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l 化石エネルギー資源の欠如
l 世界最高水準のエネルギー効率
l 環境保護に対する顕著な事績
l 2050年カーボンニュートラル達成に向けた長期的な国家ビジョンの保有

両機関の良好な関係：
フランスと日本はエネルギー•環境
分野おいて、再生可能エネルギー開
発の加速、エネルギー及び製造業に
おける二酸化炭素排出量の削減、気
候変動への取り組み、全てのエネル

ギー消費部門におけるエネルギー効
率の強化、エネルギー供給ネットワ
ークの適応など、類似の目的を共有
しています。 
特にエネルギー自立の強化、エネル

ギー価格の管理、二酸化炭素排出量
の削減及び気候変動への取り組みに
おける国際公約の尊重に向けた公共
部門、民間部門の技術革新及び研究
開発の支援は共有の目的です。

フランス 日本

2020年の人口（単位：数百万人） 67,65 125,71

2018年度の住民一人あたりの最終エネルギー消費量、住民一人あたりの石油換算トン 2,25 2,24

2018年度の最終エネルギー効率、2015年度の百万$ USにおける石油換算トン 53 53

情報源：IEAデータに基づくSDES計算

30年以上の交流で培った日仏間の長期的な協力

90年代より、フランスのADEME 
（フランス環境·エネルギー管理庁）
と日本のNEDO（国立研究開発法人
新エネルギー·産業技術総合開発機
構）は、協力協定を通して連携し、
エネルギー及び環境分野における戦
略的および研究ビジョンを共有して

います。議論の主要テーマは、以下
の事項です。 
l �再生可能エネルギーとエネルギー
効率

l �廃棄物管理とサーキュラーエコノ
ミー

l �環境技術

l �スマートシティ＆スマートコミュ
ニティ

l �プロジェクトの評価

具体的な協力実績
両機関は、自国の政策に従って遂行
されたベストプラクティスの情報交
換と、イノベーションを中心とした
パートナーシップの発展に繋がる信
頼関係を確立しています。定期的に

実施するADEME-NEDO合同セミナ
ーでは産業界、研究者、公的機関等
が参加しフランス及び日本で交互
に開催しています。また本セミナ
ーでは、関連して研究センター、 

実証プロジェクト、また企業への
テクニカルサイトビジットも実施
しています。 

2010 - 東京  
「スマートシティ」
2011 - ペルピニャン  

「太陽光発電および熱 
利用太陽エネルギー」
2012 - 東京 

「エネルギー貯蔵」
2013 - ナント 

「海洋エネルギー」
2014 - 東京  

「高性能建築」

2015 - パリ  
「スマートなネットワークと地域の
デモンストレーター」
2016 - 東京 

「サーキュラーエコノミー」 
（25周年記念） 
2017 - パリ  

「将来の交通手段に対する水素と
電気インフラ」 

2019 - 東京 
「バイオエコノミー」

2020 – ウェビナー  
「水素社会実現への取り組み」
2022 – 東京 

「洋上風力発電」

過去10年間のADEME-NEDO合同セミナー

カーボンニュートラル社会に向けた 
エネルギー•環境問題へ強い認識03

数字が示す日仏交流
2020年度　日本における 
フランスの存在感
l  日本におけるフランス企業 
450社 / 雇用者数45.000人

l  日本におけるフランスの 
FDIストック：282憶ユーロ

l  日本における外国人投資家、 
フランス第5位

l  日本におけるクライアント、 
フランス第21位、 
サプライヤーでは第17位

2020年度　フランスにおける 
日本の存在感
l  フランスにおける日本企業 
850社 / 雇用者数91.000人

l  フランスにおける日本の 
FDIストック：109憶ユーロ

l  アジアの株式投資家、 
日本第1位

l  フランスのクライアント、 
日本第13位、サプライヤーでは
第11位

2019年6月に両国政府間で採択され
た特別なパートナーシップ（2019
～2023）の枠組みにおける日仏間
の新しい展望を開く日仏協力のロー
ドマップは、カーボンニュートラル
な社会に向けたエネルギー·環境問題
との闘いの分野での協力と深化を目
的としています。 
このロードマップは、エネルギー転
換、持続可能なデジタルモビリティ、
持続可能な都市、建設、航空輸送、環
境を尊重するカーボンニュートラルな
社会への移行の分野で、具体的な産業
協力を促進します。この協力は、両国
の公共団体間の定期的な意見交換を通
じて支援する必要があります。 
更に、グローバルなエネルギー転換
及び環境問題解決の加速の必要性を
考慮し、特に気候変動に対応するだ
けでなく、エネルギー自立の強化、
エネルギー価格の管理、エネルギー
の安定供給と安全性の保証などの必
要性にも対応するために、エネルギ
ー転換のためのイノベーションに関す
る協力覚書が2019年6月26日に両国
間で署名されました。

これに関連して、両国の対策と投資支
援計画、イノベーションと再生可能エ
ネルギー（特に再生可能水素、洋上風
力）の展開の加速を共有する支援、規
模の必要不可欠な変化を可能にするベ
ストプラクティスや実証事業に関する
経験を共有するために、ADEMEと
NEDOの間の協力強化が必要と認識
されました。そこで、パリに拠点を
置くNEDO欧州事務所を介して両組
織の歩み寄りを図り、新たな視点を
もたらしています。

類似した状況 
両国のエネルギー•環境事情：
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ADEMEの概要 
フランス環境•エネルギー管理庁（ADEME）は、地球温暖化
及び資源状況の悪化との闘いに尽力しています。

あらゆる面において、市民や経済プレイヤー、地域を動員し、
資源効率性が高く、より低炭素で、より公平、より調和の取れ
た社会に向けて前進する手段を提供しています。

エネルギー、サーキュラーエコノミー、食品、モビリティ、大気
質、気候変動への適応、土壌などのあらゆる分野で、研究か
らソリューションの共有まで、数多くのプロジェクトに助言、
促進、資金提供を行っています。

私たちの専門知識と予測能力をあらゆるレベルで公共政策
のサービスに投じています。ADEMEは、エコロジー•持続開
発•エネルギー省および高等教育•研究•イノベーション省の
監督下にある公的機関です。

Les collections

de l’ADEME

  ILS L’ONT FAIT
  L’ADEME catalyseur : 

Les acteurs témoignent de leurs  expériences 
et  partagent leur  savoir-faire.

 EXPERTISES
  L’ADEME expert : 

Elle rend compte des résultats de 
 recherches, études et réalisations collectives 
menées sous son regard.

  FAITS ET CHIFFRES
  L’ADEME référent : 

Elle fournit des analyses objectives à partir 
d’indicateurs chiffrés  régulièrement mis à jour.

 CLÉS POUR AGIR
  L’ADEME facilitateur : Elle élabore des guides 

pratiques pour aider les acteurs à mettre en 
œuvre leurs projets de façon méthodique et/
ou en conformité 
avec la réglementation.

  HORIZONS
  L’ADEME tournée vers l’avenir :
  Elle propose une vision prospective 

et  réaliste des enjeux de la  transition 
 énergétique et écologique, pour un futur 
désirable à construire ensemble.

www.ademe.fr

 @ademe

NEDO - 新エネルギー•産業技術総合開発機構（日本）
NEDOは1970年代の石油ショック後
に国のエネルギー多様化を促進するた
め、日本政府により1980年に設立さ
れました。現在は新エネや省エネの技
術革新だけでなく、環境技術や産業技
術も支援する日本の最大のファンディ
ング機関です。 

NEDOのミッションは、日本の経済産
業省（METI）と共に、革新的な研究
開発プロジェクトに対し産業界、大
学、研究機関等の参画を促し、これ
らの最高のシナジー効果を保証しな
がらファンドを提供することです。海
外で実施する技術実証事業も、世界中

のNEDOのカウンターパート（公的機
関）との協力を原動力に貢献します。
そのためNEDOは、パリに拠点を置く
NEDO欧州事務所を介してヨーロッパ
での活動を行っています。

www.nedo.go.jp/english


