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【ライフサイエンス・バイオテクノロジー特集】 

EUの FP7におけるライフサイエンス分野の行動計画（欧州） 

 
欧州委員会（EC）は、4月に公表した第 7次研究開発フレームワーク計画（FP7）
の詳細案を 2005年 9月 21日に発表した（注 1）。本レポートではライフサイエンス分野

を中心に、ECで現在検討されている FP7について、1) EC案の概要、2) 9つのハイ
レベル・テーマの 1つである「健康」の行動計画の内容、3) FP7案に対する欧州バイ
オ産業協会の見解を報告する。 

 
1. ECの第 7次研究開発フレームワーク案（注 2） 

 
研究開発フレームワーク計画（FP）は欧州連合（EU）が行う研究開発助成の中心
的な政策手段である。ECによって提案された FP案は、欧州理事会で討議され、その
後、欧州議会で採択される。1984年に第 1次 FPが施行され、現在は第 6次 FPが 2006
年末まで実施されている。通常、期間は 5年間で、最終年度と次期 FPの初年度が 1
年間重複する。しかし、次期 FP7は 2007年から 2013年までの 7ヵ年計画として検
討されている。欧州研究圏（European Research Area：ERA）の創設を目指した FP6
の成果に基づき、FP7では欧州の知識経済・社会の発展に向けて ERAをさらに広い
範囲で実施し、リスボン戦略（注 3）の再開に貢献するように計画されている。 

 
FP7は 4つの特定プログラム：協力（産学連携事業）、アイデア（基礎研究事業）、
人材（人材育成事業）、能力（研究基盤事業）で構成されている。FP7と FP6の強い
継続性は、主に「協力」プログラムでカバーするハイレベル・テーマとして表れてい

る。ハイレベル・テーマは次のような 9テーマが提案されている：1) 健康、2) 食糧・
農業・バイオテクノロジー、3) 情報通信技術、4) ナノサイエンス・ナノテクノロジ
ー・材料・新製造技術、5) エネルギー、6) 環境・気候変動、7) 運輸・航空、8) 社会

                                                  
（注1） プレスリリース：http://www.europa.eu.int/comm/research/press/2005/pr2109-2en.cfm。

内容：

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/335&f
ormat 
=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en。 

（注 2） プレスリリース：
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/335& 
format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en。詳細：
http://www.cordis.lu/fp7/faq.htm。 

（注 3） 2000年 3月のリスボン欧州理事会において示された、10年間の期間を念頭においた経
済・社会政策についての包括的な方向性を示す戦略。 
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経済科学・人文科学、9) 宇宙・安全保障研究。さらに、（核）融合エネルギー研究お
よび核分裂・被曝管理の 2テーマが欧州原子力共同体によって行われる。 

 
FP7で新たに盛り込まれる要素（elements）は次の通りである： 
・ 「手段」ではなく研究テーマの重要視。 
・ 運用の大幅な簡略化。 
・ 「技術プラットフォーム」や新しい「共同技術イニシアチブ」を通じて、欧州

産業界のニーズに合う開発研究に焦点を当てる。 
・ 欧州の優れた科学研究に資金を供給するための欧州研究理事会の設立。 
・ 4つのプログラム全てにおける国際的協力の統合。 
・ 知識領域の発展 
・ 民間の研究投資を促進するためにリスクを分担する財源機関。 

 
2. 欧州第 7次研究開発フレームワーク計画案：テーマ 1「健康（Health）」 

 
『研究、技術開発および実証活動のための欧州委員会による第 7次研究開発フレーム
ワーク計画に関する欧州議会および欧州理事会の採決に向けた提案（注 4）』が 2005年 4
月 6日に公表された（注 5）。その中で、9つのテーマ（前述）別に具体的な行動計画が説
明されている。ここでは「テーマ 1. 健康」の内容を紹介する。 

 
(1) 目的（Objective） 

 
新しく発生する伝染病等のグローバルな健康問題に取り組みながらも、欧州市民の健

康を改善し、欧州の健康関連産業の競争力を高めることを目的とする。持続可能で高効

率化したヘルスケア・システムだけでなく、トランスレーショナル研究（基礎研究での

発見を臨床用途に展開）、新しい治療法の開発・検証、健康増進・予防の手法、診断ツ

ール・技術に重点が置かれる。 
 

(2) 理論的根拠（Rationale） 
 
ヒトゲノムの塩基配列解読やポストゲノム学における最近の進歩が、ヒトの健康と疾病

に関する研究に革新をもたらした。大量のデータを統合し、基礎となる生物学的プロセス

を理解するためには、国レベルでは集めることが不可能な多分野の専門家・資源を結集す

                                                  
（注 4） http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0119en01.pdf 
（注 5） 

http://icadc.cordis.lu/fep-cgi/srchidadb?CALLER=FP7_NEWS&ACTION=D&RCN=2
3629&DOC=121&CAT=NEWS&QUERY=1 
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る必要がある。生物医学研究が実益をもたらすために必要不可欠な、健康に関するトラン

スレーショナル研究における意義のある進歩も、様々なステークホルダーが関与する欧州

全体での学際的アプローチを必要とする。このようなアプローチによって、欧州は世界的

に重要な疾病に対する国際的な取り組みに、より一層効果的に貢献できるようになる。 
 
多くの疾病（例えば、癌、心疾患、精神・神経疾患、アルツハイマー病やパーキン

ソン病といった特に老化に関連する病気等）の臨床研究は、短期間で多数の患者を必

要とするため、複数の研究センターが参加する国際的な研究として行われている。疫

学的研究では、有意義な研究成果を得るために、人口集団の幅広い多様性と国際ネッ

トワークが必要となる。奇病の新しい診断法と治療法を開発することも、それぞれの

研究に多くの被験者が必要となるため、国際的な取り組みが必要となる。そして、欧

州レベルで健康政策主導の研究を行うことによって、各国が保有するデータベースや

バイオバンクのモデル、システム、データ、患者サンプルの比較が可能になる。 
 
強力な EUベースの生物医学研究は、欧州のヘルスケア・バイオテクノロジー、医療技
術、製薬産業の競争力を強化するのに役立つ。特に臨床研究の成功を最大限にするために、

EU は製薬産業部門での革新を生み出す環境を構築する積極的な役割を果たさなくては

ならない。研究開発志向型の中小企業は、ヘルスケア・バイオテクノロジーと医療技術産

業における主要な経済的牽引者である。現在、欧州には、米国よりも多くのバイオテクノ

ロジー企業が存在するが、そのほとんどは米国と較べて小規模で未成熟な企業である。

EUレベルの官民共同研究活動は、欧州のバイオテクノロジー企業の振興を促進すること
になるだろう。EUレベルで行う研究は、再生医療等の新しい医療技術の適切な法的枠組
みを設定するための、新たな基準や標準の整備にも貢献できる。 

 
政策要求に欠かせない研究等、今後取り組まれる活動を次項で説明する。子どもと

高齢者層の健康という 2 つの戦略的問題が活動全般で取り組まれる。「欧州技術プラ
ットフォーム」（例えば革新医療に関するもの）で策定された研究計画については、関

連性があれば支援されることになる。これらを補完し、新しい政策ニーズに応えるた

めに、健康政策問題や労働安全衛生分野等での活動がさらに支援される可能性がある。 
 

(3) 取り組み（Activities） 
 
ヒトの健康のためのバイオテクノロジー、ジェネリック・ツール、技術： 
 
・ 高速大量処理研究。データの生成・標準化・収集・分析を強化することで、生物医

学研究における実験上の進歩を促進する。 
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・ 検知、診断、モニタリング。非侵襲あるいは低侵襲アプローチに重点を置く。 
 
・ 治療の適合性、安全性、効率性の予測。シミュレーション、薬理ゲノム学、分子標

的アプローチ、動物実験の代替方法等を含む、生物学的マーカー、体内外の手法、

およびモデルを開発・検証する。 
 
・ 革新的治療の方法と治療行為。多くの疾病・疾患へ用いるための先進治療法と技術

をより一層発展させることを堅実に、確実に行う。 
 
ヒトの健康のためのトランスレーショナル研究： 
 
・ 生物学的データとプロセスの統合：大規模データ収集、システム生物学。重要な生

物学的プロセスを制御する何千もの遺伝子と遺伝子産物の複雑な調整ネットワー

クの理解を深めるために必要な、膨大な量のデータ生成・分析を行う。 
 
・ 脳と脳疾患、ヒトの成長と老化に関する研究。正常な老化プロセスや、脳疾患およ

び正常な状態での遺伝子および環境と神経活動との相互作用を探究する。 
 
・ 伝染性疾患のトランスレーショナル研究。新しく発生した伝染病（SARSや極めて
病原性の高いインフルエンザ等）だけでなく抗菌薬耐性、HIV／AIDSの世界的脅
威、マラリア、結核等の問題に取り組む。 

 
・ 主要な疾病のトランスレーショナル研究：癌・心疾患・糖尿病／肥満、奇病、その

他の慢性疾患（変形性関節症等）。臨床研究を含め、予防から診断・治療までの患

者志向の戦略を展開する。 
 
欧州市民へのヘルスケア実施の最適化： 
 
・ 臨床研究成果の臨床治療への移行。臨床上の意思決定や、臨床研究の成果から臨床

治療に移行する方法、特に、小児・女性・老齢人口の特異性に取り組む。 
 
・ ヘルスシステムの品質、効率性、連帯。効果的な治療行為に基づく経営判断、人材

の十分な供給、人口変動（老齢化、社会的流動性と移住、職場移動等）の分析を含

む、高品質ヘルスケアへのアクセスの公正さに影響する要因を分析する。 
 
・ 疾病予防強化と医薬品利用の改善。広範囲の健康決定要因（ストレス、食習慣、環

境要因等）に取り組む効率的な公衆衛生活動を確立する。薬剤処方の改善や、患者
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自身による薬剤服用の改善（医薬品の安全対策の側面を含む）のために、様々なヘ

ルスケア環境での成功する治療法を明らかにする。 
 
・ 新しい健康治療法と技術の適切な使用。公衆衛生を高いレベルで保護するために、

新医療技術と先進的治療法を大規模に使用する場合の長期的な安全面とその監視

方法に取り組む。 
 
次に、 ECの FP7案に対する欧州バイオ産業協会の見解について紹介する。 

 
3.  FP7で際立つバイオテクノロジー（欧州バイオ産業協会のプレス・リリース（注 6）） 

 
欧州バイオ産業協会（EuropaBio）（注 7）は、欧州委員会（EC）が 4月 6日に発表し

た第 7 次研究開発フレームワーク計画（FP7）案を歓迎している。研究と革新はリス
ボン戦略（注 3）の主動因であり、また、経済成長においても重要となる。これは、「成

長のための知識（Knowledge for growth）」を欧州の未来の主要領域とした 2005年 3
月の欧州理事会での結論と一致している。その中でも、ECが研究開発支援のために行
う最も重要な政策手段の一つが研究開発フレームワーク計画である。 
 
3.1 バイオテクノロジー：FP7では赤、緑、白のバイオテクノロジーが存在 
現在、近代的なバイオテクノロジーは主に医学や農業分野で応用されている。医学

用途に使用されるのがレッド・バイオテクノロジー、農業分野で使用されるのがグリ

ーン・バイオテクノロジーである。しかし、ホワイト・バイオテクノロジーは一般的

にあまり知られていない。ホワイト・バイオテクノロジーとは、産業用途に使用する

バイオテクノロジーである。 
 
EuropaBio および各メンバーは EC 案のテーマを大変歓迎している。第 6 次研究開

発フレームワーク計画（FP6）とは対照的に、FP7 案では赤・緑・白すべてのバイオ
テクノロジーが網羅されているからである。 
 
レッド・バイオテクノロジー（テーマ 1）：健康 
テーマ 1の目的は、世界的な健康問題に取り組みながら、欧州市民の健康を改善し、

欧州の健康関連産業の競争力を向上することである。バイオテクノロジーは革新的な

                                                  
（注 6）http://www.europabio.org/articles/PR_050406_FP7.doc 
（注 7）欧州バイオ産業協会（EuropaBio）には、世界中で営業活動を行う企業メンバー50社と、

バイオテクノロジー製品の研究開発、検査、製造、販売に従事する中小企業約 1,500社
の代表を務める各国のバイオテクノロジー協会 25団体が参加している。詳細は
http://www.europabio.orgを参照。 
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臨床用途、新しいワクチン、新規治療法、奇病治療用の新薬、そして優れた診断ツー

ル等を開発する上で大変重要になるだろう。 
 
ホワイト／グリーン・バイオテクノロジー（テーマ2）：食糧、農業、そしてバイオテクノロジー 
産業バイオテクノロジーは学際的な領域であり、再生可能な原料、バイオ・エネルギ

ー、新材料（バイオ・プラスティックやバイオ繊維）となる新作物開発および持続可能

な生産工程（ビタミン、染料、合成洗剤等）等の他研究領域との相互関係が増している

ことは明らかである。従って、産業バイオテクノロジーを FP7に取り入れる最良の方法
は、知識集約型バイオ経済の開発を主たる目的として、他用途バイオテクノロジーと連

結させることであった。バイオテクノロジーは、「生物資源の持続可能な生産と管理」、

「農場から食卓まで（食糧、健康、福利）」、「持続可能な非食糧製品・プロセスのため

のバイオテクノロジー」等の提案されている取り組みの重要な技術となるだろう。 
 
3.2 技術プラットフォームの役割… 
 

EuropaBioは、欧州技術プラットフォームの戦略的研究行動計画の枠組みで FP7が
規定されるべきである、と考えている。「EuropaBio とそのメンバーは、『未来の植物
（Plants for the Future）』、持続可能な化学技術プラットフォームの『産業バイオテ
クノロジー（ Industrial Biotechnology）』、そして『革新的新薬（ Innovative 
Medicines）』等の技術プラットフォームに参加している。他のステークホルダーと共
に、私達はこれらの長期的な欧州研究行動計画の発展のために懸命に取り組んでいる。

これが産業界の FP7への参加を実際に促進すると考えている」と言うのは、EuropaBio
公共政策ディレクターであり、産業バイオテクノロジー・プラットフォームのメイン・

コーディネーターである Dirk Carrez氏である。 
 
3.3 四つの基本要素：協力、アイデア、人材、能力 
 

EC は次期フレームワーク計画で焦点を当てる 4 つの「テーマ」について FP7 案で
説明している。それは、「協力（Co-operation：産学連携）」事業、「アイデア（Ideas：
基礎研究）」事業、「人材（People：人材育成）」事業、「能力（Capacities：研究基盤）」
事業である。欧州バイオテクノロジー産業界は、この 4 つの基本テーマに関して策定
された新しい戦略目標を歓迎している。例えば、欧州研究開発インフラ（Poles of 
Excellence）の整備支援、基礎研究を活性化する欧州研究評議会の新設、研究者にと
って欧州をより魅力的にするイニシアチブ、各国の研究プログラムとのより良好な協

力である。「（欧州の）バイオテクノロジー産業の特徴は 1,500以上の革新的な中小企
業が存在することであるため、『知識的研究推進クラスター』の発展を特別に考慮し、

中小企業とその連携機関についての調査、あるいはそれらが行う研究へのサポートが
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具体的になったことは、我々にとって喜ばしいことである。しかし、マリモン・レポ

ート（注 8）で提言されているように、手続きを簡略化し、行政の仕事を縮小することが

急務である」と、EuropaBio事務局長 Johan Vanhemelrijck氏は述べている。 
 
EuropaBio会長である Feike Sijbesma氏は次のように話している。「FP7が産業界

の関与、卓越性、スピードおよび簡略化に関する提言を行うことを私達は期待してい

る。その上、バイオテクノロジーの社会的な利益を研究努力に活用するためには、政

策の一貫性について更に取り組むことが必要であると考えている。」 
 
3.4 EUの研究助成が従うべきもの… 
 

EuropaBioは、ECの提案を実施し、十分に実現するために、EU加盟国と欧州議会
に対して EU の研究資金支援を大幅に増やすことを求めている。しかし、現存する問
題点に取り組まずに予算を単に増やすことだけでは不十分である。予算拡大は研究開

発フレームワーク計画の効率化と実効性向上という最優先目標や、最大の目的である

産業の競争力増強と連動していなくてはならない。実際に、FP6 への産業界からの参
加は増加せずに減少した。産業界が様々な EU の研究プログラムへ参加するようにな
ることが、欧州の競争力を育成するために重要である。欧州研究開発フレームワーク

計画に十分な資金が供与され、資金に関する規制を含む適切な運用管理構造と組み合

わせることで、同計画は欧州の競争力に貢献することになるだろう。そうでなければ、

産業界の熱心な参加は見込めないだろう。 
以上  

翻訳・編集：NEDO情報・システム部 
 

出典：  
“Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council” 
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0119en01.pdf 
 
“Biotechnology stars in European Commission's Research (FP7) proposal” 
http://www.europabio.org/articles/PR_050406_FP7.doc 
(Copyright 2000-2005, EuropaBio. All rights reserved. Used with Permission.) 

                                                  
（注 8） Ramon Marimon教授が議長を務めるハイレベル専門家パネルが FP6を評価した報

告書「Evaluation of the effectiveness of the New Instruments of Framework 
Programme VI（2004年 6月）」。http://www.econ.upf.edu/~marimon/welcome.html
で参照できる。 
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