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【個別特集】環境 エネルギー 
 
ポリュテック 2008展示会、日本・EU共同シンポジウム参加報告 

 
NEDO技術開発機構 研究評価広報部広報室 桜井洋子 
NEDO技術開発機構 ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境技術本部 山崎光浩 

 
2008年 12月 2日～5日、フランス・リヨンにあるユーレクスポ会場にて国際環境・エ

ネルギー展示会「ポリュテック（Pollutec） 2008」が、また、2 日～3 日には併催イベ
ントとして日・仏両政府主催による日本・EU共同シンポジウムが開催された。NEDO技
術開発機構（以下、NEDO）がそれぞれに参加した開催結果について、報告する。 

 
1. ポリュテック展示会 
 
1.1 概要 
ポリュテックはフランスのパリとリヨンで毎年交互に開催される欧州最大級の環境・エ

ネルギー展で、展示会場総面積約 11万m2において、再生可能エネルギー、エネルギー効

率、温室効果ガス対策、光触媒、資源の有効化、水・廃棄物・土壌等の汚染処理等の分野

に分けた展示が行われた。また、会場内では関連したテーマによる多くの講演やシンポジ

ウムが開催された。 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
今回は 42 ヵ国から 2,340 の環境関連団体、企業、研究機関、大学、政府機関が出展、2006

年リヨン開催時より約 6.4％増であった。来場者数は 73,668人、2006 年のリヨン開催時よ
り約 9.4％増となった。このうち外国からの来訪者数は 110ヵ国、8,422 名で、2006 年の
リヨン開催時に比べ約 11％上回った。出展社数、来場者数に加え、参加国数が着実に伸び

ていることから、本展示会がより国際色を増し、世界的な環境問題の意識の高まりが広が

っていることが伺われる。 
 

1.2 NEDOブースの概要 
NEDOは1993年以来参加を続けており、新エネ・省エネおよび環境技術を中心にNEDO
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の技術成果の展示を行っている。今回は「日仏交流 150周年」の記念の年であることから
日本が「名誉招待国」として招かれ、従来の NEDOブースの規模を拡大し、6つの民間企
業等（日立製作所、日産自動車、シャープ、神鋼環境ソリューション、WINPRO、JETRO）
とともに日本パビリオンとして出展した。 

NEDOブースでは日本の技術を海外に広く紹介し、海外でのニーズを拡大することを目
的として、157 ㎡のスペースに新エネルギー、省エネルギー、環境分野において製品化さ
れたもの、または実用化が近い成果について民間企業 12社と共同出展を行い、NEDOの
技術成果を共同出展企業の方々とともに積極的にアピールした。以下に出展内容 12 点を
紹介する。 

 
○新エネルギー 
(1) ゼファー(株)（エアドルフィン(小型風力発電機）) 
定格出力 1kW、最大出力 3.2kW、平均風速 5m/s で月間 100kWh の発電量を得る、超
軽量で高効率の小型風力発電機 

(2) 三菱重工(株)（微結晶タンデム型太陽電池） 
 アモルファスシリコン膜に微結晶シリコン膜を重ねた薄膜型で高効率を実現した微結晶

タンデム型太陽電池 
(3)パナソニック(株)エナジー社（ハイブリッド自動車用リチウムイオン電池） 
ニッケル基正極材料とグラファイト負極材料を利用したハイブリッド自動車用リチウム

イオンエネルギー貯蔵システム 
 

ゼファー(株) 

エアドルフィン(小型風力発電機） 

三菱重工(株) 

微結晶タンデム型太陽電池 

 

パナソニック(株)エナジー社 

ハイブリッド自動車用 

リチウムイオン電池 

 
 (4)日立ビークルエナジー(株)（燃料電池自動車等用リチウムイオン電池） 
高エネルギー密度と高出力密度を両立させた新規なシール技術による扁平形単電池 

 (5)パナソニック(株)（家庭用燃料電池エネファーム） 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1039,  2009.2.25 

68 

2009年度から本格販売開始予定の省エネルギー効果 24%、発電効率 35%以上の性能を
持つ家庭用燃料電池 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○省エネルギー 
(6) 積水化学工業(株)（採光断熱材（Air Sandwich）） 
 多層に配置した透光性のあるフィルム間に弾性樹脂スペーサを入れることにより薄い空

気の層を作り、光を取り入れながら熱性能の改善に成功した採光断熱材 
(7)ダイキン工業(株)（エコキュート／高効率ヒートポンプ式暖房給湯器） 
自然冷媒(CO2)を使用し大幅な省エネルギーを実現した給湯システム及び暖房機能付き
給湯システム 

(8)(財)山形県産業技術振興機構 有機エレクトロニクス研究所（有機 EL照明） 
電流を流すと光る薄い有機膜と電極から成り、これまでにない平面状の発光により高発

光効率を実現した、蛍光灯に代わる未来のあかり 

 
○環境 
(9)チヨダウーテ(株)／富山工業高専（新規フッ素除去材料の開発と応用） 

日立ビークルエナジー(株) 

燃料電池自動車等用 

リチウムイオン電池 

パナソニック(株) 

家庭用燃料電池 

エネファーム 

 

積水化学工業(株) 

採光断熱材（Air Sandwich）  

 

ダイキン工業(株)  

エコキュート／高効率ヒートポンプ

式暖房給湯器 

 

(財)山形県産業技術振興機構 

有機エレクトロニクス研究所

有機 EL照明 
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土壌中のフッ素化合物を固定・不溶化するリン酸カルシウム塩系処理剤「Nano-Etching 
DCPD」 

(10)サンデン(株)（ノンフロン冷凍・空調システム） 
アンモニア冷媒の冷却システムとブラインの融合による世界最小の冷凍空調システム 

(11)盛和工業(株)（光触媒セラミックフィルター） 
大きい表面積と光触媒の働きにより強力な分解除去能力を備えたセラミックフィルタ

ー 

(12)TOTO(株)（HYDROTECT(光触媒技術）) 
NOx 分解による空気浄化機能、自浄効果、抗菌・防藻性、遮熱効果を兼ね備えた光触
媒技術 
 

チヨダウーテ(株)／富山工業高専 

土壌中フッ素除去材料の開発と応用 

サンデン(株) 

ノンフロン冷凍・空調システム 

 

盛和工業(株) 

光触媒セラミックフィルター 

TOTO(株) 

HYDROTECT(光触媒技術) 

 
このほか、NEDOの紹介として概要パネルおよび DVDの上映を行った。また、今回の

ブースでは、光の演出として豊田合成(株)、ハッコウソニック(株)の協力を得て省エネ型照
明として注目度の高い LED照明をブースの照明及び一部導光版パネルに使用した。照度 
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の強いカラフルな照明は、先端技術を紹介するブースに洗練されたイメージを与えていた。 
 

 
 
 
 
 
 
           ＜ブースに彩りを添えた LED照明＞ 
 
 開催初日にコシウスコ＝モリゼ仏エコロジー・エネルギー・持続可能開発・国土整備

省エコロジー担当閣外大臣（当時）、シャテル仏経済省・産業・雇用省産業・消費担当閣

外大臣、コロン リヨン市長、田中 IEA事務局長らが NEDOブースを訪れ、村田理事長の 
案内により、小型風力発電、光触媒技術を視察された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEDOブースは、正面入り口から通じるメインストリートの好立地にあった。わかりや
すい展示を行うために、展示品は実機あるいは実寸の模型を中心に配置するとともに、展

示パネルは説明文を極力省き、フランス語を用いたキャッチコピーと、写真や図を主体と

した構成にすることにより、来場者の視覚に訴える工夫をした。さらに製品に関心を持っ

ていただいた方には、詳細な技術資料やパンフレットの配布を行った。来場者は研究職や

購買決定権者の方も多く、プロジェクトの詳細な内容や製品の価格、用途、販売開始時期

等に関する質問が目立った。中には共同開発等の話に発展したケースもあり、NEDO技術
開発成果による製品の欧州での市場拡大という今回の共同出展の目的に対し、大きな成果

となった。共同出展企業の方々の丁寧な対応もあり、ブースは連日盛況で 4日間で約 4,000
人の来場者を迎えることができた。共同出展企業の方からも、企業単体でブースを出すよ

りも共同出展の方が大きなブースが構えられて集客効果が高い。また、来場者とのコミュ

ニケーションの中で、製品のどのような点に関心があり、何を求めているのかなど、今後

のマーケット活動に有益な情報を得ることができ、出展したことにかなりの手応えを感じ 

シャテル閣外大臣（写真中央） コシウスコ＝モリゼﾞ閣外大臣（当時）（写真

右）ＮＥＤＯ村田理事長（写真中央） 
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られたので、このような形で出展できればぜひまた参加したいという声も寄せられた。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 日本パビリオンでのプレゼンテーション 
 NEDOブース内に設けたミニステージでは、4日間にわたり日本パビリオン出展企業に
よるプレゼンテーションを行った。16社が参加し、展示品の紹介や技術開発プロジェクト
の概要等をアピールした。ステージは大きなディスプレイがメインストリートからよく見

える位置にあったため、通路を行きかう人々の中には、ふと足を止めて熱心に聞いておら

れる方も多かった。プレゼンテーションの直後は、説明を聞いて製品に興味を持った方が

実際の展示品を見に来るというパターンも多く、展示についての理解を深めていただくた

めの効果を十分発揮できた。 
 
 
 
 
 
 
 ＜日本パビリオンプレゼンテーション＞ 

ＮＥＤＯブース 
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1.4 ポリュテック TVへの出演（12月 2日 12:00～12:30） 
メインホール入り口付近では、「ポリュテック TV(Pollutec TV)」と称する特設ステージ

が設けられ、各出展者が環境をキーワードとした様々なプレゼンテーションを行なった。

NEDOは日産自動車、シャープ、日立製作所、神鋼環境ソリューションの 4社とともに出
演し、本展示会への出展目的や各企業の環境に関する取り組みについて紹介を行った。 

 
 
 
 

 
 
 
 
                                             
 

 

 

2. 革新的な環境技術に関する日本・EU共同シンポジウム、及び 
NEDO－ADEMEの協力協定調印） 

 

12 月 2 日午後から 3 日にかけて、ポリュテック内において ”Innovative 
Eco-technologies”というテーマにてシンポジウムが開催された。ポリュテック出展企業を
中心とした日本および仏を中心とした欧州企業から、(1)建築物の省エネ、(2)３Ｒ、水処理、
廃棄物、(3)自動車、(4)再生可能エネルギーの分野別セッションにて、日欧双方の企業、研
究者から各々の技術、製品、双方の市場への期待についてプレゼンテーション、ディスカ

ッションが行われた。 
プレナリーセッション（全体会議）では、リヨンのあるローヌ・アルプ地方副代表、飯

村在仏日本大使、モリゼ仏エコロジー担当閣外大臣の開会挨拶があった。それに続いて、

2009 年 4 月に満期を迎える、ポリュテックの仏におけるメインプレーヤーでもある
ADEME（環境エネルギー管理庁）と NEDO間の情報交換協定を、エネルギー・環境技術
分野での実証等の事業協力までを視野に入れた新たな協力協定とする調印式を、村田理事

長とジョアノ ADEME長官（当時）の間で執り行った。 
この協定により両機関の連携が新たな段階へ進むことについては、「世界経済混乱の中、

地球環境問題のような長期的視点が必要な取り組みについては、むしろ積極的な技術開発

等の投資が必要」（村田理事長）、また「再生可能エネルギー技術開発で実用化段階にある

技術を市場化段階まで押し上げることを期待」（ジョアノ長官）などの発言があり、協定へ

の期待、その意義の大きさが認識された。 

＜ポリュテック TV＞ 
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その後、IEA（国際エネルギー機関）田中事務局長、欧州委員会環境総局クラーク局長、
NEDO小井沢理事、ADEMEモアザン科学部長からは各々の技術開発の取り組みの紹介が
行われた。 
個別のセッションについて、下記に簡単に紹介したい。 
 

(1)建築物の省エネ 
家庭やビルでの省エネ技術について報告が行われ、日本側は、積水化学工業(株）から
採光性の断熱材、(財）山形県産業技術振興機構から有機 EL、(財）ヒートポンプ・蓄
熱センターからヒートポンプ技術の紹介が行われた。一方、欧州側からはパッシブ・

ソーラーハウスの技術等が紹介された。 
 (2)３R、水処理、廃棄物 
日本側からは、富山工業高等専門学校より土壌中のフッ素処理技術、宝酒造(株）から
自社の 4R（refuse, reduce, reuse, recycle）の取り組みについて、また九州地域環境・
リサイクル産業交流プラザから、九州地域の環境ビジネスの育成、振興の紹介があり、

欧州側からは主に各国での環境関連のプロジェクトの紹介があった。 
 (3)次世代自動車 
日産自動車(株）や日立ビークルエナジー(株）、および欧州側の企業から電気自動車お
よびそのバッテリーについて紹介が行われた他、クリーン自動車や船舶の次世代技術

について紹介があった。 
(4)再生可能エネルギー 
シャープ(株）、三菱重工業(株）から自社の太陽光発電の技術開発の取り組み、欧州側
からは主に太陽光発電システム全体のプレゼンテーションが行われた。またゼファー

(株）からの小型風力発電機の発表を皮切りに、欧州側から、風力、燃料電池、バイオ
ガスなどの技術が紹介された。 
 
各々のセッションの最後に、短い時間ながら日本の技術と、その欧州への展開について

多くの質問が寄せられ、欧州側の関心の高さが示された。なお、欧州側は地域の産業クラ

スターが中心となった再生可能エネルギーの取り組みの紹介が多く、日欧がそれぞれの強

い分野でお互いに協力を行うことにより、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性が感

じられた。 
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NEDO-ADEME間の協力協定の調印式の模様  再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰのｾｯｼｮﾝでの議論の様子 
 
 
 
3. 全体を通じて 
 
日仏交流 150周年の記念の年に、これまでになく大きな規模でポリュテックに参加でき

たことは大変光栄なことであり、日本パビリオンという形で NEDO のほか、環境技術を
推進する 6つの企業・団体が一丸となりフランスに日本の先端技術を紹介したことは、来
場者に向けての大きなインパクト、アピールとなった。ポリュテックは回を重ねるごとに

出展社数、参加国数とも着実に増加傾向にあり、環境・エネルギー問題への取り組みは、

地球規模で政府から市民団体まで幅広く浸透していることを感じる。 
 
NEDOは技術開発推進機関であるが、単に技術開発を行うだけではその役割を十分達成

しているとは言い難い。技術成果が製品化され国内市場はもとより、さらに海外市場へも

広がればこそ、日本の産業力が高まっていくと言える。このような展示会やシンポジウム

を通じて NEDO の技術開発成果の更なる情報発信を継続し、産業競争力の強化及び地球
環境問題の解決への一層の貢献を図っていきたい。 


