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【個別特集】国際会議開催報告  
 
「第 3回 ADEME-NEDO合同ワークショップ」開催報告(フランス) 
 

NEDO技術開発機構 企画調整部 
 前川 友哉 

 
NEDO 技術開発機構（以下、NEDO）は、フランス 環境・エネルギー管理庁（以

下、ADEME）と情報交換協定を締結しており、この協定の下、6月 14日、15日およ
び 18日の 3日間にわたる合同ワークショップを開催した。 

NEDOと ADEMEは 1980年代から友好的な交流を継続してきたが、エネルギー・
環境関連分野について両機関の協力関係を強化することを目的とし、愛知万博のフラ

ンスデーにあたる 2005年 4月 14日に万博会場にて情報交換協定を締結した。協定の
対象範囲は、再生可能エネルギー、省エネルギー、廃棄物関係に加え、地球温暖化防

止および国際協力を含めるなど、時代のニーズを反映した形としている。 
第 1回合同ワークショップは、2005年 11月 30日、毎年フランスで開催されている

国際公害防止技術展 2005（Pollutec2005）の会場内で開催し、エネルギー効率向上や
CO2 排出量削減などの分野での交流を深めていくべきという認識を共有した。これを

受けて、翌年の 2006 年 10 月 11 日、幕張メッセ国際会議場にて開催された再生可能
エネルギー2006 国際会議（RE2006）の会場内にて第 2 回合同ワークショップを開催
し、省エネルギー及び環境分野における両国の現状と背景となる考え方を示して意見

交換を行い、特に省エネルギー問題等の分野での情報交換の意義を認識した。 
今年で 3 回目となる合同ワークショップは、6 月 14 日～15 日に「建築物の省エネ

ルギー及び建築物への再生可能エネルギーの導入」、6月 18日に「次世代自動車技術・
燃料技術ロードマップ」をテーマとして実施した。 

 

 

 
テーマが日仏共通課題である民生・運輸部門の省エネルギー、再生可能エネルギー、

6 月 18 日の「次世代自動車技術・

燃料技術ロードマップに関するワ

ークショップ」の会場となった、パ

リ の 化 学 会 館 (Maison de la 

Chimie) 
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次世代自動車技術であったことから、互いの関心に合致し、活発な意見交換が行われ

た。特に、建築物の省エネルギーについては世界共通の課題であり、両者の技術開発

動向や導入促進施策など省エネルギーに関する取組みについて紹介があり熱心な議論

が行われた。また、フランスは原子力大国であるが再生可能エネルギーについても取

組みを強化しており、フランス政府の方針として、2010年までに 21%の電気を再生可
能エネルギーで賄うこととしている。2006年には太陽光発電の固定買取価格制度をよ
り有利なものとしたほか、国立太陽エネルギー研究所(INES)を組織して太陽エネルギ
ー関係の研究者を集約させるなどの取組みを行っている。 
次世代自動車技術・燃料技術については、地球温暖化対策とエネルギーセキュリテ

ィの観点から革新的技術による課題解決が求められている中で、様々な技術的アイデ

アがあるものの、現時点で一つの技術に絞ることはできないこと、および現在はバッ

テリー技術や燃料技術、車両技術、燃料電池等の多様な取組みが重要であることが認

識された。また、ロードマップの作業自体の、産学官等の多様な関係者間で認識を共

有していくツールとしての有効性が認識された。 
昨年 10 月の第 2 回ワークショップ以降、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

からの報告書がいくつか公表され、ハイリンゲンダムサミットでは地球温暖化問題が

主要議題になるなど、省エネルギー、再生可能エネルギーに対して世界的に関心が高

まってきている。このような状況下で、ADEME-NEDO合同ワークショップでは回を
重ねる毎に議論が深化してきていることから、今後ともこうした分野でのさらなる交

流が望まれている。2008年は日仏交流 150周年にもあたるため、従来以上の幅広い情
報交換を行っていく予定である。 
 
1. 建築物の省エネルギー及び建築物への再生可能エネルギーの導入 

に関するワークショップ 
日 程：2007年 6月 14日（木）～15日（金） 

 場 所：ADEME国際会議場（ソフィア・アンティポリス） 
 主催者：NEDO及び ADEMEの共催 
内 容： 
＜第 1部＞ 
・ フランスにおけるエネルギー効率向上の取り組みについて(ADEME) 
・ 電力需要の管理（デマンド・サイド・マネジメント）について(ADEME)
・ ポジティブ・エネルギー建築物について（CSTB） 
・ 住宅・建築物における省エネルギー導入補助制度について(NEDO) 
・ 日本の戦略的省エネルギー技術開発について(NEDO) 
・ 省エネルギー建築部材の開発について(産総研) 
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＜第 2部＞ 
・ フランスの競争力クラスターにおける再生可能エネルギーの動向

(ADEME) 
・ フランスにおける太陽光発電関係の研究開発(ADEME) 
・ 太陽光発電の系統連系について(パリ国立高等鉱業学校) 
・ 住宅・建築物補助事業における再生可能エネルギー利用の事例紹介

(NEDO) 
・ 集中連系型太陽光発電システム実証研究事業について(NEDO) 
・ 日本の再生可能エネルギーの位置づけと産総研の省エネルギー技術開発

(産総研) 
 
フランス南部のソフィア・アンティポリスは、欧州のシリコンバレーとも呼ばれる

先端技術開発拠点であり、ADEME のほか、パリ国立高等鉱業学校や国立建築研究所
（以下、CSTB）などの研究機関が集まっている学研都市である。ADEMEは、パリ、
アンジェ、ソフィア・アンティポリスの 3箇所に本部機能を置いているほか、26の地
方事務所を設置している。 
「建築物の省エネルギー及び建築物への再生可能エネルギーの導入に関するワーク

ショップ」は、ソフィア・アンティポリスにある ADEMEの国際会議場にて、6月 14
日～15日の 2日間にわたり開催された。冒頭の挨拶では、ADEMEル・ガル部長から
再生可能エネルギーの導入とエネルギー効率の向上を総合的に推進していく取組みの

必要性が述べられ、NEDO山本理事（エネルギー・環境技術本部長）は省エネルギー
をグローバルに展開していくことの重要性を強調した。 

1日目のワークショップでは、フランス側からは、2050年までに CO2排出量を 4分
の 1にすることを目標にしていること、2006年に導入されたエネルギー効率を認証す
る制度や太陽光発電の新しい固定買取価格制度（0.55ユーロ/kWh）など、フランスに
おける建築物の省エネルギー対策の取組みについて紹介があった。また、省エネルギ

ーと新エネルギーの総合利用によってエネルギー収支がプラスになるような「ポジテ

ィブ・エネルギー・ハウス」という、「ゼロ・エネルギー・ハウス」よりも更に野心的

な取組みなどの紹介もなされた。 
日本側からは、NEDO エネルギー対策推進部 小泉部長より、住宅の省エネルギー

においては、住宅そのものの断熱化や省エネ機器の導入というハード面の対策と、住

む人の意識を変えるというソフト面の取組みの両方が必要であることを強調した上で、

その支援策としての NEDO の住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業、
ホーム・エネルギー・マネジメント・システム（HEMS）の実証事業について紹介を
行った。また、NEDO 省エネルギー技術開発部 橋本主査からは、NEDO の戦略的省
エネルギー技術開発について、産業技術総合研究所（以下、産総研）サステナブルマ

テリアル研究部門 吉村グループ長からは、産総研の省エネルギー建築部材の研究開発
についての紹介がなされた。 
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2 日目のワークショップでは、フランス側から、競争力クラスターにおける再生可
能エネルギーの取組み、太陽光発電の系統連系の取組について紹介があった。これに

対して日本側からは、NEDO小泉部長が住宅分野での再生可能エネルギー利用の事例
を紹介したのに続いて、NEDO エネルギー・環境技術本部 吉田主査から、太田市で
の太陽光発電集中連系プロジェクトの事例等について紹介を行った。フランスではこ

の 1 年で、新エネルギーの系統連系上の課題について関心が高まっており、さらなる
展開が期待されている。 
また、ADEME の太陽エネルギーに関する活動としては、技術開発、教育・研修、

広報・情報提供、市場シミュレーションなどに取組んでおり、研究課題として、シリ

コンを中心とした素材の開発、システム化、有機素材の開発などに重点を置いている

ことなどの紹介があった。これに対して、産総研エネルギー技術研究部門 大和田野部
門長より、日本の再生可能エネルギーの位置づけと産総研における省エネルギーおよ

び再生可能エネルギーに関する研究開発について紹介があり、フランス側からも高い

関心が寄せられた。 

   
 

 

 

 

 

 

隣接するパリ国立高等鉱業学校屋上の太

陽電池試験設備。もともと 20 年前に街灯

用のデモに使用したもの。20年以上の耐久

性を証明している。 

ソフィア・アンティポリスの ADEMEの
国際会議場正面玄関横に設置されてい

る日時計 

ワークショップ会場 
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本ワークショップを通して、省エネルギーの推進にあたっては技術開発のみならず

導入促進施策が重要であり、技術開発の成果を効果的に社会に還元するための施策が

求められていること、建築物に再生可能エネルギーを組入れるときの技術課題につい

てさらなる検討が必要であることなどの認識を共有した。 
 
2. 次世代自動車技術・燃料技術ロードマップに関するワークショップ 

日 程：2007年 6月 18日（月） 
場 所：化学会館（パリ） 

 主催者：NEDO及び ADEMEの共催 
 内 容： 
＜第 1部＞ 
・ 次世代自動車技術・燃料技術ロードマップの背景について(ADEME) 
・ 次世代自動車技術・燃料技術ロードマップの概要について(技術開発研究協
会)  

＜第 2部＞ 
・ 先進交通社会確立技術ロードマップの概要について(NEDO) 
・ 次世代自動車に関する研究開発について(産総研) 
・ 日本における新燃料技術への取組みについて(新日本石油) 

 

「次世代自動車技術・燃料技術ロードマップに関するワークショップ」は、6 月 18
日にパリ市内の官庁街にある化学会館(Maison de la Chimie)で開催された。今回フラ
ンス側から公表された次世代自動車技術・燃料技術ロードマップは、フランス国内で

も初公開の内容であるため、ADEME パパラルド長官、モアザン理事、カンパナ国際
部長といったADEME関係者、産業省、研究省、産業技術革新庁(AII)、全国研究庁(ANR)
といった政府関係機関のほか、石油会社、電力会社、自動車会社など産業界からも出

席を得て、活発な議論が行われた。 
ADEMEパパラルド長官、NEDO山本理事の開会挨拶の後、ADEMEモアザン理事

よりロードマップ作成の背景について、技術開発研究協会ブジット理事長よりロード

マップの概要について紹介があった。このロードマップは、2050年までに CO2排出量

を 4 分の 1 にするという目標に対して、あらゆる技術がエネルギー問題の解決策とし
て貢献していくことが必要であるとの認識の下、ADEME が中心となって 1 年くらい
前から作業を行ってまとめたものである。研究開発の方向性として、①バイオ燃料導

入等による石油代替促進、②燃費改善、③バッテリー技術の向上、④水素・燃料電池

技術の向上、が示されている。次世代自動車技術について現時点では一つに絞れず、

多様な可能性を探ることが重要であるが、インフラ投資効率等の観点から 2015年頃に
は絞り込む必要があるとされている。 
第 2 部の日本側のセッションでは、NEDO パリ事務所 吉本所長が議長を務め、

NEDO 省エネルギー技術開発部 岩井主任研究員から、省エネルギー技術戦略でまと
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められたロードマップや次世代自動車燃料イニシアティブ等について紹介がなされた。

産総研 神本研究コーディネーターからは、バイオ燃料、燃料電池、蓄電池、軽量部材
など技術開発の取組みについて、また、新日本石油研究開発本部 齋藤部長からは、燃
料基準、GTL、バイオエタノール、ETBE、バイオディーゼルの水素添加技術など日
本の燃料技術への取組みについての紹介が行われた。 
本ワークショップを通して、長期的な展望について両者で共有できる点があること、

現時点でキーテクノロジーを絞ることはできず多様な取り組みが重要であること、ロ

ードマップの作業自体が多様な関係者間でシナリオを共有していくツールとして有効

であること、およびこうした対話を持つことが重要であることなどを改めて認識した。 

   
   

 

 
3. フランス国内関連機関訪問 
(1)国立太陽エネルギー研究所(INES)訪問 
ワークショップの開催に先立ち、6月 13日にフランス南東部ローヌ・アルプ地方サ

ヴォワ県の都市シャンベリにある国立太陽エネルギー研究所(以下、INES)を訪問した。
INES は、従来分散して行われていた太陽エネルギー関係の研究を集約し、フランス
原子力庁(CEA)、国立科学研究センター(CNRS)、国立建築研究所(CSTB)、サヴォア大
学の太陽エネルギー関係の研究者が集まる共同体として、2006年にシャンベリに設置

NEDO山本理事、ADEMEパパラルド長官に
よる開会の挨拶 

フランス側の講演者（中央が ADEMEモアザ
ン理事） 

日本側の講演者 ワークショップの会場風景 
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されたものである。ローヌ・アルプ地方は太陽電池産業が発展している地域で、シリ

コン関係の企業、セルの企業、太陽熱関連の企業が集中している上、太陽エネルギー

の利用が多くこれらのマーケットもある。また、シャンベリは、スイス、ドイツ、イ

タリアなど欧州の他の国とも近く、欧州レベルの研究ができるという利点もある。 
INES は、研究開発・産業イノベーション、実証・評価、教育・訓練の 3 つを組織

の目的としており、研究内容としては、素材開発から、システム化、主要なアプリケ

ーションである建築物への導入まで、いわゆる太陽エネルギーのバリューチェーン全

てが対象である。 
現在は、約 100 名の研究者が仮施設にて研究を行っている。シリコン型太陽電池の

低価格化を目的とした研究、有機太陽電池の開発、太陽熱の性能評価ツールの開発、

蓄電池を使ったマイクログリッド、新しい電極の研究等が、この仮施設にて行われて

いる。2009年度には本格的な総合施設が建設され、200名規模の研究者を擁する組織
となる予定である。 

    
 

 

(2)国立石油研究所(IFP)訪問 
ワークショップ翌日の 6月 19日、国立石油研究所(以下、IFP)を訪問した。IFPは、

石油、天然ガス等の炭化水素に関する応用研究を担うことを目的に設立された公的研

究機関である。後に、石油、天然ガスを含むエネルギー一般、環境、運輸に関する業

務などが付加され、化石燃料の枯渇、気候変動、全世界の環境問題を背景に、エネル

ギーの変換効率を向上させ、持続的発展可能なエネルギー構造転換を図る応用研究の

中核的実施機関となっている。研究開発においては、油田・ガス田の回収率向上、環

境負荷低減燃料の精製、自動車の燃費向上、エネルギー源の多様化、CO2 排出量の削

減などを重点課題としている。 
IFP は、現在 1,720 名を擁しており、そのうち約 1,200 名が研究開発に従事してい

る。傘下の研究開発企業に IFP が出資して応用研究の産業化を促進しているほか、海
外の企業との共同研究にも積極的である。 

 
 

現在研究が行われている仮施設 太陽光発電の実験設備 



    
  

 
 
(3)プジョー・シトロエン社(PSA)訪問 

IFP 訪問の後、プジョー・シトロエン社（以下、PSA）を訪問した。PSA は、1976
年にプジョー社とシトロエン社の合併により発足し、1998年には、事務管理、財務部門
等を一つにして経営効率化を図っているが、その後もそれぞれが独立したブランドとし

て独自の販売戦略がとられており、営業上は競合している。世界の 150ヶ国に進出して
おり、年間 330万台以上の車が販売されている。欧州市場での販売シェアは、自家用車
ではフォルクス・ワーゲンに次いで 2位、小型商用車では 1位である。 
 今回訪問したガレン工場は 1913 年に部品工場として設立され、後に自動車の製造も
行われていたが、1960年に自動車の製造が終了した以降は技術センターとしての業務が
主になっている。1976 年以降は、PAS の新しいプラットフォームとして、エンジンの
設計など様々な実験が行われている。 

 

 
 
 

ナポレオン夫人ジョセフィーヌのマルメゾン宮殿

の衛兵が駐在していたという歴史的な建造物 
現在は IFPの会議室として使用されている 

IFPとの情報交換 

PSA社ガレン工場の見学 




