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【ナノテクノロジー特集】 

 
欧州のナノテクノロジー研究開発活動（EU） 
－フレームワーク計画におけるナノテク研究開発活動－ 

 
NEDO技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
EU のフレームワーク計画は、科学技術分野や技術テーマごとに研究開発活動への

助成を行なうだけでなく、EU の研究開発政策を実施するためのプログラムも実施し
ている。計画の下では何本ものプログラムが実施されており、ナノテク関連の研究開

発活動は従来の工業技術のテーマを引き継いでナノテクノロジーを中心テーマにした

プログラム以外にも、情報通信技術、ヘルス関連など複数のプログラムにおいても実

施されている。これはナノテクノの学際的性格、そのアプリケーションのセクター横

断的性格を反映している。 
 
第 7次フレームワーク計画は 2006 年 12 月 22 日に、ほとんどすべてのプログラム

において第一回のプロジェクト公募が始まり、実質的に開始されている。第一回公募

の締め切りは 5 月から 6 月であり、それ以降、一段階若しくは二段階の審査評価を通
じプロジェクトが選択された後、実施契約交渉が行なわれる。契約署名によりプロジ

ェクトが開始されるのは、従来の審査選択や実施契約の進行ペースから、早いもので

2007 年内、大部分は 2008年からの開始になるとみられている。ナノテク関連の活動
につき、第 6 次フレームワーク計画全体における活動規模を見た後、第 7 次の状況を
みる。 

 
1. 第 6次フレームワーク計画におけるナノテク関連活動 

 
第 6次フレームワーク計画（2002-2006）においては全体で 550 件以上のプロジェ

クトが、130 億 6000 万ユーロ以上の助成によって実施されている。この数字は第 7
次フレームワーク計画が開始された 2007 年初めのものである。第 6次計画は 2006 年
に終了しているが、2005 年のプロジェクト公募を通じ準備されているプロジェクトの
中には、2007 年初めにも実施契約を終えていないものもある。このため数字は最終的
なものではないが、全体的な状況は十分に示している。130 億ユーロ強のナノテク関
連活動におけるプログラム別の分布は次のようになっている。 

 
第 6次フレームワーク計画におけるナノテク関連活動 

プログラム／活動 助成金額(百万ユーロ) 比率 
ナノ科学・ナノテク、材料、生産手法 571 42% 

情報社会技術 466 34% 
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マリー・キュリー（EU 研究奨学金制度） 149 11% 
ヘルス 65 4.8% 

研究インフラ 40 2.9% 
新しい科学技術 22 1.6% 

中小企業研究開発支援 17 1.2% 
その他 32  2.3% 

合計 1362 99.8% 

出典：欧州委員会資料より作成 

 
表のうち、「ナノ科学・ナノ技術、材料、生産手法」、「情報社会技術」、「ヘルス」の

三つは、研究開発プロジェクトに対する助成を優先テーマ分野（第 6 次計画では七つ
設置された）において行なう活動の下でのプログラムである。「マリー・キュリー」、

「研究インフラ」は EU の研究開発能力を全体的に押し上げるための活動で、前者は
研究者に対する奨学金制度、後者は EU 内の大規模研究インフラ施設を域内全体の研
究者が利用できるように支援する活動であり、これらにおけるナノテク関連活動への

支援助成額が計上されている。「新しい科学技術」と「中小企業研究開発支援」は、七

つの優先テーマ分野に限定されない活動で、前者は特に他分野にまたがる新しい研究

トピックスや、研究開発や社会経済上の予期されなかった新しい動向に対応するため

の研究を支援するもの、後者は中小企業が必要とする研究開発を支援助成するために

特別に予算を配した活動である。「その他」の中には、優先テーマ分野のエネルギー関

連プログラム「持続可能な経済発展、地球温暖化とエコシステム」や「食品の質と安

全」におけるナノテク関連活動が中心である。なお注意を要するのは、表の数字はフ

レームワーク計画予算による助成金額とその比率であり、研究開発プロジェクトの実

施コストではないことである。一般的に研究開発プロジェクトに対するフレームワー

ク計画からの助成率は実施コストの 50%と決められており、研究開発プロジェクトの
実施規模はここに示された数字より大きい。 

 
表からは、「情報社会技術」におけるナノテク関連活動の大きさが目に付く。その規

模は優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、生産手法」における活動の 8 割ほどに
達している。「情報社会技術」におけるナノテク関連活動の大部分はナノエレクトロニ

クス分野のものである。 
 
次に優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、生産手法」におけるナノテク関連活

動の比重が注目される。第 6 次フレームワーク計画では同テーマに 14 億 2900 万ユ
ーロが配されており、そのうちの 5 億 7100 万ユーロ（40%弱）がナノテク関連の活
動に使用されたことになる。材料や生産手法のテーマにおいても、ナノテク関連の活

動項目があったことを考慮すれば、この比重は小さいように見える。 
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2. 第 7次フレームワーク計画におけるナノテク関連活動 
 
このようにフレームワーク計画におけるナノテク関連の研究開発活動は、複数の優

先テーマ分野や活動分野にまたがっており、全体の把握は容易でなかった。工業技術

テーマの流れを引く優先テーマ「ナノテク」は研究開発総局の G 局「工業技術」が運
営しているが、優先テーマ「情報社会技術」は情報社会総局が運営しているように、

ナノテク全体を管轄する組織は設置されていない。現在は欧州委員会内部に総局を横

断してナノテク関連の活動をコーディネートするためのナノテク作業班が設置されて

いるが、その中心は研究総局内の G 局が担当している。 
 
■ 活動規模 
 
第 7次フレームワーク計画(2007-2013)では、優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材

料、新しい生産手法」には 34 億 7500 万ユーロの予算が配されている。優先テーマ
における技術テーマごとの予算配分は 7 年間の活動期間全体にわたっては決まってお
らず、一般的には 1－2 年単位の実施計画書にあたるワークプログラムで発表される。
しかし優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産手法」の 2007 年に関す
るワークプログラムは、この先に詳しく見るように予算配分を大型研究開発プロジェ

クト、中小型研究開発プロジェクトなどプロジェクトの種類によって決定しており、

ナノテク関連に予定される予算はワークプログラムからは分からない。これに対し

2007 年初めから欧州委員会は、ナノテク関連の会合などで、第 7 次フレームワーク
計画全体におけるナノテク関連の活動規模に言及している。欧州委員会の諮問組織が

ナノ医療における倫理問題に関する答申書を発表した際、欧州委員会が発表したコミ

ュニケによれば、フレームワーク計画全体におけるナノテク関連の活動規模は次のよ

う言われている。 
 
・ 全体活動予算  ：34 億ユーロ 
・ このうちナノ医療：10 億ユーロ 
・ 2007 年の予定  ：3－4 億ユーロ 
 
EU はリスボン戦略とよばれる知識集約型経済社会の確立を目指す政策により、研

究開発は最大優先事項の一つとされ、フレームワーク計画の予算は強化されている。

全体として第 6次フレームワーク計画に対し 2 倍規模の強化が目安にされている。第
7次計画の実施期間は第 6次の 1.4 倍の 7 年であることを考慮すれば、ナノテク関連
では第 6次の 13 億ユーロの 2.8 倍、36 億ユーロ強がその数字にあたるが、34 億ユ
ーロはそれを幾らか下回る数字になっている。欧州委員会は第 7 次計画におけるナノ
テク関連の活動につき、前期計画の 2倍の規模と説明している。 
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2007 年の実施予算が 3－4 億ユーロと、7 年間の予算 34 億ユーロに比べ小さいの
は、フレームワーク計画の予算執行ペースを 2007 年から一挙に引き上げる代わりに、
漸次増強することで EU 首脳会議の合意があったためである。 

 
■ 計画全体を通じたナノテク関連研究活動項目 
 
フレームワーク計画における複数の優先テーマや活動分野にまたがるナノテク関連

の活動の全体を提示した資料は、これまで発表されていなかったが、第 7次フレームワ
ーク計画の立ち上がりには、「ナノ科学」、「ナノテクノロジーの開発」、「インパクト評

価・社会的問題」、「ナノ材料」、「ナノ医療」、「ナノエレクトロニクス」、「研究インフ

ラ」、「養成訓練」、「その他」のナノテク関連の 9 つの技術テーマや活動別に、研究トピ
ックスをまとめた説明が行なわれている。ここにいう研究トピックスは、実施計画書と

してプロジェクト公募の実施要領にもあたるワークプログラムにおいて、公募される研

究開発項目にあたり、具体的には 2006 年 12 月下旬の第一回プロジェクト公募の際に
発表された優先テーマごとのワークプログラムから抜き出されている。第 7次フレーム
ワーク計画におけるナノテク関連活動の大要を示すこれら 40 ほどの研究トピックスを
以下に表示するが、表中の優先テーマの略号などは次の通りである。 

 
・ NMP：   優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」 
・ HELTH： 優先テーマ「ヘルス」 
・ SiS：   優先テーマ「社会経済人文科学」 
・ ICT：   優先テーマ「情報通信技術」 
・ INFRA：  研究インフラ整備活用活動 
・ PEOPLE： 研究人材育成活動 
・ ERC：    欧州研究カウンシル（基礎研究プログラム） 
・ ENERGY： 優先テーマ「エネルギー」 
・ KBBE：  「食料品、農林漁業、バイオ技術」 
 
ナノ科学分野 

 
優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-1.1-1 バイオ/非バイオ間のナノスケールの相互作用 
NMP-2007-1.1-2 自己組成と自己組織 
NMP-2007-1.1-3 フレームワーク計画協力国のナノテク研究者支援とナノ科学・ナノ

技術分野の科学技術発表に関するフリーでオープンな電子アーカイブの創設 
NMP-2007-1.1-4 リスク評価と観測所設置を含む、ナノ科学・ナノ技術に関する科

学技術及び社会経済的なデータや調査の収集・作成・メソドロジーの開発 
NMP-2007-1.1-5 ナノ科学に関する ERANET Plus 
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ERANET Plus は基礎的研究分野のネットワーク・プロジェクトのための助成スキ
ームで、特定テーマに関し設置されたネットワークがコンソーシアムとして機能し、

共同研究開発プロジェクトを公募する。 
 
ナノ技術の開発 

 
優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-1.2-1 ラボにおけるナノテク・ベースのプロセスを研究開発し利用規模

を拡大するためのパイロットライン 
NMP-2007-1.2-2 ナノ技術のための設備とメソッド 
NMP-2007-1.2-3 ナノ医療に関する倫理、法規制、社会経済環境の分析 
NMP-20071.2-4 ナノ計量学におけるコーディネート 
NMP-2007-1.2-5 ナノ技術におけるキャパシティビルディングの検討 
NMP-2007-3.4-1 少量工業生産用の迅速な製造コンセプト 
NMP-2007-3.5-1 3D ナノ表面の高品質工業生産用プロセスと設備 
NMP-2007-3.5-2 マイクロ製造のための生産技術と設備 
NMP-2007-4.0-2 高付加価値繊維製品用バイオベース・ファイバーを含む新材料の

利用 
 
インパクト評価と社会的問題 

 

優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-1.3-1 利用しやすく携帯可能なナノテク専用測定分析デバイス 
NMP-2007-1.3-2 人造ナノ粒子の健康や環境に対するリスク評価 
NMP-2007-1.3-3 人造ナノ粒子の健康、安全、環境に対するインパクトに関するデ

ータや研究調査の科学レビュー 
NMP-2007-1.3-4 人造ナノ粒子の健康、安全、環境に対するインパクトに関する批

判的分析付きのデータベースの創設 
NMP-2007-1.3-5 人造ナノ粒子と名テク・ベースの材料・製品の健康、安全、環境

に対するインパクトに関する調査研究のコーディネート 
HELTH-2007-1.3-4 医療診断に使用されるナノ粒子の毒性概要評価のための代替テ

スト戦略 
SiS-2007-1.2.3.2-CT 社会における科学：ナノ科学とナノ技術 
 
ナノ材料 

 

優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-2.1-1 ナノ構造ポリマー・マトリクス・コンポジット 
NMP-2007-2.1-2 ナノ構造コーティングと薄膜 
NMP-2007-2.1-3 ナノ構造材料の特性決定 
NMP-2007-2.2-1 エレクトロニクスとフォトニクス用有機材料 
NMP-2007-2.2-2 オーダーメードの磁気特性を持ったナノ構造材料 
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NMP-2007-2.2-3 エネルギー保存用先進的材料アーキテクチャ 
NMP-2007-2.3-1 繊維エンジニアリング用管発生制御バイオ反応多孔骨格     

Highly porous bioactive scaffolds controlling angiogenesis fortissue 
engineering 

NMP-2007-2.4-2 オーダーメードの機能表面を持ったナノ構造触媒 
NMP-2007-2.4-3 機能性包装用再生可能材料 
NMP-2007-2.5-2 作業条件下での材料プロセスにおけるマイクロ構造変化のモデル化 
 
ナノ医療 

 

優先テーマなど 研究トピックス 
NMP-2007-4.0-4 欧州医療産業における大きな技術革新：インビボ診断と治療用の

ナ ノ テ ク ・ ベ ー ス ・ シ ス テ ム の 開 発 （ HELTH-2007-2.4.1-7 と
HELTH-2007-1.2-3 とのコーディネートにより） 

HELTH-2007-2.4.1-7 遺伝子治療以外のガン治療用にがん細胞に対する標的薬剤投
与の改善 

HELTH-2007-1.2-3 インビボの早期診断と治療対応評価のための新しい標的映像プ
ローブ 

ICT-2007-5.1 モニタリングと治療地点診断用パーソナル・ヘルス・システム 
 
ナノ医療に関しては、この三つの活動項目以外にも、医療映像技術、幹細胞研究、

トランスレーション研究などでもナノ医療に関わる活動が少なくない。 
 
なお情報通信技術における「モニタリングと治療地点診断用パーソナル・ヘルス・

システム」については第一回公募で 7,200 万ユーロの助成予算が組まれている。 
 
ナノエレクトロニクス 

 

優先テーマなど 研究トピックス 
ICT-2007-3.1 次世代ナノエネルギー・コンポーネントとエレクトロニクス・インテ

グレーション 
ICT-2007-8.1 ナノスケールの ICT デバイスとシステム 
 
ナノエレクトロニクス分野は、第 6次フレームワーク計画において 4 億 6600 万ユ

ーロと大きな規模の活動であったが、第一回公募では上記の「次世代ナノエネルギー・

コンポーネントとエレクトロニクス・インテグレーション」に 8600 万ユーロ、「ナノ
スケールの ICT デバイスとシステム」には 2000 万ユーロ、合計 1 億 600 万ユーロ
が予定されている。すでに見たように、2007 年のナノテク関連活動の規模は 3－4 億
ユーロであり、そのうちの 1/3から 1/4 に当たる。 

 
研究インフラストラクチャー 
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INFRA-2007-2.2.1.27 ナノ構造のための汎欧州研究インフラ PRINS 
（ESFRI2006 年ロードマップより） 

 
第 6 次までフレームワーク計画における研究インフラ活動は、既存の大型研究イン

フラに対する利用アクセスを域内全体の研究者に保証するため、共同利用プロジェク

トの設置支援などに限られ、新規設置を目指した活動はなかった。第 7 次からは欧州
研究エリア実現の方向で、EU レベルの大型研究インフラの効率的な整備を目指し、
新設プロジェクト支援も実施される。ESFRI は、どのようなインフラ施設をどこに何
時ごろ設置するかに関し、メンバー国間のコンセンサスを形成するため、域内の有識

者代表を集めた諮問機関で、2006年秋には今後 10 年ほどに実現されるべき研究イン
フラ・プロジェクトを 35 同定したロードマップを発表した。第 7 次フレームワーク
計画の研究インフラに関する第一回プロジェクト公募では、これらのプロジェクトの

立ち上がり準備支援（特に資金組み立て作業の支援）を提案している。 
 
ナノ構造のための汎欧州研究インフラ PRINS は、欧州におけるナノエレクトロニ

クス研究の三大拠点、ベルギーIMEC、仏 CEA-LETI、独フラウンホッファー・マイ
クロエレクトロニクス同盟の三つを中核にして、関連分野のプロトタイプ開発などを

行なうラボのネットワーク化を目指す。ナノエレクトロニクス分野の欧州テクノロジ

ー・プラットフォーム ENIAC の研究インフラ部分ともなる。2008－2013 年にかけ
順次整備される予定で、設置コスト 11 億 1000 万ユーロ、施設の運転コストは年間 2 
億 5600 万ユーロと見積もられている。 

 
研究者の養成訓練 

 

PEOPLE-2007-1-1-ITN マリー・キュリー初期訓練ネットワーク 
（全分野における研究者奨学金） 

その他 

 
優先テーマなど 研究トピックス 
ERC-2007-StG 欧州研究カウンシルによる若手研究者自立支援プログラム（全分野） 
ICT-2007-C 未来技術・新進技術 FET プログラム（自由テーマ） 
ENERGY-2007.1.2.4 水素貯蔵用の新しいナノ構造材料 
KBBE-2007-2-3-04 食品の品質保証、安全、製品特性のためのナノデバイス、 
KBBE-2007-2-4-04 技術革新的かつ安全な包装 
KBBE-2007-2.5-02 食品分野における融合技術とその可能性 
 
「その他」における活動項目のうち、水素貯蔵用のナノ構造材料と食品安全用のナ

ノデバイス以外は、ナノテク関連の活動も対象とするという間接的に関係する活動項
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目である。 
 

3. 優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」 
 
第 7 次フレームワーク計画でもナノテク関連の研究開発活動の中心は、工業技術の

流れを引く優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」において実施

される。同優先テーマにおけるナノテク関連の研究活動項目は、すでに見たとおりで

あるが、優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」では、研究活動

項目ごとに募集するプロジェクトのタイプを規定している。これは第 7 次フレームワ
ーク計画では、助成の対象となるプロジェクトが以下の四種に分けられているのに対

応する。 
 
共同プロジェクト(CP) 
 
・ 中小型共同プロジェクト：助成規模が 400 万ユーロ以下のプロジェクト 
・ 大型プロジェクト：助成規模が 400 万ユーロ以上のプロジェクト 
・ 卓越研究機関ネットワーク・プロジェクト(NoE) 
・ コーディネート及び政策支援活動(CSA) 
 
共同プロジェクトにおける中小型プロジェクトと大型プロジェクトの研究開発内容

の違いは、前者が主に個別の基幹技術の研究開発を行なうのに対し、後者はパイロッ

トライン実現など多くの場合複数の事業メーカーやユーザーの参加が必要若しくは望

ましい段階の技術を対象にする。このプロジェクト規模の違いは、審査方法にも反映

され、大型共同プロジェクトは二段階審査、中小型プロジェクトは一回審査で評価選

択される。 
 
優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」では、こうしたプロジ

ェクトの種類ごとに助成予算を配分する一方、研究活動項目毎にこれら四種類のうち

のいずれのプロジェクト・タイプが募集されるかを明記している。 
 
■ 第一回公募の実施規模と活動分野別の予算配分 
 
優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」は第一回プロジェクト

公募を、ほぼ 4 億ユーロの規模で実施している。これは 7 年計画の初年、2007 年の
実施予算となるが、活動分野別の予算配分は次のように発表されている。 
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「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」の 2007 年指標予算（百万ユーロ） 

  予算配分 
大型総合共同プロジェクト 200.000 
中小型焦点研究プロジェクト  105.723 
中小企業用プロジェクト 44.000 
コーディネート政策支援活動 15.000 

第一回公募 

ERANET Plus 
 

 

その他の活動 
－評価 (3.50) 
－競争入札プロジェクト(1.550)  
 

 5.050 

一般活動 

－Cordis(研究開発活動用ホームページ)(0.787) 
－ユーレカ(0.090) 
－コスト(3.376) 
－ERANET(7.096) 
－RSFF(18.140) 

29.490 

合計   399.263 

出典：Work Programme 2007, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New 
Production Technologies 

 
2007 年の年間予算の 90%が第一回公募を通じて選ばれるプロジェクトへの助成に

使用されるのが、そのうちの 3 億ユーロが研究開発プロジェクトへの助成となる。そ
の 3 億ユーロのうち、2/3 が大型共同プロジェクトに、1/3 が中小型の共同プロジェ
クトへの助成となる。2 億ユーロの助成予算を付されている大型総合共同プロジェク
トによって実施される研究トピックスは、次のようになる。ナノテク関連のトピック

スには影をつけておく。 
 
大型総合共同プロジェクトによって実施される研究トピックス 

 
活動／領域 公募トピックス 
ナノ技術と融合技術  

NMP-2007-1.2-1 ラボにおけるナノテク・ベースのプロセスを研究開発し利用規模
を拡大するためのパイロットライン 

ヘルス、安全、環境へのインパクト 

NMP-2007-1.3-1 利用しやすく携帯可能なナノテク専用測定分析デバイス 
材料におけるナノスケールの複雑性の掌握 

NMP-2007-2.1-1 ナノ構造ポリマー・マトリクス・コンポジット 
オーダーメードの特性を持った知識ベースのスマート材料 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1009,  2007.10.17 
 

 16

NMP-2007-2.2-1 エレクトロニクスとフォトニクス用有機材料 
新しいバイオ材料とバイオ発想材料 

NMP-2007-2.3-1 繊維エンジニアリング用管発生制御バイオ反応多孔骨格(Highly 
porous bioactive scaffolds controlling angiogenesis for tissue engineering) 

知識ベース材料の高性能開発用エンジニアリング活用 

NMP-2007-2.5-1 極限条件と環境用のオーダーメード新材料 
新しい産業モデルの開発と実証 

NMP-2007-3.1-1 スリムな製造を超えて－製品と生産手法のライフサイクルのため
の新しい産業モデル 

NMP-2007-3.1-3 産業システムにおける総合的リスク管理 
技術融合の開拓活用 

NMP-2007-3.5-1 3D ナノ表面の高品質工業生産用プロセスと設備 
NMP-2007-3.5-2 マイクロ製造のための生産技術と設備 
産業アプリケーション用の諸技術の統合 

NMP-2007-4.0-1 木材ベースの先進的コンポジットとその生産 
NMP-2007-4.0-3 未来の自動車用多機能材料 
NMP-2007-4.0-4 欧州医療産業における大きな技術革新：インビボ診断と治療用の

ナ ノ テ ク ・ ベ ー ス ・ シ ス テ ム の 開 発 （ HELTH-2007-2.4.1-7 と
HELTH-2007-1.2-3 とのコーディネートにより） 

NMP-2007-4.0-5 効率的な資源利用と環境建築 
 
( 出典：Work Programme 2007, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and 

New Production Technologies ) 
 
このように 2 億ユーロを配された 14 の研究トピックスのうち 8 つがナノテク関連

のものになっている。 
 
中小型共同プロジェクトによって実施される研究トピックス 

 
活動／領域 公募トピックス 
ナノ技術と融合技術 

NMP-2007-1.1-1 バイオ/非バイオ間のナノスケールの相互作用 
NMP-2007-1.1-2 自己組成と自己組織 
ヘルス、安全、環境へのインパクト 

NMP-2007-1.3-2 人造ナノ粒子の健康と環境に対する影響 
材料におけるナノスケールの複雑性の掌握 

NMP-2007-2.1-2 ナノ構造コーティングと薄膜 
オーダーメードの特性を持った知識ベースのスマート材料 

NMP-2007-2.2-2 オーダーメードの磁気特性を持ったナノ構造材料 
NMP-2007-2.2-3 エネルギー変換用先進的建築材料 
化学技術と材料プロセスにおける進歩 

NMP-2007-2.4-2 オーダーメードの表面機能を持ったナノ構造触媒 
NMP-2007-2.4-3 機能的包装用再生可能材料 
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知識ベース材料の高性能開発用エンジニアリング活用 

NMP-2007-2.5-2 作業条件下での材料プロセスにおけるマイクロ構造変化のモデル化 
適応力のある生産システム 

NMP-2007-3.2-1 迅速にコンフィギュレートできる機械と生産システム 
NMP-2007-3.2-2 化学品生産におけるプロセス集約 
ネットワーク化された生産  

NMP-2007-3.3-1 グローバルな環境における顧客志向の製品－サービス・デザイン 
製造プロセスのデザインと運用における新技術の迅速な移転統合 

NMP-2007-3.4-2 技術革新的合成への道－スマートな合成・デザインと反応段階数
の削減による効率性の改善 

 
( 出典：Work Programme 2007, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New 
Production Technologies ) 
 
1 億 500 万ユーロを配されている中小型共同プロジェクトにおける研究トピック

ス 13 のうち 8 つがナノテク関連のものである。 
 
中小企業の研究開発支援のためのプロジェクトに対しては、4400 万ユーロの予算が

配され、六つの研究トピックスが指定されている。それらの大部分は新しい技術の生

産プロセスへの統合や生産プロセスやシステムの適応性強化を目指すもので、ナノテ

ク関連の研究トピックスは、「ナノ技術のための設備とメソッド」だけである。 
 
 
コーディネートと政策支援活動におけるトピックス 
 
活動／領域 公募トピックス 
ナノ科学と融合科学 

NMP-2007-1.1-3 フレームワーク計画協力国のナノテク研究者支援とナノ科学・ナノ
技術分野の科学技術発表に関するフリーでオープンな電子アーカイブの創設 

NMP-2007-1.1-4 リスク評価と観測所設置を含む、ナノ科学・ナノ技術に関する科
学技術及び社会経済的なデータや調査の収集・作成・メソドロジーの開発自

己組成と自己組織 
ナノ技術と融合技術 

NMP-2007-1.2-3 ナノ医療の倫理、法規制、社会経済環境に関する分析 
NMP-2007-1.2-4 ナノ計量学におけるコーディネート 
NMP-2007-1.2-5 ナノ技術におけるキャパシティビルディングの検討 
ヘルス、安全、環境へのインパクト 

NMP-2007-1.3-3 人造ナノ粒子の健康、安全、環境に対するインパクトに関するデ
ータや研究調査の科学レビュー 

NMP-2007-1.3-4 人造ナノ粒子の健康、安全、環境に対するインパクトに関する批
判的分析付きのデータベースの創設 
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NMP-2007-1.3-5 人造ナノ粒子とナノテク・ベースの材料・製品の健康、安全、環
境に対するインパクトに関する調査研究のコーディネート 

材料におけるナノスケールの複雑性の掌握 

NMP-2007-2.1-3 ナノ構造材料の特性決定 
 
( 出典：Work Programme 2007, Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and New 
Production Technologies ) 
 
コーディネートと政策支援活動には、活動の性格上 1500 万ユーロと小規模の予算

が充てられているが、活動内容はすべてナノテク関連である。ナノテクに関しては、

研究開発と同時に、政策上の課題が大きくなっている。 
 
以上の第一回公募の研究トピックスに対しては全体で、3 億 6000 万ユーロほどの

予算が見込まれているのはすでに見たとおりである。ワークプログラムはさらに、こ

れは 2007 年の予算であり、2008 年分の予算が第一回公募のプロジェクトに関して追
加されるとしている。現時点では次回のプロジェクト公募に関するスケジュールは一

切示されておらず、数億ユーロ規模の 2008 年予算のうち、どの程度が現在進行中の
第一回公募分に回されるかは不明である。 

 
■ 今後の活動に予定される研究トピックス 
 
優先テーマによっては、第一回公募のワークプログラムにおいて、次回の公募スケ

ジュールを明記しているものもあるが、優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新

しい生産技術」の今後の公募スケジュールは不明である。しかし、今後の公募におい

て予想される研究トピックスが、優先テーマを構成するテーマ別にリスト・アップさ

れている。優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」の構成の確認

もかね、リスト・アップされたトピックスから、ナノテク関連のものを以下に示す。

なお提示されたトピックスは、今後の公募に予定されるもので、次回公募のものとは

限らない。 
 
● ナノ科学・ナノ技術 
 
ナノ科学と科学の融合  
・ 細胞の働きの理解 
・ ナノスケールでの科学の融合 
・ 自然の模倣 
・ ナノスケール・モーターとマシン 
・ 味覚と栄養分の消化を司るメカニズムに関するより深い理解 
・ ナノテク産業用の人材資源の資格付け 
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・ リスク評価を含むナノ科学・ナノ技術に関する科学技術上・社会経済上のデータ
や調査研究のためのメソドロジーの開発、収集・作成 

・ ナノ科学・統合科学に関する倫理、法規制、社会的側面の進展変化 
 
ナノ技術と技術の融合  
・ ナノバイオ・ベースの新しいプロセス 
・ 高価製品保護のためのコスト効率的なナノテク・ベースのソリューションの開発
－フレームワーク計画協力参加国との協力プロジェクト 

・ 社会における科学テーマとの合同プロジェクト公募 
・ ナノテク研究とそれが社会にもたらすものについてのステークホルダーと市民と
の間の討論活発化と的を絞ったコミュニケーション戦略の構築 

・ EuroNanoTruck の欧州循環と情報通知の実現 
・ 受容可能なナノ科学とナノ技術に関する市民会議 
・ ナノバイオ技術におけるコーディネート 
・ 清浄な水のための融合技術 
 
健康、安全、環境へのインパクト  
・ 研究プロジェクト（おそらく域外国との協力プロジェクト） 
・ ナノ粒子とナノテク・ベースの材料や製品の健康と環境へのインパクト 
・ 環境サンプル、環境種被爆、データ作成のための測定設備を含む、ナノ材料のラ
イフサイクルを通じての被爆情報 

・ 新しい化学物に関する入手可能なデータに対する批判的調査 
・ リスク評価手法と戦略の更新 
・ 物理―化学的特性、損害情報、テスト手法の開発 
 
● 材料 
優先テーマ「ナノ科学・ナノ技術、材料、新しい生産技術」では、「ナノ科学・ナノ

技術」の他、「材料」、「新しい生産技術」、「統合技術」の三つのテーマが設けられてい

る。これらのテーマにおいて、明らかにナノテク関連の研究トピックスと分かる「ナ

ノ」を冠したトピックスを抜きだすと次のようになる。 
 
・ ナノ構造メンブラン材料 
・ ナノ構造材料のプロセスと製造規模の拡大 
・ ナノ構造のメタ材料 
 
● 新しい生産技術 
 
・ 表面への機能付与とナノレイヤー化によるナノ表面の製造 
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● 統合技術 
 
・マイクロ－ナノ製造技術システムとプラットフォーム技術 

 
これらのほか、ナノ医療、ナノエレクトロニクス、エネルギー用ナノ技術／融合技

術、安全アプリケーション用ナノ技術／融合技術、農業水産用ナノ技術の領域で、次

のトピックスが予定されている。 
 
● ナノ医療 
 
・ ナノテク・ベースの機能性インビボ映像技術の新しい工業開発に対する支援 
・ 特定の伝染病のインビトロ診断用工業技術とシステムにおけるイノベーション
（おそらくフレームワーク計画協力参加国と） 

・ 糖尿病による条件、もしくは自己免疫に関する条件による炎症と腎炎の治療エー
ジェント投与における産業競争力の支援 

・ ガン治療における産業競争力への支援 
 
● ナノエレクトロニクス 
 
・ナノエレクトロニクスとフォトニクスにおける優先テーマ「情報通信技術」との

合同プロジェクト公募 
 
● エネルギーのためのナノ技術と融合技術 
 
・ CO2 固定のためのナノテク・ベースの解決の開発 
・ 新しい固形燃料もしくは既存燃料への添加剤としてのナノ粒子の利用 
・ アルコールまたは硫化炭素からの直接発電 
 
● 農業水産用のナノ技術 
 
・ 農業水産業支援のためのナノカプセル化技術の開発 
 


