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【電子・情報通信技術特集】研究開発政策  
 

ドイツ連邦政府による電子技術の研究開発･促進策 
 

NEDO技術開発機構 電子・情報技術開発部 
 

ドイツ全国における総合的な研究開発の動向に関しては 4 年の周期で連邦文部科学
省 (BMBF)から発行される分厚い分量の｢研究活動･連邦報告書｣[1]に活動の組織や重
点､及び政府や産業界の研究開発投資に関する統計的な数字が公表される。また連邦政

府は情報化社会が進展する動向に対応して､情報通信分野における総合的な技術開発

を促進する目的から 2002年に 4年の実施期間を予定する｢情報通信技術の研究開発助
成策 2006｣[2]を発足させた。また本助成策の 1重点分野となるマイクロ及びナノ電子
技術に関しては､研究開発に関する連邦政府の戦略を掲げた｢ナノ電子技術の助成構

想｣[3]も 2002 年 6 月に公開された。ここでは上記の公開資料を主な情報源とし､情報
通信分野を主な使途とする電子技術の研究開発に対する連邦政府の支援策について以

下により報告する。 
 

1.1. 政府助成策の概要 
 
ドイツ全国の研究開発投資総額は BMBF から発行された(上記)研究活動･連邦報告

書の最新(2004年)版に示される 2002年統計に従うと 524億ユーロで､その 68.5％に当
たる 359億ユーロを経済界が支出し､この金額は 1996年以来間断なく上昇を続け同年
比で約 44％の増加に相当する。これに対する政府の研究開発投資額は 2002 年の統計
によると上記投資総額の 31％に当たる 163 億ユーロで金額的には 1996 年(162 億ユ
ーロ)1と殆ど変わりない。また政府の投資額は連邦政府によるもの､及び(合計 16 とな
る)州政府(及び地方自治体)によるものとの合計であるが､2002 年の政府投資総額に占
める連邦政府の投資額は総額の 55％に相当する 90 億ユーロであり金額的には 1996
年(86億ユーロ)比で漸増の傾向にある。これに対する 16州政府の投資総額は 2002年
の統計によると 73 億ユーロで 1996 年(76 億ユーロ)と比較すれば漸減となる。なお
2002年の全国投資総額で残りとなる 2億ユーロは非営利目的の民間投資総額に該当す
るが､全体に占める割合は僅少である。 

 
2002年の実績が 163億ユーロとなる政府の研究開発資金は大規模研究組織に対する

機関助成金(全体の 29.7％)､プロジェクト単位の助成金､及び国際協力･研究開発の分担
金(9.0～9.5％)などの形で支出されるが､機関助成金とプロジェクト助成金の割合は政
府の当該施策に左右されて変動することが多い。但し､連邦政府と受益者の立地を所管

                                                  
1 2002年における欧州の通貨統一以前に DMで表示された金額も全て 1.00 EUR＝1.95583 

DMで換算して表示する。 
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する州政府が共同出資する機関助成金の負担率は固定され､ 連邦政府が全体の 3 分の
2強を負担し2､残りの 3分の 1が州政府負担金の合計となる割合には変わりがない。 

 
州政府による研究開発投資は(州政府が所管権をもつ)公立大学の研究活動助成金や

大規模研究組織に対する機関助成金の州政府分担金その他に充当されるが､ここでは

州政府の研究開発投資には特に言及せず､以下の報告は連邦政府の研究開発政策に限

定する。連邦政府による研究開発投資の電子技術開発該当分は BMBFの統計方式に従
う分類ではマルチメディアや生産技術も含めた第 34部門｢情報技術｣に含まれる。情報
技術部門に対する連邦政府の研究開発投資額は 2002 年の統計で全体(90 億ユーロ)の
7.4％に相当する 6 億 6,870 万ユーロであるが､それ以降の推移を示す予算によると
2003年には 6億 8,160万ユーロと一旦増加した後 2004年には 5億 9,680万ユーロへ
著しく減少する。 

 
BMBF の本統計で情報技術部門は更に 34.1(ソフトウェア･システム)､34.2(情報技

術の基礎テクノロジー)､34.3(マイクロシステム技術の応用)､34.4(製造技術)､34.5(イ
ンターネット)､34.6(マルチメディア)､34.7(世界的ネットで連携するデジタル図書館)
などの 7 小部門へ細分されるが､その中で第 34.2 小部門が電子技術をカバーするテー
マ分野を漏れなく包括するとは限らないまでも､大多数は該当するものと考えてよい。

第 34.2 小部門の主なテーマ分野は下に概要を述べるが､当該小部門全体に対する連邦
政府の研究開発投資額は 2002 年の統計によると 2 億 2,060 万ユーロで､その後の推
移を示す予算額は 2003 年(2 億 1,270 万ユーロ)から 2004 年(2 億 1,390 万ユーロ)
にかけて小幅な増減の傾向にある。 

 
本報告で主対象とする電子技術分野において連邦政府が実施する研究開発促進策の

最新動向については本章の第 1.2.で報告するため､ここでは上記の研究活動･連邦報告
書 2004 年版に示される助成策の重点について簡単にふれる。助成の対象とするのは
原則として産業界主導型の研究開発プロジェクトに産業界や学術界のパートナーも加

担させる協同プロジェクトであるが､政府が重視する研究開発のテーマ分野を以下に

掲げる。 
 
・ シリコン基本のナノ電子技術 
微細化がナノ･サイズへ接近するマイクロ電子も含むナノ電子技術の重点的な研

究開発助成には 2000～2004 年に 3 億 7,700 万ユーロの連邦予算が確保される。
シリコンを基本とする新種半導体チップの設計と製造で対象とする製品はパソ

コン用のセントラル･メモリや CPU 並びにユーザー仕様 IC 類(ASICs)やフラッ
シュ･メモリなどである。 

                                                  
2 連邦政府の機関助成金分担金は BMBF の統計で関連する部門の研究開発投資に振り分けら
れる。 
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・ 電子部品製造の技術と装置 
シリコン基本ナノ電子技術の市場競争力は､その製造技術に大きく依存するため､

下記の重点に的を絞って助成される。 
‐微細度が 70 nm 及び以下を対象とするリソグラフィ･回路構成プロセス 
‐3 次元ないしはウェーファー･レベル集積など､革新的で機能性が最適化された
フロントエンド及びバックエンド技術 

‐仮想的な技術設計 
・ 新種の回路と部品 
半導体技術開発の国際的ロードマップ(ITRS)で示される動向に対応して研究開
発助成の中心的なテーマを下記に絞る。 
‐シリコン基本ナノ電子技術を利用する高集積度の回路とシステム 
‐新しい利用分野に向けた複合度の高いシリコン回路の構成とシステム 
‐磁気電子及びスピン電子技術 
‐シリコン基本パワー電子技術のコンポーネント及びシステム革新 
・ チップのシステムと設計手法に関する改善 
半導体チップ･システムの性能向上と製造コストダウン､並びに効果的で敏速な

設計を目指して研究開発助成の重点を下記するテーマにおく。 
‐複合的な回路やシステムに適用する新規の設計手法と自動化された設計 
‐必要技術と CAD の開発原動力となる新しいチップ･アーキテクチャと同システム 

・ 通信技術と関連の基礎技術 
連邦政府による研究開発促進策の本重点分野には 2000～2004 年に 2億 2,500万
ユーロの予算が確保され､以下に列挙するテーマに重点をおいて実施される。 
‐未来の移動通信網に利用するシステム技術 
‐IP(インターネット･プロトコル)をベースとする無線通信 
‐ギガビット無線 LANシステムに利用する技術 
‐第 3世代無線通信技術の改善に利用する技術 

・ ディスプレー技術 
ドイツの研究開発が立ち遅れた状態にある本分野での競争力を挽回するため､車

載と通信部門の使途に向けた下記するテーマ分野の研究開発体制を整える。 
‐携帯及びローコスト製品に適したフレキシブル基盤上の液晶ディスプレー

(LCD)技術 
‐視角特性や電気的特性に優れた有機性発光ダイオード(OLED)ディスプレー 

・ ポリマー電子技術(Polytronics) 
電子部品の劇的な生産コストダウンが期待されるプラスチック素材を利用する

電子技術の研究開発は目下のところ下記するテーマ分野で進められる。 
‐製品 ID 無線タグの印刷及びリソグラフィ手法による大量生産 
‐フレキシブル基盤上のポリマー材ディスプレー制御回路 
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1.2. 情報通信技術の研究開発助成策 2006 
 
連邦政府が 2002～2006 年を予定して実施中にある｢情報通信技術(IT)の研究開発

促進策 2006｣では通信のネットワーク､端末機器､ソフト及びアプリケーションで情報､
電気通信､及びメディアなど諸技術の融合化と情報技術システムの複合化が時と共に

進行する大きな流れに対応してプログラムの重点が定められる。この大きな流れに沿

って発展する IT システムやアプリケーションが以下に掲げるようなキーテクノロジ
ーの開発を必要とするからである。 

 
‐ナノサイズ構造を実現するための前提条件となる次世代リソグラフィ 
‐マイクロ電子技術からナノ電子技術への移行に際する新しい物理的効果の活用 
‐端末機器相互間を(電送､スイッチングも含めて)純光子ネットで結ぶ光子技術 
‐知的でネットワーク連動式のセンサーとアクター 
‐適応性のある汎用エア･インターフェース(ハード及びプロトコル) 
‐消費電力の最小限化に役立つ新種の部品とアーキテクチャ 
‐異種システムの相互機能性と特別ソフト･サービスの構成に役立つ新種のソフト･

アーキテクチャ 
‐アスペクト指向型のソフト開発など複合性への対応､及び次元的に一段と高い機

能やアクセスの安全性へ到達するのに役立つ新種の手法 
‐マイクロないしはナノ電子技術の新しいシステム､例えばシステム･オン･チップ

(SoC) 
‐アイデアを利用可能なシステムや製品へ敏速に実現化するためのモデルを基本と

するソフト開発など､新規の開発手法 
 
また､既存技術の開発を更に進め新しい研究分野が生まれると､技術開発の道が開け

るものと期待される下記のテーマ分野に技術的進歩をもたらすものと思われる。 
 
・ 携帯用電源､ 
・ 全光学式のデータ処理(データー伝送を含む)､ 
・ 新種のナノ電子部品とシステム､ 
・ スイッチングや伝送向けのセンサーやアクターに適した新種の素材､ 
・ 新しいフレキシブル･ディスプレー､電子ペーパーまたはポリマー･ベースのディ
スプレー(OLED)などを利用するディスプレー技術､ 

・ 適応性のあるソフトとアプリケーションのアーキテクチャ､オープンで適応性の
ある伝送システム､ 

・ 自己構成式の通信網､ブロードバンド無線通信網､ 
・ 新しい技術上及び管理上の安全構想､ 
・ 新しいコンテンツ･ウェアの開発､及び 
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・ 生物学を原点とする IT 問題の新しい解決策 
 
更に本 IT 研究開発プログラムでは中･短期的な技術開発を支援するだけでなく､長

期的には実現の可能性もありながら今日では未だ経済効果の予測は困難な下記するテ

ーマ分野のプロジェクトも支援する。 
 
・ 量子情報処理､量子構造､量子演算 
・ (例えば光子結晶を利用する)光学式情報処理に利用する新種のシステム 
・ スピン電子技術 
・ DNA コンピュータ､生物分子と生物アナログ･コンピュータ､有機コンピューティ
ング 

・ 神経プロセーティク及びバイオ･ハイブリッド･システム 
・ 請求仕様に従うソフトの自動式発生 
・ 原子･分子レベルからシステムまでのボトムアップ方式による設計 
・ 分子レベルでの自己組織性能 
 
本 IT研究開発助成プログラムの内容的な重点は 300名以上の専門家が加担した専門

家会議や 30 の作業部会で検討を重ねた結果､下記する 4 重点分野におくことが決定さ
れた。 

 
・ ナノスケールの電子技術とシステム 
・ ソフトウェア･システム 
・ 通信技術向けの基礎テクノロジー 
・ インターネットの基本分野とサービス 
 
本節ではナノスケールの電子技術とシステム以外の他の主要分野における支援の要

点について以下に報告する。 
 

ソフトウェア･システム 

ソフト製品市場の規模は 2001年の実績によるとドイツ国内で約 165億ユーロ､欧州
全体で約 570 億ユーロであったが､情報通信技術の分野におけるハード､情報サービス､
通信サービスなど他の部門と比較して最も高い成長が見込まれる。ドイツにおける 1 
次ソフトの開発と 2次(ユーザー)ソフトの開発･マッチングなどによる価値創造高は約
250億ユーロ､これらのソフト全体に依存する製品の市場規模は約 5,000億ユーロにも
達すると推測され､その国民経済に与える影響は大きい。 

 
この巨大な規模の市場を動かすドイツのソフトウェア業界は主として(従業員総数

200 名以下の)中小企業に支えられ､また革新の周期もハードの分野と比べて短い特別
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な事情があり､これを考慮して研究開発助成も下記する原則に従って実施される。 
 
・ 助成の対象となるのは原則として研究機関､大学研究所及び特に中小企業を念頭
に置く民間企業などが加担する共同開発プロジェクトであるが､業務を下請けに

委託する形の協同関係も可能である。 
・ 何れの研究プロジェクトでも､研究開発によって解決できるアプリケーションの
具体的な問題提起を出発点とすべきである。アプリケーションの実施者は可能な

限り調整役としてプロジェクト最初の時点から加担し､共同体に適切な権威のあ

る学術的パートナーを探すべきである。これにより情報工学分野でのソフト開発

に関する研究と､技術的及び非技術的アプリケーション分野でのソフト開発との

間にみられる溝を埋めるものとする。 
・ 慎重に計画されたプロジェクト管理が求められ､ノウハウ獲得とノウハウ伝授に
関する構想､特に何れの加担者がプロジェクトの完結後にノウハウを書類化した

形で保有するかを受益申請に明記するものとする。 
・ プロジェクトの助成期間はソフト市場のダイナミック性を考慮し 2～3 年間とする
が､多くの分野に跨る長期プロジェクトの場合は 4～8年間に及ぶことも許される。 

 
通信技術向けの基礎テクノロジー 

GSM(Global System for Mobile Communication)方式の導入を契機としてドイツ
でも携帯電話のブームが発生し現在も続いているが､この加入者急増に加えて移動式

マルチメディア通信など､移動式無線で伝送される情報量の増大という最近の動向に

対し､利用可能な周波数帯域は限定されるため無線通信ネットワークの容量は既に限

界へ達している｡このため､当該ネットワークの技術的な再開発を進めることが急務と

なっている。また将来は通信の利用者が無線･有線の区別なく何時でも何処からでも通

信ネットワークにアクセスできる方向へ進むものと予想されるため､これに対応して

ネットワークを再編成することも必要となる。この観点から本重点分野の助成策は下

記する 4 テーマ分野に集中して実施される。 
 

・ 光子式通信ネットワーク 

光学式伝送技術を基礎とする中核ネットワークを今後数年間にインターネットで発

生する要求にマッチさせることを目標とする。研究開発の目処としては 2005年にガ
ラス･ファイバー1 本当たりの伝送能力を 50 Tbit/s へ引き上げることを計画し､更
に中核､分配及びアクセスなどの各ネットワークを連動させ､品質の保証された通信

サービスが確実に提供できるような光学式情報ネットワーク向けの知的なネットワ

ーク･マネージメントを開発することも重要である。 
・ 移動式ブロードバンド通信システム 

インターネットが全世界に普及する動向にあって､移動式インターネットへのサー

ビス拡大と(何時でも何処でも)利用できることが中心的な役割を果たす。この未来的
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な移動式通信の課題となるのは､地域を限定しないブロードバンド通信サービスの

提供､並びに全ての手段を効果的に活用することである。ダイナミックに変化する交

信量へ対処するには新規の構想とアーキテクチャの開発が必要となる。 
・ 革新的なディスプレー技術 

薄型画面技術の産業政策的な重要性と､それに必要な基礎技術の進歩に対応して通

信､車載､及び生産などに向けた革新的なディスプレー解決策を開発することが重要

となる。例えば車載や通信技術などの将来性が大きく期待される分野におけるユー

ザー仕様コンポーネント､及び高い歩留まり率が約束される革新的な生産工程など

を通じて業界へ参入することは有望と思われる。 
・ 新規のコンポーネントと素材 

新しい通信技術分野の基礎研究を､新しい素材や(例えば量子物理学などの)新しい物
理効果が革新的なコンポーネントの開発に活用されるように推進する目標を掲げる。

またギガバイト容量をもつ光学式メモリ技術の開発を今後とも進める。 
 

インターネットの基礎分野とサービス 

インターネット･プロトコル(IP)をベースとするインターネット技術が下記するよう
な特徴を持つ未来における汎用通信ネットワークの出発点になるものと予想される。 
・ 諸々のサービスが集積された通信ネットワーク 
・ 電話網から従来式のデータ伝送網に至るまでの種々異なるネットワークを合併す
るための収斂プラットフォーム 

・ 汎用の情報メディア 
・ 多様性のある業務用及び娯楽用アプリケーションに適用するプラットフォーム 
 
今日のインターネット技術は上記の要求に遙かに及ばないため､機構改革を進める

と共に特に下記する分野で研究開発に大きな力を注ぐことが必要となる。 
・ 新しいインターネット技術 
・ 情報の調達と管理に利用するツール 
・ インターネット支援型プロセス 
 
インターネットの新しいアプリケーションとサービスに関する研究開発を主な対象

とする本支援策は下記する 3 テーマ分野に適用する。 
・ 新しいインターネット技術：インターネット特有の技術と標準に関する研究開発 
・ 通信ネットワークを介する知識取得：学術部門の特別な要求に対応した研究用ネ
ットワークとサービス､及びインターネットでの情報を効果的に組織化･活用する

新しい構想 
・ インターネット支援型プロセスの研究：インターネット支援型プロセス全分野向
けの科学的な計測､開発及び制御手法を対象とする。 
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BMBFによる IT研究開発促進策 2006の予算 
重点分野を上に掲げた IT研究開発促進策 2006､並びに別の促進策として実施される

情報通信分野の研究開発に連邦文部科学省(BMBF)が準備する予算の総額は約 36億ユ
ーロとなるが､その大内訳はプロジェクト単位の助成金合計約 15 億ユーロ､関連の研
究開発を実施する大規模研究組織に対する機関助成金合計約 15億ユーロ､IT関連教育
のプロジェクト助成金合計約６億ユーロとなる。BMBFが用意するプロジェクト単位
助成金の 2002～2006年予算分配を第 1.2.-1表に示す。 

 
第 1.2.-1 表：IT 分野の研究開発に対する BMBF プロジェクト助成金(単位 100 万ユーロ) 
 

IT研究開発促進策の実施年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 合 計 

IT 研究開発プロジェクト助
成金 

      

1. ナノ電子技術とシステム 77.5 79.5 79.5 79.5 79.5 395.5 
2. ソフトウェア･システム 50.0 55.7 55.7 55.7 55.7 272.8 
3. IT向け基礎テクノロジー 54.5 57.0 57.0 57.0 57.0 282.5 
4. インターネットの基本分野 26.6 31.2 30.9 30.9 30.9 150.5 
その他の助成プログラム       
a. マイクロ･システム技術 55.5 59.0 59.0 59.0 59.0 291.5 
b. ソフト･システム特別資金 32.4 28.6 0 0 0 61.0 
合  計 296.5 311.0 282.1 282.1 282.1 1,453.8
出展：ドイツ連邦文部科学省(BMBF) 
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