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【ナノテクノロジー特集】 

 
ドイツのナノ・イニシアティブ－2010行動計画 

 
NEDO技術開発機構 ナノテクノロジー・材料技術開発部 

 
イギリスのナノテク調査会社テクノロジー・トランスファー・センター(TTC)によれ

ば、欧州におけるナノテク助成は欧州委員会による年 6 億ユーロ（2007－2013 年）に
ついで、メンバー国としてはドイツの年 3億 3,000万ユーロ(2007年以降)が突出してい
る。このドイツの年間助成予算は、他の欧州諸国を合計したものにほぼ等しいという。

またナノテク関連活動企業数でも、欧州全体で 300強の中でドイツ企業は 120弱を数え
圧倒的に多い。ドイツに続いてナノテク関連のハイテク・ベンチャー企業が多いのはイ

ギリスで、大企業、中小企業を合わせて 70弱である。 
 
このように欧州のナノテク活動の半分ほどを占めるドイツは 2002 年、輸出世界一の

地位を確保するための産業技術政策の一環で、ナノテクを戦略的なテクノロジーに位置

付け、利用セクター重視の発達計画を推進してきた。こうして教育研究省(BMBF)のナ
ノテク研究開発助成は 1998年に比べ 4倍の規模にまで強化されてきた。 

 
こうした中、ドイツは 2006 年、研究開発による経済効果を重視する世界的なイノベ

ーション促進の流れに沿って、点火戦略と呼ばれるハイテク戦略を決定し、研究開発成

果の事業化促進のため、2009 年までの研究開発予算を 150 億ユーロに強化した。この
ハイテク戦略のもう一つの大きな特徴は、計画が政府内省庁を横断して一体的に進めら

れる点にある。この一環としてナノテクノロジーに関しては、教育研究省を中心に、経

済技術、防衛、労働社会、環境など七つの省を取りまとめてナノ・イニシアティブ 2010
が、2006年 11月に発表された。同イニシアティブは 2009年まで年 3億 3,000万ユー
ロを予算としているが、そのうちの 3億ユーロが教育研究省の予算である。 

 
 

■ ドイツのナノテクノロジーの現状 

2006年のハイテク戦略は、特定技術に関するドイツの現状の診断、特に技術利用にお
けるドイツの強みと弱点の診断をベースに決定されている。ナノ・イニシアティブ 2010
はドイツのナノテクノロジーの現状を以下のように概観する。 

 
● 重要な研究開発助成と研究インフラ、及び、活発な企業活動 

ドイツのナノテク研究開発助成は 2006 年 3 億 3000 万ユーロと、米国、日本に次ぎ
世界第 3の規模である。最近数年間の研究開発への助成額を表 1に示す。 
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表 1  ドイツのナノテク助成の増加（2001-2006 年、単位：100万ユーロ） 
予算年度 2001 2002 2003 2004 2005 2006
助成額 210 240 256 273 310 330 
出典：Nano-Initiative－Action Plan 2010より作成 
 
ナノテクノロジー製品の開発、利用、販売、市場化に関わる企業の数はドイツ全体で

600を数える（TTCの数字よりかなり大きい）。600のうち、120が大企業、480が中小
企業である。またこのうち 60 強がナノテク関連の活動への融資など、金融サービスを
行なっている。2006 年 9 月時点で、ナノテク関連の雇用数は 5 万人と見積もられてい
る。研究組織も含めたナノテク関連の組織団体は 1,000近くあり、その内訳は次のよう
になっている（表 2）。 

表 2 ドイツにおけるナノテク関連団体数 
組織団体 数 
中小企業 478 
大学・研究所 142 
大企業 119 
研究センター 92 
金融サービス 65 
行政関係組織 43 
ネットワーク 41 
合計 980 

出典：Nano-Initiative－Action Plan 2010より作成 
 
● 強み・チャンス、弱点・課題 

このように欧州内では他を抜きん出ているナノテクの開発利用体制と現状であるが、

世界レベルでは、改善が必要な点もいくつかある。その最大のものが、研究開発成果の

製品化に掛かる時間が、米国や東アジア地域より長いことという。このような強みチャ

ンス、弱点と課題は表 3のように整理されている。 
 
● イニシアティブの狙い 

こうした診断に基づきイニシアティブは次の目標を掲げている。 
• イノベーションの促進：ナノテク研究成果を多様なかたちのイノベーションへ応
用するスピードアップ 

• ナノテクノロジーのより多くのセクター、より多くの企業への導入 
• すべての政策分野における早期の諮問によるイノベーションへの障害除去 
• ナノテクノロジーがもたらすチャンスと同時にリスクの考慮を可能にする一般
市民との密度の高い対話の実現 
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表 3 ドイツにおけるナノテク研究開発の現状と課題 
強み チャンス 

• 強い基礎研究：しかし最近、米日に次
ぐ世界第 3の地位を中国に奪われた 

• 整備された研究体制：ヘルムホルツ協
会、マックスプランク研究所、ライプ

ニッツ協会、ドイツ研究基金、フラウ

ンホッファー協会、大学、州、企業に

整備された研究開発体制 
• 技術に肯定的な態度：ナノテクによる
技術革新に対する国民のオープンな

態度 
• 若い世代の関心：新しいナノテク訓練
コースやナノテク研究計画に対する

志望増 
• 優れた産業ベース：ナノテク関連分野
での活動企業数 600（うち 480が中小
企業） 

• 多様でより効率的な材料：従来材料にも
たらされる新しい特性や機能 

• 新しく多様なアプリケーション：特定機
能付き材料、特に自己組織化プロセスの

結果として 
• 競争力上の利点：ナノテクによるイノベ
ーションは全セクターにおいて可能 

• イノベーションに適した環境：チャンス
とリスクに関する議論に社会が参加して

いる 
• 投資家の関心を引き付ける大きな可能
性：ナノテクが持つ大きな可能性 

弱点 課題 
• 利用不足：欧州ではトップとはい

え、利用特許数や参加企業数では米国

や東アジア諸国に大きく遅れている。

• スタートアップの困難：ベンチャ

ー・キャピタル資金の不十分さと手続

事務上の障害 
• 商業上の情報の欠如：潜在的な投資

家にとって現時点では、ナノテクが提

供するチャンスに対する明瞭な見通

しがない 

• 研究成果のすばやい製品化の確保（国

内での生産が可能なように） 
• 科学的なリスク評価：ナノ粒子の毒性

効果の可能性がまだ十分に研究されてい

ない 
• 安全で責任のあるナノテクの操作、消

費者へのアドバイス、消費者保護、労働

者の健康と安全 
• リスクに関するコミュニケーション：

社会内のすべてのグループを含んだ対話

プロセスの設置 
• 標準とテスト戦略：ドイツはより積極

的な役割を担うべき 
出典：Nano-Initiative－Action Plan 2010より作成 
 
 
イニシアティブはこうした目標に応じて、数多くのアクションを決定している。それ

らのうち、最も重要なものとしては以下がある。 
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1. 将来市場の開拓 

イニシアティブの中核となるもので、ドイツのナノテク支援の特徴となるセクター毎

のアプローチを強化し、すでに助成プログラムが立ち上がっている重要セクターやハイ

テクセクターにおいて大企業を中心にした研究開発支援以外に、セクター単位でセクタ

ーの全体にナノテク利用の拡大を目指す。今回のイニシアティブ以前から導入済みのも

のも含め、主要な措置としては以下がある。 
 

● ナノテク利用拡大ための広範なセクターにおける取り組み強化 

ナノテクの可能性を、ナノテク研究開発の成果が入りにくいセクターにおいて、セク

ター内でのナノテクへの意識を高め、共通の対応を準備させる。具体的には第一に、事

業組合や商工会議所と教育研究省と経済労働省とが協議するスキームを作り、セクター

が必要とする事業化のための研究などを同定する。第二段階として、革新的な製品やプ

ロセス技術の開発に関する共同取組みを立ち上げる。これらのセクターは、中小企業が

多いセクターでもあり、中小企業へのナノテク導入強化措置の側面も持つ。 
 
この方向で最初に、生産エンジニアリング、建設、繊維、建築の 4セクターでのセク

ター単位協議が行なわれるが、今後、自動車、IT、生命科学、オプティクス、化学、エ
ネルギー、環境などのセクターでも協議が開始される。これらのセクターにはすでに、

先導イニシアティブ・プログラムとして、ナノテク研究開発の助成スキームを持ってい

るものもあるが（例えば自動車）、措置の主眼は各セクターにおいて、大企業などナノ

テク導入に積極的かつ能力がある部分だけでなく、中小企業などセクター全体にナノテ

ク利用を広げることにある。 
 
● 主導的イノベーション・プログラム 

ドイツの経済や雇用に重要な技術分野やセクターとしてすでに電子、自動車、科学、

医学、照明、エネルギーという 6分野で、大企業を中心とした企業と研究開発機関の共
同研究を促進するための助成スキームが設置済みである(表 4参照)。 

 
これらの他にも次のように多くのセクターで研究開発助成プログラムが導入済みで

もしくは予定されている。 
• 繊維：NanoTex 
• 建築：NanoTecture 
• 医療／健康：バイオマイクロシステム技術 
• 計量技術 
• 工場エンジニアリングと建設 
• マイクロ／ナノ・インテグレーション 
• 環境 

表 4 ドイツにおける分野別のナノテク推進プログラム 
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● 中小企業支援 

中小企業のナノテク研究開発プロジェクトへの参加支援とナノテク・スタートアップ

への支援という 2種類の支援措置がある。 
 
①中小企業のナノテク研究開発プロジェクトへの参加支援 
• NanoChance：ナノテク・スタートアップの事業拡大に対する支援スキームで、
2,000万ユーロが配されている。 
• Pro Inno II：中小企業が他の企業や研究開発機関との共同研究開発に参加するの
を支援するスキームで、対象はナノテクだけではないが、ナノテクが重要な部分を

占めている。1,500万ユーロほどの予算が充てられている。 
 
②スタートアップ支援 
• EXISTED-SEED：スタートアップの初期を支援するスキームで、2000年から 400
件ほどのプロジェクトを助成しており、そのうちの 1割がナノテク関連という。 
• High-Tech Gründefonds：経済技術省と復興金庫ＫfW が中心になって設置したス

タートアップへの資本参加支援の基金で、企業の最初の株式発行時に 5万ユーロま
での資本参加を行なう。基金規模は 2億 6,200万ユーロ。2005年 8月から 2006年
6月までに 48件の資本参加を行なっている。 

 
2. ナノテクを取り巻く一般条件の改善 

セクター／ 
技術分野 

プログラム名と内容 開始年 予算 
（百万ユーロ）

電 子 NanoFab：ナノエレクトロニクスの次世
代生産プロセス 

2001 323 

自動車 NanoMobile：超軽量材料、ナノセンサ、
傷のつきにくいワニスなど 

2005 37 

化 学 NanoMikroChem：ナノ・コーティング
やナノ材料用のエネルギー処理プロセス

技術とマイクロプロセス技術 

2005 31 

医 療 NanoforLife：ガン診断やガン組織の破壊
など 

2005 24 

発光照明技

術 
NanoLux：自動車や一般照明用 LEDの

開発 
OLED：OLED生産用の技術ベースの創

設 

2004 
 

2005 

10.6 
 

56（最終的
に 100） 

エネルギー モバイル用マイクロ燃料電池 2005 20 
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イニシアティブの第二の柱はナノテクの利用発展のための一般的条件の整備で、連邦

政府内の各省及びその政策のコーディネート、ナノテクの利用見通しのためのフォーラ

ム設置、若手研究者の育成、品質保証・標準・規格分野で活動という四つが盛り込まれ

ている。 
 

① 政府各省と政策のコーディネート 
環境省のナノ粒子のリスク評価操縦班に他の省庁からのスタッフが参加するな

どのかたちで、ナノテク関連政策における政府省庁間の取組みをコーディネートす

る。また政府の各種の関連助成機関相互間で調整が図られる。さらに将来的には、

全体を通じた助成政策がまとめられた上、各種の助成スキームが一覧できるように

される。 
 
② ナノテク未来フォーラム 

ビジネス、科学、技術、市民間でナノテクノロジーの将来に関する対話を深める

ためのフォーラを設置し、将来のナノテク利用のあるべき姿に関するコンセンサス

の形成、及び、それに向けた勧告などを行なう。 
 
③ ナノテク分野の若手研究者の育成 
学際的な分野であるため、ナノテク研究者の育成は従来の教育システムだけでは

難しい面がある。これを克服するため独政府は、コンクール形式で、若手研究者に

よる優れたナノテク研究のアイデアやプロジェクト（5 年間）の提案を奨励してい
る。教育研究省は 2003 年から、17 の若手研究者グループを設置しているが 2006
年からの第 2期に関しても、2,000万ユーロの予算を配している。 

 
④ 品質保証・標準・規格 
標準や規格は、ナノテク製品の市場化を容易にするだけでなく、科学界から事業

界への技術移転も容易にする。この方向で、ドイツの標準準備作成能力を国際的に

展開できるよう、ドイツ標準協会(DNI)などを支援する。 
 

3. 責任あるナノテク開発 

ナノ粒子の健康・環境への影響に関する考慮をも全体戦略に組み入れることを目指し、

政府による健康や環境に対する影響の調査研究の実施と、健康安全に関する政府の研究

に一般意見をも組み込んだ総合的な戦略の設定が具体的な活動となる。 
 
● 政府による研究調査活動 

• 教育研究省(BMBF)による活動：NanoCare、INOS、Tracer などの毒性評価プ
ロジェクトの実施に、2009年までに 800万ユーロほどの助成 

• 環境省(BMU)などによる行動規範の準備：「研究における安全と責任｣及び「環
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境保護のためのイノベーション｣。 
• 労働社会省(BMAS)：ナノテク労働安全に関する調査の実施（独化学産業協会

(VCI)の協力） 
• 食品・農業・消費者保護省(BMELV)：食品、化粧品、一般大衆品におけるナノ
テクノ利用状況の調査 

 
● 健康安全に関する研究戦略の設定 

労働安全健康連邦研究所(BauA)、リスク評価連邦研究所(BfR)、環境局(UBA)のイニ
シアティブにより、非溶解性ナノテク粒子の健康と環境に対するリスクに関する共通研

究戦略がつくられている。これには研究課題の同定などにつき教育研究省も参加してい

る。 
 

4. 一般市民への情報活動 
市民に対する情報活動としては、政府支援による対話集会や会議などのイベント開催、

ナノトラックの巡回、パンフレットなどの一般向けナノテク説明資料の刊行、ナノテク

関連の連邦や州政府の活動を紹介するインターネット・ホームページの設置、ナノテク

がもたらす恩恵とリスクにつき議論するイベントの開催などがある。 
 

5. 将来に必要となる研究課題の同定 
イニシアティブには将来のナノテク研究を見通すため、将来の研究課題の同定とコン

バージョン技術が挙げられている。 
 
● 将来の研究課題の同定 

広範な分野にわたるナノテクノロジーにおいて、将来的に必要となる研究を適宜同定

できるように、政府は科学者と企業代表者と協議を予定しているが、特に以下の分野が

注意される。 
• 情報通信技術における新しいデータの処理、貯蔵、輸送技術 
• 医療技術における映像診断技術、インプラント、バイオ材料など新しい治療技術 
• 自己組成処理による革命的な生産技術 
• 資源保護とより効率的な環境保護とエネルギー供給 
• 労働安全・健康と消費者・環境保護に関する法規制に貢献するナノ材料のヒトと
環境に対する影響に関する基礎研究 

• ナノ材料の利用に伴う潜在的なリスク評価のための特性化手法と実証手続き 
• 安全防衛のための改善技術 

 
● コンバージョン技術 

ナノテク、バイオ、IT、認知科学が一緒になって、将来的には、ヒトの身体能力。感
覚能力、さらには精神能力までを、技術的に改善できる可能性が予見されつつある。こ
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うした科学技術の発達は、倫理的に根本的な問題を引き起こしうる。欧州委員会はすで

に「人類に関する知識｣と呼ばれるイニシアティブを提起して、コンバージョン技術の

発達とそれに伴う社会的倫理的政治的問題に総合的に取り組むことを提案している。独

政府は、社会全体からの広範な議論を通じて、このアプローチに貢献することを目指す

という。 
 


