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【研究開発計画】研究開発評価 

 
米国評価学会(AEA)2009 年次大会報告 

 
早稲田大学教授 小林直人（NEDO 研究評価委員会委員） 

 
１．はじめに 

2009 年度の米国評価学会（http://www.eval.org/）が 11 月 11 日～14 日の間、フロリダ

州オーランドで開催された。世界各地からの参加者数は 2,400 人を越え、1,000 件以上の

評価に関する様々な研究発表が行われた。全般的な状況として、世界的な研究・技術評価

の知識・経験の蓄積がかなり進んできており、①研究開発推進体制、②研究開発プログラ

ム、③研究組織、④研究課題、⑤研究者、のそれぞれの評価の項目に関した興味深い発表

があった。また評価手法としては、今回特別新たなものがあったということではなく従来

の手法のブラッシュアップや適用が目立ったと言うことが出来よう。 
ここでは NEDO の研究開発にも関連の深い RTD 評価 TIG (Research, Technology, 

and Development Evaluation Topical Interest Groups)での活動に関して、主要国の研究

開発に関する評価で我が国の今後の技術政策の評価に役立つと思われる注目されるセッシ

ョンでのトピックスを中心に報告を行う。 
 
２．セッション毎のトピックス 

(1) 多面的な研究プログラム評価のアプローチ―EU の FP6 および FP7 の評価 

“Multi-Level and Multi-Factor Approach to Research Program Evaluation: 
Designing and Implementing the Evaluation of the European Union’s Framework 
Program for Research and Technology Development”：Neville Reeve @EC, Erik Arnold 
@ Technopolis, Martin Uberlhor @EC, Peter Fisch @EC.  

 
EU では従来より域内の科学技術の研究活動を支援する目的で、フレームワーク・プロ

グラム（FP）が行われており、現在は FP7(2007～2013)が行われている 
FP6 (2002～2006)では総額 200 億ユーロが投じられ、そのうち 93％が研究技術開発・

実証に、7％が EURATOM(欧州原子力共同体)に対して投資が行われた。FP6 の評価は、

「エビデンス・ベースの評価」としては FP 初のものであった。評価において特に重点

的に分析対象としたのは、①新規性（新加盟国、新ツール等）、②グローバルな動き、③ネ

ットワーク、④男女平等、⑤行動改善である。その結果、①質の高い研究開発、②テーマ

ごとの優先事項、③産業競争力強化、④新加盟国の参加、などの顕著な効果が明らかにな

った。なお、エキスパート(専門家)による提言では、①より優れた透明性のある計画策定、

②EU 加盟国以外の第 3 国に関する戦略策定、③女性の活用、④研究インフラの充実、⑤

若い人材登用と人材流動性、⑥簡素化、⑦評価アプローチの拡大、などが指摘された。FP7
では総予算規模 100 億ユーロで、10 の重点分野において研究活動が行われているが、そ
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の評価に関しては、①事前インパクト評価(2005 年)、②年間モニタリング(毎年)、③中間

評価(2010 年予定)、④事後評価（2015 年予定）、から成り立つ。また評価は、政策レベル、

委員会レベル、DG（Directorate General）レベルなどのさまざま局面で行われる。FP の

評価は、総合的な委員会評価シ

ステムに埋め込まれており、マ

ネジメント責任の活動の一部と

して提供するサービスとして行

われる。また FP7 の評価システ

ムは FP7 の決定および影響評

価に役立ち、またプログラムレ

ベルでの課題評価からなる多層

の評価システムは FP レベルで

の一般的課題や評価の分析に利

用される。(図１参照注1)。 
年間モニタリングで利用さ

れる指標は、①参加中小企業数、②女性科学者の割合、③参加者数などが挙げられる。2007
年度および 2008 年度 では、①参加中小企業数については 15・5％、②女性科学者の割合

は 21.6％（この比率は大学教授の女性比率にほぼ等しい。）、③参加者数については 16 万

人、25,000 件の応募に対し 3 万 5 千人、5,500 件に対して資金が提供された。参加国は 136
ヵ国であった。FP7 の評価システムは開始されたばかりであるが、モニタリングは も重

要なシステムであり、これにより信頼性の高い、長期的なデータが得られている。 
また中間評価において大きな評価要素は、①一般目標の達成度、②ERA(欧州研究領域)

や他の政策への影響、③世界での EU の位置づけに占める FP7 の役割、④欧州研究評議会

などの新たな指標の効率性、⑤分野横断的なグランドチャレンジへの寄与、⑥簡素な指標

の有効性、⑦FP6 からの進歩、などである。しかし、評価システムの課題はまだ多く、①

評価による調整の論理、②全体的な評価戦略、③評価の制御または理解、④長期的インパ

クト、⑤簡潔なメッセージ発信、⑥評価に関連する人の相互学習の組織化、などが今後残

された課題の例である。 
FP7 の中では情報技術分野の予算が も大きく、その他ライフサイエンス、運輸、基礎

研究などが優先順位が高い。情報技術分野では、総予算 91 億ユーロで、①ネットワーク

とサービスインフラ、② 認知システム、相互作用、ロボティクス、③部品、システム、エ

ンジニアリング、④デジタル図書館およびコンテンツ、⑤持続可能で個別化されたヘルス

ケア、⑥移動性、環境持続性、省エネ、⑦自立した生活と社会の一体化、の 7 分野が投資

される主要分野である。特に①、②および③の分野は欧州が優位にある、あるいは大きく

伸びると考えられている。 
これらの情報技術分野の研究活動評価にあたっては、評価の目的を①世界の中での欧州

                                                 
注1 “Evaluation of the current 7th European Research Framework Programme”, Peter Fisch, European 
Commission  p7 

図 1. FP の評価システムの基本  
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情報技術の位置づけ、②ERA への貢献度、③研究のイノベーションへの関連度、④教育と

研究の関連性、④欧州政策目標達成(例：高齢化社会への対策)に向けた支援、などを明確

にすることとしている。また、評価は専門家集団（エキスパート・パネル）による「エビ

デンス」に基づく評価が主体であるが、このエビデンスとして自己評価、アンケート、デ

ータ、ケーススタディ、外部によるデータなど様々なものが利用される。 
 
(2) R&D 枠組みの新たな評価手法－カナダのクラスター・イニシアチブの評価 

“The Evaluation of Technology Clusters and Cluster Initiatives, Strategy and 
Policies: Grounding Factors and Models (Panel Session 2.5.6)”：Marc Gagne@NRC 
Canada, Shannon Townsend@NRC, Shazmin Dozani@Center for Public Management 

 
近年、各国で地域活性化のために産業クラスターを形成する動きが活発化しているが、

広い国土に人口が分散し、中小企業（SME）が大多数を占めているカナダでは 1990 年代

からこの活動が特徴的である。その施策の一つが「技術クラスター」と呼ばれるものでカ

ナダの研究評議会（NRC）が中心になってこの「技術クラスター」を構築し、技術の発展

と実用化に貢献してきた。これを支える政策である「技術クラスター・イニシアチブ」に

はすでに 5,000 万ドルが投資されており、現在 10 州すべてにクラスターが形成されてい

る。 
NRC は、クラスターの活動および戦略・政策の評価を行うにあたり、文献やデータベ

ースの調査、ウェブ調査により、4 つの資本に関連する 11 項目、およびすべてに共通する

1 項目と言う評価に 適な 12 評価要素を抽出した。これは、(1) 人的資本と関連した、①

高度な技術を有する人材、②イノベーティブな技術開発と移転、(2) 社会資本と関連した、

③ネットワーキング、④外部知識源、⑤クラスター支援者、⑥クラスターのブランド化、

⑦リーダーシップ、(3) 投資資本と関連した⑧政府支援、⑨リスクキャピタル、⑩ビジネ

ス支援体制、(4) 物理的資本と関連した⑪特殊技術習得のためのトレーニング・教育イン

フラ、およびすべての資本と関連した、⑫アンカー組織(中心組織)、である。これらはク

ラスターの活動を評価するのに非常によい指標になっている。 
また実際の評価プロセスは 2010 年 3 月に終了するが、NRC が実施した技術クラスタ

ー評価では、上記の 12 の評価指標を基に各クラスター・コミュニティの関係者のディス

カッション・グループやフォーカスグループに対するインタビューやアンケートを利用し

て行った。 
クラスターは、①資金調達、②雇用、③技術開発、④技術移転、と言うプロセスを経て

成長していくため、平均で 4～7 年間と言う期間における活動を評価した。クラスター・

コミュニティの大学、政府、クラスター企業、研究者からなるフォーカスグループを作り

これらの人たちを対象に評価を行ったことにより成功を収めることができた。 
成熟期間に突入したクラスターがさらなる成長を見せるかどうかについては、「レバレ

ッジ（てこ）」モデルと言うコンセプトが経済学の観点から構築された。カナダの代表的な

11 のクラスター（①燃料＆水素テクノロジー（バンクーバー） 、②ナノテクノロジー（エ
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ドモントン）、③バイオ健康・医療・機能性食品（サスカチュワン）、④サステナブル都市

基盤研究（レジ－ナ）、⑤バイオ医療（ウィニペグ）、⑥フォトニクス（オタワ）、 ⑦アル

ミニウム（サグネィ地域、ケベック） 、⑧情報技術及び E ビジネス（フィレデリクトン

＆モンクトン） 、⑨ライフサイエンス（ハリファックス）、⑩海洋技術（セント・ジョン

ズ） ⑪脳医学及び健康（シャーロットタウン））、の 大スポンサーはカナダ政府であるが、

中には地方政府、民間企業と言った資金源が大きな割合を占めるものもあり、各クラスタ

ーの成長を左右している。この評価手法のユニークな点は、文献調査等により評価に必要

な要素を詳細に検討して洗い出した後、それに基づいて実際のインタビュー方式等で聞き

取りを行い問題点を浮き彫りにしたことである。 
 

(3) イノベーションに向けた評価－日本の公的資金に基づく研究開発評価の例 

“ Evaluation of Research, Technology, and Development (RT&D) to Illuminate 
Innovation ” , Naoto Kobayashi  @AIST, Yoshiaki Tamanoue  @AIST,  
Jun-ichi Yoshida @NEDO 
 

公的研究機関におけるイノベーションに繋がる研究開発のためには、研究戦略形成とそ

れに基づく研究評価が重要である。特に研究遂行にあっては、戦略形成として研究プログ

ラムの目標とそれを達成するためのシナリオの設定が極めて重要であり、その研究戦略に

基づきそれに沿った研究評価を行うことが重要である。 
基礎研究や応用研究に限らず、研究はその特性として①新規性（Novelty）,②独創性

（Originality）、③論理的完結性（Logical Completeness）、④作用性（Influence）を有し

ていると言うことができる。これらのうち社会的影響を除いたものを深さ（depth）とし

てとらえることができる。また社会的影響への程度（たとえば基礎研究、応用研究、開発

研究）に応じて位相（phase）を定義することが出来る。公的資金を受ける研究開発に当

たっては、研究戦略の形成の例と

して「持続的な発展可能な社会の

実現」と言う大局的目標からロジ

ックモデルにより具体的な研究プ

ログラムにブレークダウンして行

く手法を挙げることが出来る。こ

れらの研究評価にあたっては、研

究の時期（period）、研究の深さ、

研究の位相の 3 側面から評価を行

うとともに、それらを研究戦略と

対比しつつ総合的な評価(構成的

評価：Synthetic Evaluation）と

して行うことが大切である。(図 2 図 2. 構成的研究評価とその 3 側面  
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参照注2) 
これと関連してすでに先行して実施されている産業技術総合研究所（産総研、AIST）

における研究ユニット評価の例が紹介された。産総研では、①国際競争力向上・新産業創

出、②長期的国家的課題の解決、③知的・技術的基盤の整備、を主要な目的として研究開

発を行っている。すでに 9 年間 50～60 ある研究ユニットの評価を毎年行ってきた。第 2
期中期目標期間（2005~2009）開始時以来、研究戦略の策定としてトップダウン的な視点

とボトムアップ的な視点の両視点で形成を行ってきた。評価としては、従来のアウトプッ

トを中心とした成果評価にとどまらず、研究開発活動を通した産業・社会への貢献の観点

も重視し、「アウトカムの視点からの評価」を進めてきた。アウトカムは、上記研究戦略と

の関連を踏まえて各研究ユニットで定義される。 実際の評価にあたっては、産業界からも

含む外部専門家(5 名)および内部専門家(2 名)からなる委員会で、ロードマップ、アウトプ

ット、マネジメントの評価が行われる。ロードマップ・アウトプット評価とマネジメント

評価の比率は 7：3 である。(図 3 参照注3) 
今後の課題として、有効性・効率

性の向上があり、前者としては、①

研究ユニットの評価に加えた研究分

野の評価、②イノベーションの推進、

社会的貢献の観点からの評価、③産

総研運営へのさらなる貢献を、後者

としては、①研究課題に付随した成

果データベースの構築と活用、②適

切な時間間隔、③外部評価の活用(外
部資金による研究の場合) などが挙

げられる。また今後は研究ユニット

だけではなく、研究分野や分野間の

連携についても評価対象とすること

が望まれる。 
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は産業・環境・新エネ・省エネ技術と

言った幅広い分野における我が国の研究開発を支援しており、2009 年度の R&D 予算は約

21 億ドルである。NEDO の技術的成果は、多くの場合参加企業が終了後に行う継続的な

研究開発の活動を通じて初めて実用化される。そのため NEDO では追跡調査を実施して

おり、プロジェクト終了時点での各種アウトプット指標と終了後 5 年の売上状況とを比較

している。終了時アウトプット指標としては、①事後評価における、プロジェクト全体の

                                                 
注2 “Strategy and Evaluation on Research, Technology and Development (RT&D) for Innovation”, Naoto 
KOBAYASHI (Waseda University/AIST), Osamu NAKAMURA (Nagasaki Pref./AIST), Kenta OOI(AIST) 
p7 
注3 “Systematic Evaluation to Recognize Outcomes of AIST in Society”, Yoshiaki Tamanoue, Kenta Ooi, 
Osamu Nakamura, Shuichi Oka, Koji Masuda, Shigeko Togashi, and Naomasa Nakajima,  AIST
（National Institute of Advanced Industrial Science and Technology）p7 

図 3. 産総研の研究ユニット評価の仕組み  
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「実用化の見通し」の評点、②追跡調査で把握した、終了翌年度の「研究開発段階」、③プ

ロジェクト期間中に出願された特許数、④プロジェクト期間中に発表された査読付論文の

数、である。また実用化・商業化の指標として、終了後 5 年以内の売上の有無を採用した。

ベンチマークとして、研究開発段階が も有効であり、⓪中止、①研究段階－基礎研究、

②技術開発段階－実用的利用が見込まれるR&D、③実用応用段階－大量製造技術の確立、

④商業化－市場販売、に分類される。 
実際の追跡調査に当たっては、2004－2008 年の期間で 46 プロジェクト 231 社を対象

とした。この結果から、プロジェクト終了時点までに研究開発段階を終えて技術開発段階

に進めていないとその後の実用化・商業化は困難と言うことが判明した。このような調査

を通じて、終了時点の「段階（ステージ）」がその後の 5 年間の売り上げ状況を予測し、

プロジェクトの効果を示す指標として有効である可能性が示唆された。 
 
(4) 将来の評価と技術－米国の政策評価の試み 

“Prospective Evaluation and Technology: New Developments and 21st Century 
Challenges”: Gretchen Jordan @Sandia National Laboratories、Nancy Donovan @US 
Government Accountability Office、Judith Droitcour @US Government Accountability 
Office 

 
米国においては政策立案・実施サイクルにおける評価は重要な役割を果たしており、政

策企画・目標が明示された後、事前評価・選択・モニタリング・事後評価が行われ、それ

らの成果がその後の政策や事前調査にフィードバックされている。特に事前評価では、フ

ォアサイト、技術ロードマップ、技術評価などが主に行われている。 
米国では 2005 年に、科学技術政策立案には有益なデータが必要であるとの考えから科

学政策学（SoSP；Science of Science Policy）が誕生し、現在政策目標としてその確立が

決定されている。2008 年 12 月に行われた SoSP ワークショップでは、SoSP ロードマッ

プに関して「専門家による判断」が科学技術政策立案者にとって も優れたツールである

ことが指摘された。 
SoSP の取り組みについては、ミクロレベル（研究者、研究所）、メソ(中間）レベル（研

究ネットワーク）、マクロレベル（全米・国際レベル）の三つのレベルを関連付けて行かな

ければならない。（図 4 参照注4）。またこのレベルに対応して SoSP のロードマップに課せ

られた 10 の質問が当てはめられる。そのため、ミクロレベルでは①研究者の行動の基礎

の理解、③科学コミュニティにネットワーク行動、⑨米国の科学推進力の競争力が、メソ

レベルでは⑤発見の予見可能性、④科学への公的投資の価値、⑥科学的発見のイノベーシ

ョンへの影響、②技術開発・採用・普及の理解が、マクロレベルでは⑦投資効果の決定因

子、⑩政策手段の相対的有効性、⑧イノベーションや競争力への影響、などがロジックモ

                                                 
注4 “What Might a Theory-Based Roadmap for Prospective Evaluation and Developing Innovation Policy 
Look Like?”, Gretchen Jordan, Sandia National Laboratories p10、なお、本図は SoSP（Science of Science 
Policy）によって認められたロードマップそのものではなく、著者が再解釈したものである。 
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デルの上で分析されること

が必要である。(図 4 参照注

４)。 
イノベーション推進を

理解するための理論は、例

えばネットワーク理論、組

織イノベーション理論、知

識普及などがあるが、イノ

ベーションは、複数のレベ

ル構造を持つこと、複雑で

ダイナミックな生態系シス

テムで発生することなどの

特徴があり、イノベーショ

ンの予想においては、既存

理論やそれらを組み合わせ

た新しい理論の構築などに

よる分析が今後必要である。 
米国の行政監察院 GAO (Government Accountability Office)は議会組織のひとつで、議

会に対して様々な行政報告を実施している。2008 年に議会の依頼により交通安全強化のた

めのハイテク技術に関する運輸省の取り組みを調査した。イノベーションサイクルは①研

究開発―新しいイノベーションの可能性、②実用化、③個人・社会レベルにおけるアウト

カム、の 3 段階に分けられる。実例として携帯電話などの通信技術は開発・普及の速度が

速いため「フォアサイト(事前予測)」が極めて重要である。ここでは、エビデンスが重要

で、①早期兆候、②定性的または限定的な定量的エビデンスによる確認、③明確な定量的

エビデンス、の 3 段階によりそれぞれ政府として（A）特別の対応なし、（B）優先事項起

草などの開始、（C）対応方法・プログラムの検討・評価、（D）中レベルの介入、（E）よ

り強硬な介入、などの施策をとることになる。運輸省への提言では、①事前リスク管理の

実施による政策的取り組み、② 新技術の利用によるエビデンスの収集、③タイムリーで

十分なコミュニケーションの実施、などを指摘している。 
 

(5) 有望技術の評価―ナノテクノロジーの例 

“ Assessment of Emergent Technologies: The Case of Nanotechnology ”：

Juan Rogers ＠Georgia Institute of Technology、Alan Porter ＠Georgia Institute of 
Technology、 Jue Wang＠ Florida International University、 Vrishali Subramanian 
@Georgia Institute of Technology、Juan Rogers @Georgia Institute of Technology 

 

図 4 . 三層のロジックモデルと評価の課題 
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ナノテクノロジー(以下、ナノテクと略)に対しては、米国においてこの 10 年ほど大き

な投資がなされた。ここで

は、ナノテクが学際的な分

野として進化しているかを、

①他分野論文の引用、②共

引用関係、③相互引用関係、

④研究者の協力関係、など

をマップ化することにより

評価した。また学術分野の

分類は、Web of Science 
(WOS)(トムソン・ロイター

社が提供する世界 大の学

術文献データベース )の
244 項目の学術分野を採用

した。 
多様性のある論文の特

徴を、①バラエティがある

もの（様々な分野から引用）、

②均衡が取れているもの

（複数の分野から均等に引用）、③不同等なもの（異なる分野の程度）、の 3 種類に分類す

ることができる。（図 5 参照注5）。 
このモデルによるとこれらの３要素の程度が高ければ高いほど論文の統合スコアも高

くなり学際性が高いと言える。 
ナノテクがどの分野で も活発に研究がおこなわれているか、また学際的かを調査する

にあたり 1991～2008 年の出版物 150 万部を利用し、テキストマインニング・ソフトウェ

アに入力し分析、マッピングを行った。その結果、ナノテク関連論文の 63％が材料科学の

分野で発表されており、次いで化学(23％)、物理（10％）、生物医療（9％）工学(8％)であ

った。また引用にあたっては同様な分野の文献が圧倒的に多く、社会科学系の文献の引用

は極めて少なかった。ナノテクの学際度は年々上昇しており、2008 年には 0.63( 高は 1)
になっている。これは数学の 2008 年度の統合スコアに比べて非常に大きく、学際度は相

当大きいと言えよう。図 6 注6 に論文の引用・被引用分析による学際的研究ネットワーク

のマッピングの状況を示す。 

                                                 
注5 “Measuring Interdisciplinarityand Mapping Research Emphases from Research Publications”, Alan 
Porter, PorterSearch Technology, Inc. & Technology Policy & Assessment CtrGeorgia Tech  p8 
注6 “Measuring Interdisciplinarityand Mapping Research Emphases from Research Publications”, Alan 
Porter, PorterSearch Technology, Inc. & Technology Policy & Assessment CtrGeorgia Tech  p21 
 

図 5. 多様性のある論文の特徴  
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論文の著者については、全世界で

発表されるナノテク論文の4分の1が

米国で、世界第一であり、2位は中国

である。この背景には2001年に設立

され全米ナノテク・イニシアチブ

（NNI）の効果があると言えよう。NNI

には25の連邦省庁が参加しており、

そのうち13省庁がR&D資金を拠出し

ている。拠出割合は全米科学財団

NSF(34％)、国防総省DOD(23％)、エ

ネルギー省DOE(16%)、国立衛生研究

所NIH(13%)である。科学引用インデ

ックス（Science Citation Index: 

SCI）の9808点の文献調査からは、①

これらの論文の8割以上は何らかの

資金提供を受けており、②発表論文の も多いのはNSF資金(拠出額位1位はDOD)、③DOD、

NSF、NIHは大学に対して拠出しているのに対して、DOEは民間に対して多く拠出しているこ

と、などが判明した。NSFからの研究拠出先は、カリフォルニア大学ロスアンジェルス校

（UCLA）、デューク大学（Duke Univ）、カリフォルニア工科大学（Caltech）などが上位3

校である。しかし発表論文数は必ずしもこの順位を反映しておらずノースウェスタン大学

（Northwestern Univ.）、マサチューセッツ工科大（MIT）、フロリダ大学（University of 

Florida）が上位3校である。連邦政府による資金提供はナノテク分野のR&Dの発展に大きく

貢献しているのは確かである。 

また1991年、1992年の2年間に発表されたナノテク関連の学術論文（それぞれ7553件、

9664 件）が他の論文に引用された回数の年次変化を調査した結果によると、2009年までに

一度でも引用された論文は約30％に過ぎないが、2～3の論文は突出して引用回数が多く19

年後の現在でも引用累計回数は年々増えて行く。論文の引用は、ネットワークレベルのイ

ンパクトを示す「ネットワーク」現象を示す。すなわち一度引用されると、年々引用され

る回数が増え、影響力のある論文として長年台頭することになる。 

  
３．その他の活動 

上記の主要なセッションでの研究発表に加えて、いくつかの興味ある試みの発表があっ

た。Copenhagen Business School の Finn Hansson は新たなピアレビュー（同僚評価）

について提案を行った。 近の多くの研究では 既存の学問体系の枠組みが崩れ新しい学問

体系が生じる融合 (Transdisciplinary)化や、複数の学問体系にまたがる新しい専門分野が

生じる領域横断(Crossdisciplinary)化の傾向が出てきている。これらを適切に評価するに

は、ピアレビューが欠かせない。新たなピアレビューは言葉によるコミュニケーション、

自己評価レポート、研究ドキュメント、視察およびインタビューなどを統合することが必

図 6.ナノテク分野の学際的研究ネットワーク  
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要である。評価者はもはや匿名ではなく、対話を行う既知の顔として参加する。また評価

は支援的であるべきであり、支援的なピアレビューは科学政策組織によってより多く利用

されるが、これが従来のピアレビューにどのような影響を及ぼすかは必ずしも明らかでは

ない。 
評価方法としては、対話型のピアレビューモデルがふさわしいが、特に複雑な研究組織

を評価する際に、研究プログラムを成功に導く 良の組織を評価するため、 終成果、論

文、成果物などの評価指標だけに頼らずに組織、リーダーシップ、ネットワーク、コミュ

ニケーションなどを評価するのに、対話型ピアレビューは有効である。また State 
University of New York の Vathsala Stone は、技術移転(Technology Transfer; TT)のため

の知識翻訳（Knowledge Translation; KT）の評価について考察した。KT は、研究によっ

て産み出された知識を関係者やエンドユーザーに伝えることであるが、これは知識の統

合・普及・交換および有効な応用を含むダイナミックな繰り返しの過程である。KT の流

れは、知識が生まれ、それが誰かによって仲介されエンドユーザーに届けばよいが、TT
では知識ではなく技術が受け渡されエンドユーザーが利用して初めて完了する。この意味

で TT のための KT は、 終的に使用される技術的成果を通しての関係者との戦略的なコ

ミュニケーションと言うことが出来る。 
TT のための KT をマネジメントする方法としてステージゲート（Stage Gate）モデル

が適切である。研究プロセスの各段階の間にステージゲートを設けそこで評価を行い、改

善点を把握して次の段階に進むようにする方法である。 
 

４．おわりに  

科学技術政策立案組織や研究資金拠出組織からの、有効な研究開発評価への期待や要請

は年々高くなってきている。米国の PART（Program Assessment Rating Tool）や EU の

FP7 の評価の枠組みや、ロジックモデルなどの評価ツールの活用で、世界的にも研究開発

評価の手法や取り組みにも一定の理解と普及がもたらされている。しかし、その一方で研

究戦略と研究開発プログラムの関係や、事前評価の在り方などまだ取り組むべき課題は多

い。また研究開発とイノベーションとの関連性においても如何に研究評価を有効に活かす

ことが出来るのか、また研究開発を担当する側から見たときに真に有効で支援的な評価と

はどうあるべきかなど、研究開発評価に望まれる課題は依然として大きい。 
また米国においても我が国においても、近年の世界的な経済的危機の克服や低炭素社会

の実現など科学技術政策および研究開発に対する期待も極めて大きいものがある。その意

味で、今後の米国評価学会の動きにも注目が必要であり、我が国からも積極的な情報発信

を期待したい。 
 

(挿入図について) 
AEA2009 での発表時に用いられたスライド用資料から、発表者の許可を得て掲載してい

ます。 
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【研究開発計画特集】 国家イノベーション戦略 

 

オバマ政権のイノベーション戦略における優先分野（米国） 
 
米国大統領府の機関である国家経済会議(National Economic Council: NEC)は 2009 年

9 月、「アメリカのイノベーション戦略－持続可能な成長と高い質の雇用への邁進－」を発

表した。本稿は、そのアウトラインと特にその中で優先分野とされている部分について、

技術開発に焦点を当てて紹介する。 
 

目次 

政府の適切な役割 

アメリカン・イノベーション戦略 

１． アメリカン・イノベーション基盤への投資 

A. 基礎研究における米国のリーダーシップの回復 

B. 21 世紀知識・技能をもって次世代を教育し、世界クラスの労働力を生み出す 

C. 一流の設備インフラの構築 

D. 先端情報技術エコシステムの開発 

２． 生産的な起業家精神を鼓舞する競争的市場の発展 

A. アメリカの輸出の振興 

B. 最も将来性の高いアイディアに適切に資源を分配する、開かれた資本市場の支援 

C. 高い成長を実現するイノベーションに基づいた起業家精神の奨励 

D. 公共部門のイノベーションの促進と社会イノベーションの支援 

３． 国家の優先分野における現状打開 

A. クリーンエネルギー革命の牽引 

B. 先進自動車技術の支援 

C. 医療技術におけるイノベーション 

D. 21 世紀の「大いなる挑戦」に立ち向かうため科学技術を活用 

 

 

政府の適切な役割 

政府にしか提供し得ない基礎的条件への投資を実施し、企業や個人が試行し成長する

ための開かれた競争的な環境を整え、国家として重要な分野におけるイノベーションを

活発にするべく、触媒作用を起こす追加策を取るべきである。これにより、アメリカ国

民が生来持つ創意工夫と活力ある民間部門を生かし、過去より確実かつ広範囲に及び、

より多くの利益をもたらすイノベーションを創出することが出来る。 
 
我々は過去に成功を収めてきており、将来においても成功することが可能である。例

えば国防総省の国防高等研究計画局（Defense Advanced Research Projects Agency：
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DARPA）は歴史のある、革新的な中央研究開発組織である。DARPA はアメリカの技術

的優位性の保持を任務としており、情報技術や高度製造業において新しい産業を作り出

し続けてきた（囲み 1 参照）。 

 
政府支援はまた、分子・原子レベルのエンジニアリング素材や装置を含むナノテクノ

ロジーなどの新興分野においてアメリカを 先端に押し上げた（囲み 2 参照）。 
 

 
 

囲み 1. DARPA のイノベーション成功例
 

30 年前、DARPA は民間部門からの抵抗に関わらず、インターネットの前身、

ARPANET の開発を支援した。今日、インターネット人口は 16 億人以上。DARPA
による革新的研究は、軍事ステルス機、GPS、M-16 突撃ライフル、暗視ゴーグル

等、米軍の新しい軍事能力を生み出した。また、光ネットワーク、スーパーコン

ピュータ、コンピュータチップの設計ツール等の新しい産業の基盤を築いた。

DARPA によるハイリスク・ハイリターン研究への取り組みは、アメリカが 21 世

紀の国防課題に対応するのと同時に、新しい産業を創出し国民の生活を向上させ

る技術的イノベーションへの道を確実に切り開いていくものである。  

囲み 2. 成長分野：ナノ技術とオーダーメイド医療  
 
ナノ（10 億分の 1）メーターとは、ヒトの髪の毛の直径の 10 万分の 1 である。こ

れまでナノ技術の商業的な影響は、医療・食品・織物などの消費財、自動車用複

合材料、工業塗料などナノ材料に限られていたが、ナノ技術の革新は加速してい

る。ナノテクノロジーの基礎研究における 10 年にわたるアメリカの指導力は、国

家ナノテクノロジーイニシアティブによって牽引され、商用アプリケーションの

開発や生産力増加の基盤を築き、極めて近い将来における新ナノ技術と製造業の

雇用へのニーズをもたらした。 
 
発展途上の医用工学、オーダーメイド医療の分野にも、ナノテクノロジーは活用

されている。個々人の遺伝情報に基づいたオーダーメイド医療は、手当、看護の

みならずより効率的な早期発見と疾病予防へとつながる。また、高額治療が不要

もしくは無益な場合には、医療コストの抑止にもなる。人体の自然免疫機能を損

なうことなく、疾病のみに効果を発揮する医薬品開発にもナノ技術を応用すべく、

研究が進められている。  
 
この技術と産業の発展にあたり、鍵となったのが連邦政府による支援である。医

薬品開発の 大支援者である国立衛生研究所の予算は、1993～2003 年の間に

163％の伸びを示したが、今年度まで(ブッシュ政権下で)停滞していた。オバマ大

統領は、近年のこの傾向を逆転させ、米国再生法から国立衛生研究所に 100 億ド

ルの追加支援を実施。将来的な更なる持続的増額を誓約した。これら支援策によ

り、台頭しつつある産業を繁栄へと導く。  
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生活を向上させ、産業に影響を及ぼすイノベーションを促進する政府支援は、広がり

を見せつつある。2006 年、“R&D 100 Awards”（研究開発 100 賞）を受賞した 88 企業

のうち 77 は、政府からの支援を受けていた。支援成功の実績をもとに、我々はイノベー

ションと成長の新しい礎を築かなければならない。 
 
アメリカン・イノベーション戦略 

将来のイノベーション経済の礎を築くため、オバマ大統領は歴史に残る政策を既に採

用してきた。米国再生・再投資法だけを見ても、エネルギー、基礎研究、教育訓練、先

進自動車技術、革新的事業、医療 IT と医療研究、高速鉄道、スマートグリッド、そして

情報技術分野への 1,000 億ドルの投資をもって、画期的なイノベーションを支援してい

る（図 1 参照）。また、再生法や 2010 年度予算においても、教育からインフラに関する

イニシアティブへのより広範な支援も行っている。オバマ大統領の取り組みは政府の財

政援助にとどまらず、重要な規制や大統領令の形で、特許改革、燃料効率基準、ネット

ワーク中立性、洋上風力発電への許認可、アメリカ政府史上初の 高技術責任者の任命

まで広がる。 
 

 
図 1．再生法によるイノベーション支援 

 
これらの投資とイニシアティブは、賢明でバランスの取れた政策によって、質の高い雇

用と富の共有へとつながるイノベーションの礎を築くことが可能な重要分野に集中する

オバマ・イノベーション戦略の一部である。この戦略は三部から成る。 

革新的事業

億ドル 

再生可能エネルギーとエネルギー効率 

医療 IT 

医療研究

高速鉄道

広帯域通信

教育・訓練

先進自動車とバイオ燃料

スマートグリッド、相互接続、伝送

一般研究

化石燃料研究開発 

一般エネルギー研究
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1. アメリカン・イノベーション基盤への投資 イノベーション成功のため、ま

ず、アメリカ経済が全ての必要な手段（研究の実施、およびそれによって得ら

れたイノベーションを応用するために必要な研究開発への投資、人的・物理

的・技術的資源）を得ていることを確実にしなくてはならない。 
2. 生産的な起業家精神を鼓舞する競争的市場の発展 世界中で活発にアイディ

アやイノベーションの交換が行われる中、アメリカ企業が国際的競争力を得ら

れるよう、起業やリスクを伴う活動を行える国内環境が必要不可欠。競争的市

場を通じてイノベーションは普及し、産業・世界へと適切に拡大していく。 
3. 国家の優先分野における現状打開 国家的重要度が非常に高いものの、市場

任せでは期待される結果を得られない分野が存在する。代替エネルギー源開発、

医療 IT を用いたコスト削減と生活向上、先進自動車の製造などである。 
 
 

 

図 2：アメリカン・イノベーション戦略の概要 
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1． アメリカン・イノベーション基盤への投資 

 
A. 基礎研究における米国のリーダーシップの回復 
オバマ大統領は、政府の根本的な役割は科学・技術分野における画期的な突破口を開く

ことにあると認識し、将来的のイノベーションにおいてアメリカが確実に世界を牽引する

ため、人的および物的資源を注ぎ込んできた。 
 

 米国史において 大の研究開発費の増額成立 再生法に含まれる 183 億ドルの研究

費は、アメリカ史上 大の研究開発費の増額である。 
 

 主要科学機関の研究開発予算を倍増 大統領予算案において以下の三つの主要な科

学研究組織の研究費を倍増：アメリカ国立科学財団(NSF)、エネルギー省科学局、標

準技術研究所(NIST)。この投資は人間の知識の 前線を広げ、例えばバイオ・情報・

ナノ技術に集中して将来の産業と雇用の基盤を創出する。オバマ政権はハイリス

ク・ハイリターンの特性を持つ研究、多分野にわたる研究、キャリアの初期にある

研究者やエンジニアへの支援を強化し、この投資の効果を増大させる。 
 

 GDPの 3％を研究開発費に投資 大統領は国家としてGDPの 3％以上を官民双方の

研究開発に投資することを提案した。これは、宇宙開発競争の絶頂期を上回るもの

である。 
 

 研究開発の税控除を永続化 大統領予算には、試験研究費の税額控除措置を永続化

させるための750億ドルがコストとして既に含まれている。これにより企業は投資、

革新、成長に自信を持つことができる。 
 

B. 21 世紀知識・技能をもって次世代を教育し、世界クラスの労働力を生み出す 
近年の生活水準の向上に大きく貢献したのは、アメリカの高い教育レベルである。科学

技術イノベーションにおいてアメリカがトップに立ち続けるためには、世界 高レベルの

知力と熟練のスキルを持つ労働者層が不可欠である。 
 
オバマ大統領は、K-12（幼稚園から高校までの公教育）現場における指導・学習の劇的

な向上、高等教育へのアクセス拡大（大学進学率の向上）、STEM（科学、技術、工学、数

学）分野における学業成績の向上などを目指し、各種イニシアティブを打ち出している。 
 

C. 一流の設備インフラの構築 
大統領は、米国再生・再投資法案を通じ、アメリカの人々と産業を結びつけるべく、道

路、橋、輸送、航空交通ネットワークに歴史的な額の投資を約束した。 
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 国内の道路、橋、大量輸送交通機関への投資 我が国の高速道路・大量輸送交通機

関網の改良のため、360 億ドルが再生法から拠出される。 
 

 電力網の近代化 送電網の輻輳を減らし、信頼度を維持し、再生可能エネルギーに

よる新電源からの出力に適応するため、我が国の送電網の拡張と近代化が必要であ

る。現在、消費者や企業がエネルギーの消費とコストを自ら管理することで、配電

網への負荷軽減と性能向上の機会を提供する新技術が開発されつつある。エネルギ

ー効率の向上、顧客の需要への対応、エネルギー貯蔵、その他「スマートグリッド」
注1の要素に関する技術開発に、米国再生・再投資法は 45 億ドルを拠出する。再生法

では、Bonneville 電力局注2が持つ政府の借用権を 32 億 5,000 万ドル増額し、西部地

域電力局に新しく 32 億 5,000 万ドルの政府借用権を与える。これにより双方共に送

電網への投資が可能となり、地域内の再生可能エネルギーの開発が促進される。 
 

 高速鉄道による新しい交通機関構想を実現 大統領は、 新の交通システムの一環

として、100～600 マイル（160.9～965.4km）にも及ぶ、効率的な都市間高速鉄道

ネットワークを構築するという長期戦略を提唱した。再生法より80億ドルを投資し、

この戦略の頭金を支払った。オバマ大統領はまた、高速鉄道ネットワークの開発を

継続するため、年 10 億ドルを予算に計上した。 
 

 次世代航空管制の開発 2010 年度連邦運輸省航空局予算には、8 億 6,500 万ドルが

次世代航空輸送システム（Next Generation Air Transportation System）費として

含まれる。地上レーダー監視システムからより正確な衛星型への移行、航空域内の

より効率的なルート開発、航空気象情報の改善を支援する。 
 
D. 先端情報技術エコシステムの開発 
将来技術においてアメリカが先頭を走るためには、インターネットへの手頃な 21 世紀

型アクセスを全てのアメリカ国民が手にすべきだとオバマ大統領は考えている。 
 

 ブロードバンド（広帯域通信）へのアクセスの拡大 広帯域通信の拡大を目指し、

再生法より 72 億ドルを拠出。また、2010 年度予算にはブロードバンド容量とテレ

コミュニケーション（遠隔通信）能力拡大を目的とした農務省の 13 億ドルの融資・

助成が含まれる。広範囲の高速インターネット・アクセスは経済成長・雇用創出・

                                                 
注1インターネットのような通信技術を付加し、そうした技術を国の電力系統の制御に応用するという概念であ

る。先進的なメーターにより、顧客と電気事業者との間で双方向の通信が可能になる。つまり、事業者は電力

負荷や電力の供給停止に関する詳細な情報を得ることができるようになり、顧客はリアルタイムの電力料金に

応じてエネルギーの使用量を調整する選択肢が得られるようになる。(引用：NEDO海外レポート1039号
「FERC はスマートグリッド技術への投資を勧告(米国)」) 

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1039/1039-13.pdf) 
注2 米国エネルギー省の下部組織である電力会社 
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グローバルな競争力に必要不可欠であり、次世代革新者を育成すると同時にテレワ

ーク注3を通じエネルギー消費を減少し、オンライン遠隔教育を利用しやすくし、遠

隔医療モニタリングを向上、市民活動を促進、ファースト・リスポンダー注4への高

度情報ネットワークを支援する。 
 

 インターネット・アクセスの自由と開放性保持のため、ネット中立性を確実に   
インターネット・プロバイダー（接続業者）は、合法な申請やコンテンツ（情報）

に対して差別すべきではない。誰もが家のガレージで起業し、新しい雇用、新しい

アイディア、新しい機会をアメリカ国民にもたらすことが可能な状況を、確かなも

のとしたい。 
 

 次世代情報通信技術の研究支援 コグニティブ（認知）無線注5、安全なコンピュー

タやネットワーク、大容量データのスーパーコンピュータ、ムーアの法則注6の永続

を可能にするナノエレクトロニクス（超微細電子工学）、等の情報通信技術の新しい

イノベーションの波の研究を支援する。アメリカ国立科学財団(NSF)、国防高等研究

計画局（DARPA）他、官民の研究機関を通じて予算を配分し、この研究を支援する。 
 

 アメリカ政府 高技術責任者の任命 2009 年 4 月、オバマ大統領は歴史上初のアメ

リカ政府 高技術責任者（Chief Technology Officer ：CTO）を任命した。この役

職は、技術の応用による雇用創出と経済成長の促進を監督するため設けられた。 
 

 サイバースペースの安全保障 サイバースペース（電脳空間：グローバルに相互接

続したデジタル通信インフラ）が、アメリカの国家目標である経済成長・市民的自

由・プライバシー保護・国家安全保障、そして民主主義的制度の発展を支援するに

十分な回復力と信頼性を保持できるよう、サイバーセキュリティー注7を国家的優先

事項とした。 
 
 

２．生産的な起業家精神を鼓舞する競争的市場の発展 
 
                                                 
注3 情報通信機器等を活用し、時間や場所の制約を受けずに柔軟に働くことができる勤労形態 
注4 現場に 初に駆けつける医学的訓練を受けた人。 
注5複数の無線システムの間で連携を図りながら，無線通信システムの高度化を狙おうとする新たな技術提案。

コグニティブ無線の原点は，端末や基地局などの無線機に周辺の電波環境を認識・認知（cognitive）する機能

を持たせることにある。認識・認知した電波環境に応じて，無線通信に利用する周波数や方式などを無線機が

自ら選択して，周波数の利用効率を高めようとするもの。利用者は，より高速のデータ通信や安定した通信サ

ービスを享受できるようになるとされる。また，無線通信に利用できる周波数が逼迫している中，コグニティ

ブ無線はその打開策としても期待されている。（出典：Wiki Livedoor インテリジェンス辞書） 
注6Moore's Law。世界 大の半導体メーカーIntel 社の創設者の一人である Gordon Moore 博士が 1965 年に経

験則として提唱した、「半導体の集積密度は 18～24 ヵ月で倍増する」という法則。（出典：IT 用語辞典） 
注7 サイバースペースへの不正進入やデータ破壊、情報漏洩などに対する防止策。 
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A. アメリカの輸出の振興 
今後のアメリカ経済にとり、輸出はますます重要性を増していく。オバマ大統領の政策

は、アメリカの生産者に公平で開かれた市場を保障する。 
 
B. も将来性の高いアイディアに適切に資源を分配する、開かれた資本市場の支援 

開放的な資本市場は、アメリカ経済の 大の強みである。これらの市場が 大限機能す

るよう、大統領は全力を尽くす。 
 
C. 高い成長を実現するイノベーションに基づいた起業家精神の奨励 

我が国の起業家精神は歴史的、そして将来的にもアメリカの経済成長の鼓舞とイノベー

ション創出に、大きな役割を果たしていく。2006 年時点で、従業員 20 名以下の企業によ

る被雇用者は民間部門における雇用の約 18％であるが、1992～2005 年の間の雇用純増分

でみると、25%近くをこうした小企業が占めていた。科学者、技術者、情報技術職など、

ハイテク業務従事者の 30％が小企業によって雇用されている。オバマ政権は、新しい雇用

と経済成長をもたらす活気ある新ビジネスの支援に取り組んでいる。 
 

D. 公共部門のイノベーションの促進と社会イノベーションの支援 
イノベーションは政府内部を含む、社会のあらゆるレベルにおいて起こらなくてはなら

ない。オバマ政権は、イノベーションを促進・活用すべく政府の力量の向上に取り組んで

いる。効率性を向上し支出減少を実現すべく、クラウド・コンピューティング注8などの新

技術の試みを各省庁に奨励している。連邦政府は、政府内外の人材の専門性と見識を大い

に活用し、賞の授与や困難な課題に挑戦させるハイリスク・ハイリターン政策を用い、地

域社会において機能している解決法を幅広く採用し、そして、研究者、民間部門および市

民社会との間で、幅広い影響を与える協調関係を構築していかねばならない。 
 
 
３．国家の優先分野における現状打開 

国家的重要度が非常に高いものの、市場任せでは期待される結果を得られない分野が存

在する。代替エネルギー源の開発、医療 IT を用いたコスト削減と生活向上、先進自動車

の製造などがその例である。産業自身の努力のみでは市場が成功しない分野に関しては、

政府の関与が一つの解決策となりうる。 
 
A. クリーンエネルギー革命の牽引 
                                                 
注8従来のコンピュータ利用は、ユーザー（企業、個人など）がコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、

データなどを、自分自身で保有・管理していたのに対し、クラウドコンピューティングでは「ユーザーはイン

ターネットの向こう側からサービスを受け、サービス利用料金を払う」形になる。ユーザーが用意すべきもの

は 低限の接続環境（パーソナルコンピュータや携帯情報端末などのクライアント、その上で動くブラウザ、

インターネット接続環境など）のみであり、加えてクラウドサービス利用料金を支払う。実際に処理が実行さ

れるコンピュータはサービスを提供する企業側に設置されており、それらのコンピュータ本体の購入費用や蓄

積されるデータ管理の手間は不要となる。（出典：Wikipedia） 
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スマートグリッド、エネルギー効率、風力・太陽光・バイオ燃料などの再生可能技術へ

の歴史的大型投資によって、雇用を創出し、経済を成長させ、石油依存を終焉させるよう

な創意工夫、前進をもたらす。 
オバマ大統領は、新しいクリーンエネルギー経済においてアメリカが指導力を発揮する

ことを約束する。オバマ政権の投資により、 先端産業の雇用が新しく創出され、気候変

動の脅威に立ち向かい、世界の競争においてアメリカのイノベーターを優位に立たせる。 
 

 今後 3 年間で再生可能エネルギーの供給量を 2 倍に オバマ大統領は、今後 3 年間

で再生可能エネルギーの創出量を倍増し、将来のクリーンエネルギー分野において

イノベーションの波を起こすことを約束する。この構想実現のため、再生法には数

十億ドルの融資保証と、再生可能エネルギー源からの発電促進のための生産税額控

除の延長が含まれており、数百億ドルの民間投資を誘発する。再生法と 2010 年度大

統領予算にはまた、再生可能エネルギー研究開発費の大幅な増額が含まれている。

更に、クリーンエネルギー経済への転換を促すため、オバマ大統領は規制改革を追

求し、2009 年 4 月には、内務省が洋上風力発電開発の 終的規制を発表している。

これにより、アメリカは洋上の持続可能資源を用い、環境に対して健全で安全なグ

リーンエネルギーの創出が可能となる。 
 

 エネルギー効率に優れた産業の促進 再生法、また国家エネルギー政策により、エ

ネルギー効率改善のための新しい技術やプロセスの拡大と共に関連雇用の創出を引

き起こす。再生法だけでも、低所得家庭の耐候化（weatherization 注9）支援に 50 億

ドル、連邦政府の建物のグリーン化に 45 億ドル、そして州・地方政府の再生可能エ

ネルギーと省エネ・節約の取り組みに 63 億ドルを支出する。 
 

 クリーンエネルギーイノベーションへの投資 オバマ大統領は、太陽光(熱)・風力発

電、グリーン建物、エネルギー効率の良い照明、次世代バイオ燃料、拡散防止型原

子炉、エネルギー貯蔵、二酸化炭素の回収と貯留等のクリーンエネルギー技術に 10
ヵ年計画で 1,500 億ドルの投資を提案した。 

 
 石油依存度と温室効果ガス排出量抑制のためのキャップ・アンド・トレード制度注10

の立法化と再生可能エネルギー技術の促進 オバマ大統領は、包括的キャップ・ア

ンド・トレード事業を支持し、現在のアメリカのエネルギー構成は容認できないも

のであり、低炭素エネルギー源こそが将来の姿であることを明確に示す。大統領の

このプログラムにより、再生可能代替エネルギーやエネルギー効率のため、産業全

                                                 
注9 「weather（気候）」と「-ization」を併せた造語。断熱加工等、建物の構造を気候条件に対してエネルギー

効率の高い設計にすること。決して新しい言葉ではないが、オバマ大統領が使用したことにより改めて脚光を

浴びている。（出典：http://eco.goo.ne.jp/life/lohas/world/bo1001.html） 
注10温室効果ガスの排出権取引制度の も一般的な形式。政府が企業に排出枠を割り当て、その一部を他の企業

と取引できる仕組み（出典：http://eow.alc.co.jp/cap+and+trade/UTF-8/） 
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体を変革するような投資を企業が確信をもって行うこととなる。 
 

 アメリカの労働力の再活性化 オバマ大統領は、RE-ENERGYSE（Regaining our 
ENERGY Science and Engineering Edge）プログラムを提案した。これはエネルギ

ー省と国立科学財団合同の教育事業で、何万人もの若年層にクリーンエネルギー分

野でのキャリア形成を促す。RE-ENRGYSE は、フェローシップ（特別研究員制度）

や学際的大学院課程、および学術機関と革新的企業の提携を支援し、エネルギー問

題に立ち向かう世代を育成する。 
 
B. 先進自動車技術の支援 
国家安全保障、経済、環境の観点から、石油が輸送における唯一の燃料である現状から

の多様化が必要不可欠である。今日、アメリカ国内の自動車燃料の内、96%を石油が占め

る。手ごろな代替燃料の未普及により、我々は市場の混乱に対し脆弱であり、石油生産者

に高く依存している。石油は、また、我が国の二酸化炭素排出量の 3 分の 1 を占め、地域

的大気汚染の重大な汚染源であり、気候安全保障と地域社会の健康に対する脅威でもある。 
 
オバマ大統領の戦略では、アメリカを先進自動車技術の 先端に立たせ、石油への依存

度を減少させると共に雇用を創出し、製造基盤を強化、空気を浄化し、消費者により高い

安全性・パフォーマンス・選択権を提供する。 
 

 電気自動車・輸送交通網電化へアメリカ史上 大の技術投資 オバマ政権は 2009
年 8 月初旬、世界的競争力のある国内の電池および電気駆動装置産業への民間投資

を促進すべく、20 億ドルの供与を発表した。この支援により、アメリカの工場は、

世界 軽量、 安値、 も長寿命で も馬力のある自動車バッテリーを生産するこ

とになる。これら国産の電池と駆動装置は、1 回の充電で 100 マイル以上走行可能

で走行性能の良い、手頃な価格で入手可能な電気自動車の動力源となる。これらの

自動車は、再生法による電気・プラグイン電気自動車への 大 7,500 ドルの税額控

除により、更に消費者にとって魅力的となる。 
 

オバマ政権はまた、電気交通輸送網システム全体に 4 億ドルを投資する。この投

資には、電池、車両および部品のみならず、構成部品を組み立てるパイロットシス

テムの実証、自動車に充電するためのインフラ試験、製造・サービスを担当する労

働者の訓練、そして消費者への啓蒙・教育が含まれる。これらのプロジェクトから

得られる知識は、民間部門が消費者ニーズに合った、製造者にとっても利益率の高

い電気自動車をもっと速く開発することを容易にする。 
 

 アメリカにおける先進自動車技術の製造支援のため、250 億ドルの融資を実施 オ

バマ政権は先端技術を利用した自動車製造に対する 250 億ドルの融資プログラムを
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通じ、石油依存を解消する もコスト効率の良い方法を得るべく、活発な競争を支

援している。2009 年 6 月に第 1 回目の融資枠 80 億ドルを設定。内訳は、フォード

に 59 億ドル（イリノイ、ケンタッキー、ミシガン、ミズーリ、オハイオの各州の工

場を改造して転換させ、燃費向上モデルを 13 種以上増加させる）；北米日産に 16 億

ドル（テネシー州スマーナ工場の設備を一新して先進電気自動車製造と先端電池製

造施設を建設）；テスラモーターズに 4 億 6,500 万ドル（カリフォルニア州で電気鉄

道車両と電気自動車を製造）のためとなっている。今後数年間で、このプログラム

の下で 高 170 億ドルが融資される。 
 

 アメリカの次世代バイオ燃料支援 オバマ政権は石油消費を転換し、温室効果ガス

削減を実現する次世代バイオ燃料への投資を行う。再生法からの供与 8 億ドル、融

資保証支援 5 億ドルを通じ、セルロース系もしくは海藻由来バイオ燃料など近年の

合成生物学における進化を利用し、クリーン技術の開発を加速させる。 
 

 燃費向上により、石油依存を低下させ、イノベーションを引き起こす 2009年 5月、

オバマ大統領は革新的な国家自動車プログラムを発表。燃費と温室効果ガス排出を

規制する、統一連邦基準採択への道を拓いた。結果として、プログラム全期間の合

計で約 18 億バレルの石油消費の削減と約 9 億 5,000 万トンの温室効果ガス削減が予

想される。 
 
C. 医療技術におけるイノベーション  

医療制度における非効率は、コスト増加と医療の質の低下をもたらしている。オバマ大

統領による医療 IT イニシアティブは、医療ミスの防止、医療水準の向上、コストカット

を実現する技術的イノベーションを引き起こし、台頭目覚ましい医療業界におけるアメリ

カの指導力を強固なものとする。 
 

 医療情報技術の活用を拡張 高度な医療情報（例：電子カルテ、モバイル医療アプ

リケーション、慢性疾患監視用センサー）は医療ミスの防止、ケアの質向上、我が

国の医療制度の 新化とコスト削減につながる。医療情報技術の 新化のため、再

生法から 190 億ドルを投資する。 
 

 医療研究への取り組みを一新 再生法は、医療研究費の拡大分として 100 億ドルを

含む。この資金が提供されるのは、20 種の癌に関わる全ての遺伝的障害解明イニシ

アティブ、HIV/AIDS の大流行を防止する可能性のある医薬品の治験、自閉症の原

因解明と治療のための過去 大額の注入、DNA 塩基配列決定法を用いた心臓・肺・

血液疾患の予防・治療法開発、等のプロジェクトである。 
 

 医療コスト上昇を鈍化 オバマ大統領は、看護の質を向上しコスト上昇を鈍化させ
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るべく、医療制度の包括的改革に取り組んでいる。これにより、アメリカ国内の他

事業へ投資可能な資源が捻出でき、全てのアメリカ国民の生活水準を向上出来る。 
 
D. 21 世紀の「大いなる挑戦」に立ち向かうため科学技術を活用 
オバマ大統領による科学・技術・イノベーションへの新たなる取り組みは、我々の生活の

質を向上する野心的な目標を設定・達成し、将来の雇用と産業の基盤を築くことを可能と

する。以下はその例： 
 

 全ての癌の DNA 塩基配列決定法の完成。癌細胞を死滅させ、通常細胞には無影

響の高性能の抗ガン治療。疾患細胞に的確に医薬品効果を発揮するナノ技術。

正しい医薬品を適量、ふさわしい人に処方するオーダーメイド医療。将来に備

えたインフルエンザ汎用ワクチンの開発。 
 ペンキほどに安価な太陽電池、消費分のエネルギーを自ら生産するグリーン建物。 
 兵士・警官のための軽量・徹甲銃弾防弾チョッキ。 
 大人気のテレビゲームほどの魅力があり、個人家庭教師ほど効果のあがる教育ソ

フトウェア。 
 太陽光をカーボンニュートラル燃料へと転換し、抗マラリア薬生産コストを 10

分の 1 に抑え、放射性廃棄物と有毒化学薬品を迅速かつ割安に処理する生態系。 
 エクサスケール注11・スーパーコンピュータ 

 

 

なお、本稿では詳細を割愛した 1-B「21 世紀知識・技能をもって次世代を教育し、世界

クラスの労働力を生み出す」に関連した記事として、本号別原稿「オバマ大統領による研

究と教育への歴史的誓約（米国）」を参照されたい。 

 

編集：NEDO（担当 総務企画部 清水 太郎） 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 草野 裕子） 

 

出典：A STRATEGY FOR AMERICAN INNOVATION: 
DRIVING TOWARDS SUSTAINABLE GROWTH AND QUALITY JOBS 
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/20090920-innovation-w
hitepaper.PDF 

                                                 
注11現在の世界 速スーパー・コンピュータの 1000 倍の処理能力を備える「エクサ（Exa、10 の 18 乗）スケ

ール」 
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【研究開発計画】 ARPA-E  RE-ENERGYSE イニシアティブ  
 

オバマ大統領による研究と教育への歴史的誓約（米国） 
―ファクトシート― 

 
注意：この記事は、2009 年 4 月 27 日に米国エネルギー省から発表されたリリースを翻訳

したものである。 
 
 
 オバマ大統領は本日、ナショナル科学アカデミーの年次総会でスピーチを行い、基礎お

よび応用研究、イノベーション、教育への大胆な支援を約束することにより米国の科学界

を活性化させるための計画の詳細を述べる。 
 
 世界的な経済競争、エネルギー、健康の分野で国が立ち向かうべき難問の性質に鑑み、

大統領は、宇宙開発競争のさなかにあった 1964 年に設定された研究開発への記録的な研

究開発投資を凌駕するレベルの、GDP 対比で 3％以上の投資を行うよう求める意向である。

この目標は公的な投資および民間投資により達成する計画である。 
 
オバマ大統領は、すでに科学技術を 優先事項に据えている。すなわち、米国再生・再

投資法は、研究開発費として 215 億ドルを計上し（米国史上 大の増額）、またブロード

バンド・ネットワーク、クリーエネルギー技術、医療情報技術向けの大規模な投資を盛り

込んでいる。大統領の 2010 会計年度の予算には、基礎研究に対する持続的な増額、750
億ドルに上る R＆D 投資クレジット（Research and Experimentation Tax Credit、R＆E
投資クレジットともいう）、国立科学財団（National Science Foundation: NSF）の大学

院レベルの研究員数を 3 倍にするための助成が含まれる。大統領は、科学政策に一貫性を

取り戻し、イデオロギーではなく事実に基づいて決定することを確約した。 
 
 大統領の科学技術アジェンダを推進させるために、以下の点を発表する。 
 
・3 つの主要な科学機関（NSF、エネルギー省科学局、標準技術局（NIST））の予算を

10 年で倍増するという計画を達成するという確約。オバマ政権が成立させ提案した、

これらの基礎研究機関に対する 2016 年～2019 年期の予算は、2008 年の予算に 426
億ドル増額した額になる。ハイリスク・ハイリターン型研究の奨励、研究職に就いて

間もない研究者に対する支援が特に強調されている。 
 
・エネルギー先端研究計画局（Advanced Research Projects Agency-Energy: ARPA-E）

の本格的な運用開始。ARPA-E は、我々にインターネット、ステルス航空機、多くの

技術的ブレークスルーをもたらした防衛省の機関である防衛先端研究計画局
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（Defense Advanced Research Projects Agency: DARPA）をモデルとするエネルギ

ー省（Department of Energy: DOE）の新たな機関である。 
 
・DOE と NSF による共同イニシアティブ。小学校から大学院までプログラムや奨学金

を充実させることにより、何万人ものアメリカの学生が、科学、工学、クリーンエネ

ルギー関連の起業の分野でキャリアを積むよう動機付けする。 
 
・科学技術に関する大統領諮問委員会のメンバーである優れた科学者やエンジニアから

成る委員会は、大統領、副大統領への助言を行う。また、信頼できる効果的な政策を

作るには科学技術やイノベーションを理解していることが重要になる多くの領域に

おいて、政府の政策立案を助ける。 
 
 さらに、大統領は、数学および科学で学生の成績を飛躍的に向上させ、今後 10 年かけ

て世界の中位からトップに躍り出ることを国家的責務にする予定である。そのために、数

学教育および科学教育に対するすべてのアメリカ人の支援を大幅に高めるよう誘導する。 
 
・オバマ政権が支出する 50 億ドルの「トップへの競争」資金は、州が数学と科学の教

師の質を向上させるとともに教師数を増やすよう働きかける。こうした取り組みには、

数学教師や科学教師のための教え方の指導、教師向けトレーニングを改善し、昇進や

報償によって優秀な教師に報いるための提案が含まれる。州は、 新の科学実験室へ

の近代化、改装のために、米国再生・再投資法に基づき支出される資金を使用するこ

とができる。政府はまた、Robert Noyce 奨学金プログラムや他の学生支援のための投

資を通じて、数学と科学の優秀な教師を引きつけ、あるいはその準備をするための奨

学金への投資を援助している。このような支援は、基準やよりよい評価につながる、

厳密で国際的な基準に則った基準、高品質のカリキュラム作りへの後押しなのである。 
 
・大統領は「全員参加」型のアプローチを要請する計画である。この目標を達成するた

めに、特に州知事、CEO、博愛主義者、教育者、学生たちの親、科学者やエンジニア、

ほとんどの学生に対して、ひとりひとりが責任を果たすよう求める。その第一歩とし

て、大統領は以下を行う。 
―レンデル州知事（ペンシルバニア州）が全米州知事会（National Governors’ 

Association: NGA）と協力して、STEM（science、technology、engineering、
mathematics：科学、技術、工学、数学）の教育を 優先事項に据える州の数を

増やす取り組みを率いる旨、発表する。 
―卓越した科学者とエンジニア（まず 2,000 名以上のナショナルアカデミーのメン

バー）に対して、大統領の目標を達成するために一定の行動を起こすよう奨励す

る。たとえば、不利な条件に置かれた学校の教師や生徒を指導する、地元でサイ

エンス・フェスティバルを開催する、または学生が STEM の学位と教員資格を
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同時に取得できる特別プログラムを導入するよう大学に働きかける、などである。 
 
・大統領はまた、若者が STEM の分野で能力を開花させ、科学者、エンジニア、改革者

としてのキャリアを積めるよう、公共放送、新メディア、社会ネットワークツールを

利用して国民に自覚を促し、支援キャンペーンを導入するために尽力すると約束する。 
 
クリーンエネルギー革命の火蓋を切る 

・海外の石油への依存と炭素公害を軽減するクリーンエネルギー経済を構築する計画の

一環として、大統領は 4 億ドルの ARPA-E の本格運用を開始する旨発表する。さらに

DOE は、46 のエネルギーフロンティア研究センターを設立するための助成を行うと

発表する予定である。 
 
・ARPA-E は、我々にインターネット、ステルス航空機、多くの技術的ブレークスルー

をもたらした防衛省の機関である防衛先端研究計画局（Defense Advanced Research 
Projects Agency-: DARPA）をモデルとする、DOE の新組織である。ARPA-E 新設は、

米国科学アカデミーの報告書「強まる嵐を乗り越える（Rising Above The Gathering 
Storm）」で勧告されたもので、ARPA-E の予算は米国再生・再投資法に盛り込まれて

いる。 
 
・ARPA-E は、以下の点に貢献できる提案者に対して助成金を支給する。 

①エネルギー技術のブレークスルーの開発を通じて米国の経済とエネルギー安全保

障を強化する 
②外国石油の消費に対する需要を軽減する 
③温室効果ガスを含むエネルギー関連の排出を削減する 
④経済の全部門でエネルギー効率を向上させる 
⑤先進エネルギー技術の開発、導入の面で米国が技術的優越を確実に維持する 

 
・ARPA-E は、大統領のエネルギー計画の達成に大きく貢献できる、よく練られた研究

開発計画（根本的な変革をもたらすようなコンセプトが含まれた計画、あるいは新技

術のための計画）を提示する応募者を対象に第 1 回目の提案の公募を実施する。この

公募により、ARPA-E は以下のようなエネルギー技術プロジェクトに助成金を支給す

る予定である。 
（1）科学的発見と 先端の発見を技術革新に結びつけるプロジェクト 
（2）技術的、財政的リスクが高いために産業界が単独では実施しようとしない領域

での、完全な変革をもたらすような技術の優位性を加速させるプロジェクト 
 
・DOE はまた、総額 7 億 7,700 万ドルになるとみられる 46 のエネルギーフロンティア

研究センターの設立を支援する計画である。このようなセンターは、米国の 高の科
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学者やエンジニアに能力や技能面での協力を求め、クリーンエネルギーおよびエネル

ギー安全保障に対する現在の科学上の根本的な障害に取り組む予定である。センター

のおよそ 1/3 が米国再生・再投資法からの財政支援を受ける。 
 
・こうしたセンターは、36 の州およびコロンビア地区の大学、国立研究所、企業、非営

利団体から約 1,800 名の研究者や学生を擁する予定である。同センターはまた、再生

可能エネルギーやカーボンニュートラルエネルギー、エネルギー効率、エネルギー貯

蔵、 先端の科学といったエネルギー研究上のすべての課題に取り組む予定である。

それぞれのセンターは、 初の 5 年に毎年 200 万ドル～500 万ドルを受け取る。 
 
・エネルギーフロンティア研究センターの研究者たちは、ナノテクノロジー、太陽より

100 万倍明るい光源、スーパーコンピュータ、先端機器類のもつ新たな能力を活用す

ることができる。先端機器類のほとんどは DOE 科学局の支援により開発されたもの

である。 
 
次世代クリーンエネルギー改革者への動機付け 

・大統領は、DOE と NSF による共同イニシアティブを発表する。このイニシアティブ

は、何万人ものアメリカの学生に科学、工学、クリーンエネルギー関連の起業のキャ

リアを積むよう動機付けするものである。 
 
・1950 年代および 1960 年代のスプートニク打ち上げ注1と宇宙開発競争は、若者が科学、

工学でのキャリアを目指すきっかけとなった。アポロ 17 計画が行われているときの

米航空宇宙局 （National Aeronautics and Space Administration: NASA）ミッショ

ン・コントロール職員の平均年齢は 26 歳であった。オバマ大統領は、今日の若者に、

彼らの世代にとって 重要の課題（安価で豊富なクリーンエネルギーを開発し、低炭

素経済への移行を加速する必要性）に取り組む動機を与える、当時と似たようなチャ

ンスがあると信じている。 
 
・大統領のイニシアティブは、若者が以下に示す先進エネルギー技術に投資し、商業化

できるようにする。 
①太陽光を電気や燃料へ変換するための効率的で費用効果的な方法 
②二酸化炭素回収・貯留（carbon capture and sequestration: CCS） 
③プラグイン電気自動用の固定型、携帯型の先進的電池 
④太陽、風力、他の再生可能エネルギー源からの持続的なエネルギー供給を可能に

する先進的エネルギー貯蔵コンセプト 

                                                 
注1 スプートニクは、旧ソ連が開発した世界初の無人人工衛星で、1957 年 10 月 4 日に打ち上げに成功した。

これに驚愕した米国は、自身の人工衛星を打ち上げたが、失敗。これを受け米国は、ソ連の脅威に対抗す

るため、また劣勢を挽回するために、ソ連との宇宙開発競争に邁進した。 
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⑤「スマートグリッド」による高効率的な送配電 
⑥カーボンニュートラルな商業用ビルおよび住宅 

 
・RE-ENERGYSE（REgaining our ENERGY Science and Engineering Edge）と呼

ばれるイニシアティブでは、DOE と NSF が共同で資金を提供する。同イニシアティ

ブが支援するのは、たとえば以下の通り。 
①映画、ラジオ、ネット教材、テレビ、通学カリキュラム、社会ネットワーク、地

域の科学博物館を使った教育および支援キャンペーン。これにより、若者の興味

をかきたて、彼らに我々が直面するエネルギー問題への取り組みに科学技術が果

たす役割を理解させる。 
②大学生にエネルギーについて研究する機会を与える。 
③クリーンエネルギーの分野でキャリアを積みたい女性や少数民族に対して教育

の機会を与える。クリーンエネルギーの分野で活躍している少数民族の比率は、

全 米 の 人 口 に 占 め る 少 数 民 族 の 比 率 に 比 べ て 圧 倒 的 に 少 な い

（underrepresented）。 
④産業界と二年制大学、四年制大学との連携を進め、クリーンエネルギー部門の技

術者向けの教育を強化する。このために、カリキュラムの開発、教師のトレーニ

ング、高校からコミュニティカレッジへの進路の整備に焦点を当てる。 
⑤科学、工学、起業および公共政策を統合する、マスターやドクターレベルでの学

際的なエネルギーに関する大学院課程のプログラムを設立する。 
⑥クリーンエネルギー研究の 前線に携わる大学院生およびポストドクター

（postdoctoral）の研究者に対する個人宛の奨学金を拡充する。 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：A Historic Commitment to Research and Education 

（http://www.energy.gov/news2009/7347.htm） 
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【研究開発計画】エネルギー貯蔵 電力変換 省エネ空調 
 

DOEが革新的研究プロジェクトに1億ドルを拠出（米国） 
 
電力網規模のエネルギー貯蔵、電力技術、建物の省エネにARPA-Eが3度目の資金拠出 

 
2010年3月2日、ワシントンD.C.に於いて開催された ARPA-E注1 エネルギー・イノベー

ション・サミットで、米エネルギー省のスティーブン・チュー長官は、グリーン・テクノ

ロジー関連の技術革新を加速させて米国の競争力を高め、新たな雇用を創出するために、

米国再生・再投資法(ARRA)予算から１億ドルを拠出すると発表した。この日の発表は、

クリーンエネルギー技術における米国のリーダーシップを確かなものとするために、国内

のエネルギー企業のトップおよび科学研究コミュニティーのメンバーが集まった時のもの

である。 
 
｢今回の資金拠出は、米国のイノベーション・マシン(innovation machine)を解き放ち、

エネルギーや気候の課題を解決することが目的で、米国労働者のために、雇用創出、新産

業の立ち上げ、新たな輸出の機会を設けるものである｣と、チュー長官は述べた。 
 

発表された資金供与の主な3つの分野は以下のとおりである。 
 
1. 電力網規模のエネルギー貯蔵システム 

 
ARPA-Eは、コスト効率の良い電力網規模のエネルギー貯蔵システムを広域にわたって

配備可能にするための技術開発を目指す。すでに電力網規模の貯蔵システムには、多くの

有用な利用例があるが、このプログラムは、再生可能な発電システムにおける短期間の出

力変動を補償するエネルギー貯蔵技術の開発に焦点を絞っている。 
 
電力網規模のエネルギー貯蔵技術の開発に投資することで、米国は、新たに出現する定

置用電力貯蔵インフラの潜在的な巨大市場において、世界に通用する技術、製造分野にお

けるリードを見込むことができるようになる。このプログラムにより、揚水発電に匹敵す

るエネルギー、コスト、サイクル寿命を提供できる革新的な新しい貯蔵システムの開発を

目指すが、これらはモジュール式組み立て品であり、電力網全域のあらゆる場所に広く導

入が可能である。具体的に、次の2つの分野が検討される。 
 
1) 将来的な電力エネルギー貯蔵システムのコンセプトの妥当性を立証することに焦点

をしぼったストレージ・コンポーネント・プロジェクト 
2) 既存の電力網規模エネルギー貯蔵技術は、いまだ不十分であり、これに対処した高度

                                                 
注1 Advanced Research Projects Agency-Energy: DOE エネルギー先端研究計画局 
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なシステムの試作品。 終的には、このプログラムで開発された技術は、メガワット

およびメガワット時レベルの電力およびエネルギー容量にも拡張性を持つものである。

このプログラムは、試作品の製造技術および概念実証の研究開発に焦点をしぼること

によって、DOEの電力網規模のエネルギー貯蔵への対応を補完することになる。 
 

2. 柔軟な電力供給技術 
 

ARPA-Eは、軟磁性材料、高電圧スイッチ、また、信頼性があり高密度な電荷貯蔵分野

における根本的な進歩を目指して、材料科学研究への投資を計画している。これらの投資

により、コスト削減を行いつつ、 新の回路アーキテクチャ、既存の電力変換装置の性能

をはるかに凌ぐ製品、拡張性のある製造工程が実現するだろう。特に、「性能およびインテ

グレーションレベル」に注目した以下の3項目が考慮されることになる。 
 
1) 集積度の高い電力変換器。これは、コンパクトで高性能な固体照明用ドライバ、太陽

光発電用の分散型マイクロインバータ、コンピュータ用のシングルチップ電源装置な

どの用途に、あるいはこれら以外の用途にも利用できる。 
2) キロワット規模のパッケージ統合型電力変換装置。これは、電力網に連系される太陽

光発電施設用途、及び可変速モーター用途などの、低コストで高効率なインバータに

利用される。 
3) 静止形変電設備や風力タービン発電設備などの高出力用途のための、軽量、静止形、

中電圧エネルギー変換。 先端のパワーエレクトロニクスにより、電力消費量の25～
30%、すなわち米国のエネルギー消費量の12%を削減できる可能性がある。パワーエ

レクトロニクス分野のイノベーションは、大幅なコスト削減につながり、米国をテク

ノロジーの 先端へと推し進めるだろう。 
 
3. 革新的な熱デバイスを用いた建物の省エネ化 

 

ARPA-Eは、以下の項目について省エネとGHG排出量削減を実現するために、建物を対 
象とする省エネ冷却および空調技術の開発を目指している。 

 
(a) 室内冷却用のエネルギー消費量 
(b) 蒸気圧縮システムに使用する冷媒  

 
このようにARPA-Eは、以下の分野において省エネ効果を高め、冷房によるGHG排出量を

削減するために、革新的な研究および開発を行う。 
 
1) 地球温暖化効果が少ない冷媒を使用した冷却システム 
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2) 成績係数(COP注2)を向上させた、温暖・多湿気候向けの省エネ空調システム 
3) COPを向上させた高温気候対応の蒸気圧縮エアコンシステム。米国市場の課題は、既

存の冷却システムへの組み込みが可能な技術開発を目的とするもので、発展途上国に

は、潜在的に新技術を適用した大きな冷却市場が存在する。これらの技術開発により

GHG 排出量を削減し、新興のクリーンエネルギー産業における米国の技術的リード

が大幅に進む。 
 

 ARPA-Eの一回目の公募は2009年初頭に公表されたが、非常に競争が激しく、結果的に、

エネルギー貯蔵、バイオ燃料、二酸化炭素回収、再生可能電力、建物の省エネ、自動車な

どの分野における変革的な(transformative)イノベーションを目指す37のプロジェクトへ

資金提供を行うこととなった。ARPA-Eの2回目の公募は2009年に公表され、ほぼ500もの

提案概要が提出されたが、これらは特に、バイオ燃料、二酸化炭素回収、電気自動車用の

電池への新しい取り組みに代表される3つの分野に焦点を当てたものであった。 
 
ウェブビデオのリリース 

 

このサミットと併せて同省は、ARPA-Eの第一回目の助成を受けたプロジェクトを紹介

する 新映像をリリースした。Sun Catalytix社は、光合成を模して水を酸素と水素に分解

し、燃料に使用する特殊な技術を開発しているが、この映像は、オンラインで以下のサイ

トから参照できる。 

http://www.youtube.com/watch?v=WD9yr-Bf-Kw&feature=player_embedded 
 
ARPA-Eについての詳細情報、および、以前に公表された助成金授与に関する情報は、以

下のサイトから参照できる。 
http://arpa-e.energy.gov/ 
 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 
 
出典： 

“Department of Energy Announces $100 Million Available for Innovative Research 
Projects” 
http://arpa-e.energy.gov/NewsMedia/News/tabid/83/vw/1/ItemID/19/Default.aspx 

                                                 
注2 エアコン、冷凍機などのエネルギー消費効率を表す指標の一つで、消費エネルギーに対する施される冷房、

または暖房の比率として計算される無次元の数値である。 

出典：日本冷凍空調学会 http://www.jsrae.or.jp/annai/yougo/28.html 
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【研究開発計画特集】技術革新プログラム(TIP)   
 

新たな革新的・ハイリスク研究に 7,100 万ドル投資（米国） 
 
 米国商務省（Department of Commerce: DOC）の米国標準技術研究所（National 
Institute of Standards and Technology: NIST）は 2009 年 12 月に、重要な国家のニーズ

に対処するための新技術に関する革新的かつハイリスクな研究を支援する 20 の費用分担

型新規プロジェクトに対して、自らの技術革新プログラム（Technology Innovation 
Program: TIP）を通じて 大 7,100 万ドルを資金援助すると発表した。これらの新規プロ

ジェクトには、特に橋脚調査用の無人ホバークラフト、航空機に使用済みのリサイクル用

金属の高速分類システム、先進的電池用のナノ材料の開発が含まれる。新規の研究に対し

て今後 2 年～5 年にわたりおよそ 1 億 5,000 万ドルを調達するために、資金については他

の資金源からのマッチング注1を予定している。 
 
「オバマ大統領は、21 世紀型の経済を展開することにより、経済成長を加速させ、国レ

ベルの問題を解決するための取り組みを率いている。これらの新たなプロジェクトは、イ

ンフラを近代化し、米国全域の製造業を発展させるのに決定的に重要な役割を担う新たな

技術や材料を開発することになろう」とデニス・ハイタワーDOC 副長官は述べた。 
 

TIP は、研究プロジェクト向けに費用分担型資金提供を行う成果重視の競争的プログラ

ムで、単独の中小企業あるいはジョイントベンチャー（高等教育機関、非営利研究期間、

国立研究所なども参加することがある）が費用を分担する。 
 
 今回発表された 20 件のプロジェクトは、2009 年 3 月 26 日に発表された TIP のコンテ

スト注2を経て選出されたもので、国家的な関心のある以下の領域のプロジェクトが公募の

対象となった。 
①製造用のナノ材料、先進的合金および複合材料などの先進材料の実用的用途 
②水システム、ダムおよび堤防、橋、道路およびハイウェイなどの主要な公共インフラ

システムの監視もしくは修繕 
 

TIP は、ナノテクノロジー、先進的複合材料、いわゆる「超合金」、スマート材料注3とい

った先進技術や先進材料を基にした新材料の開発に焦点を置いたものである。また、これ

                                                 
注1 マッチング（matching）とは、ニーズがあるもののリスクが大きい開発プロジェクトに対して複数の企業・

団体が費用を分担する方式を指す。 
注2 2009 Technology R&D Competition to Address Civil Infrastructure, Manufacturing 

（http://www.nist.gov/public_affairs/releases/20090326_tip_2009_comp_announce.htm） 
注3 スマート材料（smart materials）とは、材料が外部刺激に感応し、リアルタイムあるいはニヤ・リアルタ

イムで自身の性能を能動的な調節によって変化させて反応できるシステムを指し、インテリジェント・マ

テリアル（Intelligent Materials）ともいう。（参照：村上陽太郎、「スマートマテリアル（smart materials）
の研究開発」、NMC ニュース第 7 号 （http://www.ostec.or.jp/nmc/TOP/24(H16.3).pdf）） 
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らの材料を新製品に結びつける能力の拡充にも焦点を当てている。なぜなら、多くの専門

家たちは、こうした先進材料の開発促進が米国製造業の成長の可能性に決定的に重要であ

ると考えているからである。 
  
この分野の目標については、白書「材料的進歩の製造過程への統合の加速注4」から詳細

が得られる。 
 
 TIP の第二の助成対象研究領域である民生用インフラ技術は、TIP の 2008 年の公募テ

ーマ（橋やパイプラインなどの大規模民生用インフラの監視を向上させるための新たなセ

ンサー技術）に基づくものである。この年のコンテストは、橋や道路の構造的なダメージ

を発見する技術だけでなく、上水用パイプラインおよび排水用パイプライン、ダム、堤防

および水路の水門といった水供給システムの構造的なダメージを発見する技術を重要視し、

既存の構造の修繕・改良のための新技術という二つ目の研究領域を追加したのである。 
 
この分野の目標については、白書「インフラのための先進検出技術および先進修繕材

料：水システム、ダム、堤防、橋、道路およびハイウェイ注5」に詳細が記されている。 
 

TIP に関する詳細は、ウェブサイト注6から参照できる。 
 

2009 年の TIP プロジェクトの選考結果およびその詳述に関するリンクについては、出

典のウェブサイトから参照できる。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：U.S. Commerce Department’s National Institute of Standards and Technology 

Invests up to $71 Million in New Manufacturing, Infrastructure Research and 
Development 
（http://www.nist.gov/public_affairs/releases/20091215_tip_awards.htm） 

                                                 
注4 “Accelerating the Incorporation of Materials Advances into Manufacturing Processes”

（www.nist.gov/tip/comp_09/white_papers/manuf_wp_032009.pdf） 
注5 “Advanced Sensing Technologies and Advanced Repair Materials for the Infrastructure: Water Systems, 

Dams, Levees, Bridges, Roads, and Highways” 
（http://www.nist.gov/tip/comp_09/white_papers/ci_wp_031909.pdf） 

注6 http://www.nist.gov/tip/ 
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【研究開発計画特集】欧州 2020 戦略  
 

欧州 2020： 欧州委員会が欧州の新経済戦略を提案 
 
 欧州委員会は 2010 年 3 月に、欧州連合(European Union: EU)が経済金融危機を脱し、

EU 経済が今後の 10 年に備えられるよう、「欧州 2020 戦略」を発表した。同委員会は、

成長を促す鍵となる三つの要因を挙げ、EU レベルおよび各国レベルで具体的な行動を取

ることにより、この戦略を実施する。三つの要因とは、賢い成長（知識、イノベーション、

教育、デジタル社会の育成）、持続可能な成長（より資源効率的な生産と競争力強化の両

立）、包括的な成長（労働市場への参加の促進、技能の習得、貧困対策）である。この成

長と雇用のための闘いには、最高の政治レベルによる認識と欧州全域のあらゆる主体の動

員が必要である。2020 年までに欧州がどうあるべきかを明確にし、進捗状況を確認する

ために五つの目標が設定されている。 
 
 バローソ委員長は次のように述べた。「欧州 2020 は、EU の経済を再び軌道に乗せるた

めに我々が現在および近い将来に何を行う必要があるか、ということを示したものである。

金融経済危機は、これ以上看過することのできない根本的な問題や持続不能な風潮を白日

の下に曝した。欧州は成長不足に陥っており、これが我々の未来を危うくしている。我々

は断固として弱点に取り組み、多くの長所を活用しなければならない。我々は、知識、低

炭素経済、高雇用水準に基づいた新経済モデルを確立する必要がある。この闘いには、欧

州全域のすべての主体を動員することが求められるのである。」 
 
 まず、欧州は世界経済金融危機から教訓を学ばなければならない。我々の経済は本質的

に結びついている。どの加盟国も、単独行動によって世界規模の課題を効果的に解決する

ことはできない。我々は連携することでより強くなるため、危機脱出が成功するかどうか

は経済政策の緊密な協調にかかっている。もしこれが失敗した場合には、相対的な衰退、

回復不可能な成長、構造的な高失業率という「失われた 10 年」に陥るのだ。 
 
 したがって欧州2020戦略は、今後 10年の欧州の社会市場経済のためのビジョンを描き、

連動し補完しあう三つの優先領域に基礎を置いている。 
①賢い成長（smart growth）：知識とイノベーションに基づいた経済の発展 
②持続可能な成長（sustainable growth）：低炭素、資源効率的、かつ競争力のある経済

の推進 
③包括的な成長（inclusive growth）：社会的結束、領土的結束の強化をもたらす高雇用

経済の育成 
 
 上記の三つの目標は、五つの代表的な EU レベルの重要目標に照らして進捗状況が評価

され、加盟国は、以下の出発点を反映した国レベルの目標設定を求められることになろう。 
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出典：” EUROPE 2020: A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth”、p.7  
(http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Eur
ope%202020%20-%20EN%20version.pdf) 
 
 
①20 歳～64 歳の人口の 75％が雇用されなければならない 
②EU の GDP の 3％の額を研究開発に投資しなければならない 
③「20/20/20」という気候/エネルギー目標注1を達成しなければならない 
④中途退学者の比率を 10％以下にし、若年層の 低 40％は学位もしくは卒業証書を獲

得できるようにしなければならない 
⑤貧困のリスクに曝されている人口を 2,000 万人減らさなければならない 

 
                                                 
注1 2007 年 3 月に EU が設定した目標で、2020 年までに以下の 3 点を達成することを目指す。(1)温室効果ガ

スの排出量を 1990 年のレベルから 20％削減する、(2)EU のエネルギー消費のうち 20％を再生可能エネル

ギー由来エネルギーにする、(3)エネルギー効率の向上により、一次エネルギー消費量を、向上策を講じな

い 場 合 の レ ベ ル か ら 20 ％ 削 減 す る 。（ 参 照 ： The EU climate and energy package 
（http://ec.europa.eu/environment/climat/climate_action.htm）） 

2020 年までの三つのシナリオ 

 
 
 
欧州は当初の成
長シナリオへ完
全に復帰するだ
けでなく、さらな
る成長を遂げる。
 
 
 
 
欧州は永続的な
富の損失を被り、
落ち込んだベー
スから成長し始
める。 
 
 
 
 
 
欧州は富と将来
の成長可能性の
永続的損失を被
る。 
 
 
 

シナリオ 1：持続可能な回復 

生産レベル 

シナリオ 2：緩慢な回復 

シナリオ 3：失われた 10 年 

危機以前の成長シナリオ 

(平行)
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 これらの目標を達成するために、欧州委員会は、一連の 重要なイニシアティブから成

る欧州 2020 アジェンダを提案する。これらのイニシアティブの実施は加盟国共通の優先

事項であり、あらゆるレベル（EU レベルの機関、加盟国、地方および地域の政府）での

行動が求められることになろう。 
①イノベーション連合 

主要な課題に対する研究開発およびイノベーション政策に再び焦点を当てるとともに、

科学と市場との間のギャップを埋めてイノベーションを製品化につなげる。一例をあ

げれば、共同体特許（Community Patent）により、企業は毎年 2 億 8,900 万ユーロ

節約することが可能になる。 
②若者の自由な移動 
学生や若手専門家の流動性を促進することにより、欧州の高等教育システムの質を向

上させ国際的魅力を高める。具体的な行動として、すべての加盟国の欠員情報には欧

州全域からアクセスできなければならない。また、専門的な資格や経験は適切に評価

されなければならない。 
③欧州にとってのデジタル課題 

超高速インターネットを基礎としたデジタル単一市場（Digital Single Market）から、

持続可能な経済的、社会的恩恵を受けられるようにする。すべての欧州人が 2013 年

までに高速インターネットにアクセスできなければならない。 
④資源効率的な欧州 
資源効率的かつ低炭素経済への移行を支援する。欧州は、エネルギー生産、効率およ

び消費の点で、2020 年の目標を堅持しなければならない。これにより、2020 年まで

に 600 億ユーロ相当の石油・ガスの輸入削減がもたらされるとみられる。 
⑤環境に優しい成長のための産業政策 

危機後の世界で EU の産業基盤が競争力を持つよう支援し、企業家精神を養い、新た

な技術・技能（skills）を開発する。これにより、数百万の雇用が創出されると考えら

れる。 
⑥新たな技能と雇用のためのアジェンダ 
ベビーブーマー世代の引退を踏まえた上で、雇用水準の引き上げや我々の社会モデル
注2の持続可能性の確保を視野に入れて労働市場近代化のための条件を整備する。 

⑦貧困対策のための欧州プラットフォーム 
貧困層や社会的に疎外された人々を支援し、彼らが社会の中で積極的な役割を担える

ようにすることにより経済的、社会的、領土的結束を確保する。 
 
 欧州 2020 は、リーダーシップと責任説明を新たなレベルに到達させるという野心を掲

げている。欧州委員会は、各国首脳や政府を招いてこの新戦略を認識し、春期欧州理事会 

                                                 
注2 2000 年のリスボン戦略では，欧州社会モデルの基礎として持続的経済成長，完全雇用と社会的結束の強化

が挙げられている。（参照：中野聡、「欧州社会モデルの現在と未来」、豊橋創造大学紀要第 10 号 、2006
年（http://www2.sozo.ac.jp/pdf/kiyou2006/02nakano.pdf）） 
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 出典：” EUROPE 2020--Timeline”  (http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/annex3.pdf) 

欧州 2020：工程表
 
 

2010 
 
 
欧州委員会 
欧州 2020 戦略の提示          3/3    

 
欧州理事会 

全体的なアプローチおよび 
EU の重要目標の承認          3/25～26  

 
欧州理事会 

・欧州 2020 戦略の承認および 
  国別目標の妥当性確認         6 月 
・統合ガイドラインの承認             

 
欧州理事会 

選別されたテーマ別課題の検討       10 月  
 
加盟国 
安定化/収斂プログラムおよび 
国別改革プログラムの提出            

                           
 
                                                       中期 

2011   2013  2015   2017   2019 
欧州委員会 
 年次進捗報告書 
 ・安定化/収斂プログラムに 

関する意見 
・国別勧告のための提案            

 
欧州議会 
 決議の充分な討議と採択                2 月 
 
欧州理事会 

・進捗状況の評価 
・国別勧告の承認            3 月 

  
加盟国 
安定化/収斂プログラムおよび 
国別改革プログラムの提出           

 
2012    2014   2016    2018   2020

 
 
進捗の監視に特別な焦点を 
絞った同上の手続きおよび 
欧州委員会による政策警告                   
 
 

改革の実施 

改革の実施 



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1061,  2010.3.25 
 

37 
 

で承認するよう求めている。欧州議会の役割も強化されるであろう。 
 
確実に約束が現場（各国）で効果的な行動に移されるようにするため、統治方法が強化

される予定である。欧州委員会は、進捗を監視する意向である。欧州 2020 および安定・

成長協定（Stability and Growth Pact: SGP）の下で報告と評価を同時に実施することに

より（ただし個々の戦略手段は残す）、一貫性を向上させる。こうすることで、二つの戦略

が類似の改革目的を追求しつつも、これらを別々の手段として残すことができるのである。 
 
詳細は、ウェブサイト注3から参照できる。 

 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：Europe 2020: Commission proposes new economic strategy in Europe 

（ http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/225&format=
HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en） 
 

 

                                                 
注3 Europe 2020: a new economic strategy（http://ec.europa.eu/eu2020/index_en.htm ） 
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【研究開発計画特集】 人文社会科学  

 

EU にとっての新たな社会的課題、社会人文科学にとっての新たな課題 
―欧州の研究の近代化について国境を越えて考える― 

 

主要な社会的課題への対応 

 以下のような質問に、誰が説得力のある答えを与えることができるだろうか。 
・2025 年の世界はどのようになっているか 
・経済と社会に創造性を育むにはどうすればよいか 
・環境を保護するためにどのような妥協が必要か 
・なぜいまだに不寛容が横行しているのか 
・世界中の人口に食料を行き渡らせるのにより良い政策は何か 
・若い世代の高失業率は不可避か 
・気候変動は欧州の地域にどのような影響を与えるか 
・安全保障政策は自由と権利を脅かしているか 
・国別、欧州、あるいは他の文化的、政治的アイデンティティをどのように統合す

るか 
 

 社会科学、人文科学の研究者なら、こうした質問に明確に答えることができる。彼らは、

身の回りの世界について理解し、我々が世界の状況をより明確に把握している場合には

我々の活動を助けてくれるのである。また、欧州がこれらの問題に取り組み、うまく社会

経済的、政治的な発展を遂げるのを支援することができる。 
 
 しかし、これらの社会的課題は複雑である。一つの解というよりは、経済、社会、歴史、

人類学、地理学、政治科学、他の関連学問領域の中から、異なるデータ、ツール、概念お

よび解釈に基づいて導き出された解の組み合わせが求められる。 
 
そのうえ、知識を政策に活かそうとするとき、また欧州市民に影響を与える政策を決定

するときには、社会科学や人文科学の研究結果はしばしば見過ごされてしまうのである。 
  
欧州委員会が社会科学、人文科学の研究に対する新アプローチを推進することを望んで

いるのは、そのためである。新アプローチとは、領域横断性を高め、国民的論議により社

会科学、人文科学の知識を浸透させるものである。 
 
研究における協力、管理の強化 

 欧州委員会は、2013 年の第 7 次枠組みプログラム注1の終了まで、社会科学や人文科学の

                                                 
注1 枠組みプログラム(Framework Programme)は欧州連合(EU)の研究開発支援制度で、第 7 次枠組みプログ

ラム(FP7)の実施期間は 2007 年～2013 年。FP7 で掲げられた優先分野は以下の 10 分野である：①健康、
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研究者の参加を求め、毎年の提案公募の中で、社会的課題に取り組む予定である。社会的

課題とは、欧州にとって重要な社会的、経済的、政治的、文化的問題と定義される。それ

ぞれの社会的課題解決プロジェクトでは、優秀な学際的研究を率い、欧州委員会が拠出す

る数百万ユーロ（2010 年は少なくとも 650 万ユーロ）を効率的かつ効果的に管理できる

コンソーシアムが必要とされるだろう。 
 
 こうしたプロジェクトは、実行可能なものになるために、以下のような各種活動に基づ

かなければならない。 
 

a) 研究活動 
   複数の研究チームが社会的課題の様々な側面に取り組み、戦略ステアリングチーム

の監督、指導の下にプロジェクトを進展させる。この研究は、信頼性でき、かつ量的

にも質的にも欧州全域（必要なら、欧州以外の地域も）を比較できる分析を促進し、

学問領域横断的で革新的なアプローチを強化するものでなければならない。 
 
b) 中央管理活動 

  ・プロジェクトの一貫性を高める強力な戦略ステアリングチームの結成 
・コンソーシアム全体に強固なネットワークを持つ強力な中央マネジメントチームの

結成 
 
c) 支援活動 
・関連学問領域での徹底的な研究の実績調査（stocktaking） 
・将来の発展や可能なシナリオを見据えた先を見た活動 
・科学界、市民および政策立案者に対する研究結果の普及 

 
 こうした活動のそれぞれは、ひとつの大きなプロジェクトの中で緊密に関連する異なる

ワークパッケージ注2とみることができる。 
 
社会的課題の理解：目的達成のための手段 

 欧州で社会科学および人文科学の研究を実施する相当数の研究機関や大学は、EU が拠

出する 650 万ユーロ以上（2010 年）という予算付きのプロジェクトを運営するのに必要

な能力が不足している。社会的課題に関するそうした研究を成功に導くためには、社会科 

                                                                                                                                                 
②食品、農漁業、バイオテクノロジー、③情報通信技術 (ICT) 、④ナノ科学、ナノテクノロジー、材料、

新たな生産技術、⑤エネルギー、⑥環境(気候変動を含む)、⑦輸送（航空を含む)、⑧社会経済科学と人文

科学、⑨宇宙、⑩安全保障。 
注2 ワークパッケージとは、プロジェクトを管理する上で、コントロール可能かつコントロールすることに意

味のある単位として設定される、作業分解図の各枝における 下位レベルの要素のこと。（参照：ワーク

パッケージ、＠IT 情報マネジメント用語事典 （http://www.atmarkit.co.jp/aig/04biz/wp.html）） 
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学および人文科学領域で積極的に活動している研究機関に、以下の要素が求められる。 
 
・専業のプロジェクトリーダー 
  欧州の研究ではいまだに散見されるが、社会的課題解決プロジェクトは、ひとりのベ

テラン研究者が片手間で一元的に管理できるものではない。こうしたプロジェクトは、

プロジェクトを理路整然と持続的に舵取りでき、学際的な研究から科学的な結果や、政

策指向的な文書・議論を確実に生み出すことができる、ベテランと若手の研究者から成

る中央戦略ステアリングチームを必要とするのである。 
 
・プロの管理者 

限られた数の既存の大学スタッフが、通常の業務をこなしながら、社会的課題解決プ

ロジェクトの財政、事務手続きを管理することはできない。十分な時間があり、プロジ

ェクトを管理するための十分な訓練を受け、然るべき時に欧州委員会に報告書を提出す

るスタッフを追加する必要がある。欧州委員会は特定の管理モデルを提唱しているわけ

ではないが、このようなプロジェクトの管理が、欧州の大学や研究センターの内部成長、

新たな専門的スキルの開発、競争力向上の機会になると信じている。 
 
・オープン・マインドな研究者 

社会的課題解決プロジェクトは、一つの学問分野、または一つの学派が独占するもの

ではない。むしろ、様々な理論的アプローチや学問的見解を組み合わせなければならな

い。この組み合わせには、中央戦略ステアリングチームが設定するバランスのとれた戦

略、そして何よりもまず若手およびベテラン研究者が関与し、積極的に彼らの慣行、方

法および結果に反映させる迅速さが必要である。 
 
・情報の発信と普及に特化したスタッフ 
  政策立案者や広く一般への情報の発信と普及は、しばしばプロジェクト終了後に行う

ものと考えられている。しかし現在では、欧州市民、政策立案者、企業、労働組合、他

の市民社会組織に対して、現在あるいは未来に実現することについて情報を提供するた

め、情報発信は、プロジェクト着手の段階から中核を成すものになっている。 
 
社会的課題への取り組み 

 協力プロジェクトのための助成協定 2 条 16 項は、以下のように規定されている。 

社会科学および人文科学の研究者は、欧州連合（European Union: EU）の以下の二つ

の主要財源を利用することができる。 
①社会的課題への新規なアプローチを有する共同プログラム 
②ボトムアップ研究を支援する欧州研究会議（ERC） 
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―研究活動については、申請可能な総費用の 大 50～75％を助成（受益者の法的地位に

よる） 
―戦略的ステアリングを含む管理活動については、申請可能な総費用の 100％を助成 
―その他の活動（実績調査、前向き（forward-looking）研究および普及）については、

申請可能な総費用の 100％を助成 
 

 

 

社会的課題の解決：要求の単純化 
 研究者の社会的課題への取り組みの一助となるよう、欧州委員会は以下のような単純化

した基準で支援する。 
 
・社会的課題解決プロジェクトに使用される資金提供スキームは、協力プロジェクトであ

ることである。これは研究者社会ではよく知られたもので、柔軟性研究（flexibility 
study）（申請可能な総費用の 大 75％を助成）と非研究活動（申請可能な総費用の 100％
を助成）の連動を支援する。 

 
・それぞれの社会的課題解決プロジェクトは、十分な定量的、定性的な研究、情報発信、

評価（valorisation）ができるよう、少なくとも 4～5 年は継続する。 

戦略的誘導活動 

中央管理活動 

研究把握活動 

普及活動 

研 

究 

１ 

研 

究 

２ 

研 

究 

３ 

前
向
き
活
動 

申請可能な総費用の 大 75％を助成 

申請可能な総費用の 100％を助成 

申請可能な総費用の 100％を助成 
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・もしあまりに多くのパートナーが関与すると、社会的課題解決プロジェクトが目標を達

成するのは困難になる。同時に、課題が関わる分野が広いこと、また領域横断的な研究

が必要なことから、十分な数の異なる専門能力が要求される。したがって、パートナー

の総数は、十分な数の加盟国および／または Associated countries 注3をカバーする 7～
15 が望ましい（国際協力国の新たな参加を歓迎）。                       

 
・それぞれの社会的課題解決プロジェクトは、いくつかの提出物を作成する。研究者が追

求する目標は、科学的成果の量というよりは質である。 
 

・欧州委員会は、欧州機関、加盟国、協力国内のウェブサイトや公的な連絡窓口を通じて、

研究結果の欧州レベルでの普及を積極的に支援する。それにより、社会的課題解決プロ

ジェクトのコーディネーターとの密接な連絡を維持する。 
 
詳細                                             

・社会経済科学および人文科学研究プログラムの詳細は以下のウェブサイトから参照でき

る。 
→http://ec.europa.eu/research/social-sciences/index_en.html 

 
・EUの研究助成への申請を検討中の相手にアドバイスを与えるEU国別連絡窓口（NCP）

の住所の一覧は、ウェブサイトから閲覧できる。NCPは、FP7の様々な面での知識を有

しており、各加盟国およびFP7のAssociated countries内に設置されている。  
→www.cordis.europa.eu/fp7/get-support_en.html 

 
・CORDISに関するFP7のウェブサイト 

→www.cordis.europa.eu/fp7/ 
このサイトにはFP7に関する膨大な情報が蓄積されており、その中には 新情報、提案

公募の日程、公募内容、よくある質問コーナー（FAQ）などが含まれる。 
 
・欧州研究会議（ボトムアップ研究）についての詳細はウェブサイトから参照できる。 

→http://erc.europa.eu/ 
 
・EU枠組みプログラムへの新規参入支援専用の研究問い合わせサービス（Research 

Enquiry Service）の連絡先 
→www.ec.europa.eu/research/enquiries 

                                                 
注3 加盟候補国や、研究開発枠組み計画（FP7）への予算貢献を含む科学技術協力協定を締結した国（アルバニ

ア、ボスニアヘルツェゴビナ、クロアチア、アイスランド、イスラエル、リヒテンシュタイン、マケドニア、

ノルウェー、モンテネグロ共和国、セルビア、スイス、トルコ）。 
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・EUに関する一般的な質問については、加盟国からは単一フリー通話（00 800 6 7 8 9 10 

11）で、欧州域外からは有料通話（+32-2-299 96 96）でEurope Directに繋がる。 
 
・EUの研究、FP7、欧州研究エリア（European Research Area）についての詳細は、以

下のウェブサイトから参照できる。 
→www.ec.europa.eu/research/fp7/ 
→www.ec.europa.eu/research/enquiries 
→www.cordis.europa.eu/fp7 

 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：New societal challenges for the European Union New challenges for social 

sciences and the humanities 
（ ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/ssh/docs/booklet_new_societal_challenges_e
n.pdf） 
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【研究開発計画特集】中小企業 バイオテクノロジー ライフサイエンス 

 

なぜ中小企業は EU 研究プロジェクトで成功を修めたか 
 

どのような要因が中小企業の健康分野およびバイオテクノロジー分野への参入を促し

たのだろうか？KAPPA-Health 注1プロジェクトがその答を解明しつつある。同プロジェク

トには、欧州連合（European Union: EU）第 7 次枠組みプログラム（FP7）注2の健康分

野の下でおよそ 75 万ユーロが投入されている。 
 
 研究者たちは、バイオテクノロジー、医療技術およびバイオエンジニアリングの各分野

の強化に大きな一歩を踏み出した。これらの分野は、後に医療研究分野の強化に繋がった

が、医製品や医療サービスを市場に投入する過程で様々な障害が存在する。企業は、自ら

の発明の商業化を強く望むかもしれないが、市場で成功するか否かは資金調達という要因

に極めて大きく左右される。 
 
 ヘルスケア分野のバイオテクノロジーは、しばしば大失敗に終わることがある。という

のも、製品が店頭に並ぶまで、開発に 10 年以上を実際に費やすこともあるからである。

したがって企業は、質の高い研究と開発活動を確実に実施するために、長期にわたって外

部からの資金提供を必要とする。 
 
 EU の FP6 および FP7 は、こうした企業に対して死活的に重要な金銭的支援を行う手

段になっている。もし中小企業に対して、EU の資金提供プロジェクトへの参加が成功で

あったかどうか聞いた場合、90％以上の企業がはっきり「はい」と答えるであろう。こう

した企業のうち半分はすでに市場で利益を生み出している。 
 
 プロジェクトの第一段階では、KAPPA-Health のパートナー注3は約 200 社の中小企業を

評価して、彼らが成功した要因を解明した。評価の結果は、EU の資金提供プロジェクト

への参加を検討している企業に役立つと考えられる。第二段階では、パートナーは別の 40
社に対して深く掘り下げたインタビューを行い、これらについて分析中である。

KAPPA-Health チームがインタビューした中小企業の中で、50％の企業が EU の資金提供

                                                 
注1 KAPPA-Health : Key performance factor assessment and valorization for successful EU-FP project 

participation of innovative SMEs in the area of health（革新的中小企業の EU 枠組みプログラム（健康

分野）への参加を成功させるための主要因の評価とその正当化） 
注2 枠組みプログラム（Framework Programme）は EU の研究開発支援制度で、第 7 次枠組みプログラム（FP7）

の実施期間は 2007 年～2013 年。FP7 で掲げられた優先分野は以下の 10 分野である：①健康、②食品、

農漁業、バイオテクノロジー、③情報通信技術（ICT）、④ナノ科学、ナノテクノロジー、材料、新たな生

産技術、⑤エネルギー、⑥環境(気候変動を含む)、⑦輸送（航空を含む)、⑧社会経済科学と人文科学、⑨

宇宙、⑩安全保障。 
注3 KAPPA-Health のパートナー企業は、Euro Top、ALMA、Beacon Tech Ltd.、BIONOVA、eurelations、

Steinbeis Europa Zentrum、Venture Valuation の 7 社。（参照：Partners
（http://www.kappa-health.org/Partners.aspx）） 
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プロジェクトへの参加は成功であったと答えた。 
 
聞き取り調査をした中小企業の 大 80％は、プロジェクト参加の 大の成果は、より多

くの知識を得られたことであったと述べている。彼らはまた、EU のプロジェクトが、ネ

ットワークの拡大、顧客ベースの強化、補足的な専門知識へのアクセス、世界市場でのよ

り強力な足がかりの構築に役立ったという事実を強調した。 
 
 特記すべきは、前競争的科学研究注4がプロジェクトへの参加基準であるため、商業的に

利用できる結果を公表することはプロジェクト参加の目的としては挙げられていない、と

パートナーが語ったことである。プロジェクトに参加した企業の 3/4 以上は、研究は企業

の中心的活動と整合性があるとことを求めている。 
 
 KAPPA-Health のパートナーはまた、成功した中小企業の約 80％が一つ以上のプロジ

ェクトに参加していたこと、さらにプロジェクトの 83％が研究窓口を、50％が企業窓口を

設けていたことを突き止めた。研究者たちによれば、中小企業は、運営がより容易な小規

模、中規模のプロジェクトへの参加を好むとのことである。 
 
 これまでに KAPPA-Health は、EU の資金提供プロジェクトへの企業の参加を促進する

多数の成功要因を発見し、新技術の製品化が可能であることを確認した。たとえば、①中

小企業の中心的活動は研究プロジェクトに関するものでなければならない、②参加企業は

過去の枠組みプログラムのプロジェクトに参加した経験がなければならない、③エキスパ

ートによるサービスあるいは専門的サービスといった支援は、各パートナーの役割や期待

される結果を確認するのに役立つ可能性がある、④中小企業は、パートナーと連携するこ

とにより既存のネットワークから恩恵を受けられる、⑤小規模プロジェクトが鍵を握る、

⑥中小企業は、学術研究界との強力な連携関係を活用しなければならない、などである。 
 
 KAPPA-Health チームによれば、もう一つの重要な要因は、FP6 プロジェクトに参加し

た中小企業の 90％がプロジェクトに対して共同出資した、ということである。 
 
 ベルギーの企業グループ EuroTop の調整により、KAPPA-Health プロジェクトには研

究者とドイツ、ギリシャ、イスラエル、スイスの企業が集結した。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
 
出典：Why SMEs succeed in EU research projects 
                                                 
注4 前競争的研究（pre-competitive research）とは競争的資金を提供する研究課題の前段階の研究を指す。 
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（http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/headlines/
news/article_10_02_25_en.html&item=&artid=15213） 
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【研究開発計画特集】インパクト評価 

 
FP5 下の資金供与プロジェクトのアウトカムの解析（EU） 

 

EVIMP-2 とは 
欧州委員会（European Commission:以下 EC という）では、資金を供与したプロジェ

クトのインパクトを評価するため、その活動、イニシアティブおよび、成果を継続して把

握している。 
Evimp-2 (Evaluation and long-term impact assessment of industrial research： 産業

研究に関する、評価と長期的インパクト・アセスメント注1)では、研究に関する第 5 次フレ

ームワークプログラム（FP5）下での 「成長プログラム（Growth Programme）」 が期

待する成果やインパクトを生み出したかどうか、そして、次の支援プログラムでどのよう

な改善がなしえるのかを評価してきた。 EVIMP-2 は、1990 年代の初期から EU 内で実

施される様々な産業技術プログラム下で実施された完了プロジェクトの、 も新しい評価

イニシアティブである。 
EVIMP-2 の主たる目標は、FP5 下での 「成長プログラム（Growth programme）」 が

その成果や期待されたインパクトを出しているかを見極めることである。 Evimp-2 はま

た、そのプログラムが投資にふさわしい価値を生み出したか、そして今後の R&D プログ

ラムでどのような改善がなされるべきかを検討している。また、Evimp-2 では、プロジェ

クトの成功や失敗要因の調査、実用化の可能性の研究や、将来の R&D プログラムのデザ

インやその実行のためのリコメンデーションの提供、というような、さまざまな視点から

調査してきた。 
特に、 Evimp-2 は研究・技術開発（Research and Technological Development；以下

RTD という）の有効性を改善し RTD 成果の普及や活用を促進するためのアクションをリ

コメンドし、市場に送り出すことを狙っている。 すでに RTD プロジェクトの成功や失敗

要因が見いだされ、その結果、これ

らの要因がどのように影響しうるか

に関する提案が導き出されている。

終的には、 Evimp-2 は EC の業

務としてその重要性が強調されてい

る、RTD プロジェクトやプログラム

の成功要因の「見える化」を計って

いる。 
The Evimp-2 プログラムでは、

EC によって資金供与された 700 以

上のプロジェクトを上手く評価した。

このプロジェクトには FP5 下の、

                                                 
注1 日本では一般的に「追跡評価」と称されている。 
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RTD プロジェクト、共同研究プロジェクト（CRAFT: Cooperative Research）および、テ

ーマ別ネットワークプロジェクト（TN: Thematic Network）が含まれている。この評価

は、いくつかのコンサルティング会社との契約により実施され、FP5 実施中の、種々の期

間での色々なグループを調査している。 
機関に所属しない契約した評価者が、RTD の成果、予期していた発見、社会的インパ

クト、政策支援、および将来のインパクトや成功・失敗要因を含む、いくつかのプロジェ

クトの実際の業績に関する情報を収集した。 
そのデータはプロジェクトのレポートから収集され、そして、ウエブベースの検索や調

査により、公表、実用化および普及の展開が確認された。プロジェクトのコーディネータ

ーとのインタビューでは、プロジェクトに関する追加的情報が得られ、その結果、全体的

なアプローチが出来て完全な姿が明らかになる。 
全体として、組織に属さない契約者からは、プロジェクトのインパクトに関して、多少

類似しているか、あるいは、また、賞賛するような結論を得るとともに、プロジェクト評

価をサポートする有用な意見やリコメンデーションを得る。例えば、成功率や実用化度

(exploitation rate)のような変数はきわめて似た値になる。 
 
契約した会社によりフォローされた種々の報告書によると、対象プロジェクトの事後評

価から 多くの重要な事実が見いだされている。一般的には、おおよそ 2/3 のプロジェクト

が何らかの意味で成功であった。Evimp-2 下で、総額 9 億 9,200 万ユーロの EU 資金に相

当する 726 プロジェクトの解析による全体的な結論は、以下の通りである： 
 

a. クラスター分析によると、60 から 90%のプロジェクトが EC の資金提供がなけれ

ば起こらなかった。 
b. 75%のプロジェクトが科学技術的な目標の達成に有効であり、54%は科学技術的

目標と開発目標の達成に有効であった。 
c. 46%のプロジェクトでそのプロジェクトのコンソーシアムによりアウトカムのコ

スト的な価値、あるいは、その重要性が見いだされている。 
d. 41%のプロジェクトが直接的な成功、31%がある条件付きの成功、17%がインパ

クトは小さいが価値ある結果、12%が失敗に終わっている。 
e. 70%のプロジェクトで売上げの増加など何らかの利益が見込まれている。 
f. 34%のプロジェクトで何らかのコスト削減の利益が見込まれている。 
g. 41%のプロジェクトで財政的なリスクを軽減するといういくらかの便益が見込ま

れている。 
 
それに加え、プロジェクトは短期的に、以下の結果を生み出している、あるいは生み出

すことが見込まれている。： 
 

a. 3,724 のプロトタイプ機/デモ機/試作機 
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b. 747 の新規ソフトウエア・ツール 
c. 18,074 件の発表 
d. 2,152 人の博士 
e. 310 の技術標準用データ 
f. 423 の法律 
g. 1,077 の特許出願 
h. 204 の登録商標デザインや他の形の知的財産(IPR)の保護 
i. 248 のスピン・オフ会社の創設 

 
長期的なプロジェクトの効果は以下の通り： 
 

a. ほぼ 9 億ユーロのコスト削減 
b. 37,500 人以上の産業における雇用の保護 
c. 8,000 人以上の新規雇用 

 
その他に、プロジェクトから生じた、いろいろな社会のセクターに対する種々な便益が

見いだされている。これらには中小企業（SME）のような産業のパートナーに対する便益、

大学のような研究パートナー、環境に対する明確なインパクト、新しい技術の市場開発や、

産業や研究を進ませるであろう新しい技術や技術目標の達成、が含まれる。 
価値ある勧告、特にプロジェクトの選択や評価に関するものが、種々の調査から生まれ

てきた。この点において、委託した評価者やコンサティング会社の見いだした知見は、そ

の性質上、補完的なものであるが、プロジェクトの選択や評価過程を磨く、実行力のある

種々な意見である。この点において、 Evimp-2 イニシアティブでは、この目標に向けた

貢献は非常に貴重なものと見られ、その全ての便益は時を経てますます確実に増加すると

見られる。 
 

一般的な結論 

おそらく、 Evimp-2 から生まれたもっとも重要な結論は、ざっと見て、全てのプロジ

ェクトの 2/3 が成功であったと推察されること、つまり、異なったコンサティング会社の

分析や異なったアプローチから見られる姿である。それに加え、異なったグループの評価

者がプロジェクトについて、同じ成功と失敗の要因を見いだしている。このことから、こ

の章の結論や助言は、疑いなく、成功のレベルを押し上げて、より良い結果を生み出す。 
しかしながら、 Evimp-2 の結果の多くが実際のアウトプットよりむしろ期待されるア

ウトカムに基づいたものであることを考慮する必要がある。このことはこの調査の限界と

して残される。 
このようなことから、EU によるデータ収集を通じ、将来、より多くのエビデンスによ

って実際のアウトカムを確認することが必要となる。 
この点に注意する必要があるが、 EVIMP のインパクト評価により、次に示すような重
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要なプロジェクトの成功要因が得られた： 
 
a. R&D プロジェクトは、一般的に、広範囲な成功要因の中で、CRAFT プロジェク

トより多くのインパクトを生む。 
b. 特に、プロジェクトのパートナーおよびプロジェクト・コーディネーターのマネジ

メント経験がプロジェクトの成功に重要である。 
c. これまでの国際プロジェクトのマネジメント経験は、また、成功のための重要な要

因となる 
d. コーディネーターやプロジェクト・マネージャーのコンソーシアム注2活動に関する

能力は成功の重要な要因であり、プロジェクトのプロポーザル段階で十分評価すべ

きである。 
e. コーディネーターや、あるいは、プロジェクト・マネジメント人材（ワーク・パッ

ケージ・リーダー、実用化マネージャー等）の訓練により、コーディネーターの

EC への報告内容は改善される。このことにより、成功/失敗のケースを選別でき、

実用化の促進やインパクトのさらなる評価を可能とする 
f. RTD 結果の実用化のためのコンソーシアムの組織能力は、プロジェクトの成功／

失敗に大きな影響を与える 
g. 過度に野心的なプロジェクト（技術的なリスクが ‘非常に高い’ ）は失敗に終わ

る傾向が高い。過度に野心的でないプロジェクトでは、熱意（技術リスクに対する）

の増加に従って、成功の確率は若干増加する。 
h. 予算の大きなプロジェクトはプロジェクトが成功する傾向が高い（臨界質量効果） 
i. 産業組織（industrial organisation）によりコーディネートされたプロジェク

トは（特定の会社が関与した場合と対照的に）、一般的に、産業へのインパクトや

環境へのインパクトに関して、いくらかの不利な点が見られる。他のインパクトの

指標に関しては、その差は見られない。 
j. コンソーシアム組織での産業パートナーの市場でのポジションは、成功の大切な要

素である：もし、市場をリードするか、あるいは、少なくとも 「重要な位置を占

める」会社/複数の会社が、コンソーシアムのパートナーであれば、プロジェクトの

成功確率は高い、特に、「コストパフォーマンス」に関しては。 
k. CRAFT プロジェクトでは、パートナーは少ない方が望ましい。 
l. 実用化の見込みがほとんどないか、あるいはまったくないプロジェクトは、主とし

て、競争力のない技術であるか、あるいは、操業問題／操業面の弱さがその原因で

ある（プロジェクト申請書に多くの弱点が顕著に見られる）。 
 

プロジェクト選択へのリコメンド 

a. プロジェクトを立ち上げるための選択やビジネスの専門性を増進させるために、よ

り実現性の高いビジネス計画や初期の製造コストの見積もりに重点を置こと。 
                                                 
注2 大きなプロジェクトの達成のために複数の研究組織や企業が一時的に形成するグループ。 
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b. プログラムの目標にのっとった環境や消費者に優しい製品に重点を置くこと。 
c. 初期的な段階で危険を予知し解決策を提供することによるプロジェクトの有効性

を増加させるために、実用化の専門家を活用し申請書の評価をサポートすること。

例えば、プロジェクトの重点を見直したり、実用化の 適化を図ったり、ファンデ

ィングの政策を明確化したり、パートナー構成を見直すなど。 
d. 中小企業、特にハイテク企業を励ますサポートを行い、RTD プロジェクトや統合

的なプロジェクトに参加させること。 
e. プロジェクト組織を明確にし、評価頻度を増やし、そして、パートナーの制限を加

えた追加的な援助により、CRAFT の目標、あるいは、その協約内容をより特定し、

現実的なものにすること。 
f. 選択過程を 適化するために、CRAFT プロジェクトの申請書の評価のためのより

適切な質問を作ること。 
g. 目標や現実的な産業化の見通しに沿って、CRAFT プロジェクトの申請書の産業ニ

ーズや達成計画を審査すること。 
h. プロジェクトの有効性を増すために、申請書の選定過程から実用化のエキスパート

を入れること。 実用化エキスパートがプロジェクトの実行過程のモニタリングを

行うことにより、警告サインを早期に出し、以下に示す解決手段をタイムリーに見

いだすサポートが可能となる； 
i. プロジェクトの目標や目的を再設定（絞り込み）する。 

ii. 特に、開発により既存の計画が無効になった場合、実用化戦略の 適化や資金

供与政策の構築を行う。 
iii. 機能不全のコンソーシアムを是正し、コミットメントを増大させるために、パ

ートナーシップ（予算を含む）を見直す。 
 

プロジェクト評価に関するリコメンド 

a. インパクトをより効果的に評価出来るように、プロジェクトの事前評価(appraisal)
から実行段階を通した評価の実施を検討すること（単なる事後評価のみでなく）。 

b. 評価費用を圧縮するために、全てのプロジェクトでなく無作為抽出したプロジェク

トの事後評価を実施すること。 
c. 似たプログラムの比較により、資金供与スキームを評価すること。 
d. 既存の評価フレームワークをよりよくするために、改善されたインパクトや成功の

指標に関するフィードバックを評価者に活用させること。 
e. マネジメントの要求を直接比較することにより、あるいは、組織としてのプロジェ

クトの複雑さ（パートナー、組織等）の指標や、コーディネーターに活用できるマ

ネジメントのための設備を評価することにより、マネジメントの能力を評価するこ

と。 
f. 評価の正確性を増すために、ターゲットとなるセクター（産業分野）を絞り込むこ

とを考慮すること。 
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g. 評価を行う時点で、申請書を評価する人が、いろいろな実用化のための要素への情

報アクセスを容易にすること。 
h. パートナー、産業、環境等に対するインパクトの評価を改善するために、評価を行

う時点での実際の実用化に関する要因を導き出すこと。 
i. （計画時）意図したインパクトと意図しなかったインパクトとの比較調査をより綿

密にすること。 
j. より良い比較と評価のために、リスクと可能性の指標を｢技術の・・｣、｢製造の・・｣、

そして｢実用化の・・｣指標に言い換えること。 
 
 

本資料は、以下の資料の 8 章（CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS）を中心

に編集した。本調査の解析手法、対象プロジェクトおよび、詳細な調査内容は以下の資料

で見られる。 
（EVIMP-2 FINAL REPORT: ANALYSING THE OUTCOMES OF EC FUNDED 

PROJECTS UNDER FP5：  
http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/evimp2-final-report-annexe

s_en.pdf） 
 

編集・翻訳：NEDO（担当 総務企画部 小笠原一紀） 
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【エネルギー】波力エネルギー 

 
ハワイ沖合での波力エネルギー展開（米国）注1 

 
Ocean Power Technologies 社（OPT

社）は 2 月 1 日、ハワイのオアフ島海兵

隊基地から沖合約 1 マイルのところに、

同社のパワーブイ（PowerBuoy）波力発

電装置の内の、1 基の設置に成功したと

発表した。同基は波の上下動を利用し

大 40kW を発電するもので、2009 年 12
月の設置以降、仕様通りに発電している。

同基は、OPT 社の波力発電技術の検証を

行っている米海軍との共同プログラムの

一環として製造したもので、運用も同社

が行う予定である。同社はこのパワーブ

イの試運転および海上での運用のため、

380,000 ドルの支援を受けている。昨年

11 月、同社はスペイン沖で行われていた水中変電ポッド（Underwater Substation Pod：
USP）の試運転完了を発表した。USP は 大 10 基のパワーブイにより発電された電力お

よびデータの収集、ネットワーク化を促進するために設計された。電力は 1 本の水中電力

ケーブルにより、陸上の電力グリッドへ送電され、またデータが送信される。同社の USP
のテスト注2およびハワイ沖の設置注3についてはプレスリリースから、USP 注4およびハワ

イ・プロジェクト注5についてはウェブページから参照できる。 
 
 再生可能なエネルギーとして、海洋エネルギーを利用する動きが拡大しつつあり、OPT
社のテストはこの一環である。一方、Aquamarine Power 社は 2009 年 11 月末、同社が世

界 大の稼働する波力発電装置であるとしている「Oyster」を設置した。この 315kW の

試験装置は、スコットランドのオークニー諸島にある欧州海洋エネルギーセンター

（European Marine Energy Centre：EMEC）に設置され、蝶番（ちょうつがい）で連結

されたフラップ（ひらひらする蓋）を使い発電を行う。装置は波の動きにより高圧水を発

生させ、陸上水力発電タービンへ送り込む。一方ノルウェーでは、Statkraft 社が世界初

                                                 
注1 本記事は、米国エネルギー省エネルギー効率・再生可能エネルギー局(EERE)のニュースリリースを翻訳し

たものである。記事中の多くの事例の図や写真、詳細等は、NEDO 海外レポート 1044 号（2009 年 5 月 20 日

発行）の記事「欧米における潮力・波力発電プロジェクトの 新動向

(http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/1044/1044-03.pdf)」でも紹介しているので、適宜参照されたい。 
注2 http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=155437&p=irol-newsArticle&ID=1349211 
注3 http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=155437&p=irol-newsArticle&ID=1381374 
注4 http://www.oceanpowertechnologies.com/pod.htm 
注5 http://www.oceanpowertechnologies.com/projects.htm 

2009 年 12 月、Ocean Power Technologies
社がハワイ沖合にパワーブイ（PowerBouy）
波力発電装置を設置した。 
Credit: Ocean Power Technologies, Inc. 
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の浸透膜発電プロトタイプ（試作品）を稼働させた。同プラントは淡水と海水が混じり合

う際に得られるエネルギーを利用し発電を行う。上記については Aquamarine Power 社注

6および Statkraft 社注7のプレスリリースから参照できる。 
 
 Pike Research 社の新しい報告書は、現在世界各地で実施されている流体力学的トライ

アルが成功した場合、2025 年までに 200GW もの電力を海から調達することができるかも

しれないと結論づけている。しかし、こうした先駆的プロジェクトが実用的でないと証明

された場合、海からの再生可能エネルギーの世界の生産能力は、2025 年までにわずか

25GW に達する程度だろう。同報告書は、5 種類の海洋および流体動力学エネルギー技術

の市場潜在能力を評価している。これには浸透膜発電を除いた、海洋波、潮流、河川の流

体動力学、海流および海洋熱エネルギー技術が含まれる。上記については Pike Research
社のプレスリリース注8から参照できる。 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 
出典： 
“Ocean Power Technologies Deploys Wave Energy Device off Hawaii Coast” 
http://www1.eere.energy.gov/windandhydro/news_detail.html?news_id=15811 
 

                                                 
注6 
http://www.aquamarinepower.com/news-and-events/news/latest-news/view/112/scotland-s-first-minister-l
aunches-oyster/ 
注7 
http://www.statkraft.com/presscentre/press-releases/the-worlds-first-osmotic-power-prototype-opens-today
.aspx 
注8 
http://www.pikeresearch.com/newsroom/ocean-energy-could-reach-up-to-200-gigawatts-of-power-generatio
n-capacity-by-2025 
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【エネルギー】バイオマス 持続可能性基準 
 

欧州委員会がバイオマスの持続可能性に関する報告書を採択(EU) 
 

2010 年 2 月 25 日、ブリュッセルに於いて欧州委員会は、電力および冷暖房に使用する

固形バイオマスとバイオガスの持続可能性要件に関する報告書を採択した。この報告書は、

バイオマスの域内市場が機能する上での障害を回避する目的で、国家レベルでの基本構想

の導入を希望する EU 加盟国が参照できる持続可能性基準を勧告している。 
 
欧州委員会エネルギー担当委員のギュンター・エッティンガー (Gunther Oettinger)氏

は、「バイオマスは、我々の再生可能エネルギーの目標を達成するもっとも重要な資源のひ

とつである。EU ではすでに、再生可能エネルギー消費の半分以上をこのバイオマスが支

えており、クリーンかつ安全で、競争力を持つエネルギー資源を提供している。この報告

書で委員会は、固形バイオマスとバイオガスの持続可能性基準の要件を加盟国に示す。い

くつかの必須基準の導入を含め、この基本構想に修正が必要かどうかを評価するために 18
ヵ月にわたる見直し期間を見越している。」と述べている。 
 
この報告書には、評価書が添付されている。これは、EU で消費されるバイオマスの少

なくとも 90%が、林産廃材や、その他の産業の副産物から生産されているという事実を踏

まえた上で、義務的基準により相当なコスト負担を強いられると思われる、ヨーロッパ企

業への影響度を測ったものである。このため、現段階ではこれ以上詳細な法案は必要ない

と、報告書は結んでいる。 
 

EU 内の基準が一致していないため、加盟国は、電力および冷暖房に利用される固形バ

イオマスやバイオガスについての自国の国家計画を自由に導入している。この報告書では、

加盟国がこれらを同様のパターンで導入すべきであり、報告書内で説明されている持続可

能性基準を指針とすることが も重要であると提言している。こうすることで、国別に基

準が多様で互換性がないものになり、これが取引の障壁となってバイオエネルギー部門の

発展を制限してしまうリスクを 小限に抑えることが可能になる。 
 
勧告される基準は、以下の項目に関連したものである。 
 
(a) 森を切り開いた土地、その他の高炭素蓄積地域、および多様な生物がいる地域で採取

されたバイオマスの使用に関する一般禁止事項。 
 
(b) 共通の温室効果ガスの計算方法。バイオマスからの温室効果ガスの削減率が、EU の

化石エネルギーと比べて 低でも 35%(新しい施設の場合 2017 年には 50%に、2018
年には 60%に削減率が上昇)を確保するために、この基準が使用される可能性もある。 
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 (c) 高いエネルギー変換効率を達成できる設備を支持する国家サポート計画の差別化 
 
 (d) バイオマスの起源の監視 
 

報告書はまた、廃棄物の場合は、国家や欧州レベルでの廃棄物法令に応じた環境保護

規制基準をすでに満たしていなくてはならないため、持続可能性基準を適用しないよ

う勧告している。報告書はさらに、持続可能性要件については、1MW(メガワット)の
熱、あるいは 1MW 以上の発電容量を持つ大手のエネルギー生産者に適用すべきであ

ると勧告している。 
 
再生可能エネルギー指令のもと、加盟国は 2010 年 6 月に国別再生可能エネルギー行動

計画を提出することになっている。これらの行動計画は、電力、ヒーティング、輸送の分

野を問わず、バイオマスの可能性を生かす EU の意欲を確認する上での重要な手段となる

だろう。提出されるこれらの行動計画や、新たに出される国家計画の分析結果に従い、欧

州委員会は、EU としての共通の持続可能性基準を設けるなどの追加措置が適切なもので

あるかどうかを 2011 年に検討する。 
 
背景 

 
2009 年に採用された再生可能エネルギー指令は、バイオ燃料や液体バイオの持続可能性

基準を設定している。この指令は、バイオ燃料や液体バイオ以外のバイオマスの持続可能

性の基本構想の要件に関して欧州委員会が報告するよう規定している。今回の報告書はこ

の義務を果たしたものである。 
 
この報告書と関連情報は、以下のサイトの、欧州委員会の「Renewable Energy(再生可

能エネルギー)」の「Transparency Platform(透明性についてのプラットフォーム)」の欄

で参照できる。 
 

http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_
en.htm  
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 
 

出典： 
“Commission adopts biomass sustainability report” 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/192&format=HTML&aged=0&l
anguage=EN&guiLanguage=en 
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【エネルギー】水素燃料 
 

将来の水素燃料供給を担う NIST 新試験施設（米国） 
 

水素が、クリーンで日常的に使用できるエネルギー源として初めて重要な役割を果たす

ことになる場合には、安全で信頼性のある燃料供給システムが必要になるだろう。水素燃

料インフラ構築への道を開くため、国立標準技術研究所 (NIST: National Institute of 
Standards and Technology)のボルダー研究所の研究者らは先頃、インフラの構成部品が、

万が一この腐食性ガスにさらされた場合の反応を評価し、必要となるデータおよび基準を

作成できる、米国 大の水素試験施設を立ち上げた。 
 
水素には、金属や合金の内部に入り込んで、これらを脆化させる特性があるため、既存

のパイプライン、貯蔵タンク、ポンプ、燃料供給システムを使用するための基準を設ける

ことが、このガスが広範囲に使用できる有望な燃料と見なされるために、まず第一に必要

不可欠なステップである。 
 

Tom Siewert 氏は、NIST の試験施設の研

究者グループを統率しており、この施設では、

パイプ、バルブ、取り付け金具、ポンプ、そ

の他などの構成部品について、水素の輸送お

よび供給における適合性をテストする。 
 
この施設は、 先端で、チャンバー(容器)

内径が国内 大(10cm)である加圧試験チャ

ンバーを有している。その内部には、多数の

パイプライン、バルブ 1 個などの構成部品の

標準試験片が置かれ、これらは、その環境や

化学物質にさらした場合の反応を測定するた

め、加圧水素にさらされる。これらの試験デ

ータを使用すれば、今後、燃料の貯蔵、供給、

分配を行う上で、安全で信頼性のある、厳正

な水素燃料システムを構築するための基準を

作ることができる。 
 
「特性データを集めるため、加圧試験室に試験片を入れ、これが加圧されると、シャフ

トがチャンバー内に入っていき、日常的な使用で生じる歪みを想定した応力をこの試験片

に加える。」「構造設計者らは、これらの試験片から得られたデータを自分たちのモデルで

試し、そのような条件下で、構造部品が水素にどう反応するか知ることができるだろう。」

先端で新しい NIST 試験施設に設置された、この特

殊設計の加圧室には、水素反応を測定するための圧力

テストで使用するパイプライン、バルブ、燃料供給装

置機材のサンプルが備えられている。 
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と、この施設の計画を支援した Suewert 氏は言う。 
 
この試験施設は、以下のような 先端の安全機能も十分に備えている。 

1) 遠隔制御センターから行うすべての試験段階を実行する能力 
2) 水素ガスをわずか(濃度 1%)でも察知し、システム全体を自動的にシャットダウンし、  
   試験棟を通気するマルチセンサー。 
3) 規定で必要とされる規模の 2 倍の大規模な通気システム、 
4) 半径 10 キロメーター以内で雷が発生すると、自動的に施設をシャットダウンする雷

検知システム。 
 
「この設備内の水素の量は少ないため、この水素がすべて建物内に漏れだしたとしても、

爆発が起きることはない。」と、原料研究エンジニアでプロジェクトリーダーの Andy 
Slifka 氏は言う。 
 
水素試験設備の設計で、RMH グループの、デンバー拠点の機械・電気・工業工程のコ

ンサルティング会社、McGraw-Hill Construction が、2009 年に Gold Hardhat 賞を受賞

した。この賞は、地元の優れた産業の専門家の審査員が選んだ 2009 年の 優秀プロジェ

クトを建設した建築チームを称えるものである。 
 
 

翻訳：NEDO (担当 総務企画部 原田 玲子) 
 

出典： 
“Future of Hydrogen Fuel Flows Through New NIST Test Facility” 
http://www.nist.gov/public_affairs/techbeat/tb2010_0216.htm#hydrogen 
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