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【個別特集】再生可能エネルギー全般 研究開発状況  
 

欧州におけるエネルギー研究の現状と展望（最終回） 
－ECの研究開発ポートフォリオ戦略の結論－ 

 
 欧州委員会（EC）は、2006年 12月に「欧州におけるエネルギー研究の現状と展望

－欧州委員会、加盟国および非加盟国の研究開発ポートフォリオの比較検討 1」と題する

報告書を発表した。この報告書では、原子力を除く全てのエネルギー研究領域（10領
域）における、EC、EU 加盟諸国の公的資金を受けた研究のマップ作りや、米国や日
本との比較分析を行っている。NEDO 海外レポートでは前号までにそのうち 9 領域 2

を取り上げて紹介してきた。本稿では、その最終回として、上記報告書の最終章であ

る「ECの研究開発ポートフォリオ戦略の結論」を取り上げ、その全文を紹介する。 
 

 
 
 
 
 

 
この研究の目的は、非原子力エネルギー（NNE）技術に関するECの研究開発ポー

トフォリオの全貌を明らかにすることであり、そのためにはポートフォリオ全体の主

な特性や特徴を把握する必要がある。本項では、ECのポートフォリオと加盟国レベル
での取り組みの比較、欧州（EC＋欧州各国）のポートフォリオと米国および日本にお
ける研究の比較を行う。 

 
ECの研究開発ポートフォリオは、データから情報と理解へ、プロジェクト的アプロー

チからポートフォリオ的アプローチへ、またEC中心の考え方から欧州全体および世界全
体を視野に入れた考え方へと、目指す方向を次第に転換しつつあると考えられている。 

 
NNE技術に関するECの研究ポートフォリオの主な特徴を評価し、そのポートフォリ

オ的アプローチがどの程度進歩してきたかを理解するには、以下の点について評価と

議論を行う必要がある。 

                                                  
1 “The State and Prospects of European Energy Research Comparison of Commission, Member and 

Non-Member States R&D Portfolios” 
2 NEDO海外レポートのトップ頁：http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/index.html。掲載順に、

1)水素・燃料電池(993号)、2)バイオエネルギー(994号)、3)風力（995号）、4)太陽光発電(同左)、5)
集光型太陽熱利用（同左）、6)CO2回収・貯蔵(998号)、7)海洋エネルギー(1001号)、8)地熱エネルギ
ー(同左)、9)電力網(同左)。取り上げなかった領域は「社会経済的研究」であるが、興味のある方は原
本（2頁半程度）を参照頂きたい。 

― 非原子力エネルギー分野研究の結論： 目 次 ―

 
１．研究開発の全体的な目標の比較 
２．ポートフォリオにおける資金拠出および構造の比較

３．特定のポートフォリオ目標の比較 
４．ポートフォリオにおける研究開発の方向性の比較 
５．関係者の統合・結集 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1002号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1002/
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・ 目標 
・ ポートフォリオの構造 
・ 分野ごとの資金拠出の水準と分類 
・ 対象 
・ 研究開発の方向性 
・ 関係者の統合・結集 
 

1. 研究開発の全体的な目標の比較 
 
EU、米国、日本の3地域はいずれも、研究開発活動の全体的な目標として次のこと

を掲げている。 
 
① 再生可能エネルギーへの移行による長期的なエネルギー供給の確保。 
② 産業競争力の強化と世界市場におけるリーダーシップの獲得。 
③ 環境パフォーマンスの向上。 
 

しかしながら、これらの目標に対する優先順位の付け方はそれぞれ全く異なっている。 
 
米国は、輸入燃料（石油・天然ガス）への依存の削減と国内の競争力強化を重視し

ている。そのため効率化技術の研究が高いシェアを占めており、産業競争力の不十分

な再生可能エネルギーはあまり重視されていない。米国では様々な天然資源を利用し

た幅広い研究開発アプローチが可能であるが、同国のポートフォリオ構成においては、

商業化に関する展望が大きな影響力を持つ要素となっている。 
 
日本の場合、（少なくとも中期的な観点では）国内に天然資源が乏しいことから、従

来のエネルギーと再生可能エネルギー両方の領域において、今後も海外のエネルギー

資源への依存が高い水準にとどまると考えられる。そのため、日本の研究開発ポート

フォリオは特に、効率化技術に重点を置いて簡素化されており、水素やいくつかの再

生可能エネルギー資源など、将来有望な新しい産業部門の開発につながるような技術

に集中している。ポートフォリオ下で実施される大部分の展開や実証活動は、将来的

に地球規模で商業化されるときのために、高い生産能力を構築し、経験を積むことを

目的としている。 
 
欧州では、①～③の目的すべてに対してほぼ等しく取り組む政策をとっている。ま

た、欧州は様々な天然資源に恵まれていることもあり、ECのポートフォリオと各国全
体のポートフォリオの両方で、再生可能エネルギー技術に高い重点が置かれている。

ECレベルで幅広い技術範囲をカバーすることにより、加盟国ごとの優先事項について
も考慮されている。 
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欧州と日本は、京都議定書に署名し、温室効果ガスの削減を主要優先事項とするこ

とを明らかにしている。それに対して、米国は明確な排出削減目標を設定していない。 
 
①～③の政策目標は欧州で広く受け入れられているものの、欧州におけるエネルギ

ーの将来に関しては、地域ごと（特に新しい加盟国）の制約や機会を考慮に入れた一

貫性のある全体的な構想が存在しない。しかし、ERA（European Research Area：欧
州研究圏）を成功させるには、このような構想が必須である。 
 
2. ポートフォリオにおける資金拠出および構造の比較 

 
次の図は、欧州全体（ECと各加盟国の合計）、日本、米国、およびEC（ECの研究

開発ポートフォリオに拠る）によるNNE研究に対する資金拠出のレベルの位置づけを
示している。この図は、国際エネルギー機関（IEA）のデータ、ECのデータ、および
本研究において様々な技術やポートフォリオの専門家等から得た意見に基づいている。 
 

     

 
 
 
（注）資金拠出に関する重要な問題  

 
米国、日本、および欧州によるNNE研究開発への拠出額を簡単に比較できるデータが

存在しないため、各地域の拠出レベル全体を比較することは難しい。 
 
ECのデータは、FP5およびFP63（本レポート作成中に入手可能であった範囲）に基づ

くものであり、各分野の拠出額の合計である。 
 
各加盟国の資金拠出データと、日本および米国のデータは、IEAのエネルギー研究開

発に関する統計に拠っている。再生可能エネルギーに関するIEAのデータでは、ECのポ
ートフォリオとほぼ同等の定義付けが行われているため、これらのデータは比較可能で

ある。ただし、以下のような分野では、これらのデータを直接比較することはできない。  
 

・ IEAの分類では、水素やCO2回収・貯留、燃料電池などの分野が「その他の技術や研

究（Other Technology or Research）」というカテゴリーに含められており、これら
を分割してECのデータと比較することはほぼ不可能である。また、多くの国では使
用されていない「エネルギーシステム分析（Energy Systems Analysis）」というカ
テゴリー名が予算の一覧に含まれている国がいくつか存在する。多くの場合、システ

ム分析や社会経済については技術ごとに分けられた研究に含まれており、これらの比

較は不可能であるため、「その他（Other）」というカテゴリーに含めた。 
 
・ EUとの比較を可能にするために、IEAの分類「送電と配電（Electricity Transmission 

& Distribution）」と「エネルギー貯蔵（Energy Storage）」は、「電力網と貯蔵（Grids 
                                                  
3 編集部注 FP6：第 6次欧州研究開発フレームワーク計画（期間：2002～2006年）。その前が FP5。

FP7が 2007年 1月から始まっている。 

資 金 拠 出

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1002号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1002/
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and Storage）」という単一カテゴリーにまとめた。 
 
・ ECはFP6で「電力変換（Electric Power Conversion）」に資金を割り当てていないが、

NNE研究開発の全体像を明らかにするため、このデータも概要に含めてある。 
 
二つ以上の分野に関連するテーマを単一の分野に割り当てる際の一貫性の問題（たと

えばバイオマスから水素を生成するテーマの場合など）があるために、データの比較は

さらに複雑になっている。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：IEAのエネルギー研究開発に関する統計、FP5とFP6（現時点まで）に基づいたECのデータ 
図1 NNEポートフォリオ ― 資金拠出額比率 

（注）この章に出てくる拠出資金額は、特に記載がない限り2000年～2004年までの年間予算額の平均である。 

 
NNE研究における主なポートフォリオ構造の比較 
欧州、米国、日本の各地域で研究されているNNE技術に殆ど差はないが、資本の集

中や拠出水準といった面で、それぞれのポートフォリオ構造は大きく異なる。米国で

は水素、燃料電池、効率化の各技術が大きな割合（75%）を占めており、欧州および
日本ではNNE予算の約半分が再生可能エネルギーの研究に割り当てられている。 

 
米国や日本のポートフォリオでは内容に若干の偏りがあるが（たとえば米国のポートフ

ォリオには海洋研究が含まれておらず、日本のポートフォリオには太陽熱研究が含まれて

いない）、欧州のNNE研究開発ポートフォリオにはそういった明らかな偏りがほとんどない。
欧州のポートフォリオではすべての技術パスがカバーされているが、「電力変換」の研究領

域に関しては、ECがFP6で資金拠出をやめて、加盟国へ主導権をゆだねている。また、「CO2

回収・貯留」の研究領域へは、ほぼすべての資金がECによって出資されている。 

その他の研究 

電力網と貯蔵 

電力変換 

太陽集光熱 

太陽光発電 

地熱 

海洋 

風力 

バイオマス 

欧州 米国 日本 EC 欧州＋EC 
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欧州のポートフォリオでNNE技術のほぼ全範囲がカバーされているのは、各加盟国
の掲げる優先事項が異なっているためであると考えられる。また、エネルギー政策目

標や利用可能な天然資源、既存の知識や技術、国内での産業プレイヤーによる競争な

どの事情が、国によってそれぞれ異なることも影響している。技術の偏重は特に見ら

れず、このバランスのとれた状態は、欧州の国や地域がそれぞれ個別の目標や優先事

項、技術を掲げていることに主に起因している。欧州では、世界でも特に成長著しく、

多様性のある研究が行われており、様々なテーマが満遍なくカバーされている。 
 
本研究を進める中で何人かの回答者が提起した問題でもあるが、ECの研究開発ポー

トフォリオには、構造的にいくつかの課題と議論が必要とされる部分がある。主要課

題としては特に、広範囲な主題を対象とした研究の実行可能性などが挙げられる(リソ
ースが複数領域に分散することによって商業化に向けた技術の躍進が不可能となる危

険性や、限られた数の技術や課題に対して複数地域による競合が発生する可能性など）。 
 
商業化前の段階にある技術に対しては、ECが幅広い範囲の技術を支援すべきである

というのが大多数の意見であるようだ。ポートフォリオの内容がより多様になること

に意義があるためである。たとえば「CO2回収・貯留」分野における米国の戦略でも、

地層構成の多様性を前提とした柔軟なアプローチ方法の採用と、主要7州による地域パ
ートナーシップを通した研究分野の多様化の推進を目指している。 

 
より商業化が近くなった段階での戦略においては、国際競争力を確保するために主

要な技術・領域の開発に集中して取り組む方がよいと考えられている（風力エネルギ

ーや太陽光発電の分野におけるECが好例である）。 
 

主な再生可能エネルギー研究ポートフォリオの構造に関する比較 

  
  
 
 
 
 
 
 
 

出典：IEAデータベース、独自調査に拠るEC予算（FP5とFP6の予算を8等分して年間拠出額を推定） 

 
図2 欧州、米国、日本の再生可能エネルギー研究開発ポートフォリオの比較 
（注）2000～2004年までの予算の平均。欧州のデータには国別の予算とECの予算が含まれる 

欧州 米国 日本

3 億 3200 万ユーロ／
年

1 億 4400 万ユーロ／
年

1 億 9200 万ユーロ／
年

太陽集光熱 

太陽光発電 

地熱 

海洋 

風力 

バイオマス 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1002号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1002/
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再生可能エネルギーに関する研究開発においては、欧州および米国のポートフォリ

オ構成と日本のポートフォリオ構成が大きく異なっている。欧州と米国は太陽光、バ

イオエネルギー、および風力に重点を置いている（再生可能エネルギー予算全体の

80%）。しかし、日本は太陽光（同68%）とバイオエネルギー（同17%）の二つに照準
を合わせている。 

 
再生可能エネルギーの各技術に対する欧州の資金拠出レベルは、地熱を除いては、

米国や日本を上回っている。太陽光発電技術に対する日本の投資額が欧州を上回った

のは、これまで2004年のみである。 
 
詳細：資金拠出と構成の分野別比較 
ポートフォリオを分野別に見ると、資金拠出について次のようなことが分かる。 
 
燃料電池と水素の研究に対しては、欧州が最も多くの資金を拠出している。この分

野における日米の拠出額はほぼ同じ水準であり、どちらも欧州には及ばない。ECでは
現在、水素と燃料電池に照準を合わせて、これら2分野に対して等しく資金を拠出して
いる。水素と燃料電池の研究に対する拠出額は、米国・欧州・日本ともに、ここ数年

で上昇している。 
 
水素、燃料電池、炭素回収・貯留の各技術に対する拠出額はその他のNNE技術と比

べて早いペースで増加しており、これらの研究領域に対して欧州全体で関心が高まり

つつあることがわかる。 
 
過去5年間にわたり、欧州と日本は太陽光発電の研究に対して同程度の金額（欧州が

約1億1,000万ユーロ、日本が約1億ユーロ）を出資しているが、それぞれの傾向は異な
っている。欧州の予算は過去10年で減少しているが、日本の予算はこの期間に大幅に
増加し、2003～2004年には80%増加して1億4,700万ユーロとなった。太陽光技術に対
する米国の予算は欧州の約55%である。相対的に捉えると、欧州と米国がそれぞれ再
生可能エネルギーの研究開発予算のうちの30%程度を太陽光技術に割いているのと比
較して、日本は同予算の約3分の2（68%）を太陽光発電技術に割いている。これらの
拠出額のうち60～80%が材料、電池、 およびモジュールの研究開発に割り当てられて
いる。 

 
太陽集光熱技術（CSP: concentrated solar thermal power）に対する拠出額は欧州

が最も多く、平均で年に約4,000万ユーロの出資を行っている。このうち2,400万ユー
ロはイタリアによるものであるが、同国のCSPへの取り組みは歴史が浅く、他国と協
調しない独自路線がとられている。米国の拠出額は1990年代の半分以下に減少し、年
900万ユーロとなっている。欧州では再生可能エネルギーの合計予算のうち12.6%が
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CSPに対するものであるが、米国では5%以下に低下している。ごく最近の傾向として、
米国と欧州（特にドイツ）の両方で資金拠出が増加する兆しが見えている。 

 
欧州では、風力発電技術が、過去10年で強力な競争力のある技術領域へと進化して

きた。この分野に対する2002～2004年の予算は、米国では3,210万ユーロ、日本では
740万ユーロであったが、欧州では5,770万ユーロであった。風力エネルギー研究にお
ける単一予算では米国が最高額を示しているが、公的資金レベルでは、欧州がやはり

他国を上回っている。欧州と米国における予算の絶対額の差は、過去10年間で460万
ユーロから170万ユーロへと減少した。これは主にドイツの資金拠出が減少したことに
拠る。欧州と米国では、再生可能エネルギー予算のうち約17%が風力エネルギー研究
に割かれているが、日本ではその割合は5%である。 
 
海洋エネルギーシステムに対する欧州の公的資金は、主に二つの要素によって特徴

づけられている。ひとつめは拠出額の水準であり、2002年以降この分野に対して多額
の出資を行っているのは欧州のみである。2000～2004年の平均年間拠出額は650万ユ
ーロであったが、これは再生可能エネルギー予算全体のうちの2%に相当する。2001
年までは、日本も欧州と同水準の資金を拠出していた。もうひとつの恐らくより大き

な特徴は、欧州では海洋エネルギーシステムの研究に対する資金拠出が持続している

という点である。米国では、海洋エネルギーシステム分野に大きな資金が拠出された

ことは過去に一度もない。日本では大幅に資金が削減され、その後、公的な研究活動

も徐々に縮小・停止された。 
 
欧州でバイオエネルギー研究に拠出されている公的資金の金額（1億330万ユーロ）

は、米国の拠出額を50%近く上回っている。バイオエネルギーに対する欧州の資金の
ほぼ30%がECによるものであるが、再生可能エネルギー内の他分野でECの拠出額が
約15～20%であることを考えると、この数字は、欧州各国のバイオエネルギーに対す
る不当な関心の低さを示している。米国はこの分野に対して、単一国家予算としては

最大の金額である年間予算6,940万ユーロを割り当てている。以前のプログラムで定め
られていたバイオリファイナリーの基本戦略が再構築されたことから、現在では資金

の割り当てを受けられなくなっている研究領域もある（たとえばコジェネレーション

技術など）。バイオエネルギーの研究開発に対する日本の資金拠出は2,460万ユーロで
ありECと同レベルである。バイオマスの研究開発に対する日本の拠出額は2004年に大
幅に増加した。再生可能エネルギー全体の予算のうちバイオエネルギー研究が占める

割合は、欧州で31%、米国で35%と、それぞれ全体の約三分の一である。この割合は
日本では17%である。 

 
地熱エネルギーシステムの分野においては、欧州の1,600万ユーロおよび日本の970

万ユーロを大きく引き離して、米国が2,190万ユーロという多額の予算を割いている。

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1002号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1002/
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ただし、2003年以降この分野への出資は、欧州と米国では徐々に削減傾向にあり、日
本では消滅しつつある。米国の地熱プログラムの責任者によれば、米国におけるこの

下向き傾向の主な原因は、近年の水素と燃料電池への資金拠出だという。この傾向と

は対照的に、ECとドイツやフランスなどの加盟国では、地熱エネルギー技術への取り
組みを強化している。 再生可能エネルギー全体の予算のうち地熱技術が占める割合は、
欧州では5%、米国では11.2%となっている。 

 
電力網分野では、欧州の資金拠出は米国や日本よりも少ない。ただしこの分野では、

関連する多額の予算が「再生可能エネルギーと燃料電池」など他分野の技術向けのも

のとして分類されているため、拠出額の直接的な比較は非常に難しくなっている。 
 
社会経済的研究に対する資金拠出データを比較するのは非常に困難である。ECやい

くつかの加盟国では、特別に予算ラインを設けて社会経済的研究を実施しているが、

多くの国では技術の研究プロジェクトに組み込まれているか、あるいはそのような研

究プロジェクトと同じ予算ライン内に組み込まれている。そのため、EU、米国、およ
び日本の資金拠出を比較することは不可能である。ただし、ECよりも各加盟国の方が
社会経済的研究に重点を置いていることは確かである。 
 
 
3. 特定のポートフォリオ目標の比較 

 
目標の性質や精度を分野ごとに検討することにより、様々な研究開発ポートフォリ

オの特徴を理解するための興味深い視点を得ることができる。 
 

研究目標の性質から見たポートフォリオの特徴 
 

 

                                         

 
 
 
 
日本と米国のポートフォリオの主な特徴のひとつとして、明確に定義された具体的

目標が分野ごとに存在するという点が挙げられる。水素と燃料電池がよい例であるが、

これらの分野では、日本のロードマップ4と米国のロードマップ5の両方で商業化とコス

ト削減の具体的な目標が定義されている。  
 

                                                  
4 Japan’s Approach to Commercialization of Fuel Cell / Hydrogen Technology, METI 
5 DoE's Multi-Year Research, Development, and Demonstration Plan 

具体的 一般的 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1002,  2007.6.20 

53  

日本や米国と対照的に、ECの研究開発における目標は、具体的というよりはむしろ
一般的である。これには次のような理由がある。 
 
・ EC は、欧州としての研究目標をまとめるにあたって、主な関係者達の優先事項
や目的のバランスをとり、全体の合意を促すためにそれらを一般的なレベルに維

持する必要がある。 
 
・ ごく早い段階の研究では研究目標が広範囲にわたるため、初期の見込みに基づい

て優先順位をつけることはしない。つまり、ECのポートフォリオでは、多様な
アイデアの育成や、今後の研究に向けた幅広い基盤の創造を可能にする、環境の

整備を目的としている。 
 
ただし、ECのポートフォリオでは、より一般的な目標が設定されていることからプ

ロジェクト審査が容易ではなく、研究プログラムの進捗評価や、プロジェクトの軌道

修正を行うことが困難になっている。この問題は、技術開発が先の段階に進むに従い、

より深刻なものとなる。開発が進むにつれて、経済的な理由により、研究やリソース

を広い範囲に分散させるよりも少数の有望な技術に集中させる必要性が高まるためで

ある。 
 
詳細：分野ごとの目標の比較 
水素と燃料電池に対する研究目標は、欧州、米国、日本ともに大筋では似通ってい

る。水素の研究目標は主に生産技術と貯蔵技術の開発であり、燃料電池の研究目標は

主にコスト削減とパフォーマンスの向上である。燃料電池技術のどの分野に力を入れ

るかは、各加盟国によって様々である。これは、それぞれの国の企業の重点分野の置

き方の違いを反映している。 
 
CO2回収・貯留の領域ではいくらかの違いが見られる。欧州や世界の主要国の多く

では発電所の効率化技術の研究に取り組んでいるが、ECでは現在この分野の研究は行
っていない。日本は特に海洋隔離に重点を置いており、同分野では世界首位である。

欧州と米国は、海洋以外の地層内貯留の研究に取り組んでいる。 
 
太陽光技術に対する研究目標は、欧州、米国、日本ともに全般的に似通っており、

産業利用における大量生産プロセスに向けた効率の向上とコスト削減を目指している。

また技術範囲も類似しており、シリコン電池、薄膜電池、および色素増感電池のため

の材料、電池、モジュールの研究に重点が置かれている。欧州内の取り組みは、材料、

電池、および技術の利用に対してある程度特化しており、その国ごとに特定の技術（た

とえばGratzel電池やビル統合など）に重点を置いている。これに対し、米国では高効
率電池のモジュールにより重点をおいて取り組んでいる。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート1002号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1002/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1002,  2007.6.20 

54  

太陽集光熱研究に関する欧州のポートフォリオでは、中央タワーとソーラー・トラ

フのプロジェクトが圧倒的に多い。一方、米国はソーラー・ディッシュとソーラー・

トラフの研究に主に力を入れている。近年では、研究の焦点は徐々に高温と熱化学的

応用へ移行してきている（ガス改質や水素製造）。イタリアは、他の欧州各国とは連携

せずに、単独で融解塩ソーラー・トラフの研究を進めている。 
 
風力エネルギーの研究では、欧州と米国の両方が、新しい高度な技術の開発に照準

を合わせている。ただし、欧州と米国では市場の指向が異なることから、両者の取り

組みは異なる方面に向かっている。欧州の風力エネルギー研究では、海上風力発電設

備や次世代のタービンなどの将来の高度な風力エネルギーシステムと、電力網の連結

（grid connection）などの関連するテーマに焦点が定められている。この分野で積極
的に活動している加盟国（ドイツ、オランダ、デンマーク）は、そろってECと同じ目
標に取り組んでいる。米国の戦略では 消費者市場に近い低風速域における風力エネ

ルギーの可能性を探究するために、低風速に適したタービンの設計開発を目標として

いる。この分野は、米国では最も有望な市場分野である。一方、日本における主な研

究開発テーマは、最適なサイト管理と電力網の統合（grid integration）に関連するも
ののみである。 

 
ECといくつかの加盟国は、海洋エネルギーシステム研究の分野で、国際的に主導的

な役割を果たしている。この分野には多くの技術パス（波力、潮力、海洋温度差、塩

分濃度差）があるにもかかわらず、ECは限られた数の有望な波力技術のみに技術フォ
ーカスを置いている。海洋エネルギーの分野では多額の民間投資を受けた実証活動が

実施されており、この技術の将来に対する信頼の高まりが表れている。  
 
バイオエネルギー研究に力を入れている国では、バイオマスは今では、エネルギー

や気候の問題への取り組みというだけではなく、他の産業部門のために新しい代替製

品を創造する革新的な分野だと見なされている。これは他の分野と非常に異なる点で

ある。ECと米国の研究開発ポートフォリオでは、技術研究の概念的な一貫性、つまり
関連する研究開発要件（技術的研究と社会経済的研究の両方を含む）に対してどの程

度資金を集中させているかに違いがある。米国は、バイオリファイナリーにおける化

学、原材料、および生物燃料の複合的な製造を通した付加価値の実現を重視している。

これと対照的に、EUは研究全体に共通する特定の目標を定めていない。EUでは、特
定の研究領域（たとえば液体燃料製造や燃焼、混焼など）において、それぞれが技術

の進展に役立つような、より幅広い研究要件への取り組みが行われている。欧州では、

現在、初のバイオリファイナリー・プロジェクトが進行中であり、FP7ではこの項目
がより高い関心を集めることが予測される。日本は農業中心の国ではないことから、

この分野における研究の取り組みは、流動床燃焼や混焼、熱分解などの有機性廃棄物

活用技術に集中している。 
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地熱研究開発においては、欧州の技術フォーカスはEGS（Enhanced Geothermal 
Systems：地熱井涵養技術、強化地熱システム) にある。これは、主要な競争相手であ
る米国でも同様である。EGS技術には、HDR（Hot Dry Rock：高温岩体）やウォータ
ーベアリング・システム（water-bearing systems）などがあるが、ECと加盟国の多
くはHDRに照準を合わせており、米国とドイツは両方の技術にほぼ等しく取り組んで
いる。またイタリアやアイスランドなどでは、特有の地理的条件を生かして、高エン

タルピー資源技術への取り組みも進められている。 
 
電力網に関する欧州のポートフォリオは、大筋では米国や日本のポートフォリオと

類似している。ただし、欧州と米国は主に風力発電との組み合わせに焦点を合わせて

いるが、日本は太陽光および燃料電池との組み合わせに力を入れている。 
 
欧州における社会経済的研究の研究対象の多くは、持続可能な開発を目指したもの

である。これとは対照的に、米国では、市場の観点から見た社会経済的な評価（たと

えばエネルギー研究開発のコスト削減目標を達成するための評価など）が研究対象の

大部分を占めている。ECの社会経済的研究に対する資本拠出は、以前はモデル化研究
が中心であったが、最近ではより広いアプローチへと変化しており、持続可能性に関

する規範的な研究や、関係者の一体性、技術の発展パターンと受容に関する分析など

が含まれている。 
 
 
4. ポートフォリオにおける研究開発の方向性の比較 

 
ECの研究ポートフォリオを理解するには、研究開発の相対的な方向性にも目を向け

て、それらのバランスについて検討する必要がある。 
 

研究開発の方向性から見たポートフォリオの特徴 

 

 

 

                                      

 
 
日本、米国、欧州それぞれの研究開発や技術革新について比較した多くの調査によ

り、日本と米国の研究システムでは、国内産業の強化や国際的な競争力の向上に直接

役立つ成果の達成がより重視されていることがわかっている。 
 
プロジェクトにおいて高いリスクを相殺する対策がとられていること、厳しい価格

製品とサービス 知識 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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競争の上で研究開発が実施されていること、商業化して事業として成り立つ可能性の

最も高い技術に研究開発の照準が定められていることなどが、この特徴を明確に示し

ている。 
 
しかしながら、技術革新のプロセスを評価した結果は、研究開発の成果を直ちに商

業化することが市場でのリーダーシップの獲得につながると単純に考えるのは短絡的

な発想だということを示している。技術革新プロセスの全般的な枠組みの中には、一

般的な環境あるいは特別な環境下における官民のパートナー同士の関係、成果を普及

させるための移行メカニズム、研究開発の質などといった様々な要素がある。これら

の要素もまた、市場性の高い製品やサービスを開発するために重要な役割を果たして

いる。 
 
欧州は25ヵ国（当時）から成る集合体であるため、ECの研究開発における優先性を

製品・サービスの方向へシフトさせるためには、加盟国との集中的な協議が必要とな

る。EU全域に広がる種々の将来有望な研究オプションに対してECがその研究の門戸
を開いている限り、EUの研究開発戦略は高い支持を得ることができる。研究開発が商
業化に直結するようになれば、所有権の問題が発生し、さらには国内産業を支援する

各国の国益との衝突も引き起こされる。競争に歪みを生じさせることなく商業化を進

めるために、研究開発を後押ししていくのがECの課題である。 
 
現在のECの研究開発には、短期的な厳しい期限を定めないことによって得られてい

る優位性がある。技術オプションを可能な限り開放し、期待通りに価格競争力のある

成果を出せなかった場合にもその研究を持続することで、現場の技術力の向上や、中

長期的な産業リーダーシップの取得などを実現している。一例として風力部門を挙げ

ることができる。風力部門では、1980年代には米国が研究開発を主導していたが、米
国は持続性を示さず、満足できる結果が出なかったためにその活動を削減した。今日

この分野では、米国は欧州に次ぐ位置にある。 
 
しかしながら、研究に対して製品やサービスをより明白に位置づけるという意味で

は、米国と日本のアプローチにもいくつかの注目すべき点がある。欧州の枠組みに適

したものがあれば取り入れるべきである。 
 
・ エネルギー、気候、競争に関する研究目標と、それらのために必要とされる研究

開発活動を厳密に組み合わせることにより、定められた期間内に目標を達成する。 
・ 高い市場性を実現するために、期限、コスト削減、および技術パフォーマンスに

おけるマイルストーンを定義する。 
・ 定期的なモニタリングと評価を実施し、適切な修正を行う。 
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5. 関係者の統合・結集 
 
関係者の統合・結集は、NNE研究開発におけるECの主要課題のひとつである。これ

はまた、ERAの主要目標のひとつとしても定められている。 
 

関係者の統合が進むECのポートフォリオ 
 

 

                                 

 
 
 
日本と米国では、短中期的な研究開発が大きな割合を占めており、製品・サービス

指向がより高いため、利害関係者の統合・結集には限界があり、その強度も高くない。

これらの特徴は、一方では効率よく的を絞ったプロジェクトの実施を可能にするが、

他方では「技術プッシュ型」のアプローチによって、社会的需要を反映していない開

発や、将来あまり支持されないような開発が実施される原因にもなり得る。 
 

EUのアプローチでは、関係者の多様性が重視されている。異なる文化的・専門的背
景を持つ、様々な国に属する多くの関係者に対して資金を提供するということは、欧

州地域での持続可能なエネルギーシステムの開発に関わる種々の要件を考慮するとい

う、EUの政策を反映している。その結果、優先事項を設定する手順やプロジェクトの
管理がより複雑なものとなり、強力な調整努力が必要とされている。 

 
欧州テクノロジープラットフォームやロードマップなど、欧州では、研究開発要件

のより詳しい定義付け、優先事項の設定、および参加利害関係者のより一層の関与を

実現するための、いくつかの対策が開始されている。これらの対策は、様々な関係者

とそれらの適性を統合することにより、研究開発の需要を明確に定め、EUおよび加盟
国の研究フォーカスを強化し、官民の研究団体に対して欧州の研究開発における優先

事項を明示するために今後役立っていくであろう。 
 
新しい加盟国：統合への課題 
新しい加盟国が欧州の活動により積極的に参加するように推進、促進、奨励するこ

とも、関係者の統合という観点から見たECの課題のひとつである。 
 
研究の競争力を確保しつつ、新しい加盟国を欧州先進国と同じ水準に引き上げるた

めの戦略として、次のようなものが考えられる。 
 

選択された関係者 多様な関係者 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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新しく加盟国となった国々の長所と弱点を、技術的観点だけではなく社会経済的観

点からも評価する。この評価により、今後研究を発展させる上で利用できる強みと、

研究の発展を妨げる弱みが明確になる。欧州の最も積極的な国々では、自国で得られ

る天然資源や、研究および産業のナレッジベース、また、国の産業構造の持つ競争力

を将来のエネルギーに反映させることに優先的に取り組んでいる。優先事項の設定お

よびエネルギー政策の明確な定義付けを新しい加盟国全体で行うことが重要であり、

ECは研究開発を通して、このような研究戦略の優先順位付けを支援することができる。 
 
加盟国の研究開発活動を統合するプロセスの中で、研究自体の統合は大きな節目と

なる。産業組合連合、政府省庁、中央あるいは各国の研究所などが一緒になって研究

の優先順位を定義し、利用可能な予算や要求される予算を評価する必要がある。この

プロセスは既に欧州研究領域ネットワーク(ERA-NET)の枠組みの中で実施されてお
り、特定の技術領域におけるエネルギー研究開発ポートフォリオの分析が行われてい

る。ただし、新技術の導入方法についての総合的な研究を可能にするためには、今後、

このプロセスをより広い範囲に適用していく必要がある。たとえば、過去にたてられ

た中央集権的な経済計画のために工業部門が偏重された産業構造となり、安価ではあ

るものの非効率的なエネルギー供給が行われているような環境に対して新技術を導入

する方法などについても対応できるようにする必要がある。 
 
研究の優先順位が定まれば、西欧各国の協力と資金を投入することにより、ECは研

究開発を促進する上で主要な役割を果たすことができるようになる。 
 
このプロセスの全工程において、ECは、内部評価手順と研究管理に関する西欧の成

功事例を利用して、これまでの経験を反映させることにより、任務を推進することが

できるであろう。 
 
出典：The State and Prospects of European Energy Research 

http://ec.europa.eu/research/energy/pdf/portfolios_report_en.pdf (p87-p95) 
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