
建築科学技術センター

CSTB（建築科学技術センター）は、 建築および市街における建

築環境を専門とした研究知識の公的機関です。

CSTBは、建築物およびその環境の品質および安全性保証を通

じて国民に資するために科学技術知識を収集し 開発し 建築
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未来を築く

じて国民に資するために科学技術知識を収集し、開発し、建築

関係者と共有しています。

第22回日仏建築会議 
2012年12月11日



組織の心臓部の価値

科学技術の卓越性

誠実さと透明性
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誠実さと透明性

環境社会に対する責任

持続可能な開発利害関係に応える

研研究 専門性

国家および欧州レベルで
認知された科学的

エクセレンス

欧州および国際科学
ネットワークでの存在

イノベーション・予想の
分野における科学技術の
専門性

4つの主要活動
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普及 評価
知識および教育の

普及により専門家を
支援する。

CSTBの独立性により
経済活動者や公的機関に
とって信頼できる
パートナーになれる。

2012年12月11日



主要な数値

職員数

ススタッフ
2011年12月31日現在（子会社を含まず）
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職員数

609人– Marne-la-Vallée
37人– Paris Vincennes

100人– Nantes
82人– Sophia-Antipolis
81人– Grenoble

名

主要な数値

2011年年運営収入
（付加価値税除く - 子会社含まず）
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百万ユーロ
18,5 –研究子会社

23,3 –受託研究専門知識

38,2 –技術活動

7,1 –知識の普及

5,3 –その他

2012年12月11日



拠点

全全地域に多岐に渡る多領域チーム

Marne‐la‐Vallée

Paris

•研修

•CSTB子会社
Céquami, Certivéa

パリ
•防風、気候

•照明

•汚染・浄化管理

ナント

•環境

グルノーブル
バンセンヌ
•経済社会科学
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Vincennes
Marne la Vallée
Head quarter

Nantes

Grenoble

Sophia‐Antipolis

•本社

•エネルギー、健康、環境

•安全性、構造、防火

•施工法

•設備機器・サービス

•知識の普及

マルヌラヴァレ

環境

•健康

•音響、照明および電磁気

•CSTB子会社：Acoustb

•情報通信技術

•再生可能エネルギー

ソフィア・アンテポリス
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持続可能な建設利害関係
に応える

2012年12月11日



保保証
誰にとっても質の良い住居

戦い
気候変動、環境保全
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誰にとっても質の良い住居

改善

すべてにとってのアクセス、健康および住居条件

管理
技術健康のリスク
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6科学技術優先順位

2012年12月11日



デディストリクトから持続可能な町へ1
2
3

持続可能な建築物

用途、健康、快適性
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3
4
5
6

用途、健康、快適性

リスク管理

建築業界の変化

デジタルのシミュレーションおよびツール
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6社の子会社

2012年12月11日



Certisolisは太陽光発電モジュールに関する最初のフラン
ス試験認証研究所。

Certivéaは、建築業界における関係者の性能改善計画に
フランス国内外での認証を付す。

Céquamiは、新築住宅および改築住宅の全体的な品質の
認証 表示および促進を行う信用照会組織
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認証、表示および促進を行う信用照会組織

Certitaは、気候工学材料および設備機器の認証につなが
るあらゆる運営を組織する。

Acoustb は、フランスにおける環境、建築および工業分野
の音響コンサルティング会社。

Aérodynamique Eiffel は、風洞を運営し、自動車、建設工

事、工業用建築物の通気または空気の流れといった分野に
おいてその専門性を提供している。

CSTBは、フランス国内および国際レベルで持続可能な建築および市街化
計画の研究ネットワークの組織構造およびアニメ化に貢献しています。

CSTBは、 フランスグリーンビルディング協会内でフランスのノウハウおよび
持続可能な建設のビジョンを促進しています。その子会社CERTIVEAは、フ
ランス国内および国際レベルでHQEグリーンビルディング認証を運営してい
ます。

欧州・国際業務

ます。

CSTBは、 認証機関および研究所の国際連合であるSustainable Building 
Alliance（SBA）の共同設立者です。その目的は、建築性能評価および採点
について共有の指標および測定基準を提案することです。

CSTBは、現在建築性能評価の調和に取り組んでいます。CSTBは、建築
製品に共通の承認を発するべくパートナー機関と協力しています。
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CSTB offers its services to all players 
i th t ti t t iin the construction sector to improve 
the quality and safety of buildings.

2012年12月11日



The Scientific and Technical 
Centre for Building

CSTB, Scientific and Technical Centre for Building is a public 
organization for research and expertise dedicated to the building 
and its environment in the city. 

CSTB is gathering, developing and sharing scientific and 
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Building the future

technical knowledge with the construction players in order 
to serve the citizens through the quality and safety guarantee 
of buildings and their environment.

December 11, 2012



Values at the heart of its organization

Scientific and 
technical excellence

Integrity and transparence
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Integrity and transparence

Environmental and social 
responsibility

Answering sustainable development stakes

Research Expertise

Recognized scientific 
excellence at the national 

and European level. 
Presence in European 

and international 
i tifi t k

Scientific and technical 
expertise in the field of 
innovation and prospective. 

4 key activities
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Dissemination Assessment

scientific networks. 

Supporting the 
professionals through 

dissemination of 
knowledge and training.

The independence of CSTB 
makes it a reliable partner for 
economic players and the 
public authorities. 

December 11, 2012



Key figures

Staff
As of 31/12/2011 (subsidiaries not included)
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employees
609 – Marne-la-Vallée
37 – Paris Vincennes

100 – Nantes
82 – Sophia-Antipolis
81 – Grenoble

Key figures

Operational income 2011
(excl. VAT - Subsidiaries not included)
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million €
18,5 – Research subsidies
23,3 – Contract research and expertise
38,2 – Technological activities
7,1 – Knowledge dissemination
5,3 – Others

December 11, 2012



Location

Multi-disciplinary teams 
on the whole territory

Marne‐la‐Vallée

Paris

•Training
•CSTB subsidiaries
Céquami, Certivéa

Paris
•Wind, climate
•Lighting
•Pollution and purification 
management

Nantes

Grenoble
Vincennes
•Economic and social 
science
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Vincennes
Marne la Vallée
Head quarter

Nantes

Grenoble

Sophia‐Antipolis

•Head quarter
•Energy, health, environment
•Safety, structures, fire
•Construction techniques 
•Equipments and services
•Knowledge dissemination

Marne-la-Vallée
•Environment
•Health
•Acoustics, lighting and 
electromagnetism
•CSTB subsidiary: Acoustb

•Information and 
communication techniques
•Renewable energy

Sophia-Antipolis

science
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Answering the stakes of 
sustainable construction

December 11, 2012



Guaranteeing
a quality dwelling for everyone.

Fighting
climate change, preserving the environment.
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a quality dwelling for everyone.

Improving
Accessibility, health and living conditions for all. 

Controlling
technical and health risks.
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6 scientific and technical 
priorities 

December 11, 2012



From district to sustainable town1
2
3

Sustainable buildings

Uses health comfort
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3
4
5
6

Uses, health, comfort

Risk control

Changes in the construction industry 

Digital simulation and tools
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The 6 subsidiaries

December 11, 2012



Certisolis  is the first French test and certification 
laboratory for solar photovoltaic modules. 

Certivéa accompanies with certification in France and 
abroad improvement schemes for the performance of 
players in the construction sector.  

Céquami  is the reference organization for certifying, 
labeling and promoting overall quality in new and
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labeling and promoting overall quality in new and 
refurbished houses. 

Certita organizes all the operations leading to certification
of climatic engineering materials and equipments.

Acoustb is an acoustic consulting firm in the  field of 
environment, building and industry in France.  

Aérodynamique Eiffel operates a wind tunnel and offers its 
expertise in the field of automotive, construction works, 
industrial building ventilation or airflow. 

.

CSTB contributes to the structuration and the animation of the research 
network for sustainable construction and city planning at French, Eand 
International levels.  

CSTB promotes the French know how and the vision of sustainable 
construction within France Green Building Council. Its subsidiary 
CERTIVEA operates the HQE Green Building certification at French 

European and International affairs

p g
and International levels. 

CSTB is cofounder of the Sustainable Building Alliance which is a 
global coalition of certification organizations and research institutes. Its 
aim is to propose shared indicators and metrics  for building 
performance assessment and rating. 

CSTB is currently working on the harmonization of the procedures of 
building performance assessment. CSTB cooperates with partner 
organizations to issue common approvals on construction products. 
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CSTB offers its services to all players 
i th t ti t t iin the construction sector to improve 
the quality and safety of buildings.

December 11, 2012




