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【個別特集】欧州の研究開発政策  
 
市場志向の研究開発のための欧州全域にわたるネットワーク 

「ユーレカ」の最新状況(EU) 
 

NEDO技術開発機構 情報・システム部 
 NEDO海外レポートでは、欧州連合(EU)における代表的な研究
開発助成制度である研究開発フレームワーク計画(FP)について、
これまで何回か取り上げ紹介してきた1。本稿では、欧州レベルの

研究開発スキームとして、FPと並び称されるユーレカ
（EUREKA）2について紹介する。 
 
1. ユーレカの概要 
 
ユーレカは、そのキャッチフレーズ「市場志向の研究開発のためのネットワーク（A 

Network for Market Oriented R&D）」で示されているように、企業のニーズに基づ
き、新たな革新的技術を市場化していくための欧州の企業や大学を中心とした研究開

発のネットワークである。ユーレカは、国境を越えた市場指向型のイノベーションの

促進を通じて、欧州産業の強化を目指している。この汎欧州政府間イニシアティブは

1985年に設立され、38の加盟国やEUからの産業や研究機関が、革新的技術の開発や
利用するためにボトムアップや市場指向的なアプローチで協力することを可能として

いる。 

ユーレカで取り組まれているプロジェクトは、技術や科学の多様性に関わらず、そ

の成果は全て市場指向型という点で一致している。プロジェクトの協力の方法、期間

や投資額の決定は、ユーレカではなく、プロジェクト毎に結成されるコンソーシアム

（通常は中小企業、研究機関、大企業によって構成）が行う。このボトムアップ戦略

が、汎欧州の協力への柔軟なアプローチと共に、欧州研究領域(ERA)3に関係する他の

                                                  
1 例えば 「第 7次欧州研究開発フレームワーク計画(FP7)がスタート（EU）」

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/997-01.pdf 
2 EUREKA：正式名称（またはキャッチフレーズ）は”A Europe-wide Network for Market Oriented 

R&D”。eurekaは「（探していたものが）見つかった」という意味。元々はギリシャ語の I have found 
it の意で、アルキメデスが王冠の金の純度の測定法（アルキメデスの原理）を、浴場で発見した時の
叫び声と伝えられている。 

  EUREKAの訳語として当初は「ユーレカ計画」が使われていたが、本文中にあるように独自の研究予
算助成ツールがなく、ネットワーク、イニシアティブ的な意味合いが強いため、最近では「ユーレカ」

「ユーレカ・イニシアティブ」などが用いられている。 
3 2000年、欧州としての総合的な研究活動の統一を目標とした欧州研究領域（ERA: European Research 

Area）イニシアティブが提唱された。EUは、加盟国の研究活動がこれまで閉鎖的で、各国の研究開
発政策が必ずしも連携がとれていないという認識をしており、ERAによって欧州加盟国の研究者の協
力を促進し、産業技術研究基盤の強化を図ろうとしている。 
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活動（FPなど）とは異なっている点である。 
2. ユーレカの現状 
 
ユーレカの枠組み内で行われる研究開発を支援するために、これまで 240 億ユーロ

以上の民間および公的資金が投入されている。実施中のプロジェクトには、約 40億ユ
ーロの資金を集めている（表 1参照）。 

 
         表 1 これまでのユーレカの成果 

 
 
 
 
 
 
 
（注）「個別プロジェクト」「クラスター・プロジェクト」については後出 

（出典：“Shaping tomorrow’s innovations today”(2007.6, EUREKA 事務局)を加工） 

 
 ユーレカで行われているプロジェクトの想定市場領域別の構成割合を図 2 に示すが、
IT(情報技術 )領域が突出しており、さらに電気通信 (telecom)、マルチメディア
(Multimedia)、ロボット(Robotics)を含めた情報通信技術(ICT)分野で過半を占めている。 
 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

（出典：“Shaping tomorrow ’s innovations today”2007.6, EUREKA 事務局） 

図2 ユーレカ・プロジェクトの想定市場領域別の構成割合 
  
 実施中のプロジェクトへの参加者（企業、研究機関等）の国別の構成割合を図3に示
す。フランス、ドイツ、オランダからの参加者が多い。一方、主要国では英国からの

参加者が少ないのが目立つ。フランスからの参加者が多いのは、そもそもユーレカが

フランスの提唱・主導で立ち上がった経緯があるためである。 

・ 参加者数：産業界 13,400（産業界からの参加者の多くは中小企業）。さらに研究機関、
大学、政府機関も参加 

・ 完了： 個別プロジェクト 1,840（予算 99億ユーロ以上） 
クラスター・プロジェクト 186（予算 109億ユーロ） 

・ 実施中：個別プロジェクト 700（予算 17億ユーロ。約 240万ユーロ/件） 
クラスター・プロジェクト 126（予算 23億ユーロ。約 1,800万ユーロ/件） 
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（出典：“Shaping tomorrow ’s innovations today”2007.6, EUREKA 事務局） 

図3 実施中のプロジェクトの参加者の国別割合 
 
3. ユーレカ・プロジェクト 
 
ユーレカの下で行われているプロジェクトは大きく以下の3つに分類される。 

  
(1)個別プロジェクト 
特定の分野での重大な進歩が見込める、直ぐに市場に出せる成果が期待できる、平

均的な欧州人が毎日ユーレカの革新的プロジェクトの成果に遭遇するものであること

などの要件を満たすものが個別プロジェクトとして認められる。具体的には、自動車

のナビゲーションシステム、高速列車を安全にするための主要要素技術、多機能スマ

ートカード、映画の特殊効果、心臓病の改良診断法、環境にダメージを与える電池に

置き換わる新たな技術などである。 
  

(2)アンブレラ 
あるテーマについての公的機関や専門家達のネットワークである。それぞれのアン

ブレラは特定の領域の競争力の強化を目指している。アンブレラは、そのテーマでの

対象範囲を明確にし、新しいプロジェクトの創出を働きかける。現在、製造、輸送、

環境などの領域に10のアンブレラが存在している。 
  
(3)クラスター 
クラスターは長期的かつ戦略的な重要な産業界主導のイニシアティブである。通常、

非常に多くの参加者があり、欧州の競争力のために非常に重要な一般的・汎用的な技

術の開発を目指すものである。現在表2、表3に示す5つのクラスターが活動している。
クラスターの件数、予算面で情報通信分野に重点が置かれているのが明白であるが、

エネルギー分野のクラスター(EUROGIA)もある。 
一番予算規模が大きなMEDEA+（マイクロエレクトロニクス）クラスターでは、この
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クラスターでの活動を通じて、3社の欧州企業が現在世界の半導体チップ製造者のトッ
プ10中に含まれるようになっている（以前は1社もランクインしていなかった）。 
このクラスターの下で公募に基づく多数のプロジェクト（サブ・プロジェクト、ク

ラスター・プロジェクト）が行われており、それらもユーレカ・プロジェクトと呼ば

れている。前出の表1に示されるように、クラスター・プロジェクトの方が、個別プロ
ジェクトより1件あたりの予算規模がかなり大きい。 

 
表2 実施中のユーレカ・クラスター（予算百万ユーロ） 

 
MEDEA+ マイクロエレクトロニクス        3,708 
ITEA     ソフトウエア・インセンティブ・システム      1,351 
CELTIC 電気通信                  150 
EURIPIDES  マイクロシステム技術              160 
EUROGIA 持続可能なエネルギー              6 
（出典：“Shaping tomorrow’s innovations today”2007.6,EUREKA 事務局を基に作成） 

 
表3 ユーレカ・クラスターの概要 
名称 概   要 
MEDEA+ 4 
 

・MEDEA+は、半導体技術のシステム・イノベーションを掲げて、8年間の計画期間
で、2001 年に開始された。（半導体分野のクラスターは以前から存在しており、
MEDEA+はその最新のクラスターになる） 

・フィリップス半導体をプロジェクト・リーダーに、欧州半導体大手のSTマイクロエ
レクトロニクス、インフィネオンをはじめに、半導体設備メーカー、デジタル家電、

自動車エレクトロニクス部品の欧州大手やIMEC、LETI、フラウンホッファー研究
所などの研究機関も参加している。 

ITEA2 5 
 

・ITEA は一体型ソフトウェア分野のクラスターで、MEDEA＋ と並んで、ユーレカ
計画におけるITクラスターの二本柱の一つとされる。家電、自動車、通信機器、航
空、防衛分野の欧州大手が中心となり、汎用性の大きい自社用のシステム・ソフト

やサービスの開発につながる研究開発を行っている。 
・ITEA 1は1999 年から開始され、その後継がITEA 2であり、計画期間は2014 年ま
でである。 

EURIPIDES  
 

・EURIPIDES は、インターコネクション・パッケージング（実装）技術分野のクラス
ターPIDEA+（2004-2009）と、MEMS などのマイクロシステム技術分野のクラスタ
ーEURIMUS 2（2004-2008）が2006 年に統合され、新規クラスター・プロジェクト
「マイクロ・デバイスとスマート・システムのパッケージングとインテグレーション

のためのユーレカ・イニシアティブEURIPIDES」として立ち上げられたものである。 
CELTIC 6  
 

・CELTIC は通信技術分野のクラスターで、欧州の通信機器メーカーとオペレーター
大手を結集した最初の共同研究開発プロジェクトとして2003年10月、ユーレカのク
ラスターとして認定された。 

・当初は、2004－2008 年の5 年計画であったが、2006 年に実施期間が延長され、現
在は2011 年11 月末までとなっている。 

                                                  
4 MEDEA+：Cluster on Microelectronic Development for Europeans Applications 
5 ITEA：Industry-driven cooperative R&D programme for maintaining European leadership in 

software- intensive systems 
6 CELTIC ：Cooperation for a European sustained Leadership in Telecommunications - Cluster in 

the field of telecommunications 
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プロジェクトに対しユーレカ・ラベルの授与

各参加者から資金の確保（各国の助成プログラム、民間資金） 

プロジェクトの開始 

審査・承認 

代表者が所属する国のNPCを通じて、ユーレカにプロジェクト提案書の提出 

全参加者によりコンソーシアムの結成

プロジェクトのアイデアの発展、協力体制の構築 

所属国のNPCとコンタクトを取る 

プロジェクトのアイデアを持つ 

EUROGIA 7 
 

・EUROGIA は、石油・天然ガス分野でエンジニアリング、生産、サービスなどの活
動を行なう欧州企業2500 社以上を結集した欧州石油ガス・イノベーション・フォー
ラムEUROGIF が作成した技術開発ロードマップに基づき、研究開発プロジェクト
を実施するため2004 年に立ち上げられたユーレカ・クラスターである。 

・活動内容は、低コストで利用できる資源の残りが少なくなった北海の化石燃料資源

につき、新しい技術開発により、利用できる範囲を拡大することを最大の狙いにし

ている。 
・EUROGIA は情報通技術 分野以外で欧州の大企業連合が立ち上げて活動している唯
一のユーレカ・クラスターである。 

（NEDO成果報告書「欧州のイノベーション政策動向調査」（2007.3）等を基に作成） 

 
4. ユーレカ計画への参加方法、プロジェクトの立ち上げ 
 
ユーレカにおけるプロジェクトは、ユーレカ加盟国のうち、少なくとも二つ以上の

国からの参加者により研究開発を共同で実施しなければならない。逆にこの多国間の

参加者による共同研究の実施のための枠組みがユーレカであるといえる。ユーレカ計

画でのプロジェクトの立ち上げ手順を図4に示す。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

（出典：ユーレカのwebサイト） 

図4 ユーレカ・プロジェクトの立ち上げ手順 
 

                                                  
7 EUReka Oil & Gas Industry initiAtive for sustainable development and a secure energy supply in 

a cleaner/safer future  
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ここで重要な役割を果たすのが、ナショナル・プロジェクト・コーディネータ（NPC）
と呼ばれる組織である。NPCは、加盟国の関連省庁や政府機関内に設置されているが、
ユーレカ・プロジェクトへの参加希望者に対し、対象市場に関する知識や、科学的な

専門知識、一般的な情報の提供や支援を行い、さらに各国の研究資金提供へのアクセ

スを手助けしている。また、前述したようにユーレカ・プロジェクトでは最低2つの加
盟国からの参加者が必要であるため、各国政府は関係国間の情報交換の促進や、時に

は、仲介イベントの開催などを通じて、プロジェクトのパートナーを探すための支援

などを行っている。 
 
図4に戻ると、プロジェクトの発案者（通常は民間企業）は、その国のNPCにコンタ

クトし助成支援とユーレカ・ラベルの認定についての相談を行う。その後、発案者は、

プロジェクトの内容を深めると共に、共同研究のパートナー探しを行い、パートナー

達とコンソーシアムを設立する。そして、プロジェクトの提案書を、NPCを通じてユ
ーレカの事務局に提出する。NPC はパートナーとなる加盟国のNPC と連絡を取りつ
つ、プロジェクト実施のためのその国の助成準備を進めると同時に、加盟国全体の事

務方高官（ハイレベル・グループ8）による定期会合におけるユーレカ・ラベルの認定

申請を準備する。そして、ハイレベル・クループにプロジェクトを提案する。ハイレ

ベル・グループは、大臣に代わってプロジェクトの承認を行う。そして、承認された

プロジェクトに対し、国際的に認められたユーレカ・ラベルの発行を認定する。この

ユーレカ・ラベル認定によりプロジェクトは正式に発足することとなる。 
 
なお、ユーレカ自体は、研究開発資金の提供・助成を行わない。研究開発資金は、

各加盟国の研究開発助成制度、採択基準によって支援される9。 
 
  

5. 欧州研究開発フレームワーク計画(FP)との連携 
 
ユーレカ計画と研究開発フレームワーク計画(FP)の連携の必要性については、以前
から議論されてきたが、本年にスタートした第7次研究開発フレームワーク計画（FP7）
の準備段階から欧州レベルの二つの研究開発助成スキームの連携はいくつかの面で進

展している。例えば以下が挙げられる。 
 
(1)EUROSTARS プログラムの開始 
ユーレカ計画とFPの連携に関しては、ユーレカの看板であるMEDEA クラスターと、

                                                  
8 ハイレベル・グループ： プロジェクト設置のためのメンバー国政府間の連絡、ラベル認定、閣僚会
議の決定準備など計画運営上の重要決定を行なうメンバー国政府高官からなる（必要に応じて年に数

回会合する） 
9 このため、ユーレカ・プロジェクトに認定されても、参加者が所属国からの研究助成を受けることが
できない事態が発生することもある。 
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活動領域や活動主体が重複するFP7での情報通信技術(ICT) 分野の関係が注目されて
いたが、ユーレカのもう一つの活動分野である個別プロジェクトにおいて、中小企業

を対象に、ユーレカ加盟国政府の助成に加え、研究開発フレームワーク計画（つまり

EU）からの助成を加えるスキーム（EUROSTARSプログラム）が本年10月から開始
されることとなった10。 
 
(2)ユーレカ・クラスターのFP7におけるジョイント・テクノロジー・イニシアティブ

(JTI)への組み込み 
JTIは FP7から新たに始まったサブプログラムで、主に欧州テクノロジープラット

フォーム(ETP)11 によって産業界主導で取り組まれる。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
営されている組織である。 
 クラスターMEDEA＋とETPのENIAC12、およびクラスター ITEAとETPの
ARTEMIS13の二組のユーレカ・クラスター／ETPの間では、中心的に研究開発を担う
企業や研究開発機関でも、資金を助成する加盟国政府も、ほぼ重複している。 
クラスターMEDEA+ とITEA は、これまでにそれぞれ関連のETPの設置やその戦

略的研究アジェンダの作成に、積極的に参加、貢献しながら、JTIの設置に当たっては、
イニシアティブの運営を実質的にはそれぞれのクラスターの事務局が担う方向で作業

してきた。 
また、MEDEA+ とENIAC におけるJTI、ITEA2 とARTEMIS におけるJTIはそ

れぞれ同一の運営組織によって担われることが明らかになっている。 
（NEDO情報・システム部 林 欣吾） 

 
（参考資料） 
“Shaping tomorrow’s innovations today”(2007.6,EUREKA 事務局) 
「100010230  平成18年度成果報告書 欧州のイノベーション政策動向調査」 
（委託先：OZAWASARL、2007.3） 

NEDO成果報告書DB（http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm）で公開中 
（関連サイト） 

ユーレカのwebサイト http://www.eureka.be/home.do 

                                                  
10 詳しくは右記 URLを参照。http://www.eurostars-eureka.eu/ 
11 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。 
 ETPについてのより詳細は下記を参照。 
 「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 

12 ENIAC：European Nanoelectronics Initiative Advisory Council。ナノエレクトロノクス主導諮問委
員会 

13 ARTEMIS：組込型コンピュータシステム Embedded Computing Systems 


