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【特集】  ナノテク   

ドイツのナノテクノロジー戦略（2/2） 
 

 

NEDO 技術開発機構 パリ事務所 

深澤 和則 

2005.01.28 

 

4.連邦教育研究省によるナノテクノロジー助成の戦略的な新規見直し 

研究連合体への従来式プロジェクト助成に加えて、より戦略を重視して計画された

「先導革新プログラム」への助成を強化する。これはドイツの世界的にも競争力があ

る組織化された学術部門の「ナノテク基礎研究成果」を活用してドイツの「重要産業

分野で実用化」を図るプログラムである。これによりドイツの経済の中長期的な成長、

雇用と福祉の将来を確保することが可能となる。 

重要分野選定に当っては、革新的で実用化に間近い技術分野を認識し､グローバルな

分業化が進む中で持続性のある競争優位性が達成できるような分野を(焦点を絞るの

に勇気を要するが)一貫して開拓することが決定的な重要性を持つ。次に波及効果によ

り他の産業分野へも応用していく。 

この様なプロジェクトは工業界の指揮下と多額の自己資金を投入する形で実施され

る必要がある。先導革新プログラムは産業界と学術界から名乗りをあげたパートナー

の協同プロジェクトとして助成される。教育研究省の約 1 億ユーロのプロジェクト助

成が拡充されて 2005 年度から開始され、代表的な実施期間は 5 年間が見込まれる。 

学術界と工業界を交えた多数回にわたる討議を重ね先ずは以下の 4 分野の先導革新

（電子技術 NanoFab、自動車技術 NanoMobil、光学産業 NanoLux、薬学・医療技術

Nano for Life ）が取り決められた。これらドイツの主要産業である電気・電子産業、

自動車産業、光学機械産業、化学・医薬産業が GDP に占める割合は約 36％に達する。 

 

4.1. 電子技術 

電子技術はほぼ全ての革新的な技術の基礎をなしており､電子コンポーネントなし

で機能する機器は殆ど存在しないのが現状。電子部品の市場規模はドイツだけでも約

200 億ユーロ､部品産業の従業員総数は 7 万人以上に達する。電子産業は全世界で製造

業界をリードし、自動車産業さえ追い越した状態にある。重要なことは電子技術が基

盤技術的な性格を持つことによる革新への触媒効果である。 

電子産業ほど高い付加価値を創造する製造業部門は他にないことで､これが国民経
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済の立場から見たキー･ポジションを占める特別な性格として特徴づけられる。革新製

品で世界市場の先導的地位を獲得したい者にとって電子技術は不可欠で､その重要性

は将来とも急激に増大する。 

 

先導革新： NanoFab 

教育研究省が既に着手した先導革新の一例として、次世代ナノエレクトロニクス製

造方法がある。これには 2001 年初めより 5 年間にわたって 5,000 万ユーロを超える

助成を受ける「超紫外線(EUV)リソグラフィー」プロジェクトが含まれている。この

プロジェクトへの産業界出費は、政府予算の 2 倍を超える 1 億 2,000 万ユーロである。

他の助成の中心は共同研究プロジェクトである「イメージング技術」である。この枠

組みではヨーロッパの先導的マスクセンターと共に、チップ生産のための戦略的な先

端研究が行われている。設計ルール 65nm 以下のナノエレクトロチップに対するさま

ざまな製造技術とマスク技術との研究に、教育研究省の予算 8,000 万ユーロが費やさ

れている。 

こうしたナノエレクトロニクスは(特に選ばれたニッチ市場に限らず､デスクトッ

プ･パソコンから自動車に至るまでの)、幅広い前線でナノテク実用化に突入する最初

の技術である。またナノテクノロジーにかけられる期待として、価格が低下する傾向

の中で著しい性能改善が進められることが挙げられる。 

電子産業はナノスケールの技術をロードマップの形（国際半導体ロードマップ ITRS
のこと）にし、すべてのチップメーカーや機器メーカーがそれに従う唯一の技術分野

である。このロードマップに従うと設計ルール 90 nm のメモリ第 1 号が 2004 年以降

に市販される予定である。 

C-MOS ナノエレクトロニクスは従前に言われていた限界に反して、更なる小型化の

可能性を秘めていることが今日でも既に判明している。素子の微細化が 15nm や場合

によっては 10nm 以下まで可能か否かの問題に対しては､当然ながら確かな回答はで

きないが､C-MOS 時代に次ぐ時代に向けて新素材をベースとし、新たな物理的効果を

利用した解決策が既に開発中である。 

 
4.2. 自動車技術 

ドイツの自動車メーカーとパーツメーカーによる売上高は、過去 10 年間に約 80％
増加した。この成長率は他の産業分野のおよそ 4 倍に相当し､2001 年には 77 万人の従

業員が 2,020 億ユーロの年間売り上げを達成した。自動車産業はドイツ経済にとって

最も重要な牽引車のひとつである。ドイツ自動車産業の生産高が全世界の生産高に占

める割合は、企業合併も考慮に入れると 23％となる。全世界では約 7 億 3,000 万台の

自動車が走り回り､自動車の需要は中国とインドのみでも 6 億台に達するものと推定

される。 
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ドイツ自動車メーカーの成功を実質的に支えたのは国内のパーツメーカーであり､

ドイツが市場の地位を確保するのに決定的となるパーツメーカーのテクノロジーコン

ピタンスを安定化させることを最大の挑戦とする。 

 

先導革新： NanoMobil 

ドイツ連邦議会が実施した調査によると未来の自動車製造業界におけるナノテクノ

ロジーコンピタンスは､国際的な競争力を維持するために無条件で必要な核心的能力

である。燃費､有害物質排出､リサイクル及び交通量などの問題に関わる分野もドイツ

自動車産業にとってもチャンスが生まれる分野となる。 

ドイツ自動車産業は市場のリーダーでありその強みは､この種の先導革新を通じて

他の応用分野における将来の展望が開かれるようなテクノロジー推進者としての役割

を果たすことができることである。 

新しい機能性を目指すナノテクノロジーのノウハウを利用して自動車産業分野で実

施される先導革新の目標は、持続可能性･安全性･快適性の最適化を図ることにある。 

ナノテクノロジー基礎分野の知識を噛み砕いて未来の自動車向けに実用化を図るに

留まらず､他の広い分野にまで及ぶ産業界での利用価値を考えて､新製品を開発するよ

うな革新的なパーツメーカーと研究開発機関とが先導革新 NanoMobil に参加する必

要がある。 

先導革新 NanoMobil 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

持続可能性

快適性

安全性

省潤滑剤式の 
シリンダー､ 
PEM セル 

軽量構造 
水素貯蔵 

腐食防止 ､  
EMC 

触媒､ナノ細孔
フィルター 

眩しくない 
窓ガラス張り 

車内と周辺条件
のセンサー感知 

清浄が容易な
窓ガラス､ 

車体デザイン

可変色彩効果､ 
布地気温調節 
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4.3. 光学技術 

2002 年にドイツの光学､医療及びメカトロ産業界は合計額にして約 310 億ユーロの

売上高を達成し、総計 21 万 6,000 人の従業員を擁していた。光学産業は例えば情報･

通信技術､医療保健部門､バイオ科学､照明技術及びセンサー技術など､多数の未来産業

部門をユーザーとする。これらの分野の多くでドイツの光学産業は世界的なトップの

座にあるが､この地位を維持するため同部門では毎年､支出額の約 9％を研究開発に投

資する。 

 

先導革新：NanoLux 

多数にのぼる革新的な光利用の分野では、半導体ベースの高効率光源が将来には不

可欠なキーコンポーネントとなる。従来式の光源とは対照的に､これらの発光ダイオー

ド(LED)は極めてコンパクトな形状で製造できるため､小型化､損失熱などが決定的な

システム特性となる多数の光学機器への利用に際立って適しており､これらは堅牢性､

長寿命及び可変的な色彩マネージメントなど､全く新しい光処理を可能にする特質が

ある。 

最新の研究はナノ薄膜､ナノ組織及び新規の分子デザインなどを利用して､全スペク

トル色彩の光源で高い光束密度､高い変換効率､極めて小サイズ及び長寿命の実現を目

標としている。また半導体技術とナノテクノロジーの組み合わせにより全く新しい形

の汎用照明技術が生まれる可能性もある。 

白色発光ダイオード市場の牽引役となるのは目下のところは従来式ヘッドライトを

置換したい自動車産業である。このステップが成功を収めた後には汎用照明向けの市

場も開けることとなる。 

 

4.4. 薬学・医療技術 

バイオ技術分野では 1990 年代半ば以降､世界的規模のダイナミックな発展を見たが､

米国が今もなお欧州をリードしている。それでも、国際市場での地位固めに成功した

ドイツの革新的なバイオ技術会社が多数存在する状態となり､全世界に存在するバイ

オ技術企業 4,300 社のうち 360 社はドイツに立地している。そして、これらの多くは

従業員総数 50 人未満の中小企業である。 

バイオ技術分野は高額にのぼる研究開発投資が特徴で､主として医療関連バイオ技

術の分野で活動する約 600 社の上場企業のみを見ても､2002 年には総額約 220 億米ド

ルを研究開発に投資し､総額 450 億米ドルの売上高を達成している。 

ナノテクノロジーでもバイオ技術と類似の幸先よいスタートを推進するためには､

革新的な起業活動と当該企業の成長を初期の段階で助成する必要がある。ナノテク中
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小企業を支援することは技術移転に実質上役立つだけでなく､むしろ新しい分野や市

場の開拓を可能にすることにもなる。 

 

先導革新：Nano for Life 

先導革新｢Nano for Life｣ではナノ素材研究とナノ･バイオ技術の分野で得られた技

術と知識の利用を強化して社会における医療保健へ決定的に役立てることを目標とす

る。 

高感度の診断術が利用可能となれば、重い病気の予防や早期治療に関するチャンス

が改善される。例えば DNA や蛋白質の配列を利用すると、特定の医薬品に反応を示

す可能性が高い患者を特定することが可能となる。この処置法は医薬品副作用の緩和

につなげることができる。ナノ医学的な利用に見る他の事例には､腫瘍の発熱療法また

は遺伝子療法向けの遺伝子フェリーとして利用される Drug-Delivery システムの機能

をもつナノ粒子がある。 

 

5.欧州レベルでの連携 

 欧州の研究開発提携で掲げられる本質的な目標は共通の標準を開発することであり、

これは成功裏に研究開発を進める者のみが急速に発展する市場で標準への影響力と決

定力を持つ事実による。 

現在の二国間提携協定、ユーレカ（EUREKA）や第 6 次フレームワーク計画（FP6）
などの多国間提携協定において、特に FP6 のインテグレーテッドプロジェクト(IP)や
ネットワーク・オブ・エクセレント(NoE)に積極的に参加すべきである。特に FP6 で

導入されたインテグレーテッドプロジェクト(IP)はドイツの先導革新プログラム助成

に相応している。将来的にはドイツ国内助成と欧州助成施策とのバランスをとること

が重要となる。 

 

6.中小企業支援 

教育研究省は、中小企業向けプロジェクトをより魅力的にするための施策改善を実

施した。例えば応募テーマの制約を除き、より広いテーマの助成を可能にする。テー

マ応募締切日がなくいつでも応募申請が出来る。統一的な予算算定や電子決済による

事務手続きの簡素化などである。 

起業を安定化させる助成として教育研究省、経済労働省が実施中の｢若者が事業を起

こす｣EXIST,「研究者の起業支援」EEF-Fonds などを強化する。   

研究開発密度の高い中小企業の市場参入の支援としては、教育研究省のバイオ支援

「Bio Chance」にならってナノテク支援「Nano Chance」が開始予定。 
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中小企業向けのナノテクノロジーのプロジェクト助成として、革新コンピタンスプ

ログラム(PRO INNO)助成が経済労働省から行われている。 

また、各地方にあるナノテクノロジーコンピタンスセンター（教育研究省が支援し

ているナノテクノロジーに関するプラットフォーム）の産学連携活用が強化される。 

 

7.人材養成 

人材養成が将来のナノテク産業の鍵を握っていることから、若手科学者への助成を

目的として創設された「ナノテクノロジーの若手科学者コンテスト」を継続する。こ

れは既に海外へ流出した若いトップ科学者たちをドイツへ引き戻す効果も期待される。 

 また、専門人材の再教育の場としてナノテクノロジーコンピタンスセンターの活用

が強化される。 

 

8.ナノテクのチャンスとリスク 

一部には批判論もある、ナノテクノロジーのチャンスとリスクに関する議論を客観

的な論拠により方向づけるため、経済的な可能性と社会環境的なチャンスとリスクの

アセスメントに着手。ユーザーなど社会の関係者間におけるナノテクノロジーのチャ

ンスとリスクに関する対話を進め、ナノテクノロジーを社会にとって望ましい形で活

用するための施策選択肢を開発する。 

                                    （完） 

 

（参考資料） 

・Nanotechnologie erobert Markte – Deutsche Zukunftsoffensive fur Nanotechnologie – 

Perspektiven und Handlungsfelder fur das nachste jahrzehut BMBF Marz 2004 

http://www.bmbf.de/pub/nanotechnologie_erobert_maerkte.pdf 

・Nanotechnology Conquers Markets – German Innovation Initiative for Nanotechnology 

http://www.bmbf.de/pub/nanotechnology_conquers_markets.pdf 

・OECD Sience,Technology and Industry OUTLOOK 2004: Country Response to Policy 

Questionnaire(GERMANY) 

http://www.oecd.org/dataoecd/30/42/34242808.pdf 
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付録 各部門で重要なナノテクノロジー応用目標の事例 

自動車部門 

- センサー式イモビザイラー(盗難防止､酒気帯び運転防止など) 
- 多機能センサー(加速､空気圧､タイヤ摩耗､温度､ガスなど) 
- 傷付き難いプラスチック材によるスライダー 
- 多重機能コーティング(デザイン性､熱反射､清掃容易､自己修復) 
- 機能オンオフ可能な接着剤(他に航空機、列車など) 
- ナビゲーション(高性能 I&C システムによる支援) 
- 機能オンオフ可能な表面―背景照明(光学特性､能動･受動特性を持った自己適応性

材料) 
- 軽量支持･構造部材､知能的な緩衝材､低摩擦ベアリング及び滑動部材(省エネ高速

車両に適する) 
- 燃料電池システム(膜性能､蓄電池など) 
- 耐摩耗性のスリップ防止タイヤ 
- 長寿命で故障の少ない省エネ型の高性能照明エレメント(発光ダイオード式) 
- 摩擦の最少化 
- 操縦の電子化 

化学･薬学･医学部門 

- 予防医学的診断(例えば吸気分析､SNP 分析など) 
- 長時間薬剤投与が可能な医薬品インプラント(センサー付のキャリヤー･システム) 
- 遺伝子療法向け遺伝子ベクター 
- 新種の癌治療法(デリバリーシステムやアクティブ要素としてのナノパーティクル) 
- 安全な日焼け防止(センサー付の日焼け止め､知能的な A 及び B 紫外線の検出) 
- 人工組織･臓器機能(ナノ構造の体内移植体表皮､サポート組織(人工筋肉)など) 
- 患者の負担を軽減できる高解像度の画像診断 
- 機能性衣類(人体機能センサー､高発汗吸収､芳香ディスペンサー､薬剤ディスペン

サーなど) 
- プログラマブル材料(柔軟から硬直へ､透明から不透明などへ､自己組織機能など) 
- 排気ガス浄化用薄膜(化学反応装置､石炭焚き火力発電所など) 
- 健康リスクが少なく使用感も改善された化粧品(ナノ球面クリームなど) 
- ナノ微粒子ビタミン 
- スーパー･アブソーバー 
- 触媒 

 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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光学関係 

- オプトエレクトロニクスを利用する照明技術(例えば発光ダイオードによる高効率

の白色光源､各色光源(例えば交通信号､自動車ランプ)など) 
- オプトエレクトロニクスを利用する家電技術(DVD､レーザー式 TV など) 
- ナノ構造の電子媒体(DVD, CD) 
- ナノ構造部品を利用したディスプレー用エレメント 
- 機能膜を利用した光学装置(センサー付き紫外線フィルターサングラス､傷付き難

いプラスチック光学装置など) 
- 写真フィルム用ナノパーティクル 
- レントゲン装置 

情報通信技術･電子工学 

- 高密度・高速度のデーター伝送及び処理技術 
- 軽量で省エネ型の高解像度ディスプレー 
- 移動式情報通信センター(腕時計型など) 
- 多機能機器(例えばデジタル･カメラ､アルコール･センサー､デジタル･キー､タイマ

ー･日程表などが集積された携帯電話など) 
- ナノ構造ポリマー電子部品の低コスト大量生産技術(高性能の使い捨て電子部品､

製造からリサイクルまでの追跡用 ID ステッカー､DNA ラベルなど) 
- 完全にデジタル化された家庭用電子装置（ミニアチュア化されて機器に内蔵され、

音声による操作） 
- シミュレーターや家電向け大画面、三次元画像ディスプレー 
- 携帯式の汎用翻訳機 
- 自動車の多様機警告･アシスタントシステム（デジタル･コックピット） 

バイオ技術 

- 携帯用バイオ･チップ､ ラボ・オン・チップ、個別診断用テストシステム(法医学､

アレルギー反応､予防医学､ラボ用) 
- 新 DNA シーケンサー 
- 改良型顕微鏡(AFM) 
- 細胞組織の直接操作 
- 新しい遺伝子移植 
- 細胞バンク向けシステム(ナノ分析とマイクロ･システム技術) 
- 人工神経 
- 生物分子ベースのデーター記憶、光学及びオプト･エレクトロニクス部品 
- 生体認証用の生物分子技術 
- 環境調和型の化学製品製造のためのバイオ触媒 
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- バイオ技術に基づく細胞マシーン(自立システムであることが理想) 
- DNA ラベル､マーカー 
- 薄膜技術(S-Layer など) 

食品部門 

- 知覚センサー(鮮度を表示する)機能付きの不浸透性の食品透明包装材 
- 食品中へのナノパーティクル利用(色素､凝縮剤､添加剤､有毒物質の検出など) 
- 浄水処理用の薄膜(海水淡水化用のナノチューブ、濾過用の薄膜など) 
- 食品鮮度を保つプラスチック包装(気密式の軽量 PET ボトル) 

エネルギー部門 

- 低価格ソーラーセル(色素増感､変換効率は低いこともあるが性能/価格は高い) 
- 高効率コンパクトエネルギー貯蔵(高速な充・放電特性をもつナノパーティクル・

キャパシタ) 
- 石油への非依存性を高める 

建設部門 

- 知能的な建物壁面(多機能で制御可能､例えば光線で色彩が変化するコーティング､

熱伝導調整､採光調整、壁面照明及び広告利用) 
- 汚れ防止や殺菌機能のある壁面材(例えばシステム･キッチン､洗面所の壁などに利

用) 
- スチールや銅その他の素材表面への透明な保護コーティング 
- 暖房システム(構成部品としてのセラミックス材､燃料電池の薄膜材) 
- 太陽電池(TiO2 表面､グレツェル･セルなど) 
- 高断熱な軽量建材(アエロゲル､高分子コンポジット、防火壁､潜熱蓄熱など) 

レジャー部門 

- スキー用ワックス 
- スポーツ靴 
- レジャー用衣類 
- テニス用ラケット 
- 各種の高強度スポーツ用品 

以上 
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