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【ライフサイエンス特集】研究開発 ETP 
 

欧州テクノロジープラットフォーム(ETP)における 
ライフサイエンスへの取組状況 

 
NEDO技術開発機構 情報・システム部 

1. 概 要 
本稿では欧州テクノロジープラットフォーム(ETP：後述)での、ライフサイエンスお

よびバイオテクノロジーへの取組状況を紹介する。 
ETPは現在 30以上設立されているが、その中で、ライフサイエンスおよびバイオ

テクノロジーに関係するものは、名称で明らかな「革新的な医薬品」「ナノメディス

ン（ナノテクノロジーの医学への応用）」以外に、「フォトニクス 21」「統合スマー
トシステム」「持続可能な化学」などである（表 1参照）。本来それぞれの ETPは個
別に活動しているが、これらの ETP間では執行会議、事務局、参加メンバー間などの
各レベルにおいて、情報交換などの協力が適宜行なわれている。 

 
    表 1 ライフサイエンス・バイオテクノロジーに関係する主な ETP 

プラットフォーム名（略称）  概    要 
革新的な医薬品 
（イノベイティブ・メディスン、IME)
 

・バイオ医薬品の開発への取組。 
・1)薬剤の有効性評価の予見性の向上、2)知識管理の向上、3)教
育・訓練の向上、4)薬剤の安全性評価の向上が 4つの柱。 

ナノテクノロジーの医学への応用 
（ナノメディスン、NANOMEDICINE)

・ナノテクベースの「ドラッグ・デリバリー」システム、ナノス

ケールの「診断法」、「再生医療」が主要テーマ。 
21世紀のフォトニクス 
（フォトニクス 21、Photonics21) 

・フォトニクス（光工学、光通信学）の開発と展開。 
・フォトニクスの応用の対象分野 5 つの一つにライフサイエン
ス・健康が挙げられている。 

統合スマートシステム 
（イーポス、EPoSS) 

・マイクロ／ナノシステム技術の開発 
・６つの応用分野の一つとして医療技術が取り上げられている。

持続可能な化学 
（サステイナブル・ケミストリー、

SusChem) 

・化学、バイオ、化学工学領域での研究開発とイノベーション。

・化学産業の中に製薬業が含まれている。3つの主な技術革新領
域に産業バイオテクノロジーが含まれている。 

 
 
2. 欧州テクノロジープラットフォーム（ETP）の概略 
欧州テクノロジープラットフォーム（ETP）は、特定の技術テーマについての研究

開発を促進するため、欧州連合(EU)支援の下で、産業界主導で設立・運営される研究
開発組合的、フォーラム的な組織である。現在、個別の技術テーマ毎に30以上のETP
が設立されている 1。 

ETPの活動は通常以下の 3段階で行われる。 
・産業界主導でステイクホルダー（利害関係者）が一同に集まって会合を開き、対

                                                  
1 ETPについてのより詳細なことは海外レポート997号参照。「欧州テクノロジー・プラットフォーム」 
 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-02.pdf 
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象とする技術の関する共通展望（コモンビジョン）の合意に至る。 
・ステイクホルダー達によって、対象技術に関する中長期的な戦略研究計画(SRA 2)
を作成する。 
・ステイクホルダー達がそれぞれ人材や資金を投入して SRAに取り組む。 
 
このように、ETP では、中長期的な観点でそれぞれの技術テーマ毎の SRA の作成

や研究開発の優先順位付けなどを行っている。 
 ETPは産業界主導による組織であるが、本年 1 月から始まった第七次研究開発フレ
ームワーク計画(FP7) 3 策定の際には産業界のニーズを反映させてきた。また、FP7で
新たに加わった機能としてジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI) 4 がある
が、これは主にETPによって産業界主導で取り組まれる。JTIが既に 7つが設立されて
おり、その一つが「革新的な医薬品」である。 
 
以下では表 1で示した 5つの ETPの概要を紹介する。 
 

3. 革新的な医薬品（IMI）・テクノロジー・プラットフォーム 
（目的） 

IMIの全体目標は、現在、薬品開発プロセスを阻害している研究ボトルネックを
克服することによって、欧州のバイオ医薬品部門を再鼓舞し、この部門での欧州の

民間の研究開発投資をより魅力的にすることである。長期的には、患者や社会の利

益になる、よりよい医薬品の利用を強化することが期待されている。 
薬品開発における現在の研究ボトルネックを除去することにより、製薬会社が自

社の開発プログラムの焦点をどの化合物に当てるべきかの意思決定を容易にし、そ

して開発の後期段階での必要人員を相当数減らすことが期待できる。これを達成す

ることによって、多くの経済的・社会的効果を得ることができる。何よりも、欧州

での医薬品研究開発への民間投資を促進させ、経済成長や富の創造に貢献する。そ

して、長期的には、患者のためによりよい医薬品を作り、健康状態の改善に導く。 
（ETP設立） 2004年 3月 
 

（SRAの策定および内容) 2006年 9月（第二次改訂版） 

                                                  
2 SRA： Strategic Research Agenda 
3 欧州研究開発フレームワーク計画(FP)については海外レポート997号参照。「第7次欧州研究開発フレ
ームワーク計画(FP7)がスタート」 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-01.pdf 

4 Joint Technology Initiatives(JTI)。JTI は、意欲的かつ長期間な官民パートナーシップを設立する新
しい手法とされている。最初のJTI の設立は、「革新的医薬品」「ナノエレクトロニクス」「組み込
みコンピューティングシステム」「水素・燃料電池」「航空・航空交通管理」、および「環境と安全

のための地球観測」の7分野である。FP7の実施期間中にさらなるイニシアティブが設立される見込み
である。 
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SRA（戦略研究計画）では、薬剤開発のボトルネックを克服するために必要な取
組事項として、1)薬剤の有効性評価の予見性の向上、2)知識管理の向上、3)教育・訓
練の向上、4)薬剤の安全性評価の向上が 4つの柱として挙げられている。 

 
（プラットフォームの組織構造） 

IMIは FP7下の JTIの一つとして提案されている。これは、欧州委員会と欧州製
薬業団体連合会（EFPIA）の共同事業として実施される予定である。この共同事業
の執行体制（図 1 参照）は、執行会議(Board)、科学委員会(Scientific Commitee)、
事務局(Executive Office)である。執行会議は設立メンバー、ECおよび EFPIAで構
成される。科学委員会はハイレベルの科学者達によって構成され、執行会議への助

言を行う。事務局は、この共同事業の全般的な管理とコミュニケーションに対して

の責任を負う。 
この ETPにはさらに次の二つのグループが含まれる。 
加盟国グループ(Menber States Group)： 加盟国からの情報、または加盟国への

情報のとりまとめ役。 
ステイクホルダーフォーラム

(Stakeholders Forum)： 全ての
ステイクホルダー（学会、中小企

業、産業からの研究者、批評家、

規制者、患者など）を代表するオ

ープンなフォーラム。 
 
    

（出所：同 TPの webサイト） 
図 1 革新的医薬品 TPの体制図 

 
(財源／予算) 

SRA で勧告されている全ての研究を実施するための総費用は 32.3 億ユーロと見
積もられている。その資金源は、製薬産業（EFPIA 会員）および欧州委員会(FP7)
からの資金が予定されている。 

 
4. ナノメディスン・テクノロジープラットフォーム 
（目的） 
・ナノテクノロジーの健康分野への応用分野における明確な戦略的ビジョンの作成

（SRAの作成） 
・ナノ医療研究での断片的（分散的）取組の解消 
・官民の投資の結集 
・研究優先領域の明確化 
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・医療分野でのナノテクノロジー利用におけるイノベーションの推進 
（設立） 2005年 9月 
 
（SRAの策定および内容) 2006年 12月 

SRA で強調されているのは、1)ナノテクベースの「ドラッグ・デリバリー」シス
テム、2)ナノスケールの「診断法」、3)「再生医療」の 3テーマである。 

 
（プラットフォームの組織構造） 

このプラットフォームは、全ての参加者によって構成されるステイクホルダープ

ラットフォーム会議によって運営されている。産業界主導の5つのワーキング・グル
ープ（1.診断、2.ドラッグ・デリバリー、3.再生医療、4.倫理・規則・社会問題、5.
知的財産権）が設置されている。  
執行会議が設置され、事務局が支援を行う。ミラーグループは、加盟国、候補国、

FPの関係国の代表者が参加する。各国政府とETPの関係を強化するために、プラッ
トフォーム会議とミラーグループ会議とは合同で開催される。このETPでは、欧州
委員会はオブザーバーである。 
（プラットフォームの活動と構造） 

プラットフォーム全体会議は年間2,3回開催され、SRAの実現に向けての取組、提
案書作成のための企業連携の構築などが議論される。ワークング・グループによる

会合は年間数回開催される。執行会議は約10日毎に電話会議型式で行われ、そこで
はプラットフォームの管理と戦略に関する事項が議論される。参加国の中の幾つか

の国では、国レベルのプラットフォームが設置または計画されている。 
 

（財源／予算） 
SRAでは、欧州委員会に加えて、EU加盟国やFPの関係国の全てのステイクホル

ダーに対しはっきりと資金拠出を呼びかけている。最初の年には、欧州委員会(FP7)
予算から1億ユーロの拠出を求めており、さらに各国の公的・民間投資を同額求め、
計2億ユーロの拠出を求めている。 

FP7期間中(2007～2013年)では、FP7から約8億ユーロの資金を必要とし、さらに
同額の拠出を各国の公的／民間投資として期待している。産業界からの投資は、現

在は大きくはないが、将来は主要な資金源となるべく、その役割が増加することが

期待されている。 
 
5. フォトニクス 21・テクノロジー・プラットフォーム 
（目的） 

5つの産業分野（1.情報・通信、2.照明とディスプレイ、3.製造、4.ライフサイエ
ンス、5.セキュリティ）におけるフォトニクス（光工学、光通信学）の開発と展開
において、欧州がリーダーとして確立することを目指す。産官の実施者間でビジョ
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ンを共有し、フォトニクスの部品やシステムや製品における、明確にビジョンを持

ち、産業化に繋がる研究開発に必要な重要な環境を生み出すことを目指す。 
（設立）2005年 12月 
（SRAの策定と内容) 2006年 4月 
（ライフサイエンス・バイオテクノロジーとの関係） 

対象とする応用分野の一つにライフサイエンス・健康が取り上げられている（図 2
参照）。 

 
 
 
 
 

（出所：同 TPの webサイト） 

 
図2 
 フォトニクス21の 構造 
  （SRAのカバー分野） 

 
 
 
SRAにおいて、ライフサイエンス・健康分野でのフォトニクスの応用先として挙

げられているのは、細胞・分子生物学、予防医学、先進および早期診断、非侵襲お

よび個別治療、細胞及び組織操作のためにフォトニックツール、生体細胞内診断、

生体内組織学・病理学、眼科用器具、光学的なバイオチップとバイオセンサー、顕

微鏡断層撮影・顕微鏡、先進的なインプラント（人工網膜）などである。 
 

6. 統合スマートシステム(Eposs) 5 ・テクノロジー・プラットフォーム 
（目的） 

欧州産業がマイクロ／ナノシステム技術および関連する先端技術において、世界

をリードする。様々な分野のマイクロおよびナノシステムにおいて、欧州の高い能

力と競争力を例示する。欧州研究領域でのスマートシステムの統合の実施に向けて、

欧州の官民のステイクホルダー達が集う。 
（設立）  2006年 7月 
（SRA)  2006年 8月 
 
 

                                                  
5 Epossについては海外レポート997号参照。「欧州テクノロジー・プラットフォーム」 
  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-02.pdf 

情報・通信 

応 用

製造 

ライフサイエンス・健康

照明・ディスプレイ

分野横断的事項 

教育・訓練 部品・システム セキュリティ・測定・センサ
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（プラットフォームの組織構造） 
 
 
 
（出典：NEDO海外レポート 

     997号） 

 
図 3 統合スマート 
システム(Eposs) TPの 

組織構造 
 
 

（ライフサイエンス・バイオテクノロジーとの関係） 
6つのワーキング・グループ（作業部会）のテーマの一として医療技術が取り上

げられている。  
SRAにおいては、医療分野でのスマートシステムの応用分野としては、BioMEMS

（バイオ微小電気機械）および光学センサ、機能的および細胞生物学的画像化、治

療および治療モニターの補助、E-ヘルス・遠隔医療・ネットワーク・データ管理、
再生医療のための医療技術などが挙がっている。 

 
 
7. 持続可能な化学・テクノロジー・プラットフォーム 
（目的） 
  持続可能な化学 TPの目的は、化学、バイオテクノロジー、化学工学の領域にお
いて欧州での研究開発とイノベーションを促進することである。 

  欧州の化学産業全体の持続可能性と継続的な競争力に貢献する革新的化学と技術

の開発を促進することが目的である。 
三つの主な技術革新領域（産業バイオテクノロジー、材料技術、反応およびプロ

セス設計）での、環境に配慮し、エネルギーや資源の効率的なプロセスや生産技術

において最先端の開発を行う。 
化学での改革のための大きな障害を見極め解決する行動を取る。 

（設立）2004年 6月 
（SRAの策定)   2005年 11月 

 
（TPの組織構造） 

本 TPは 3つの部門（産業バイオ、材料技術、反応・プロセスデザイン）さらに
執行会議、分野横断的な事項を対応する横断事項グループ(Horizontal Issues group)、 
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産業バイオ 反応・プロセスデザイン 材料技術 

執行会議 

事務局 

ミラーグループ

事務局(Platform secretariat)加盟国各国の代表者で構成されるミラーグループ
(Member States’ Mirror Group)で構成されている（図 4参照）。 

 
 
 
 
 

（出所：同 TPの 
webサイト） 

 
図 4 持続可能な
化学 TP組織構造 
 

 
 
（ライフサイエンス・バイオテクノロジーとの関係） 

上述のように三つの主な技術革新領域に産業バイオテクノロジーを含んでいる。

また、化学産業の中に製薬業界が含まれている。 
 

（NEDO情報・システム部 林 欣吾） 
 
（参考資料） 
欧州テクノロジー・プラットフォームのHP 

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/home_en.html 
 

Third STATUS REPORT: At the Launch of FP7 
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/technology-platforms/docs/etp3rdreport_en.pdf 

 
個別のテクノロジー・プラットフォームへの入り口サイト 

http://cordis.europa.eu/technology-platforms/individual_en.html 

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/technology-platforms/docs/etp3rdreport_en.pdf



