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マレーシア  2012年7月17日（火曜日）

環境調査団体ＡＷＥＲ、ＦＩＴ制度など批判［公益］
シンクタンクのマレーシア水・エネルギー調査協会（ＡＷＥＲ）は15日、ナジブ首相
に向けて、再生可能エネルギーで発電した電力の固定価格買い取り制度（フィード・イ
ン・タリフ＝ＦＩＴ）や、持続可能エネルギー開発庁（ＳＥＤＡ）に関する問題をまと
めた公開質問状を送ったと発表した。

ＡＷＥＲは質問状の中で、ＦＩＴの買い取り基準の算定方法が不透明であると指摘。
また、ＦＩＴが再生可能エネルギーの利用拡大にどれほどの効果を挙げているのか疑問
だとも訴えた。
ＡＷＥＲはほか、ＳＥＤＡの業務はエネルギー・環境技術・水資源省が、研究開発
（Ｒ＆Ｄ）については科学技術省が担当することが可能と指摘。ＳＥＤＡの権限が小さ
いことも上げ、こうした組織を設立することは税金の無駄と一蹴（いっしゅう）してい
る。
ＡＷＥＲはナジブ首相に対し、これらの問題について調査を行う独立した機関の設置
を要求している。
ＡＷＥＲは、水やエネルギー事業の専門家が集まってできたリサーチ団体が元にな
り、10年９月に設立された。国内の無収水について調査を進めるほか、持続可能エネル
ギーや環境問題などに関して、政府に意見を提出している。

ツイート 5

［Ｐ Ｒ］ 【NNAのメールマガジン】各国記事の見出し、コラムも毎日掲載。緊急時には速報配信も。
［Ｐ Ｒ］ 【書籍】ホンダ式 一点バカ 強い人材のつくり方 (朝日新書)
［Ｐ Ｒ］NNA POWERのスマートフォン版をリリース！通勤や出張などでデスクに向かうお時間のないとき
にぜひご活用ください。

【マレーシア】 富士通、今期売上目標26～30％増［ＩＴ］（07月24日）
【マレーシア】 テイクオフ：クアラルンプール中央駅…［社会］（07月24日）
【マレーシア】 ジェトロ、中小企業の進出支援：販売・商談会を開催、被災地企業も［経
済］（07月24日）
【マレーシア】 ＲＭ＝24.6円、＄＝3.17ＲＭ（23日）［金融］（07月24日）
【マレーシア】 文秀ホンダ、新型二輪車「フューチャー」発表［車両］（07月24日）
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【マレーシア】 半導体イナリが増資、同業買収で資金調達［製造］（07月24日）
【マレーシア】 サイム、リベリアにパーム油貯蔵施設を計画［農水］（07月24日）
【マレーシア】 ラブアンのハラル食品ハブ、来年に供用開始へ［食品］（07月24日）
【マレーシア】 セパンゴールドコースト、中国企業と複合開発［建設］（07月24日）
【マレーシア】 エアアジア、空港移転でバンコク発着便予約中断［運輸］（07月24日）
【マレーシア】 中銀、モバイルバンキング提携を拡大［金融］（07月24日）
【マレーシア】 ＳＭＥバンク、イスラム債30億リンギ発行へ［金融］（07月24日）
【マレーシア】 ５月の失業率3.0％、前月から横ばい［労働］（07月24日）
【マレーシア】 イスカンダル、累計投資額が954億リンギに［経済］（07月24日）
【マレーシア】 ガソリン補助の見直し検討、副財務相［経済］（07月24日）
【マレーシア】 ６月メーカー別販売、日産がホンダ抜き４位［車両］（07月23日）
【マレーシア】 テイクオフ：当社オフィスの駐車場の…［社会］（07月23日）
【マレーシア】 流通システムのヴィンキュラム：イオン向けサービスで事業拡大目指す［Ｉ
Ｔ］（07月23日）
【マレーシア】 資料：６月の自動車販売統計＝ＭＡＡ［車両］（07月23日）
【マレーシア】 ６月訪日者数、79.4％増の8,400人［観光］（07月23日）
【マレーシア】 ＲＭ＝24.9円、＄＝3.15ＲＭ（20日）［金融］（07月23日）
【マレーシア】 ロータス、英国で旗艦ショールームを開設［車両］（07月23日）
【マレーシア】 テナガ、ガス価格差額の全面補償要求［公益］（07月23日）
【マレーシア】 液化天然ガス輸入の枠組み、近く発表へ［資源］（07月23日）
【マレーシア】 トップグローブ、15年で30億リンギ投資［製造］（07月23日）
【マレーシア】 メディニイスカンダル、中国企業とコンド建設［建設］（07月23日）
【マレーシア】 ビンタイキンデン、星の合弁を完全子会社化［建設］（07月23日）
【マレーシア】 ５月の空港利用者1.5％増、貨物は2.2％増［運輸］（07月23日）
【マレーシア】 ５月の景気動向指数、足元低下も先行上昇［経済］（07月23日）
【マレーシア】 ムアマラット、イスラム金融で中国の銀行と提携［金融］（07月23日）
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