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【再生可能エネルギー特集】プラス・エネルギー都市 
 

プラス・エネルギー都市を目指すペルピニャン（仏） 
 

NEDO 欧州事務所 Christophe DEBOUIT 
鈴木剛司 

 
1. はじめに 
  南仏のペルピニャン市（Perpignan）および周辺 23 市町村で構成される「Perpignan 
Mediterranee（ペルピニャン広域行政体）」 では、地域内で消費される民生部門の電力

について、再生可能エネルギーによる電力供給量が消費量を上回る「プラス・エネルギー

都市」を目指す計画を推進している。2009 年 3 月 26 日、この取組みの中心的な主体であ

るペルピニャン市を訪問し、同市およびペルピニャン広域行政体の関係者、そしてこれら

の地域を含むラングドック＝ルション地域圏のクラスターである DERBI クラスター関係

者から、かれらの計画と取組みについて聞き取り調査し、また意見交換を行う機会を得た

ので、その概要を報告する。 
 
2. 調査概要 

（1） 日程 
2009 年 3 月 26 日（木） 

（2） 訪問地 
 ペルピニャン市役所 

ペルピニャン広域行政体の取組みを調査 
 環境調和型の教育施設（建築物） 

ペルピニャン市内の幼稚園・小学校複合教育施設における環境調和型建築 
物を視察 

 CARTECH（技術移転機関） 
DERBI クラスター、PROMES 研究所に関する情報収集 

（3） 参加者  
 資源エネルギー庁 新エネルギー対策課 川端係長 
 NEDO 欧州事務所 鈴木次長、ドゥブイ（DEBOUIT）調査員 

 
3. 概要 

3.1 ペルピニャン市役所における調査概要 
ペルピニャン広域行政体における再生可能エネルギー利用による持続可能な社会の

実現に向けた計画である「Grenelle 2015」と、その主な取組み内容についてヒアリン

グを行った。 
南仏のペルピニャン市（Perpignan）および周辺 23 市町村で構成される「Perpignan 
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Mediterranee 注1（ペルピニャン広域行政体注2）」では、地中海沿岸の豊富な自然エネ

ルギー（太陽光、風力など）を活用して、地域内で消費される電力について、再生可

能エネルギー由来の電力供給量が消費量を上回る「プラス・エネルギー都市」を目指

す計画を推進している。この計画の対象は民生部門であり、地域全世帯の年間電力消

費量 436GWh（2007 年）に対して、2015 年までに再生可能エネルギーによる年間電

力生産量を 440GWh にすることを目標としている。 
なお、産業分野における電力消費量は 290GWh（2007 年）であり、産業および運

輸分野はこの数値目標の対象外となっているが、産業分野における再生可能エネルギ

ー利用や排熱利用などの促進、また市民向けの公共機関の利用促進や「BIP」と呼ば

れる自転車シェアリング制度（パリ市内の「vélib’」に相当するシステム）のキャンペ

ーンが積極的に行われている。 
 

- Key Figures -  
 
 
Perpignan Mediterranee（ペルピニャン広域行政体） 
設立： 2001 年 
構成： 24 市町村（Communes） 
人口： 約 21 万人 (2008 年) 
面積： 約 341km2 (内 45%が農地、25%が市街地区) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 ペルピニャンの位置図      出典① 
 

                                                 
注1 参考: Perpignan Mediterranee ホームページ http://www.perpignanmediterranee.com/  
注2 広域行政体（Communauté de l'agglomération）: フランスでは、市町村（Commune）の規模が零細で

あり、行政サービスの広域化・効率化が課題となっていることから、自治体間の協力を推進する政策が進め

られている。このようなコミューン間連携の強化と広域行政組織の簡素化を推進する政策として、広域行政

体（あるいは都市圏）を形成するというアプローチがある。 

  
ペルピニャン市  
人口： 約 12 万人 (2008 年)
面積： 約 68 km2 
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      図 2. Perpignan Mediterranee（ペルピニャン広域行政体）の構成 
                                  出典② 

 
ペルピニャン広域行政体の再生可能エネルギーの利活用推進への取組みに対して

エコロジー・エネルギー・持続可能開発・国土整備省のジャン=ルイ・ボルロー大臣

は政府からも支援を実施することを決定、再生可能エネルギー分野の「世界の見本」

とすべく、2008 年 1 月 18 日にペルピニャン市ならびに周辺市町村と枠組み合意

「Grenelle（グルネル注3合意）2015 注4」を交わした。この「Grenelle 2015」は、太

陽光、風力、排熱利用など、複数の多様なエネルギーを利用しながら、再生可能エネ

ルギーのみで、地域の電力消費量を上回るエネルギーを生産することなどを目的とし

て掲げている。 
この「Grenelle 2015」計画には、持続可能な社会の実現のため、(1)再生可能エネ

ルギーに関する目標や取組みのほか、主に (2)都市計画、(3)食料・農業、(4)交通・

運輸、(5)自然環境、(6)教育・啓発、という 6 分野に重点をおいており、例えば省エ

ネ住宅の導入や排熱利用などもこの計画に含まれている。 
再生可能エネルギー利用に関する取組みとしては、風力発電機 40 基、太陽光発電

所 3 ヵ所、ペルピニャン市北部のカルス（Calce）焼却施設の排熱利用、公共建物の

屋根にソーラーパネルの設置を進める計画などが掲げられている。また、ペルピニ

                                                 
注3 2007 年の「環境グルネル（環境施策について、産学官・NGO といった幅広いステークホルダーによって

議論が行われた会議であり、最近のフランスの環境関連法制を方向づける存在である）」とは直接的に関係は

ないが、ペルピニャン広域行政体の取組みが環境重視であり、多様な主体が参画・協力するという意味合いか

ら、このように名付けられた。なお、「環境グルネル」の“グルネル”とは、1968 年の学生・労働者による

ゼネストの収拾を目的として、グルネル通りにある労働省で政府・労働者らによる（幅広い関係者による）会

議を開催し、労働条件の改善により労使が和解した「グルネル協定」に因んだもので、フランスでは「多様な

関係者が意思決定に携わるプロセス」の象徴的なフレーズとしてしばしば使用されている。 
参考: 「環境グルネル」に関する「NEDO 海外レポート」

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1011/1011-10.pdf  
注4 「Grenelle 2015」概要 (仏語のみ) : http://grenelle2015.archipel.perpignan.fr/pdfs/convention_signee.pdf 

地
中
海 
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ャン広域行政体と、エコロジー・エネルギー・持続可能開発・国土整備省の間で交

わされたこの枠組み合意には、市町村境界付近の農業開発や、地元産の野菜や果物

を地域に流通させる地産地消ルートの整備、道路交通システムの最適化なども含ま

れている。 
 
主な個別事例 
① 大規模な再生可能エネルギーの開発に最適な専用区域の整備 

ウィンドファーム（風力発電機 40 基）：40 基×3MW×2600 時間相当/年＝

312GWh/年 
太陽光発電所（数ヵ所で計 100ha 相当）：35MW×1200 時間相当/年＝42 
GWh/年 

② サン=シャルル（Saint-Charles）市場などにおけるソーラーパネル設置 
サン=シャルル市場（地中海沿岸産の野菜や果物を扱うヨーロッパ流通拠点）

の屋根に、総工費 5,500 万ユーロをかけて、世界最大級のルーフトップ型ソ

ーラーシステムとなる面積 7 万㎡のソーラーパネル（約 9,700MWh/年）を設

置。その他、市営の建造物のような公共施設や商業施設についても、ルーフ

トップ型のソーラーシステムの設置計画がある。 
③ スタジアムにおけるソーラーパネル設置 

地元のラグビー・スタジアムのルーフトップにソーラーパネルを設置。 
④ 焼却施設からの排熱利用 

家庭廃棄物の処理場（焼却施設）からの排熱を温室における植物栽培に利用。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
図 3. サン=シャルル市場におけるソーラーパネル設置  

出典② 
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3.2 Pole Enfance Claude Simon（公立の教育施設）訪問概要 
「Pole Enfance Claude Simon（Ecole Claude Simon）」は、日本でいう保育園・

幼稚園と小学校を複合したような学校施設であり、2006 年に建設された。建築面

積が約 2,600 m2、敷地面積が約 9, 200m2、生徒数が約 300 名程度の教育施設であ

る。 
太陽光発電（約 15kW）、自然採光、自然換気、断熱・蓄熱建材の使用、エネル

ギー・マネジメント・システム（室温に応じた窓の開閉制御、スクリーン昇降によ

る日照制御など）により環境調和型の建築物が実現されている。また、当然ながら、

壁には断熱材が使用され、窓には複層ガラスが使用されている。冷房設備はなく、

暖房設備も自然エネルギーを補うかたちでしか使用しないということである。 
太陽光発電を行い、発電量（現在および設置時からの累積の発電量）が生徒に

も把握できるように表示パネルが設置されており、教育面の配慮がなされている。

今後はインターネットでも同様のサービスを行う予定とのことである。 
太陽光発電のようなアクティブ（active）な自然エネルギー利用が行われている

と同時に、自然採光（またはスクリーンによる遮光）、自然換気といったパッシブ

（passive）建築様式がいたるところで採用されている。 
   

 
 
 
 
 
 
 
     図 4. 学校の外観        図 5 屋根にソーラーパネルが設置された廊下 
            出典③                        出典③ 

                              
 
 
 
 
 
  図 6 発電状況掲示パネル 出典③ 
               

 
 
 
 

図 7 建物内への自然採光も兼ねたコートヤード(光庭) 
適材適所の植栽による気候調整も行われている。 

出典③ 
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図 9 蓄熱機能を有する床材（タイルの下に埋設）の使用   図 10 防音材（内壁）の使用 

                     出典③                出典③ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11 天窓による通風の確保 
（自動制御による開閉）         

          出典③             

 
3.3 DERBI クラスター、PROMES 研究所の概要 
フランス国立科学研究センター（CNRS）とペルピニャン大学 （University of 

Perpignan Via Domitia）によって協同で運営されている CARTECH 注5（技術移転機

関）を訪問し、DERBI クラスターおよび PROMES 研究所に関する説明を受けるとと

もに意見交換、ラボ見学を行った。なお、CARTECH および PROMES 研究所は、ペ

                                                 
注5 参考: CARTECH ホームページ http://cartech.univ-perp.fr/cartech.htm 

 

 
図 12 多孔性の壁材（湿度調整が可能）

出典③

  

図 8 自然採光のための庇や夏季用の日除けスクリーン 
（庇の上面に反射板が設置してあり、建物内に自然光が採り入れられる） 

                               出典③ 
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ルピニャン市内の“Tecnosud（サイエンスパーク）”内にあり、ここには研究施設、

企業、教育訓練施設がある。 
 
 

(1) DERBI クラスター注6概要 
DERBI（Development of Renewable Energy in Building and Industry）は、2005

年に「競争力クラスター」として認定を受けた、ラングドック＝ルション地域圏

（Languedoc Roussillon）のクラスターである注7。DERBI クラスターが重点を置いて

いるのは、以下に示すような再生可能エネルギー分野であり、同分野における研究開

発・教育・技術移転を展開することを目指している。DERBI の参画主体は 140 に上

り、その内訳としては、80 の企業（内、80%は中小企業）、20 の研究センター、大学

および高度教育機関、地方自治体、商工会議所、金融機関（プロジェクト・ベンチャ

ー支援や市場化分析などを担う）などとなっている。 
太陽光関連では、太陽光発電、集光型太陽光発電注8、太陽熱、太陽熱冷却等の技術

開発に焦点を当てている。 
 
DERBI クラスターが注力する主な分野 
① 地中海沿岸の豊富な自然エネルギーを活用した創エネルギー型建築物

（Energy producing buildings） 
② エネルギー（電気、熱）の輸送（エネルギー・ネットワーク）、エネルギー貯

蔵（蓄電・蓄熱）、エネルギーマネジメント 
③ 太陽エネルギー、風力、バイオマスなどの再生可能エネルギーを活用した、

電気・水素・バイオ燃料の製造 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  図 13 ラングドック＝ルション地域圏  出典① 

              
                                                 
注6 参考: DERBI クラスターホームページ http://www.pole-derbi.com/  
注7 フランスの競争力クラスター制度については本稿の「5.参考」の補足説明を参照のこと。 
注8  レンズや鏡などで太陽光を集光し、小面積の太陽電池で発電する方式。太陽光を追尾する装置が必要に

なる。 
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図 14 CARTECH 概観 
              出典④ 

 
 
 

(2) PROMES 研究所の概要 
PROMES 研究所注9は、フランス国立科学研究センター（CNRS）注10に属する研究

機関であり、ペルピニャンとオデオ（Odeillo）に研究所をもつ。太陽エネルギー分野

の研究開発を行い、集光型太陽光発電（CSP）に関する欧州における 4 研究機関

（CIEMAT（スペイン国立エネルギー環境・技術研究所）、DLR（ドイツ航空宇宙セ

ンター）、スイスの ETH（スイス連邦工科大学）、および PROMES）によるアライア

ンスである「SolLab」イニシアティブ注11や、欧州の研究開発プログラムである第 6
次フレームワークプログラム（FP6）の「SOLFACE」プロジェクト注12に参画してい

る。また、PROMES 研究所は、上述の DERBI クラスターの太陽エネルギーやエネル

ギー貯蔵に関する研究開発プロジェクトにも参画している。 
ペルピニャンの研究施設では、吸着式ヒートポンプ（太陽エネルギーによる熱駆動）

や蓄熱材（Thermal heat storage）、太陽光と光触媒を併用した浄化システムなどの研

究開発に取組んでいる。また、オデオの研究施設には、太陽炉（solar furnace）があ

る（図 17）。その規模・構成は 1,830m2 の領域に 63 基の反射鏡を有するヘリオスタ

ット群から反射光をうけた放物面（焦点距離 18m）により焦点に集光された太陽エネ

ルギーが約 3,000℃超の温度に達し、1,000kW を出力するというものである。この高

温域のエネルギーを利用して航空・宇宙分野などにおける特殊材料の開発を進めてい

る。 
 

                                                 
注9 （英） Laboratory PROcesses, Materials and Solar Energy; （仏）Le Laboratoire PROcédés, Matériaux 

et Energie Solaire  
PROMES 研究所ホームページ : http://www.promes.cnrs.fr/PROMES/english-presentation.htm 

注10 （英） National Center for Scientific Research ; （仏） Centre National de la Recherche Scientifique 
CNRS ホームページ http://www.cnrs.fr/index.php 

注11 SolLab（Alliance of European Laboratories for Research and Technology on Solar Concentrating 
Systems）ホームページ http://www.sollab.eu/ 

注12 SOLFACE プロジェクト http://www.promes.cnrs.fr/solface/index.php 
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図 15 吸着式ヒートポンプ（CARTECH 内に設置）  
出典④ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 17 （参考）PROMES 研究所のオデオ（Odeillo）サイトの太陽炉 
                           出典⑤ 

 
4. 終わりに 

太陽・風力という自然エネルギーに恵まれた南仏の地で、ペルピニャン市（Perpignan）
および周辺 23 市町村で構成される「Perpignan Mediterranee（ペルピニャン広域行政

体）」は、地域内で消費される民生部門の電力について、再生可能エネルギーによる電

力供給量が消費量を上回る「プラス・エネルギー都市」を目指す計画を推進している。

温室効果ガスの排出対策として、排出量取引などの経済的インセンティブや規制のよう

な手法の適用が困難な民生部門において、地方行政機関は極めて野心的で挑戦的な目標

を掲げ、中央行政機関と連携しながら、「主役」である市民の意識向上と行動の後押し

をするような施策を立案、推進している注13。 

                                                 
注13 その例として、本稿で示したような新エネルギー・省エネルギー関連の事業（風力・太陽光発電、排熱利

用等の事業）の展開、（公共施設などへの）環境調和型の建築技術の積極的な導入、また環境教育や啓蒙活

 
図 16 蓄熱材（カーボン系材料/相変化潜熱蓄熱材料との複合材） 

出典④ 
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そして、ペルピニャンの取組みは環境・エネルギー分野に留まることなく産業分野に

も及び、研究に携わる主体と協力しながら進められている。ペルピニャン地域を含むラン

グドック＝ルション地域圏の新エネルギーに焦点を置いたDERBIクラスターとの協力が

その一例であり、地元企業や大学、研究機関、行政機関の間の連携が促進されているよう

にみえる。環境・エネルギーおよび産業分野の政策や取組みを同じ「次元」で捉え、両分

野の協調のとれた取組みから生まれる相乗効果を狙っているように感じられ、興味深い。

さらに、DERBI クラスターについて注目すべき点は、海外との連携についても積極的な

ことであり、今年日本にも他のフランス国内のクラスターとともに代表団を派遣し、エネ

ルギー分野における日仏協力の可能性を探っている。 
このように、ペルピニャン地方では、地元の資源（南仏の豊富な自然エネルギーと、

エネルギー分野の研究機関や企業などで構成されるクラスター）を活かしながら、環境・

産業・イノベーション分野における相乗効果を狙い、さらに互いにメリットのあるよう

な形で海外との連携を探っている。ペルピニャンにおけるこの極めて野心的な挑戦は始

まったばかりであるが、同地域の今後の取組み・動向を注視していきたい。 
最後に、今回の訪問をアレンジし、招待してくださったペルピニャン市および

「Perpignan Mediterranee（ペルピニャン広域行政体）」、DERBI クラスターなどの関

係者の方々注14にこの場を借りて心より感謝申し上げたい。 
 
5. 参考 : フランス競争力クラスター制度注15 

フランスでは 2004 年のラファラン（Raffarin）内閣時代に、同じ地域に集積した大

学・研究機関、企業が協力して特定産業のイノベーションを進めるため、国内の複数地

域を「競争力クラスター（仏語： Pôle de Compétitivité）」に指定して支援する「（フラ

ンス版）クラスター計画」が導入され、2005 年 7 月の「フランス国土整備開発省庁間

委員会（CIDAT: Regional Planning and Development Committee）」において 67 地区

が「競争力クラスター」として、ラベル認定された。 
競争力クラスターは、「ビジネスの地理的集約、訓練施設、革新的なプロジェクトに

参加する公的・私的研究機関」と定義され、その後のクラスターの急速な発展により、

2007 年 7 月には、フィヨン（Fillon）首相により、新たに 5 つの競争力クラスターがラ

                                                                                                                                                 
動の推進、自転車や公共交通機関の利用促進などの交通分野での取組みなどが挙げられる。 

注14 ・ペルピニャン市役所 
Xavier Hemeury 氏、Sandrine Cottineau 氏、Jean-Philippe Loubet 氏 

・Perpignan Mediterranee（ペルピニャン広域行政体） 
 Gilles Foxonet 氏（ペルピニャン広域行政体副議長、兼 Baixas 市長）、Jean-Michel Ferry 氏 
・DERBI クラスター 
 Gilles Charier 氏（DERBI クラスター事務局長）、Olivia Mailhes 氏、Monique Polit 氏 
・ADEME（フランス環境・エネルギー管理庁） 
 Thierry Laffont 氏 
・PROMES 研究所 
 Alain Dollet 氏、Jean-Pierre Coudert 氏、Vincent Goetz 氏 

注15 参考: フランス競争力クラスター（経済・財政・雇用省）ホームページ 
  http://www.competitivite.gouv.fr/index.php?&lang=en  
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ベル認定され、2007 年 12 月現在、競争力クラスター総数は 71 となっている。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             図 18 フランス競争力クラスター 一覧 

図 18  フランス競争力クラスター 
出典⑥ 

 
 
出典（図、写真） 
 
①三角形（http://www.freemap.jp/）のフリー地図を利用し、NEDO 作成。 
②ペルピニャン市の提供資料。 
③本稿の筆者撮影。 
④CARTECH の提供資料。 
⑤PROMES 研究所提供資料（プレゼンテーション）。 
⑥フランス競争力クラスター（経済・財政・雇用省）ホームページ 

http://www.industrie.gouv.fr/poles-competitivite/carte.pdf 
非商業的用途で使用。 

その他、ロゴの掲載についても使用許諾を取得。 

 


