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【ナノテクノロジー特集】 

EU研究技術開発第 6 期フレームワーク・プログラム 
"ナノ科学とナノテクノロジー" 

 
ヨーロッパは "ナノ科学とナノテクノロジー"に 1990 年代中期から後半に投
資を開始して以来、この領域のプロジェクトの見事なポートフォリオを構築

した。継続するフレームワーク・プログラム全体にわたって、EU投資研究は
EU の研究技術開発(RTD)優先度とヨーロッパ統合の根本的な政治的目標に
従って発展してきた。 

 
最初の"ナノ科学とナノテクノロジー"研究活動は、第 4 期フレームワーク・プログラ

ム(FP4)の下で、1994年から 1998年まで実施された。FP4は、多くのプログラムによ
って"ナノ科学とナノテクノロジー"活動を促進した： 工業近代化および材料に関するプ
ロジェクトに資金を提供し、エレクトロニクスとインフォーマティックス、また、バイ

オと医学のナノテクノロジーをカバーする少数のプロジェクトを含んだ、バイオテクノ

ロジー(生物工学)および生体臨床医学(バイオ医学)プログラムに関するプロジェクトを
支援した。ナノ関連の標準、測定および試験プロジェクトは、さらに FP4の下で注目を
引いた。全体で、資金は約 70件のプロジェクトに提供された。主として高度機能材料、
エレクトロニクスとオプトエレクトロニクス、計測装置と計測学やナノバイオテクノロ

ジーに集中して、合計およそ EUR3000万の年間予算が組み込まれた。 
 
1998～2002年に実施された第 5期フレームワーク・プログラム(FP5)は、"ナノ科学

とナノテクノロジー"活動の展望を拡張する新しい学際的な構造を導入した。当初にお
いては、EU の資金提供の大部分は、いくつかのヨーロッパ諸国の学術界・産業界の

提携を含む資金共有共同プロジェクトに集中し、提出された提案が選択され、研究の

全コストの 50%までの資金が提供された。FP5は、ヨーロッパの水準を解決する問題
へ向けた方向性を導入した。FP5 で割り当てられた、ナノテクノロジー関連プロジェ
クトへの資金提供は、FP5 全予算 EUR149 億 6000 万からの 1 年間当たり EUR4500
万に増加した。"ナノ科学とナノテクノロジー"は、主要な研究技術開発分野を表す 4
つの主題的プログラム、クオリティー・オブ・ライフ(QoL)、情報社会技術(IST)、競
争的持続的成長(Growth)ならびにエネルギーと環境(EESD)の全てに存在していた。水
平型プログラムの訓練と教育に関する人間の潜在能力の改善(IHP)は、さらに、ナノテ
クノロジーの訓練ネットワークを含んでいた。 

 
2000 年から、一連の政治的展開は、EUの研究技術開発支援を確実に注目させた。

2000年 1月 18日に、欧州委員会はコミュニケを発表した。ヨーロッパ研究領域(ERA)
へ向けて：各国の研究活動の全ヨーロッパでの協力と統合を増すために、かつ社会の
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中心に研究を戻すために、研究の純粋な域内市場を作り出すことを目標としている。

主要な経済的手段が EU の研究技術開発フレームワーク・プログラムであるヨーロッ
パ研究領域(ERA)の展開に関する主要な考慮は、研究の量および影響を増加させ、各
国のプログラムの調整を進め、中小企業の支援をし、社会の移動性とヨーロッパの職

業に対する特別な強調を持って、人的資源を促進すること、また、科学と社会および

市民の間の相互関係を強化して、特に広域的問題に関する国際的重要性を検討するこ

とである。 
 
さらに、EUを「2010 年までに最も競争力のある最もダイナミックな知識主導型経

済」にすることを目標とする 2000年リスボン戦略の採用、2002年ゴセンバーグ(持続
可能な開発)およびバルセロナ(教育、訓練および革新)の宣言を通じて、ヨーロッパは、
フレームワーク・プログラムの一連の変化を引き起こす研究技術開発活動へのアプロ

ーチへの重大な影響力を持った新しい戦略目標をそれ自体に設定している。 
 
第 6期フレームワーク・プログラム(FP6)の定義は、知識型の社会、持続可能開発の

必要性および教育の優越性へ向けた遷移のために、ヨーロッパ研究領域の目的と理念

を統合するために必要であった。統合化アプローチを強調する一方、付加的なことか

ら急進的な革新およびブレークスルー戦略までの変更を含んで、刷新と同様に長期的

なものから短期的なものまで共同体研究の重要性を調整することを含んでいる。さら

に、ヨーロッパ領域を支援し、かつ競争性を促進するツールとして、第 6 期フレーム
ワーク・プログラムは、選択されたテーマ別優先領域に専念する。 

 
"ナノ科学とナノテクノロジー"の分野では、ヨーロッパはその強い立場を利用して、

ヨーロッパの産業を真の競争力優位に移す必要性を認識した。第 6 期フレームワー
ク・プログラムの下での資金提供研究は、長期的でかつハイリスクでも、EU 水準で

の工業的応用や取り組みの統合へ向けて方向付けされる。新規企業を含む製造企業や

中小企業の参加を促進する積極方針は、充分な容量を持つコンソーシアム取り組みプ

ロジェクトでの強力な産業と研究の相互作用の促進を通じて追求されることになって

いる。さらに、研究開発活動は、新しい専門技能の開発を促進することであり、"ナノ
科学とナノテクノロジー"の場合には教育訓練戦略の適応を含む。さらに、適当と認め
られるときは、倫理、社会、情報、健康、環境ならびに規制等の問題が、特別の度量

衡および測定トレーサビリティの面で取り扱われることになっている。 
 
第 6 期フレームワーク・プログラムは、ナノテクノロジー研究に集中した特別なテ

ーマ別優先度を導入する最初のフレームワーク・プログラムだった：テーマ別優先度

Ⅲ (TP3)は、"ナノ科学とナノテクノロジー"の知識基盤の多機能材料および新しい生
産プロセスと装置(NMP)に専念する。テーマ別優先度Ⅲの主目的は、科学技術の優越
性に基いて真の産業ブレークスルーを促進することである。根本的なブレークスルー
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は、新しい知識の創成ならびに既存知識と新しい知識を統合し開発する新しい手段の、

2つの相補的なアプローチを通して達成されると予想される。 
 
第 6 期フレームワーク・プログラム予算の合計からユーラトムを除く EUR178 億

8300 万の中から EUR14 億 4700 万がテーマ別優先度Ⅲに投入された。第 6 期フレー
ムワーク・プログラムの下のナノテクノロジープロジェクトのための全体の予算は、

他のテーマ別優先度におけるナノテクノロジー研究を含んで、2003 年～2006 年の間
で毎年平均 EUR4億 5000万である。 

 
この広範な性格を与えられたナノテクノロジーは、テーマ別優先度Ⅰ(TP1)の"健康

のためのゲノミクスおよびバイオテクノロジー"およびテーマ別優先度Ⅱ(TP2)の"情
報科学技術"のように、明白に他のテーマ別優先度と相互にリンクしている。そしてそ
れらは"ナノ科学とナノテクノロジー"活動の資金提供に寄与している。付加的な"ナノ
科学とナノテクノロジー"研究は第 6期フレームワーク・プログラムの他の部分で支援
されている。これらは、新しく出現する科学技術(NEST)および特に人的資源と流動性
を開発することを目標としているマリー・キュリー行動および研究インフラストラク

チュアの骨組みを促進する措置のヨーロッパ研究領域の基盤強化への分野横断的な研

究を含んでいる。 
以上 

 
より詳細な情報は： 
ナノテクノロジーとナノ科学の知識基盤多機能材料および新しい生産プロセスと装置

(NMP)活動のサービスは、資金提供プロジェクトの資料と共に、提案者が必要とする
申請書類、規則および手続きの説明、連絡先および資金提供機会の詳細を含んだ包括

的な情報を提案者に提供する：http://cordis.europa.eu.int/nmp 
EU が資金提供するナノテクノロジープロジェクトに関する詳細情報のデータベース

は、以下で利用可能である： 
http://cordis.europa.eu.int/nanotechnology/src/fp_funded_projects.htm 
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第 6期フレームワーク・プログラム 

2005年テーマ別優先度Ⅲの実行プログラム 
 
 

研究分野 2005年のトピックス(選択枠) 
3.4.1.1 現象の理解、プロセスの習得

および研究ツールの開発の長期的で学際

的な研究 

技術収束に向けて(特定目標研究計
画) 
ナノテクノロジーのための標準化

(特定支援活動) 
3.4.1.2  ナノバイオテクノロジー 新しいナノテクノロジー基盤プロ

セスに自然をモデルとして使用 (特
定目標研究計画) 

3.4.1.3  材料と素子を生み出すナノス
ケール工学技術 

炭素以外の元素に基づいた 3 次元
ナノ構造(特定目標研究計画) 

3.4.1.4  装置や機器のハンドリングと
制御の開発 

 

 
3.4.1. 

ナノテクノロジー

とナノ科学 

3.4.1.5  健康と医療制度、化学、エネ
ルギー、光学、食糧および環境のような分

野の応用 

ナノテクノロジーに基づいた標的

薬剤搬送(統合プロジェクト) 
環境と生物界と設計ナノ粒子との

相互作用(特定目標研究計画) 

3.4.2.1 基礎知識の開発 材料の界面現象 (特定目標研究計
画) 
先端材料評価用の新世代ツール(協
調活動) 
多機能材料の計算モデル化の方法

(協調活動) 
3.4.2.2  知識基盤多機能材料の製造、

転換およびプロセスに関連する技術 
先端材料プロセス(協調活動) 
ナノ構造化多孔質材料の開発(統合
プロジェクト) 
根本的に新しい特性を持った多機

能セラミック薄膜 (特定目標研究計
画) 

 
3.4.2. 

知識基盤多機能

材料 

3.4.2.3  材料開発の設計支援 設計による材料：多機能有機材料

(特定目標研究計画) 
固体イオン材料 (特定目標研究計
画) 

 
3.4.3 

新しい製造プロ

セスと装置 

3.4.3.1  新しいプロセスおよびフレキ
シブルな知的統合生産システムの開発 

超精密工学技術を使用する新しい

マイクロデバイスの新しい製造技術

(統合プロジェクト) 
新世代のフレキシブルな組み立て

技術およびプロセス (統合プロジェ
クト) 
グローバルデリバリーの新しい概
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念(特定目標研究計画) 
製造の将来に関するロードマップ

化と先見研究(製造)(特定支援活動) 
欧州の製造研究活動の統合(協調活
動) 

3.4.3.2  システム研究と危険制御 

3.4.3.3  産業システム、製品およびサー
ビスのライフサイクルの最適化 

 

3.4.4.1  多機能材料に基づいた将
来の工場(統合プロジェクト) 

3.4.4.2  新しい高付加価値応用の
ための新設製品およびプロセス 

3.4.4.3  "産業バイオテクノロジー
"の習得  - 高付加価値製品の持続可
能製造のための環境技術 (統合プロ
ジェクト) 

3.4.4.4  建設、医療応用および保護
服のための多機能技術の織物 (中小
企業専用統合プロジェクト) 

3.4.4.5  欧州の輸送のための同時
処理技術および統合先端技術要素の

生成 (中小企業専用統合プロジェク
ト) 

3.4.4.6  移植用生体材料技術(中小
企業専用統合プロジェクト) 

 
3.4.4 

価格・経済効率の

高い分野別応用

のためのナノテ

クノロジー、新素

材および製造技

術の統合 

 

3.4.4.7  高度セキュリティーシス
テムのためのナノテクノロジーアプ

ローチ (中小企業専用統合プロジェ
クト) 

3.4.5.1  燃料電池用機能材料に関
する基礎的な材料と工業プロセスの

研究(特定目標研究計画) 

3.4.5.2  輸送のための高エネルギ
ー効率水素貯蔵システム (特定目標
研究計画) 

 
3.4.5 

クロス優先行動

および他の研究

行動へのリンク 

 

3.4.5.3  ナノテクノロジー、先端多
機能材料および製造研究の新しい方

法等の分野での第３国との協力 (特
定支援活動) 
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