan based on a comprehensive

plan called “Fit for 55”. (Example: In 2035, the sale of new

vehicles such as gasoline vehicles including HVs will be

virtually banned. Border carbon adjustment measures will be

established. And the EU emissions trading system will also

target the shipping industry.)

• Under this European GD, Investment by each country and

each company is also becoming active, and each country

provides incentives for investment that contributes to

emission reduction, supports projects that support the

transition to electric vehicles, also new businesses in private

companies. The announcement of the conclusion of alliances

between companies and the establishment of new factories is

prominent.

• Q15. カーボンニュートラルのEUの現状について

• A15.

• [MUFG] 2019年12月に欧州委員会が“欧州グリーン・ディール”を宣
言して以降、 欧州委員会が中心となり、排出削減目標の策定や規制
の整備、予算配分等が行われております。直近では2021年7月に“Fit

for 55”という包括案により、より具体的な対策案を発表しています。
• （例： 2035年にガソリン車（含むHV）などの新車販売を実質禁止、国
境炭素調整措置の創設、EU排出量取引制度で海運業も対象に道路
交通・ビルを対象にした新たな排出量取引制度）

• この欧州GDの元、各国、各企業の投資も活発化しており、各国では
排出量削減に寄与する投資に対するインセンティブの付与や、電気自
動車への移行を支援するプロジェクトへの支援を行うほか、民間企業
においても、新規ビジネスに対応すべく企業同士のアライアンス締結、
新規工場設立の発表が目立っています。
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Questions & Answers

• Q16. The current state of the Netherlands in carbon neutrality

• A16. The Dutch government has introduced ambitious

measures to reduce CO2 emissions from industry in line with

its National Climate Agreement, which calls for a 95% cut in

the country’s greenhouse gas emissions by 2050, and a 49%

cut by 2030, from 1990 levels. The Dutch approach combines

a commitment to gradually raising carbon prices over time

with ambitious government support for developing and

deploying green technologies.

• Q17. EU and Dutch government support for technology of

carbon neutrality

• A17. Please refer to this Dutch government support

• Q18. Carbon Tax in the Netherlands

• A18. The Netherlands is introducing a carbon levy/tax in 2021

that complements the existing EU Emissions Trading System

3. The tax starts at €30 per ton and is set to rise to €125 by

2030.

• Q16.オランダの脱炭素について

• A16. オランダ政府は、2050年までに国の温室効果ガス排出量を
1990年レベルから95％削減し、2030年までに49％削減することを求
める国家気候協定に沿い、産業からのCO2排出量を削減する大胆な
対策を導入しました。オランダのアプローチは、時間の経過とともに炭
素価格を徐々に引き上げるというコミットメントとグリーンテクノロジー
の開発・展開に対する政府の積極的支援を組み合わせたものです。

• Q17.脱炭素技術に対するEU及びオランダ政府の支援体系について

• A17. 英語となりますが、こちらのオランダ政府のサポートをご参照くだ
さい。

• Q18.オランダのCarbon Taxについて

• A18. オランダは、既存のEU排出権取引システム3を補完する炭素賦
課/税を2021年に導入しています。税金は1トンあたり€30から始まり、
2030年までに€125に引き上げられる予定です。
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Questions & Answers

• Q19. Hydrogen energy introduction status, plans, policies and

scenarios for the realization of a hydrogen society in the

Netherlands (Hydrogen Business)

• A19.

• [PwC] Although hydrogen technology is still at an early stage,

it is one of the main pillars to enable the transition from

conventional energy sources / fossil fuels to renewable

energy sources. Hydrogen can be used as a carrier of

generated renewable energy from PV and wind. In the

Netherlands, the natural gas infrastructure of GasUnie is

already being adjusted (with government support) to make it

compatible with transporting hydrogen. Both from a Dutch

and EU perspective significant subsidies are available for

investments and innovations relating to hydrogen.

• Q19. オランダにおける水素エネルギーの導入状況、計画、水素社会
の実現に向けた政策、シナリオについて(Hydrogen Business)

• A19.

• [PwC]水素技術はまだ初期段階にありますが、化石燃料（Fossil

fuels）等の従来型のエネルギー源（conventional energy sources）

から再生可能エネルギーへの移行を可能にする主要な柱の一つです。
水素は、太陽光発電や風力発電から生成される再生可能エネルギー
の運搬体として利用できます。オランダのガス輸送・貯蔵等のインフラ
会社であるガスニー社（GasUnie）は、政府の支援を受けて水素の輸
送インフラの整備を現在進めているようです。オランダとEUの両観点
から、今後水素関連投資に対する助成金の利用が可能となることが見
込まれます。
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Questions & Answers

• Q20. In addition to the role that hydrogen plays in the energy

transition in Europe, how much people are interested in?

• A20. The Dutch National Climate Agreement includes an

ambitious target for hydrogen and is supported by a large

and broad group of stakeholders. Industrial clusters and

ports regard hydrogen as an indispensable part of their future

and sustainability strategy. For the transport sector, hydrogen

(in combination with fuel cells) is crucial to achieving zero

emissions transport.

• The agricultural sector has identified opportunities for the

production of hydrogen and for its use. Cities, regions and

provinces are keen to get started on implementing hydrogen.

• The government embraces these targets and recognizes the

power of the framework for action demonstrated by so many

parties. The focus on clean hydrogen in the Netherlands will

lead to the creation of new jobs, improvements to air quality

and, moreover, is crucial to the energy transition.

• Reference material : https://www.iphe.net/netherlands

• Q20. 欧州におけるエネルギー転換の部分で、水素が果たす役割に加
えて、その関心はどの程度あるものなのでしょうか？

• A20. オランダの国家気候協定には、水素に関する大胆な目標設定が
含まれています。それは大規模で幅広い利害関係者たちによってサ
ポートされています。

• 産業クラスターと港湾は、水素を将来の持続可能性戦略の不可欠な要
素と見ています。

• 輸送セクターにとって、水素（燃料電池との組み合わせ）はゼロエミッ
ション輸送を達成するために重要です。

• 農業セクターは、水素の生産とその使用についての特定をしました。
都市、地域、州は水素の導入に熱心に取り組んでいます。

• 政府はこれらの目標を受け入れ、非常に多くの関係各所によって実証
された行動の枠組みを認知しています。オランダがクリーンな水素に焦
点を当てることは、エネルギー転換に向けて極めて重要であり、空気
の質の改善だけでなく、新しい雇用の創出にもつながります。

• 参考資料(英語): https://www.iphe.net/netherlands
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Questions & Answers

• Q21. The Netherlands is more advanced than Japan in the

green economy and system, and we are considering

exporting its excellent technologies and products to Japan

and Asia. Please introduce the products of such Dutch

manufacturers (eg; hydrogen stations that can be exported,

processing equipment, equipment, etc. for using gas

pipelines for hydrogen).

• A21. Please contact NFIA Japan for more in detail on how we

can help you.

• Q22. There is a lot of budget from the Dutch government for

carbon neutrality. Is there a subsidy for the installation of

solar power and heat pumps for the general public people?

• A22. Yes, you get subsidies for buying and using solar

panels and heat pump equipment.

• Q21. グリーン経済・システムは日本と比べオランダが進んでおり、そ
の優れた技術や製品を日本やアジアへ輸出する事を検討していま
す。そのようなオランダメーカーの製品（例:輸出対応可能な水素ス
テーション、ガスパイプラインを水素に利用する為の加工設備、装置
等）を紹介ください。

• A21. 具体的詳細については、当局(オランダ経済・気候政策省企業誘
致局 NFIA-Japan)へ、お気軽にお問い合わせください。

• Q22. 脱炭素に向けてオランダ政府の予算が多く出ていますが、一般
住民への太陽光やヒートポンプ等設置への補助金はありますか?

• A22. はい、ソーラーパネルとヒートポンプ装置を購入し使用するため
の補助金があります。
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Questions & Answers

• Q23. Is there a specific incentive (subsidy or tax reduction

system) for selling heat pump products (for private use)?

Also, are there any concrete moves toward decarbonization

that fossil fuels, such as boilers that use gas, will no longer

be available for sale or installation?

• A23. There is no incentive for selling heat pump products.

• The Netherlands wants to reduce usage of gas and by 2050

the usage of gas for cooking and heating will be totally

abolished.

• Q24. Future trends of low GWP refrigerants installed in air

conditioners and heaters

• A24. The conclusion of the EC report on air conditioners is

that mono-split air conditioners (split systems with one

indoor unit) without the use of F-gases are technically

possible. This applies to air conditioners with a cooling

capacity of less than 7 kW. They can be charged with R290

(propane) refrigerant, unless national legislation prohibits its

use. The impact could be significant, given that HFC

refrigerant in small split air conditioners accounts for 38

percent of all HFC imports in pre-charged appliances.

• Q23. ヒートポンプ製品販売（家庭用）への具体的なインセンティブ（補
助金や減税制度）の仕組みがありますか？詳細内容を教えていただ
きたいです。また、脱炭素に向けて、化石燃料、例えば、ガスを使った
ボイラーなどは、今後販売・設置ができなくなるような具体的な動きは
あるのでしょうか？

• A23. ヒートポンプ製品を販売するためのインセンティブはありません。
オランダはガスの使用量を減らしたいと考えており、2050年までに調
理と暖房のためのガスの使用は完全に廃止されます。

• Q24.空調暖房機に搭載する低GWP冷媒の今後の動向について

• A24. エアコンに関するECレポートの結論では、F-ガスを使用しないモ
ノスプリットエアコン（1台の室内ユニットを備えたスプリットシステム）は
技術的に可能であるということです。これは、冷却能力が7kW未満の
エアコンに適用されます。国の法律で使用が禁止されない限り、R290

（プロパン）冷媒を充填することができます。小型スプリットエアコンの
HFC冷媒が、プリチャージされた電化製品のすべてのHFC輸入の
38％を占めることを考えると、影響は重大である可能性があります。
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Questions & Answers

• Q25. Information on nuclear power in the Netherlands.

• A25. About 10% of the electricity used in the Netherlands

comes from 1 nuclear power plant in Borssele. There are no

plans to build any new nuclear power plants.

• Q26. Positioning of biomass in renewable energy.

• A26. Dutch central government supports the development of

new technologies for generating biomass energy, for

instance through the SDE grant scheme.

• Please refer to this document too.

• Q27. Renewable energy utilization (by type), GHG absorption

trends, sustainable agriculture and related business trends

• A27. Please refer to this document. Also, this document too.

• Q28. About Fit for 55.

• A28. The European Fit for 55 climate package requires the

Netherlands to reduce its greenhouse gas emissions more by

2030 than the Netherlands' current Climate Agreement will

achieve, the Netherlands' Environmental Assessment Agency

(PBL) said. Parliament asked the PBL to analyze what the Fit

for 55 package, the joint climate goals for the EU, means for

the Netherlands. Currently awaiting the result of this analysis.

• Q25.オランダの原子力関係の情報について

• A25. オランダで使用される電力の約10％は、ボルッセレにある唯一
の原子力発電所から供給されています。新しい原子力発電所を建設
する計画はありません。

• Q26.再生可能エネルギーの中でのバイオマスの位置づけについて

• A26. オランダの中央政府は、たとえばSDE助成金制度を通じて、バイ
オマスエネルギーを生成するための新技術の開発を支援しています。
また英語となりますが、こちらの資料も併せてご参照ください。

• Q27. 再生可能エネルギーの利活用状況（種類別）、GHG吸収に関す
る動向、持続可能な農業と関連ビジネスに関する動向について

• A27. こちらにつきましても、こちらの資料がご参考になるかと思います。
また、こちらの資料も併せてご参照ください。

• Q28. Fit for 55について

• A28. European Fit for 55気候パッケージはオランダに対し、温室効
果ガス排出量削減について、現在のオランダの気候協定が示す達成
を、2030年までに実現するようオランダに要求している、とオランダの
環境評価機関（PBL）は述べています。議会はPBLに、EUの共同気
候目標であるFit for 55パッケージがオランダにとって何を意味するの
かを分析するよう求めました。現在、この分析の結果を待っています。
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Questions & Answers

• Q29. The Netherlands has a high awareness of the residents'

behavior regarding environmental issues, such as sorting

out garbage like Japan in the EU. Are there any efforts other

than the recommendation of solar panels for decarbonization

that directly involve the residents?

• A29.

• [Eneco] As explained during my presentation, citizen will be

the key player from now on to achieve net-zero. In addition to

solar panels and shifting to green power, heat pump, home

battery, home charging station and shifting gas to

electrification needs to be led by B2C customer. Also, end-

consumer considering carbon footprint will lead to make

B2B greener.

• Q30. Details of LCA

• A30. Please contact NFIA for further details considering this

question.

• Q29. オランダはEUの中でも日本の様にゴミ出し分別したりと環境問
題に対し住民の行動意識が高いと思います。脱炭素化につき太陽光
パネル推奨以外に直接住民が関わるような取り組みはありますか？

• A29.

• [Eneco] プレゼンテーションで説明したように、これからは我々市民
一人一人がnet-zeroを実現するための主要プレーヤーとなります。
ソーラーパネルのみならず、グリーン電力への移行、ガスボイラーか
らヒートポンプへの転換、家庭用バッテリー・家庭用充電ステーション
導入、といったようにガスから電化への移行等を通じ、B2Cのお客様
自身が主体的に関わっていくような取組もあり、Enecoとしては正にこ
の領域をお客様と共に進めていければと思います。 また、CO2を考
慮した最終消費者としての意識改革は、B2B産業をよりグリーンに加
速させることにもつながると考えます。

• Q30. LCAの詳しい内容

• A30.こちらについては、当局(オランダ経済・気候政策省企業誘致局
NFIA-Japan)へ、お気軽にお問い合わせください。
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Questions & Answers

• Q31. What are the implications and expected benefits for the

food industry or consumers?

• A31.

• [PwC] The Green Deal package contains, amongst others, a

specific program called 'Farm to Fork Strategy' to accelerate

the transition to a sustainable food system. In this regard, a

proposal for a legislative framework for sustainable food

systems will be put forward to support implementation of the

strategy and development of sustainable food policy. Also,

the EU Commission will develop a contingency plan for

ensuring food supply and food security and will support the

global transition to sustainable agri-food systems through

its trade policies and international cooperation instruments.

• Q31. 欧州グリーン・ディールによる、食品業界または消費者への影
響や期待される効果は何ですか?

• A31.

• [PwC] 欧州グリーンディールパッケージには、持続可能な食料システ
ムへの移行を加速するための「Farm to Fork Strategy（農場から食
卓まで戦略）」という、農家・企業・消費者・自然環境が一体となり、共
に持続可能な食料システムを構築する戦略が含まれています。またこ
れを実現するために、持続可能な食料政策の戦略の実施・開発を支
援するための立法的枠組みの提案が提出される予定です。欧州委員
会は、食料供給と食料安全保障を確保するための危機管理計画を策
定し、貿易政策と国際協力手段を通じて持続可能な農業・食料システ
ムへの世界的な移行を支援するとしています。そのため、質問の回答
としては、持続可能な食料システムへの移行を支援する流れによる影
響が今後グリーンディールの観点から見込まれるかと思います。
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Questions & Answers

• Q32. Will it be a complete transition to electric vehicles, and

if so, when exactly?

• A32. The European Commission wants to put an end to

combustion engines that run on petrol or diesel from 2035. If

it is up to Brussels, car manufacturers will be obliged to emit

zero percent CO2 from that year. This is not possible with

petrol or diesel cars, according to an ambitious climate plan.

• Q33. Do you have any advantage to purchase new vehicle

subjected to the green energy foreseeing 2035? Or there's

any disadvantage to purchase obsolete gasoline cars before

2035? Corporate tax will be different between electric

vehicles and gasoline?

• A33.

1. Please refer to this document.

2. Not yet disadvantage for buying gasoline cars.

3. Also, refer to this document.

• Q32. 電気自動車に完全移行するのでしょうか、するとすれば時期は
具体的にいつごろになりますか？

• A32. 欧州委員会は、2035年からガソリンまたはディーゼルで稼働す
る燃焼エンジンを廃止したいと考えています。これを軸とした場合、自
動車メーカーはその年からCO2の排出ゼロパーセントの義務がありま
す。このような大胆な気候計画によると、つまりそれはガソリン車や
ディーゼル車では達成が不可能ということになります。

• Q33. 2035年を見越してグリーンエネルギーの対象となる新しい車を
購入する利点はありますか？または、2035年より前に廃止されたガソ
リン車を購入することに不利な点はありますか？法人税は電気自動
車とガソリンで異なりますか？

• A33.

1. まず、こちらの資料をご覧ください。

2. ガソリン車を買うのにまだ不利ではありません。

3. また、こちらの資料もご参照ください。

(※ オランダ語です。翻訳機能をお使いください。)
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Questions & Answers

• Q34. What are the trends in the medical industry in Europe?

• A34. Please contact NFIA for more specific questions

concerning Life Science and Health. As for regulation of

medical devices, NFIA held a webinar in June 2021. Please

refer to this as well.

• Q35. In horticulture and its supply chain, global reach by the

Dutch industry in advancing efficient/sustainable agriculture.

• A35. Please refer to this document.

• Q36. About Facility Gardening Net Zero Green House.

• A36. Please refer to this document.

• Q37. Introducing the implementation status of cutting-edge

technology associated with civil engineering projects

• A37. Please contact NFIA to discuss what kind of civil

engineering projects and what kind of cutting-edge

technology.

• Q34.欧州におけるメディカル産業の動向はどうですか？

• A34.ライフサイエンス&ヘルスに関するより具体的なご質問につきま
しては、当局(オランダ経済・気候政策省企業誘致局 NFIA-Japan)へ
お気軽にお問い合わせください。また、メディカルディバイスに関しま
して、2021年6月に当局主催のウェビナーを行いましたので、併せて
こちらもご参照ください。

• Q35. 園芸とそのサプライチェーンにおいて、効率的で持続可能な農
業を推進する上でのオランダの産業による世界的な広がりについて。

• A35. 英語となりますが、こちらの資料をご参照ください。

• Q36.施設園芸ネットゼログリーンハウスについて

• A36. 英語となりますが、こちらの資料をご参照ください。

• Q37.土木事業に伴う最先端技術の実装状況の紹介について

• A37. オランダにも様々な土木プロジェクトや、それにまつわる最先端
技術が展開されています。具体的な内容に関しましては、当局(オラン
ダ経済・気候政策省企業誘致局 NFIA-Japan)へ、お気軽にお問い
合わせください。
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Questions & Answers

• Q38. industry 4.0

• A38. Please contact NFIA to discuss what aspect would you

like to know about industry 4.0.

• Q39. Interested in trends in sustainable finance and stories

from people involved in SFDR.

• A39. Please refer to this document.

• Q40. Changes in logistics and response to COVID-19.

• A40.

• [PwC] It is difficult to point out the main changes of COVID

on (global) logistics, but what we see in practice is that

governments in the EU are actively stimulating companies to

'onshore' activities that are considered to be crucial for the

EU market and may be willing to provide incentives for these

relocations. As for the COVID relief measures, the Dutch

government recently announced to withdraw its relief

measures since these are considered no longer to be

necessary. This development of phasing out the COVID relief

measures is also the case for other (EU) jurisdictions.

• Q38. industrie 4.0について

• A38. industrie 4.0 につきまして、具体的なご質問がございましたら、
当局(オランダ経済・気候政策省企業誘致局 NFIA-Japan)へ、お気
軽にお問い合わせください。

• Q39. サステナブルファイナンスの動向、SFDR関係者のお話に興味
を持っています。

• A39. 英語となりますが、こちらの資料をご参照ください。

• Q40. コロナ禍における物流の変化と対応について

• A40.

• [PwC] COVID-19禍での（グローバル）ロジスティクスに関する主な

変化と対応状況についてコメントさせて頂くのは難しいですが、実際
に見られるのは、EUの各政府が、EU市場にとって重要であると考え
られている「オンショア」活動を企業へ積極的に促していることです。
そして、 これらの移転にインセンティブを提供する用意があります。
COVID-19救済措置については、オランダ政府は最近、救済措置が
不要になったと考えられるため、撤回することを発表しました。
COVID-19救済措置を段階的に廃止するというこの進展は、他の
（EU）管轄区域にも当てはまります。
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Questions & Answers

• Q41. Post-COVID-19, European logistics: IT/ICT environment

improvement

• A41. Among the international supply chain continues to

change and coordinate due to COVID-19 pandemic, Brexit,

etc., the Netherlands continues to adapt to challenges and

remains the leading logistics hub for European distribution.

• The world around us is changing rapidly and sustainability

is no longer a choice. Sustainability, robotization and

automation are also essential elements in the logistics

sector.

• Digitization efficiently organizes logistics processes,

optimizes storage and transportation, and makes them

predictable, requiring less personnel and space for storage.

For example, HIDC's large e-commerce member warehouse,

the operational process there is almost completely

automated. By using the autostore, it is now possible to

store five times as much as the conventional size. Packing is

also done by robots.

• Digital fitness and digital security will become increasingly

important.

• Q41.欧州の物流、ポストコロナのIT/ICT環境整備について

• A41. COVID-19のパンデミック、Brexit、等、国際的なサプライチェー
ンの変化と調整が続く中、課題に適応し続けるオランダは、現在も欧
州流通の主要なロジスティクスハブであり続けています。

• 私たちを取り巻く世界は急速に変化し、持続可能性はもはや選択で
はなくなりました。持続可能性、ロボット化、自動化は、物流セクター
においても必要不可欠な要素となっています。

• デジタル化により、物流プロセスを効率的に整理し、保管と輸送を最
適化し、予測可能にすることで、必要な人員と保管のためのスペース
はより少なくなります。例えば、HIDCの大規模なeコマースメンバーの
倉庫を取り上げてみると、ここでの運用プロセスはほぼ完全に自動化
されています。オートストアを使用することで、従来の広さで5倍の量
を保管することができるようになりました。梱包もロボットによって行わ
れています。

• デジタルフィットネスとデジタルセキュリティはますます重要になってい
くでしょう。
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Questions & Answers

• Q42. Policy on Dutch ports, airports, trucking and

warehousing

• A42. This could be found at here and explains the NL's

logistics position well. There are also plenty of downloads

available. The basis of the Dutch logistics success is an

excellent infrastructure, leading main ports, competitive

logistics service providers and the strategic location of the

Netherlands within Europe. In addition, the sector can boast

of innovative logistics knowledge institutes, a range of

network organizations and an internationally oriented, tax-

attractive business climate.

• Q42.オランダの港湾・空港・トラック運送倉庫に関わる政策について

• A42. これについては、こちらをご参照ください。英語ですが、オランダ
の物流について詳しく説明しています。またダウンロード資料も各種
ご用意しています。オランダの物流の成功基盤は、優れたインフラス
トラクチャ、主要なメインポート、競争力のあるロジスティクスサービス
プロバイダー、およびヨーロッパ内におけるオランダの戦略立地です。
さらに、革新的な物流知識機関、さまざまなネットワーク組織、国際的
志向の、魅力的な税制やビジネス環境が整っています。
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日本事務所所在地
NETHERLANDS FOREIGN INVESTMENT AGENCY (NFIA)

【東京】
〒105-0011
東京都港区芝公園3-6-3 
オランダ大使館内
TEL: 03 5776 5520

【大阪】
〒541-0041

大阪市中央区北浜1-1-14 北浜1丁目平和ビル8B

在大阪オランダ王国総領事館内
TEL: 06 6484 6360

japan.investinholland.com

contact-us@nfia-japan.com



We roll out the orange carpet

INVEST IN HOLLAND NETWORK

We connect you
with local networks, regulators, 
clusters and consultants.

We organize
custom-made fact finding trips for 
your investment project.

We inform you
about incentives, business locations, 
regulations and procedures.

We provide
confidential and free support.

Invest in Holland is the national network of the NL Foreign Investment Agency 
(NFIA), an operational unit of the Dutch Ministry of Economic Affairs and Climate 
Policy, and our regional and local partners. Together we support foreign companies 
to set up and expand their business in the NL.

皆様の投資プロジェクトに適応した、オー
ダーメイドの現地視察プログラムを作成し
ます。

皆様のご要望に合う、オランダ各地のネッ
トワークや規制当局、クラスター、コンサル
タント等、をご紹介します。

オレンジ色カーペットをロールアウト

Challenges & Objectivesインベスト・イン・オランダ Invest in Holland (IiH)

「インベスト・イン・オランダ(IiH)」は、オランダ経済・気候政策省企業誘致局（NFIA）と、
オランダ各地の経済開発機構とで成り立つ、全国ネットワークの政府機関です。
私たちは、オランダで事業を立ち上げ、さらに発展・拡大しようとするグローバル企業を
支援しています。

最適な拠点、規制、インセンティブプログ
ラムやその手順など、様々な情報をご案
内します。(個人事業主様向け相談窓口は異なります)

政府機関組織として責任をもって、ご共有
いただく情報は部外秘、ご提供する各種
サービスは無償、で行っています。



終了

欧州グリーン・ディールとオランダ

インベスト・イン・オランダ (オランダ経済・気候政策省企業誘致局 他)


