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【個別特集】ナノテク  

欧州ナノサイエンス・ナノテクノロジー行動計画 2005-2009（2/2） 

 
NEDO 技術開発機構 パリ事務所       

                                    深澤 和則       
  2005.8.30 

 

行動計画内容（要約） 
 
1．研究開発とイノベーション：欧州は知識が必要  

 
欧州域内の官民機関が一致協力して共同研究開発を遂行することが、R&D の資源を最適

化するとともに、ナノサイエンス・ナノテクノロジー（N&N）に必要な学際的アプローチ

を可能とするための鍵となる。 
欧州のN&N R&D公的予算の約３分の２は各加盟国及び地方自治体レベルのものとなっ

ている（EU レベルの予算は３分の１と少ない）。 
“成長のための知識の欧州研究領域(ERA)”（注１）に求められる“知識のトライアングル”

を作り出す“教育”、“イノベーション”、“R&D”の相乗効果を高め、また経済スケール効

果(economies of scale)を高めるために、N&N R&D を調整し強化する。 
 
1．1 EC の行動 

a) 第 7 次フレームワーク計画（FP7）の N&N R&D を強化するために、FP6 予算の

倍増を FP７予算で要求する。知識創造・技術移転・製造・利用に至る全ライフサ

イクルにおける学際的な R&D を強化する。 
b) 「欧州ナノエレクトロニクス・テクノロジープラットフォーム」の研究計画に沿っ

て、FP7 における情報通信技術(ICT)領域においてはナノエレクトロニクスを特に

優先する。 
c) 人の健康や環境に及ぼす N&N（特にナノパーティクルなどナノ工業製品）の潜在

的な影響に関する毒物研究・環境毒物研究の R&D の支援を加速させる。これら

R&D では、作業現場でのナノ物質の被散監視と最小化のための手法、及びポータ

ブルな現場計測器の開発も行う。 
d) 欧州の競争力に重要なナノ医薬、サステーナブルケミストリー、宇宙に関する N&N

分野の戦略的 R&D 計画 を推進する欧州テクノロジープラットフォームを支援す

る。 
                 
（注１）Building the ERA of Knowledge for growth; COM(2005)118final  
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1．2 加盟国の行動 
a) 政策レベルでは、  バルセロナ目標“自国の R&D 投資額を GDP の３％にする” に

沿って、自国の N&N R&D の公的予算を増やす。 
b) プログラムレベルでは、例えば欧州研究領域ネットワーク(ERA-NET)のスキーム

を活用し R&D プログラムのＥＵレベルとの重複を最小化しかつ効率を上げるため

に、政府、地方自治体レベルの R&D プログラムの調整に努力する。 
c) プロジェクトレベルでは、EU レベル(FP、COST、ESF、EUREKA など)(注２)の

N&N R&D プロジェクトに積極的に参加するように、大学、R&D 機関、及び産業

界を支援する。 
 
2．インフラ整備と欧州ポール・オブ・エクセレンス 
 

EU が N&N の競争力を維持するためには世界クラスの R&D インフラ；“ポール・オ

ブ・エクセレンス”が必須となる。 
欧州は単独もしくはネットワークされた多様なインフラシステムを必要としている

が、N&N R&D とイノベーションのためのインフラ整備が学際的・複雑・高価格となる

ために、しばしば一地方や一国の政府や産業界では負担しきれない資源が要求される。 
 
2．1 EC の行動 

a) 既存 N&N インフラマップを整備し、成功事例の相互利用によりインフラの付加価

値を最大にする。特に中小企業のインフラニーズを尊重する。これにより、中小企

業がナノテク製品の開発と製品評価をする際の大学等 R&D チームからの協力・技

術移転を強化する。 
ｂ）欧州研究領域(ERA)、FP6 のインフラ・イニシアティブなど“ポール・オブ・エ

クセレンス”を通してインフラ資源の集積を行うことで、国を越えたネットワー

ク化と大学、R&D 機関、産業界を縦断してのインフラの集中化を支援する。 
 
2．2 加盟国の行動 
a) 将来ニーズのロードマップに沿って新規又は既存設備の改善、及び学際的インフラ

や“ポール・オブ・エクセレンス”の建設に着手する。 
 
                
(注 2) FP：フレームワーク計画、 COST：1971 年に設立された欧州最古の基礎研究ネットワークのプロ

ジェクト支援プログラム、 ESF：(European Science Foundation)欧州科学財団の基礎研究ファンドプ

ログラム、 EUREKA：市場志向性が高い実用化プロジェクト支援プログラム  
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3．学際的人材の養成：欧州は創造性を必要としている 
 

知識を創造する能力の向上は、研究者・技術者・熟練労働者のトレーニングと終身

学習も含めた日々の教育にかかっている。学際的な N&N R&D は従来の概念を越えて

おり、倫理・健康・安全・環境及び社会問題などについての検討が求められる。 
特に進歩が早く学際的な N&N においては、国境・学問分野を越えた大学と産業間

での人の流動性が教育とトレーニングの質を高めるのに重要となる。 
 
3．1 EC の行動 

a) N&N の教育・訓練におけるベストプラクティスの普及とネットワーキングを推進する。 
b) 適切な N&N 人材養成支援を促進させる方法を探求する。 
c) N&N の安全と環境分野における科学的進展、起業を表彰する N&N 欧州表彰制度の創

設を進める。 
d) FP6 の人材養成プログラム“マリーキュリーフェローシップ”に倣った N&N ドクター

レベルコースの設立を進める。 
 
3．2 加盟国の行動 
a) 起業、リスクアセスメント、社会・人文科学なども含む N&N R&D のための学際的

な訓練と教育を推進する。 
b) N&N 人材養成制度の流動性や訓練のための幅広いイニシアティブを学生、研究者、

技術者が利用しやすいように支援する。 
 
4．産業イノベーション：知識から市場へ 
 

N&N の特徴は、ほぼ全ての技術分野での進歩が望めること。欧州産業界・R&D 機

関・大学・及び投資機関は、N&N R&D の卓越した成果を市場性のある安全な製品や

プロセスに変換することに共同で取り組むべきである。 
標準化は市場と国際貿易における公平性を提供するとともに、リスクアセスメント

及び規制のために必須のものである。 
また知的財産保護は N&N への初期投資を魅力あるものにし、かつ将来の利益を確

かなものにするという両方の観点から必須である。 
 
4．1 EC の行動 

a) N&N 産業化のベストプラクティスを利害関係者間で共有し、N&N R&D の産業利用

の育成を図る。特に起業における社会的・制度的・心理的な壁の除去に取り組む。例

えば産業界と R&D 機関・大学間のライセンス契約合意をより容易にする方法や“失
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敗の汚点”（起業が失敗した時、敗者復活が難しいと言われる）問題などに取り組む。 
b) 従来産業の体質改善、知識ベースの中小企業、及びベンチャー企業支援を通して、EU

の N&N R&D プロジェクトへの産業界の参加を増加させる。 
c) 欧州の多様な N&N 状況が分析できるように、 web ベースのデジタル N&N ライブ

ラリの構築をサポートする。 
d) N&N のための標準前段階の R&D を欧州標準団体と協力して支援する。これを FP6

のナノ・メトロロジー（ナノ度量衡）の支援として公募する。 
e) 欧州特許庁(EPO)、米国特許商標庁(USPTO)、及び日本特許庁(JPO)などの間での

N&N 特許申請プロセスにおける実務の調和を支援する。また、欧州特許庁（EPO）

による N&N 特許モニタリングシステムの構築を支援する。 
 
4．2 加盟国の行動 
a) N&N のイノベーションのための手段と動機を明確にする。また民間企業のイノベ

ーションを推進するための公的需要の調査をするＥＣイニシアティブを強化する。 
b) N&N の標準化の活動を推進する。また、標準化のための欧州委員会のワーキング

グループ創設に協力する。 
c) 共同体特許（注３）の採択を出来るだけ速やかに合意する。 
d) 欧州域内における N&N の技術移転を促進させる。 

 
5．社会的問題：期待と課題 

 
N&N は、生活の質の向上を図るなど人々に恩恵をもたらす一方で、どんな技術にも

いえることだが、あるリスクを包含している。このことは広く認識されなければなら

ず、R&D に取り組む前にリスクについて調べなければならない。 
今回の N&N 行動計画の重要な要素は、健康・安全・環境の視点を N&N の技術開

発に組み込むこと、および全ての利害関係者との効果的な対話を構築することである。 
社会への負のインパクトを避ける道へ開発を方向づけるために、開発の進捗状況と

期待できる恩恵を公開し、期待と課題について対話で取り扱う。 
国民、科学者、産業界、投資家、政策者すべての人が N&N に係る問題に障害なく

取組める社会の構築を推し進める。社会的問題は発現するが先手を打たなければなら

ない。 
例えば N&N 熟練労働者の不足、EU 域内での N&N R&D 不均衡のリスク、ナノ製

薬などの N&N の恩恵へのアクセスの困難などの問題が想定される。 
 
            
（注３）EU 域内の特許取り扱いを統合（単一）にするために提案されている特許制度 
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5．1 EC の行動 

a)  N&N R&D に関する倫理レビューの予算を継続する。想定される N&N の倫理問

題は、「非治療目的のヒト能力増進」や「極小センサーによるプライバシー侵害」

などがある。N&N R&D に倫理問題、革新的研究、及び社会科学を集積して、N&N
に関する政策決定を確かなものにする。 

b)  ナノ製薬の倫理問題に関する研究を科学・新技術の欧州倫理問題専門家グループ

に依頼する。これにより、基本的な倫理問題を同定して、今後の N&N R&D プロ

ジェクト採択時の倫理レビューを適切に実施する。 
c)  社会へ対するリスク可能性やインパクトに関する有用な情報を提供する為に、将

来の N&N シナリオに関する研究を支援する。 
d)  N&N の利害関係者との有益な対話ができるコンディションを創出して対話をす

る。この対話の支援として、加盟国の N&N に対する意識調査を実施する。これ

により特定の問題に対する早期警告、及び異なるアプローチによる効果のアセス

メントが可能。 
e)  異なる世代グループへの N&N の啓蒙を図るため、多言語のインターネット、映像、

カタログなどの情報媒体を提供する。 
 
5．2 加盟国の行動 
a) N&N に関する市民との定期的な対話を特にメディアを通して促進する。 
b) N&N 製品に対する消費者教育を進める。 
c) N&N の産業活動が及ぼす経済・社会・健康・安全及び環境へのインパクトについ

てよく考慮するように産業界に注意喚起する。 
 
6．国民の健康、安全、環境、及び消費者保護 
 

すべての N&N 製品とその利用については、EC で決定した高レベルの国民の健康、

安全、消費者と作業者保護、及び環境保護政策に従わなければならない。 
ナノ粒子は大きな粒子にくらべて質量当たりの活性表面積が非常に大きいことから、

毒性と健康への潜在的影響が増加する。 
ナノテクノロジーのライフサイクル全てのステージ（製品コンセプトの設計から、

R&D、製造、販売、利用、廃棄）において、健康・環境・消費者・製造者のリスクア

セスメントを実施する。ナノマテリアルの工業的大量生産を開始する前に念入りなリ

スクマネージメントを実施する。 
「欧州の健康と環境の行動計画 2004－2010」（注４）や「職場における健康と安全に関する 

             
（注４）The European Environment & Health Action Plan 2004-2010; 9.6.2004 COM(2004)416 final 
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地域戦略」（注５）はナノテク行動計画の基盤を提供する。REACH も多量に生産される

ナノ粒子についての一部をカバーすることになる。REACH が施行されるまでは、欧

州指令：危険化学物質規制 67/548/EEC（注６）が新規物質について適用される。 
 
6．1 EC の行動 

a) 可能な限り初期の段階で N&N の製品や利用に関する安全性の問題に取り組む。

新規の健康リスクを取り扱う科学委員会に N&N 製品の潜在的リスクを調べる既

存手法についての見解を求める。 
b) 製造されたナノスケール物質に、作業者、消費者及び環境が曝されることを最少に

する安全で費用対効果が良い対処方法を開発する。 
c) N&N 製品の全ライフサイクルにおけるリスクアセスメントのための用語、ガイド

ライン、モデル、標準化を加盟国、全ての利害関係者と協力して開発する。 
d) 以上の課題について EU 規制の適用を検討し提案する。 
 
6．2 加盟国の行動 
a) N&N 製品、特にナノスケール物質の使用と暴露に関するインベントリーを作成する。 
b) N&N 製品と使用の特性を考慮するために国内規制を見直して改訂する。 
c) 危険化学物質規制 67/548/EEC の新規物質通知においてナノ粒子を考慮すること。 
d) 広く知られている Chemical Abstract Service registry numbers and Material 

Safety Data Sheets（注７）のナノマテリアルへの適用を支援する。 
 
7．国際協力 

 
N&N の国際協力が工業先進国（知識の共有及び R&D 資源の有効利用の観点から）

及び工業後進国（知識へのアクセスの確保のために、“nano Divide（ナノの分断）”や

“知識のアパルトヘイト”を避ける観点から）双方に必要である。特に EU 近隣国や

S&D 協力協定を結んでいる国々との協力は重要である。 
 

7．1 EC の行動 

a) N&N の責任ある開発と利用のための宣言や“code of good product”に関しての国

際レベルの対話を産業界も参加して強化する。 
 
             
（注５）The new Community Strategy on Health and Safety at Work；COM(2002)118, 12,3,2002  

（注６）化学品に関する危険物質の分類、ラベリング等を規定した欧州指令；27,6,1967 

（注７）米国の化学物質管理規定 
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b) 例えば、用語、度量学、リスクアセスメントの共通手法、疫学データや毒物学・環

境毒物学の専用データベースの構築などに関するグローバルレベルで相互利益に

なる課題に取り組む。 
c) 公共資金による研究データへのアクセスに関する OECD の規定に則り、N&N の

科学技術発行物の自由で開かれた欧州電子アーカイブの創設を支援する。 
 
7．2 加盟国の行動 

非工業先進国における N&N R&Dとキャパシティービルディングの支援を強化する。 
 
8．欧州レベルでの連携・実戦的戦略の遂行 

 
高度な戦略を実施するためには単一的な手段では不可能であり、相互に連携した協

調的な手段が要求される。 
加えて N&N への市民の興味が増大するなかで、欧州レベルの行動が適切で明確で

あること、及び効果的な対話がなされていることが重要となる。 
 
そこで、EC は欧州レベルでの協調のための以下の重要事項を実施する。 

a)  この行動計画の実施状況をモニタリングする。他の EC 政策（例えば R&D、教育

と訓練、雇用、企業政策、健康と消費者保護など）及び他の関連する活動（例え

ば EC バイオテクノロジーステアリング委員会など）との適合性を図る。 
b)  ２年毎に行動計画の進捗レポートを欧州理事会と欧州議会に報告する。必要があ

れば行動計画の改訂を行う。 
c)  例えば水平志向の活動、国民との先取りした良好な対話、国際レベルのアドホッ

クなイニシアティブなどを通して、欧州域内の有益な N&N 開発と製品を育成す

るための活動を行う。 
 
                                 以上 
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