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【個別特集】国際展示会参加報告  
 

国際公害防止技術展「Pollutec 2006」出展報告（フランス） 
 

NEDO技術開発機構 総務部広報室 
 吉田 早輝子 

 
1. Pollutec 2006 の概要 

2006年 11月 28日～12月 1日にフランス・リヨン市にある EUREXPO展示会場に
て「Pollutec 2006」が開催され、NEDO技術開発機構（以下、NEDO）は、欧州にお
いて NEDO事業活動を幅広く紹介する場として、また展示会に来場する政府関係者及
び技術者等との幅広い交流を図ること等を目的として参加した。Pollutec は、昨今、
欧州でエネルギー・環境政策分野における各国の意識の高まり等といった経済・社会

情勢の中、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、第 22回を迎えた今年はリヨンで開催され、NEDOも 1993年以来今年で
13回目の参加となった。廃棄物処理や大気汚染対策など環境対策における高度な専門
性をもった見本市であり、出展の量的、質的レベルの高さは、来場者から毎年高く評

価されている。 

   
 

 
出展者数は 36ヵ国から 2,547の環境関連団体、企業、研究機関、大学、政府機関が

参加し、日本からは唯一 NEDOが出展した。展示会場は、再生可能エネルギー、廃棄
物・リサイクル、大気汚染・分析・計測・制御、水質汚染、環境エンジニアリング、

土壌、汚水・廃水処理、リスク防止・管理等分野ごとのエリアに分かれ、総面積 91,650
平方メートルの会場には、会期の 4 日間で 67,326 名が来場し、2004 年のリヨン開催
時（65,099名）より 3.4%増と盛況だった（2005年パリ開催時は 40,044名）。このう
ち外国人来訪者数は 105 ヵ国、7,579 名で、2004 年のリヨン開催時（6,901 名）に比
べ 10%も上回った。新 EU 加盟国からの来場者が増加したこともあり、欧州での技術
交流、情報収集の場として本展示会がますます位置づけられている。 
 展示会場では、10ホールに分かれ、各ホールのフォーラム会場で多くのコンファレ
ンスが行われた。またメインホール入り口に設営された“Pollutec TV”会場では、連
日様々なテーマでシンポジウムなどが行われた。 

Pollutec2006 入場口 Pollutec TV 会場 Pollutec2006 展示会場入口 
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2. NEDOブースの概要 
NEDOブースは Pollutecのメインプレーヤーであるフランス政府機関 ADEME（フ

ランス環境・エネルギー管理庁）とフランスのエコロジー・持続可能開発省のブース

に近く、正面入り口から通じるメインストリートに位置していたこともあり、多くの

方に来訪いただいた。今年のブース面積は 24㎡であり（昨年は 60㎡）、展示物をゆっ
くりご覧いただくスペースが少なかったが、展示パネルやリーフレットをフランス語

で制作したことにより、より多くの方に NEDOの技術開発について興味を持っていた
だくことができた。ブースの外側では、NEDO の太陽光発電技術における 30 年の歴
史を紹介する DVD「The Sunrise Road」を三画面ディスプレイで上映し、大型のアモ
ルファスシリコン太陽電池を合わせて展示した。 
 
＜NEDOブース＞ 

     

     

     
開催初日の 11 月 28 日には、エコロジー・持続可能開発省のネリー・オラン大臣と

NEDO佐々木理事が会見し、また、11月 29日には、ADEMEのミシェル・パパラー
ド長官が NEDOブースを訪問された。 
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NEDOブースへの来場者数は 4日間とも多数で計 2,000人を超える多くの方に来場

いただいた。3R（Reduce, Reuse, Recycle）関連技術や省エネルギー型廃水処理技術
などの環境関連技術や、バイオマスエタノール製造技術や電力貯蔵装置技術を、パネ

ルや試料などのサンプル品を展示して紹介した。また、太陽光発電フィールドテスト

事業や家庭用燃料電池コージェネレーションシステム開発・実証事業の内容について

もパネルで紹介した。 
ブース内では、紹介した各技術、サンプル品の製造過程や用途、実用化時期や展示

品関連企業の連絡先等、様々なお問い合わせをいただいた。太陽電池パネルやエコセ

メント、ペットボトルのリサイクル技術、ケナフを利用した技術に対する関心は各層

を問わず非常に高いものがあり、環境への関心度の強さを感じた。 
また、NEDOの組織概要や日本・欧州における活動内容、日本での再生可能エネル

ギー導入・普及の状況といった NEDOの活動についても多くの方に興味を持っていた
だいた。 

 
＜NEDOブース出展内容＞ 
【展示パネルの概要および展示品】 
（パネル 12枚） 
(1) NEDOの概要 
(2) 冷媒フロンのケミカルリサイクル技術の開発 

 使用済みエアコンから回収した冷媒フロン（HCFC-22）をフッ素樹脂原料とし
て再生利用する技術の開発 

(3) 省エネルギー型廃水処理技術の開発 
 高濃度オゾンを利用した、余剰汚泥の発生を抑制し、難分解性化学物質の除去
を可能とする省エネルギー型の高度廃水処理技術 

(4) 超臨界アルコールによるシラン架橋ポリエチレンのクローズドリサイクル技術開
発 

エコロジー・持続可能開発省 
ネリー・オラン大臣（写真左側） 
と会見する NEDO佐々木理事 

フランス政府機関 ADEME 
（French Environment and 
Energy Management Agency） 
ミシェル・パパラード長官と会見す

る NEDO佐々木理事 
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 シラン架橋ポリエチレンを高温高圧の超臨界アルコールで処理してシロキサン
結合を分解し、溶融成形可能なポリエチレンに戻す技術 

(5) ケナフによる環境保全の取り組み 
 成長速度が速く二酸化炭素の吸収能力が高いケナフから繊維を取りだし、ボー
ド加工する技術により、森林資源の保護及び CO2の固定化を目指す 

(6) ペットボトルリサイクル 
 使用済みペットボトルを樹脂原料に化学的に分解して、異物や色を取り除き、
再び重合させてバージン品と差異のない高純度ペット樹脂にリサイクルする技

術 
(7) 太陽光発電フィールドテスト事業 

 様々な場所・形態により太陽光発電システムの実証研究を行い、データを広く
公開することで、新たな技術開発の必要性と導入普及の素地形成に貢献する事業 

(8) エコセメント製造技術 
 都市ゴミ焼却灰や下水汚泥などの廃棄物を主原料にして、セメントを製造する
技術 

(9) バイオマスからのエタノール製造技術 
 バイオマスからのエタノール燃料製造のために、木材（セルロース）を原料に
し、これを糖化し、エタノール発酵する技術、及び、さとうきびの製造過程で出

る廃糖蜜（糖）をエタノール発酵する技術 
(10) 超電導電力エネルギー技術（SMES） 

 電力を貯蔵することで安定的に電力を供給することができる技術 
(11) 超電導フライホイールシステムの開発 

 電気エネルギーを回転するフライホイールの運動エネルギーに変換して貯 
蔵する装置の開発 

(12) 家庭用燃料電池コージェネレーションシステムの開発・実証 
 高効率な家庭用燃料電池システムの早期実用化普及を目指した取り組みの 
紹介 
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（展示品）※枠内の番号はP.46-47 記載の展示パネルの番号に対応 

  
  

 

 
 

 
（リーフレット 13種） 
・示パネルのフランス語／英語を両面印刷したリーフレット（12種） 
・DVD「The Sunrise Road」のフランス語/英語のテキストを両面印刷したリーフレ

ット 
 
【上映ビデオ】 
「The Sunrise Road」（NEDOの太陽光 30年の歩み） 

 
3. NEDOセミナー開催（開催：11月 29日 17:45-18:30 Forum B） 

11 月 29 日には、フォーラム B において、環境部 長主査による「Trends of 3R 
Technology Developments in Japan」と題したセミナーを行い、日本における廃棄物
管理の現状や NEDO で開発した 3R 関連技術を紹介した。約 30 名の方に聴講いただ
き、廃棄物処理などについて活発な質問があり大変盛況だった。 

（上段左より）             

(2)冷媒フロンのフッ素樹脂原料サンプル
(3)高濃度オゾンサンプル 
(4)シラン架橋ポリエチレンサンプル 
（下段） 
(5)ケナフボードとデータ資料 
 

（上段左より） 
(6)ペットボトルリサイクル樹脂のプロセス 
(7)アモルファス太陽電池、CIS 太陽電池 
（下段） 
(8)エコセメントサンプル 
 

（上段）                

(9)バイオマスエタノール（さとうきびから
製造） 
（下段） 
(9)バイオマスエタノール（廃材から製造）
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4.“Environnement Magazine”社による取材 
フランスの“Environnement Magazine”（環境マガジン）社の取材を受け、オンラ

インニュースに NEDO ブースの記事が掲載された。取材を受けたのは NEDO 新エネ
ルギー技術開発部の山本主査とパリ事務所の原田職員。NEDOの役割や、日本におけ
る再生可能エネルギーの状況や太陽光発電の状況についてインタビューに応えた。 

 

  
 
5. 全体を通じて 

Pollutec出展は、NEDOの新エネルギー及び環境技術等の先端技術開発への積極的
な取り組みを紹介することで、NEDOの知名度アップに大きく貢献している。フラン
ス環境大臣による例年の NEDO ブース訪問等からも、NEDO の事業成果に対してフ
ランス政府機関等からの高い評価が感じられる。 
本展示会の来場者は欧州各国のみならず近隣諸国の産業界関係者や若手研究者、学

生など来場者層が幅広く、本展示会のような場で技術開発の紹介を行うことは、NEDO
（及び日本）の先端技術開発や方向性への理解を深めていただくのに役立つと同時に、

NEDOのエネルギー・環境技術の更なるアピールの場となった。また、Pollutecにお

NEDOを紹介する 
パリ事務所 Christophe 
Debouit職員（写真右側） 

「Trends of 3R Technology 
Developments in Japan」をプ
レゼンテーションする長主査

（写真右側） 

セミナー会場では多くの方に

聴講いただいた 

“Environnement Magazine” 
オンラインニュース 2006.11.30付け 
http://www.environnement-online.com/ 
（写真左）山本主査 （写真右）原田職員
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ける唯一の日本ブースとして、要望に応じて日本の新エネルギー・環境技術等の関係

団体の情報を提供した。 
 今年で 22 回目を迎えた Pollutec は、出展・来場者数のデータやフランス国内外か
らの政府要人の訪問数が増加していることからも見られるように、展示会の規模拡大

及び国際性の高まりが感じられる。また、各国の環境・エネルギー問題対策への情報

交換に一段と大きな成果を与える場となることがうかがえた。特に近年では、太陽光

発電パネル、燃料電池等の展示も増加し、先端技術開発情報を提供する NEDOブース
は存在感を増している。欧州最大規模の環境・エネルギー展 Pollutecへの出展を継続
していくことで、NEDOの先端技術の事業成果紹介を通し、積極的に環境・エネルギ
ー政策を展開しているこれら欧州域内国との幅広い交流を図っていきたい。 
さらに、地球温暖化問題をはじめ、エネルギー・環境問題に対する関心が非常に高

い欧州地域では、我が国にとっても、今後のグリーンインベストメントや JI事業を実
施していく上で非常に重要な地域として位置づけられることから、NEDOの欧州にお
ける拠点として、パリ事務所が果たす戦略的意義は大きく、今次の出展を通じ当該諸

国との関係醸成をさらに図っていくことが求められると感じた。 
 

 

 
 

■Pollutec 2006 

NEDO運営スタッフと佐々木理事 
（写真左より） 
環境部 主査 石森 正樹 
環境部 主査 長 洋光 
パリ事務所 所長 吉本 豊 
パリ事務所 Christophe Debouit 
広報室 主査 吉田 早輝子（記） 
佐々木理事 
パリ事務所 原田 智恵子 
エネルギー・環境技術本部 主査 吉田 剛 
新エネルギー技術開発部 主査 山本 泰司 
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