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【産業技術】情報技術 
 

ユーレカ・クラスターMEDEA+の概要（EU） 
 

NEDO開発機構 電子・情報技術開発部 
1. はじめに 

 
近年におけるコンピュータと情報通信に関する技術の急速な発展を支えてきたマイク

ロ･エレクトロニクスを中心とする分野における技術革新が時と共に加速化されつつある

世界的な動向にあって､市場の要求に敏速に対応した技術開発を進めることは当該産業国

が世界市場における地位を確保するうえで重要な課題となる。 
 
欧州連合(EU)が欧州産業界の生産性向上と世界市場における競争力を強化することに
より豊かな社会の維持と持続的な雇用の基盤を作る目標を掲げて 1985 年に発足させた研
究開発イニシアティブ・ユーレカ（EUREKA）は欧州における国際的な共同研究･開発ネ
ットワークとして代表的な存在であり､過去 20年間の活動の結果、目立った成果も得られ
て い る 。 そ の ユ ー レ カ の 下 で の ク ラ ス タ ー 1 と し て 取 り 組 ま れ て い る

MEDEA+(Microelectronics Development for European Applications)は、電子･情報技術
の分野で戦略的に重要な長期的開発プログラムであり、総額 40 億ユーロの巨額な研究開
発投資が見込まれる最大のクラスターである。 

 
本稿ではEUにおける電子･情報技術分野の研究開発動向としてMEDEA+クラスターを
報告する。なお、ユーレカの概要および最新状況については本誌 1008 号で「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)」として紹
介しているので、そちらを参照頂きたい 2。 

 
2. 応用技術の研究開発ロードマップ(ATRM) 

 
ユーレカで欧州産業界の世界市場における競争力を強化するために戦略的な重要性の

高い長期的な共同研究開発プロジェクトが含まれるクラスターでは､クラスター毎に国際

的な協同作業の指針となる研究開発ロードマップや､また必要に応じてクラスター内の 1
テーマ分野に適用するサブ･ロードマップが定められ､技術環境の変化に対応して柔軟的に

更新される 3。一つのクラスターである MEDEA+の場合､未来の需要に対応したマイクロ
電子技術の研究開発を進めるという至上目標を達成するうえで参照すべき現行のロードマ

                                                 
1 クラスター： 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。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。 

2  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1008/1008-08.pdf 
3 サブ･ロードマップの一例に該当するのが電子回路設計自動化(EDA)ロードマップであり､SoPや SiPなど最
近の技術発展に対応した Version 5が 2005年 7月にMEDEA+事務局から公開された。 
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ップは 2003年 11月 25日付でMEDEA+事務局から発行された｢MEDEA+ Applications 
Technology Roadmap (ATRM)｣ Version 1.0, 2003である。以下に本資料の要約版を情報
源として､マイクロないしはナノ電子技術の研究開発や MEDEA+プログラムにおけるロ
ードマップの必要性､ロードマップの検討に際して必要となる技術応用分野の特定､及び検

討の結果と検討を進めたコア･チームの勧告などについて報告する。 
 
2.1ロードマップの必要性 

 
全世界の産業分野別に見る付加価値生産高は今や電子産業界が自動車産業界を追い越

してトップにあると言われ､この繁栄を支えてきたのはマイクロないしはナノ電子分野に

おける技術革新であるが､そのおかげで過去 40 年間に基本的機能の単価は年率 30％の割
合で低下を続けてきた。これとは対照的に半導体メーカーが必要とする研究開発及び設備

に対する年間投資額は上昇を続け今や年間売上高の 40％へも達している。特に欧州の半導
体メーカーにおける研究開発投資は 1994 年以来間断なく増加を続け最近では年間売上高
の 19％近くへ達しているが､マイクロ電子技術の分野においてユーレカ・イニシアティブ
の JESSIに始まる一連の共同研究開発プログラムが開始された理由の一つには､当該産業
界の 1企業が負担する研究開発コストを抑えることも挙げられる。 

 
マイクロ及びナノ技術開発における本ロードマップ(ATRM)の意義 
研究開発を進めるに当たってマイクロ電子産業が注目してきた半導体技術開発の国際

的ロードマップ(ITRS)では将来の状況を現状の延長線上において予測する。しかし製品や
サービスを技術的に可能となった段階で市場に提供するのが通常の現状から､市場やユー

ザーが将来何を要求するかを予測することは困難である。本 ATRM は未来におけるエン

ド･ユーザーの需要を把握することによって従来の｢提供してから需要を得る｣なる典型的

パターンを逆転する試みから立ち上げられたが､これによりマイクロ電子応用分野の技術

開発における投資の優先順位を更に的確に決められるような新しいアプローチを目指す。 
 
将来のMEDEA+における本ロードマップ(ATRM)の重要性 
本ロードマップの目的は､ロードマップ検討作業の一部として認識される2012年に予想

されるユーザーの需要を適時に満たすためにマスターされておくべき応用技術の可能性を

認識することにあり､認識された技術は2012年に大量生産を行うのに十分な程度まで開発
が進んでいなければならない。このため当該技術の開発は未来における､MEDEA+や同後
続プログラムを中心とするが特に限定はしない､研究開発プログラムの基本となる。 

ATRM の適用範囲は収集されたエンドユーザー･ニーズを基本として記述される種々の

シナリオから導き出される応用技術によって決まるが､これにより指定される例えば固定

式及び移動式通信､マルチメディア及びインターネット機能付きコンシューマー電子機器､

通信及びエンジン制御機能付き自動車電子装備､スマートカード及び関連の保安･安全装置

など､多くの技術分野は現行 MEDEA+プログラムの一部をなす。それ以外の､現行
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MEDEA+の適用範囲外にある､保健､教育､快適性などの問題は新規の分野として取り扱う。
これらの応用技術が未来の MEDEA+プログラムで占める重要性に関しては未だ今後の決
定を待つ状態である。 

 
ロードマップの作成アプローチ 

本 ATRM は(MEDEA+プログラムに加担する産業界の権威者達で構成される)コアチー
ムによって考案された未来像と､その実現に必要となる研究開発のプロジェクトやプログ

ラムとをリンクする役目を持つ。本ロードマップの作成に当たっては以下に述べる新しい

手法が導入された。先ず MEDEA+加担企業から選ばれたハイレベルの技術マネージャー
で構成されるコアチームは 2012 年におけるユーザー･ニーズの総点検を実施し､その結果
を幾つかのシナリオで記述する場合の「2012年における生活ビジョン」として集約した。
次いで､これらのシナリオで役割を果たす活動は､特定の機能が利用できる場合のみ実施可

能であるため､これらの機能に対する要求を満足するために開発を要する技術の総覧が作

成され､続いて当該技術の等級分類と優先順位が決められた。最後に､これらの技術は文章

により記述されロードマップの中に時間指定で注文された機能として図示された。 
 

2.2. 応用分野の特定 
 
マイクロ電子産業は電気通信､コンシューマー､自動車､EDPS(情報処理)､産業設備､軍需

などの部門に区別される極めて広い市場分野に貢献するが､それに必要な技術の多くは複

数の市場分野で需要がある。これに従う重複が技術開発ロードマップの縦割り区分を行う

際の問題となるため､重複を避けながらも2012年の未来像で必要となる応用技術を十分に
カバーするために､技術分野の重複を最低限におさえた応用環境が定義された。また､これ

により各分野に共通した基礎技術をサブ･ロードマップで個別的に取り扱うことも可能と

なる。技術分野を応用環境に割り振る作業は 1技術に対して何れの分野で最も強い要求が
発生する見込みであるかとの判断に基づいて進められた。このようなロードマップ構成を

導入することによってのみ応用分野と技術両者間の関連性を明確かつ誤解なく見極めるこ

とができると思われる。この根拠に基づき以下に述べる 4 つの応用環境が選択され､応用
環境毎のサブ･ロードマップも定められた。 

 
身近な環境(Within Reach) 
体内電子情報処理や保健上の制御システムなどを含む､文字通りユーザーの身近にある

応用環境が該当し､独立系での個人的な特有性が高い動作並びに温度､湿度､ノイズ､及び露

光に関して環境条件の変化が大きい特徴をもつ。更には種々の機械的なストレスやネット

ワークの影響を受けることもある。 
これらの利用条件が全てWithin Reach応用環境に適合するための様々な挑戦に繋がる。

一部の例を挙げれば､中･長期的寿命の独立系電源､低ないしは超低消費電力､独立系の知的

な情報処理､軽量で微細化されたコンポーネントやデバイス､及び適合性などがある。 
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収集されたユーザー･ニーズから具体的な機能や関連性のある必要技術が導き出され､

最も重要な技術はテーマないしはサブ･テーマに分類されたが､特に選出されたテーマはエ

ネルギー､通信技術､携帯デバイス､ユーザー体内の相互作用と個人的な体験などである。 
 
固定式環境(Stationary) 
特定の場所に固定され､動作時には基本的に移動されることのない電子装置の利用環境

が該当し､下記する通りの 3主要テーマに分類されてきた。 
その第 1テーマは｢家庭環境｣であり､未来の家庭で家電製品や照明､空調やエネルギー制
御､パソコン及びマルチメディア等の設備に応用する知的システムが含まれる。ここではエ

ネルギー･マネージメント､及び人間と機械のインターフェースの 2者が重要なトピックス
となり､一部には既に具体化が進む動向も見られる。 
第 2のテーマは｢業務用環境｣であり非接触式の識別､医学的診断､省エネルギー型パワー
電子技術､産業装置向けのセンサーと制御ニット､画像処理及びメモリーなどでの応用が含

まれる。本環境では太陽電池や風力発電装置を利用する分散式発電､非接触式の識別タグを

基本とする新しい応用､バイオチップを利用する医学的分析装置とコントローラーのネッ

トワークが組み込まれた織物など､すでに幾つかの動向が見られる。 
第 3 のテーマは｢電気通信｣であり､これには無線セルラー基地ステーション､LAN アク

セス･ポイント技術､有線通信など､通信網基幹構造やLAN装置のあらゆる種類に及ぶ物理
的インターフェースが含まれる。本分野における主な動向は場所や時間を限定しないブロ

ードバンド通信網へのアクセスであり､これがブロードバンド･セルラー通信網や移動式の

無線アクセスを可能とする無線 LAN ホット･スポット､家庭でアクセスできる通信網の周
波数帯域を拡張する xDSLの進化､通信プロトコルの全 IPv6通信網方式への統一などに繋
がるものと予想される。 

 
移動式環境(On the Move) 
ここでは利用者が移動中にある応用環境を対象とし､重点は自動車での応用におかれる。

即ち､エンドユーザーが自動車または徒歩で移動中にある環境を指すが､この環境向けに定

められるサブ･ロードマップのカバーする範囲はコアチームが入手した鑑定書に従い自動

車による移動環境に限定される。 
On the Move環境でのエンドユーザーは移動性､安全性､保守及び修理､便利性､情報､娯
楽､快適性及び通信などに関するニーズを持つ。自動車産業界では機械及び油圧式デバイス

をハード･ソフトを含む電気･電子的解決法で置き換えるのが全般的な動向であり､そこで

鍵を握るのは開発から発売までの時間､新しい機能とサービス､微細化の可能性､新しい規

定､機能当たり研究開発コストの低減化などである。 
本環境での応用は 3 つの主要テーマに分類されてきたが､その第 1 は｢情報･娯楽用マル

チメディア向け端末｣であり､これにはグローバルな移動性と個人的なマルチメディア･サ

ービスを求めるユーザーのニーズを満足する移動式通信の整備と利用支援が含まれる。第

2 は運転者や同乗者を対象とする運転操作の支援や安全特性を取り扱う｢支援･便宜システ
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ム｣である。第 3のテーマは自動車メーカー､自動車システムや半導体コンポーネントの生
産者などに課される重要な社会的課題をカバーする｢環境に優しいシステム｣である。 

 
共通基幹構造環境(Common Infrastructure) 
本環境には上記の 3 応用環境で述べられた､エンドユーザーに提供される全ての機能や
サービスを可能とする通信の基幹構造が該当する。2012年の未来像によると通信の全世界
ネットワークはマルチメディアやサービス品質(QoS)が利用可能で､電送はパッケージ･ス
イッチ式ネットワーク(PSN)の特性を持ち､制御とサービスの階層は相互に分離されオー
プン･インターフェースを通じて相互に作用するものと予想される。PSN を利用すればサ
ービスの需要に応じて通信帯域幅や待ち時間を選択できる信頼性の高い電送が可能となり､

PSN は終局的に｢エッジ･コア｣アプローチと大局的に相容れる収束型マルチ･サービス･ネ
ットワーク(CMSN)へ移行するものと予想される。 
共通基幹構造の未来像が定義されたことを受けて､ネットワーク基幹構造を支えるうえ

で必要な基礎技術として位置付けられた研究開発のテーマと､それを可能にする主要な応

用技術が認識された。応用技術･研究開発ロードマップの枠組み内では､半導体産業界への

インパクトが大きいアクセス基幹構造､知的先端技術､光学的バックボーン､及びセキュリ

ティーの 4テーマに重点がおかれる。 
 

2.3. 検討結果と勧告 
 

検討結果の要点 

本ロードマップ(ATRM)の主な目的は 2012 年に予想される主要なユーザー･ニーズを満
たすために立ち遅れることなくマスターされているべき応用技術の可能性を認識すること

にあったが､ATRM の検討で主導権を持ったコアチームの見解によると今後の開発を要す

る主要技術は下記する分野における挑戦から決まるものと思われる。 
 
・ 技術を応用した製品やサービスの可能性をつくる先進的な通信基幹構造 
・ 応用面や市場が要求する基幹構造におけるアーキテクチャの複雑化はアプリケー
ション特有の｢スマート｣プラットフォームを最小数セットする方向に進む 

・ 著しく増大しつつあるハード定義式ソフトや高信頼性応用ソフトの役割 
・ ほぼ全ての応用面で特記すべきユーザーへの適合が進んだ相互作用機能の重要性 
・ 混合メディア関連の生産とマネージメント 
・ 増大しつつある国際標準の重要性 
・ 爆発的な需要が期待される､微細化されたセンサーやアクチュエーター並びに､こ
れに対応する保健関連のパーソナル利用 

・ 応用のための主な境界条件となるエネルギーの発生､伝送､蓄積及び消費 
・ 各個人の生活に侵入し私的及び公的の両面で完全管理型となるセキュリティー､セ
ーフティー及びプライバシーの課題 
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・ 人々の信用を受け､例えばデジタル式権利マネージメントの機会を与えるようなセ
キュリティー､セーフティー及びプライバシーに関する解決策 

・ 要求が高度化しつつある移動や輸送での快適性 
・ 自動車運転時の支援と利便性 
 
コアチームではシリコン技術に関するシステム革新のリーダーとなる場合､欧州にとっ

て下記する事項が脅威となることを確認した。即ち､マイクロプロセッサーやソフトウェア

の分野における少数米国企業の圧倒的優勢な状況から､欧州の企業が関連分野で重要な地

位を築き上げることは､特に米国企業が周辺分野にまで手を広げる動向にあるため､今後ま

すます困難になるものと思われる。先進的な米国製品の輸出許可を取得することが､例えば

生産国内保安(Homeland Security)の観点から困難になっている事実から､この危険性は
更に高まることも考えられ､これは特に保安やプライバシーと関連性のある製品やサービ

スに当てはまる。従って､これらの市場で独立性を維持することが欧州の半導体産業にとっ

て主要な課題となる。メモリーやディスプレーのコンポーネント分野では､欧州勢の努力や

イニシアティブにもチャンスが少ないほど､欧州圏外企業の優勢が目立つ。 
 
欧州を自分の目でみるとき欧州の研究開発活動は全体として､ナノ電子技術やバイオ技

術のような重要性の高い新しい分野に対して米国より遙かに低い比重のおかれることを認

識すべきである。更には､米国における研究開発活動が欧州より遙かに早いテンポで新しい

ビジネス活動につながっているため､システムに関するノウハウをシステム企業から遅れ

ることなく半導体企業へ伝授することが主要な課題となることの認識も必要である。また､

ナノないしはマイクロ電子技術など重要な分野での研究開発に対する公的支援も米国では

欧州より著しく高いレベルにあることも強調されるべきである。 
 
他方､欧州には有利をもたらすことができ､そうすべき種々の特徴がある。アンビエン

ト･インテリジェンス(Ambient Intelligence)の分野で欧州は基幹構造の標準を設定するの
に有利な地位を占め､欧州の企業はこの優位性をアンビエント･インテリジェンス未来像の

実現に向けたヘッド･スタートに利用することもできる。欧州では幾つかの大手多国籍企業

においても､幾つかの卓越した研究機関を中心とする研究部門においても高いレベルの研

究が実施され､欧州の企業は世界他地域の企業にもまして国内､国際及び EUのレベルで本
当に力を結束し､あらゆる種類のジョイント研究開発で協同作業を進める傾向にある。 

 
コアチームの勧告 

コアチームでは以下に掲げる勧告が本ロードマップの最も重要なポイントであると考

える。 
 
1. 移動通信及びマルチメディア分野における欧州の優位を経済的に活用するために､同
分野での集中的かつ革新的な先端技術研究プログラムを継続する。移動式環境向け応用
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技術開発ロードマップではプラットフォームを基本とするアーキテクチャのニーズを

認識したが､これらが未来の無線多重通信システム(ソフト定義式の無線通信プラットフ
ォーム)を支えるべきであり､また未来に向けたマルチメディア応用環境(先進的マルチ
情報処理プラットフォーム)を開発する原動力となるべきである。このプラットフォーム
構想はソフト及びソフト･ツールの利用に適用するプロセッサー･ファミリーのロード

マップを基本とすべきであるが､欧州の半導体企業はプロセッサー･ファミリーの開発

に要するコストの理由から､欧州の先頭的地位を今後とも固めるため､この種の研究開

発における協同作業へ力を結束する予定である。 
 
2. デジタル･ホーム･ネットワーク向けインターオペラビリティーの枠組みに適用する
世界的標準に繋がるように欧州の地位を築き上げる。これは携帯用デバイスと放送サー

ビスを､統一化されたプロトコルとなる IPv6を基調とする安全で継ぎ目なく集積した形
にすべきである。この枠組みを基本として価値の高い最新情報への優先的で自分好みの

アクセスができ､知的デバイスがコンシューマーの体験を高めるものと予想される。ホ

ーム･ゲートウェイの構想が公衆及び個人の両ネットワークに介在するインターフェー

スの標準化を通じて取り上げられるべきで､ホーム･ゲートウェイ以外にも､これに関連

する(デバイスとサービスの発見､セキュリティー､情報への自分好みアクセスなど)種々
のネックも検討される必要がある。 
 
3. 先進的で違和感のない携帯式健康監視センサーのネットワークを含む個人的な健康
管理に適用する集積システムの開発。また､これらのセンサーとは別に PxA(Personal 
“for whatever” Assistant)でのローカル･インテリジェンスを実現するための演算論理
も開発される必要がある。本システムは記憶された個人的な医学情報を利用し､また必

要に応じて専門家の医学データ･ベースやサービスへ安全なアクセスができるべきであ

るが､この勧告は人間の老化に伴い重要性が増大する予防健康管理に対するユーザーの

ニーズに端を発したものである。個人の健康状態を規則的に監視する携帯式の電子製品

は予防健康管理を可能とするための重要手段である。 
 
4. 携帯式デバイスのインターオペラビリティーを可能とする統一的な一式の規格作成
を目指して欧州勢のイニシアティブを展開する。これは携帯式製品の開発､生産及びマ

ーケティングにおける欧州勢の優位な地位を獲得するうえで必要となるもので人々は

将来､たとえ異なるメーカーで製造されたものであっても問題なく連係動作するものと

期待される､価値のある電子製品を携帯することが益々多くなるものと予想されるため

特に重要となる。一式の規格は､無線人体エリア･ネットワーク､センサー向けのプラグ･

アンド･プレイ､及びサービスへ接続するための安全な通信などのキー･テーマを扱う規

格で構成されるべきである。 
 
5. アクセス市場における欧州の優位を維持するため､多重方式アクセス装置を支援する
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目的によるブロードバンド無線 SoC(チップ上システム)及び無線プラットフォームの開
発。この開発における努力は､高い処理能力のサービスやユーザーにマッチした品質サ

ービスの開発を可能にするために(有線及び無線のブロードバンド技術などの)アクセス
技術､(アクセス･モードの)プロトコル最適化､及びブロードバンド情報供給支援などの
分野をカバーすべきである。 
 
6. パワー半導体向けの革新的な技術的構成キットを準備する。パワー電子技術は(電源､
エネルギー変換､発電その他で)業務及び家庭の利用環境における全ての応用や革新の鍵
を握る技術である。将来には著しい省エネルギー効果が､効率的なエネルギー変換シス

テムの設計やコンポーネント自体での損失を減少させることにより達成できるかも知

れない。日本と米国の政府は(IGBT、SiC、SOI、埋め込みパワー電子､パワー･パッケー
ジなど)あらゆるパワー電子技術を強化するために(米国は軍需研究向けの間接的な手法
で)巨額の公的資金を投入した。欧州のパワー半導体産業が技術面では日米両国と､また
コスト面で中国とグローバルな競争力を維持するために､欧州の産業界はパワー半導体

向けの革新的な技術的構成キットを準備することで､この挑戦に立ち向かう必要がある。

これによってのみコスト対性能の比率が最適化された技術と集積度の高い(ロジック･パ
ワー)コンポーネントが可能となり､更には技術世代のサイクル･タイムが短縮され信頼
性が向上される。このアクションは産業界が主導すべきであるが､産業界のみで実行で

きるものではなく､産業界全体の共同作業をベースとする公的資金による強力な支援も

不可欠である。 
 
7. 欧州連合(EU)はセキュリティー製品の全セグメントで独立性を維持する必要があり､
セキュリティーの部門で外国から供給される製品に頼ることはできない。これが特に連

邦保安局(NSA)から交付される輸出認可を要する米国の製品に該当するのは､NSA の一
部署が公式にはテロ対策の名目を使い､製品で扱われるデータを解読できることも考え

られるからである。ネット構成用の製品や電算機プラットフォームで独立性の維持を要

するのは明白であり､それは EUが Intelや AMDなどと共に独自のマイクロ･プロセッ
サーを開発する意図はなくとも､EU はプロセッサーに埋め込まれた TCPA に置き換わ
る外付けの TCPAを開発せねばならないからである。また EUは電算機プラットフォー
ムの設計に関するノウハウを､EU 自体の信頼できる電算機プラットフォームを開発で

きる様に維持する必要がある。もし EUがこれを実行しないならば､EUの産業界が活動
の機密性を維持し独立性や先導性にテコ入れする道は閉ざされる。 
 
8. 自動車用電子制御ユニットに適用する柔軟性のある微細化プラットフォームを実用
化までの時間とコストに対する要求の増加傾向に対応させて開発する。この活動では従

来にない高性能のマイクロ･コントローラー､従来式に代わる不揮発性メモリー･システ

ム､埋め込み型のパワー･コンポーネント､バスのインターフェースとアーキテクチャ､

並びに極めてコスト的に有利なシステム実装技術などの分野が対象となる。更に本活動
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は欧州勢の地位がゆるぎない電子技術分野の一つと言われる車載エレクトロニクス部

門で､欧州勢がリーダーシップを維持するためには不可欠となる。 
 

3 MEDEA+プロジェクトの事例 
 
2000年 6月にEUの閣僚会議でユーレカの枠組みの承認を受けたMEDEA+プログラム

は 2001年 1月に｢電子経済に向けたシリコン基本のシステム革新｣を主目標として 8年間
を予定して発足された。8年の実施期間は第 1及び第 2フェーズとして 4年ごとに分けら
れるが､2004年末に終了した第 1フェーズに関しては(2005年 2月 25日現在)約半数のプ
ロジェクトが完結しているのに対し､2005年 1月に開始された第 2フェーズに関してはプ
ロジェクトの第 1回公募に対して産業界や研究機関からの反応が出始めた段階である。こ
のため第 1フェーズで(2005年 11月現在)完結したプロジェクト 28件に関しては少なくと
もプロジェクトのプロファイルと､一部には成果も MEDEA+のウェブサイトに公開され
るが､第 2フェーズで登録済みのプロジェクトは何れも名称が列挙されるに留まる。 

 
以下に MEDEA+プロジェクト全体に関する概要と､既に完結し活動プロファイルと成
果の概要も公開される一部の個別的プロジェクトを選択し､代表的な事例として節を分け

て報告する 4。 
 

3.1. プロジェクトの概要 
 
MEDEA+プロジェクトとして登録されるのは(2005年 2月 25日現在)合計 79件で､その
内 12件がフェーズ 2で申請されたものに該当する。EU圏内の産業界や研究機関及び大学
の研究所などが国境を越えて共同研究開発を実施するプロジェクトのパートナーは機構単

位で約 350､科学者やエンジニアの員数にして約 3000 人に達すると言われ､その所属国は
EU加盟 21ヵ国である。またMEDEA+プロジェクト加担パートナーの 43％は中小企業､
21％が大手企業､残りの 26％は研究機関と大学の研究所である。 

 
MEDEA+のウェブサイト(www.medeaplus.org)に公開される具体的なプロジェクト 69

件 5に関する(2005年 11月現在の)情報は応用関連(A)と技術関連(T)に分類され､これらは
更に幾つかのテーマ分野に細分される。両分類の相違として､システム･ハウスや同者の半

導体サプライヤーから受益を申請されることの多い応用関連プロジェクトは広い市場分野

をカバーし､世界市場をリードする情報通信技術の開発基礎作りを目指すのに対し､技術関

                                                 
4 ウェブサイトに公開される個別的なプロジェクトの情報は活動のプロファイル､並びに成果とも PDFフォーマットの各 2
頁に要約されるため､本章で報告しないプロジェクトについても(情報が公開される限り)必要に応じて簡単な追跡調査は
実施可能である。 

5 ウェブサイトの別情報で示されるプロジェクト総数 79件の数字に誤りがないとすれば､残る 10件に関してはプロジェク
トのタイトルも不明である。 
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連プロジェクトでは全世界における先進的な応用の基礎となる技術開発を目指す 6。 
 
上記ウェブサイトに公開される応用関連プロジェクト 39件(その内フェーズ 1: 27件､フ

ェーズ 2：12件)並びに技術関連プロジェクト 30件(フェーズ 1: 24件､フェーズ 2：6件)
に関しプロジェクト分野のみを以下に列挙する。 

 
応用関連プロジェクト 第 1フェーズ 

A1xx 高速通信システム 
A2xx 集積型の情報･通信･娯楽(ICE)ターミナル 
A3xx 防護型インターネット用スマートカード 
A4xx 車載エレクトロニクス 
A5xx 設計手法論 

 
応用関連プロジェクト 第 2フェーズ（個別的プロジェクトの情報は何れも未公開） 

2A1xx 高速通信ネットワーク 
2A2xx ネット構成の情報･通信･娯楽(ICE)ターミナル 
2A3xx 防護式アプリケーション向けスマートカード･システム 
2A4xx 車載エレクトロニクス 

 
技術関連プロジェクト 第 1フェーズ 

T1xx アプリケーションを可能とする情報通信技術 
T2xx 情報通信技術の集積 
T3xx 他の機器類 
T4xx リソグラフィー 

T5xx 実装 
 
技術関連プロジェクト 第 2フェーズ (個別的プロジェクトの情報は何れも未公開) 

2T1xx 次世代コア CMOSプロセス向けの技術プラットフォーム 
2T2xx プロセス･オプション向けの技術プラットフォーム 
2T3xx リソグラフィー 
2T4xx 異種システムを可能とする技術 

                                                 
6 応用及び技術関連プロジェクト両者間の区分条件は必ずしも明確でないが､EUREKA枠組みの中でクラスターとして実
施されるMEDEA+プログラムの性格上､何れも中･長期的な基礎研究の部類に属することには間違いない。 


