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【個別特集】NEDO海外事務所報告  
 

欧州連合（EU）の第 7次フレームワーク計画について 
－(1)イノベーション編－ 

 
NEDO技術開発機構 パリ事務所 

深澤和則 
 
欧州連合(EU)の研究開発支援制度である第 7 次フレームワーク計画（FP7）（2007

～2013 年）が 2006 年 7 月 24 日の競争担当閣僚理事会で審議され内容が実質的に決
まった（１）。 

FP7 は 2000 年リスボンの欧州閣僚理事会での Lisbon 2000 宣言「知識ベースの欧
州経済社会の構築」の実現に向けての牽引役として、また欧州域内の研究開発政策と

体制の統合を目指す欧州研究エリア(ERA)構想（２）の重要な役割を果たす。 
この後、秋の欧州議会（第 2読会）を経て承認され、2007年初頭には第１回の FP7

のプロジェクト公募が始まる予定である。 
FP7修正案（まだ確定していないので修正案と呼ぶ）によれば、2005年 4月に欧州

委員会(EC)が要求した FP7予算原案の 758億 18百万ユーロ（約 10兆 6145億円）に
対して、今回の修正予算は 532億 72百万ユーロ(約 7兆 4580億円)となり原案比で 70％
となった。予算原案は「2010 年までに EU の GDP の 3％を研究投資する目標」の
Barcelona 2002の欧州閣僚理事会宣言に沿った要求であったが、満額には至らなかっ
た。 
また、現在の第 6 次フレームワーク計画(FP6)（2002～2006 年）予算の 191 億 13

百万ユーロ(約 2兆 6758億円)に対して、2.8倍の予算となり、年間予算で比べると 2.0
倍となる。 
ここでは、この FP7を現行の FP6と対比させながら以下の特徴： 

－競争前技術開発への支援が中心の FPに基礎研究「アイデア」が加わる 
－市場化技術開発への支援が強化され、EU の市場化支援プログラムのユーレカ計画

（EUREKA）との連携が緊密になる 
－テクノロジー・プラットフォーム（TP）が「戦略的研究アジェンダ」を策定してプ
ロジェクト推進に大きな役割を担う 

－官民の研究開発資源の集積を図るジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)
が導入される。特に民間資金の拠出が期待される 

－研究開発優先テーマの予算は年間予算ベースで FP6予算の 1.9倍となる 
－研究開発優先テーマは FP６とほほ同じだが、「安全」が加わる 
を中心にイノベーション編と予算編に分けて紹介する。 
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1. FP7に基礎研究が加わる 
これまでの棲み分けでは、FPは競争前技術開発に対する支援が中心であり、基礎研

究への支援は EU 各メンバー国が個別に自国の研究政策に基づいて行っている。これ
からは FP７においても基礎研究を支援することになる（３）。 

FP7の基礎研究支援の目的は、 
・科学と技術が密接に結びついた新しい科学分野の研究レベルの強化を図り、もって

科学と技術革新の連携を強化する 
・EU レベルでの競争を通じた助成メカニズムの創設により、最も優れた才能やアイ

デアを発掘し、欧州の新しい知識の創出の先端にたつ研究（フロンティア・リサー

チ）のレベルを引き上げる 
・メンバー国別の研究構造から欧州研究エリア（ERA）に向う動きに対しての触媒の
作用をもたらす。さらにメンバー国の研究開発能力の改善や研究機関組織の戦略修

正にも寄与する 
としている。 
具体的には、科学分野（人文社会科学も含まれる）や科学技術におけるフロンティ

ア・リサーチを対象として、欧州のトップレベルの科学者、技術者、学者から構成さ

れる欧州リサーチ・カウンシル（ERC）の管轄のもとで、プロジェクト公募によりプ
ロジェクトが選定され助成が行なわれる。 
 
2. FP7は市場化技術へ領域を広げる 
一方、市場化技術開発への支援については、1985 年に始まったユーレカ計画

（EUREKA）がある。取り扱う技術は FPが競争前技術を主体としているのに対して、
ユーレカ計画では市場化技術が中心である。重要市場分野に対してはユーレカ・クラ

スターと呼ばれる組織が設けられており、プロジェクトの公募、プロジェクト管理、

メンバー間の調整などを行っている。 
ハイレベルグループ（メンバー国のユーレカ担当省庁の代表で構成）はプロジェク

ト採択を行い、合格プロジェクトにはユーレカラベルを認定する。認定プロジェクト

は、プロジェクトメンバーの所属国（現在 36カ国、EU25カ国＋ノルウェー､スイス、
ロシアなどが参加）から助成を受ける。メンバー国からの助成はプロジェクト総経費

の 30～50％で、残りはプロジェクトメンバーが拠出する。 
表 1 はユーレカ計画の 2004 年までに完了したプロジェクトの予算（政府と民間の

資金を合わせたもの）と、2004年継続中のプロジェクト予算と数を示したもので、ク
ラスターが取り扱うクラスター・プロジェクトと一般プロジェクトを区別している。

クラスターには大型プロジェクトが多い。 
メンバー国のプロジェクト参加状況を継続プロジェクトの資金でみると、全体資金

の 33％はフランス、14％はドイツ、オランダ、8％はイタリアの支出資金である。こ
れらの上位国に比べて英国はわずか 2％とユーレカに積極的とはいえない。 
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表 1 ユーレカ計画のプロジェクト予算とプロジェクト数（出典 4） 
2004年  1985～2004年 

完了プロジェクト 
総予算 

継続プロジェクト

予算 
プロジェクト数

クラスター・ 
プロジェクト 

88億ユーロ 34億ユーロ 130 

一般プロジェクト 95億ユーロ 18.8億ユーロ 600以上 
 
図１は市場別のユーレカ計画のプロジェクト予算を示したもの。電子情報分野が

50％を占め、バイオテクノロジー10％、先端材料 9％と続く。クラスターは電子情報
分野に集中しており、次がバイオテクノロジー、及びエネルギーのセクターに設けら

れている。 
 

電子情報 50%

バイオテクノロジー
10%

先端材料 9%

ロボット 7%

環境 7%

セキュリティー 6%

その他 11%

図1 ユーレカ計画の市場分野（出典4）

 
このユーレカ計画の市場化技術の領域に対して、FP７においても、後述するテクノロジ

ー・プラットフォーム（TP）、戦略的戦略アジェンダ、及びジョイント・テクノロジー・
イニシアティブ（JTI）などの新スキームを導入して市場化技術支援の強化を図る。 
これにより基礎研究→競争前技術→市場化技術→市場化の研究開発の３ステージをFP7

の枠組みの中で支援することにより、シナジー効果によって欧州産業のイノベーション強

化を図る構想である。以上をイメージで描くと図２の様になる。 
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3. FP7の新しいツール 
欧州テクノロジー・プラットフォーム（TP）は、欧州の将来の成長、競争力、持続

可能性などの目標達成に重要な役割を果すことが期待できる先進的で中長期の研究技

術分野毎に欧州の産学官のステークホルダー（関係者）が集まって共通のビジョンと

アプローチを核に技術研究開発を推進するための組織である。 
TPは欧州企業が中心となり、とりわけ市場化を睨んだ中長期の実用化技術に取組む

ことをミッションとしており、TPの重要な役割には 10～20年先の市場を睨んだ技術
研究開発の優先テーマと開発目標を定め、それらの課題とその取組みについて示した

「戦略的研究アジェンダ」の策定と実施にある。現在の TPの数は 30となっている（５）。 
具体的な TPと「戦略的研究アジェンダ」については欧州のナノテク関係 TPのレポ

ート（６）を参照されたい。最初に設立された TP は水素・燃料電池技術である（2004
年 1 月）。TP はそもそも FP7 に備えた構想ではなかったが、結果的に FP7 の実施体
制の主要な役割を担う。この TP のモデルとなったものはユーレカ計画の電子情報ク
ラスターMEDEAであると言われている。 
ジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)は TP が主導する「戦略的研究ア

ジェンダ」を実行するために EC が提唱する新しいスキームである。現在、JTI の対
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 図 2 FP7の R&Dイメージ図 
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象候補となる TP は①水素・燃料電池、②航空、③革新医療、④ナノエレクトロニク
ス、⑤組込みコンピュータ、⑥環境・安全のグローバル監視の 6分野となっている。 
この JTIの主目的は、 
・ 欧州の産業競争力強化が図れるキープロジェクトに“官民の研究開発資源”を集中
させる。特に民間の資金拠出のコミットメントを得ること 

・市場化への障害を取り除くための“技術の実証プロセス”を促進させること 
また、JTIの対象となる TP「戦略的研究アジェンダ」の資格要件は、 

・戦略的研究アジェンダを実行するのには、既存の FP７制度では十分な成果が期待で
きないこと。すなわち戦略的研究アジェンダのスケールが FP7のタイムスケール（7
年）を越えていること。 
具体的な JTIについては水素・燃料電池技術 TPレポート（７）を参照されたい。 

 
これら TP及び JTIなどについて、TPの関係者から意見を聞いたところ、 

－テクノロジー・プラットフォーム（TP）として FP７への期待は何か？ 
「これまでは EC が作成したワークプログラムにより公募が行われていた（トップダ
ウン）が、FP7 からは我々の TP が策定した戦略的研究アジェンダがプロジェクト公
募に反映（ボトムアップ）されることが最も大きい。まさに“put the money in the right 
place”となり、当方の行いたい戦略プロジェクトが出来るようになる。」 
－JTIについてはどう考えているか？ 
「当方の TPの技術分野と市場に関して言えば、JTIで取り扱う技術開発と初期市場を
つなぐ大規模実証プロジェクトを当面は必要としていない。また、TPのメンバーには
中小企業も多いこともあり、JTI で求められる民間資金拠出のコミットメントが難し
い側面もある。」 
 
また、ユーレカ計画のクラスター関係者に聞いたところ、 

－ユーレカ・クラスターのタスクは？ 
 「タスクはプロジェクトパートナー間のコミュニケーション促進を図り、議論を調

整し、また、プロジェクトパートナーとメンバー国政府間の橋渡しをすることである。

2～3ヵ月周期で行う産業界と関係政府とのミーティングで、プロジェクトの進捗、資
金問題、ラベリング（採択）、イニシアティブなど様々な事項を話し合う。」 
－TPについてはどうか？ 
「EU レベル、メンバー国レベルで産業競争力強化のための様々なイニシアティブ

が策定されているが、中でもテクノロジー・プラットフォーム(TP)は特に重要なイニ
シアティブである。TPの立ち上げに当方のクラスターが係り、研究戦略アジェンダ作
りに貢献した。TPのメンバーの一員としてユーレカ・クラスターはタスクを進めてい
く。」 
－ユーレカプロジェクトのとり扱う技術は市場化技術だけか？ 
「当方のクラスターに関して言えば市場化技術だけでなく競争前技術である共通基

< 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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盤技術の開発も行っている。後者は各企業が持ち帰って市場化技術に育てている。競

争前技術の開発は競合メーカがクラスター内でプロジェクト協力するのに適している

と考える。」 
これからも判るように FP の競争前技術とユーレカの市場化技術の棲み分けは、実

際のところはすでに一部相互乗り入れしているのが実際のところである。 
一方、EU25 メンバー国にとっては、FP7 への拠出金が増え、また、JTI への拠出

金も期待され、ユーレカへの助成金、それからメンバー国独自の R&D 制度への助成
金と R&D支援の財政的負担が増えるのが悩みである。 
以上の FP7の新ツールである TP、戦略的研究アジェンダ、JTI、欧州リサーチ・カ

ウンシル(ERC)の関係をイメージで描くと図３の様になる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FPプロジェクト運営の効率化について 

FP7の研究開発優先分野の 10テーマ（予算編を参照）を取り扱う欧州委員会の担当
総局は、研究総局以外に、情報通信技術は情報社会総局、交通運輸は交通総局、航空

宇宙は企業総局というように複数の総局で運営を担当している。FPの共通事項は研究
総局が中心となって取りまとめている。 
 FPのプロジェクト運営の効率化は運営側の欧州委員会にとっても、またプロジェク
ト参加者にとっても重要事項となっている。これまでも新規の FP 計画を準備する段
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階で、プロジェクト公募時の選考手順や評価方法、特許等の取り扱い、資金支援など

について改善が図られてきた。今回の FP7では基本的に FP6の基本事項を継続すると
している(８)。ここでは、これらの中からプロジェクト選考と特許等の取り扱いについ

ての改善事項を紹介する。 
 
 
4.1 プロジェクト選考手順 
 プロジェクト選考手順は、 
①テーマごとにプロジェクト公募 
②提案書の受理 
③ピアレビュー評価者による書面によるリモート評価（大型プロジェクトで 5名ほど） 
④EC本部ブラッセルに評価者が集合して、意見調整をして統一評価を出す 
⑤EC本部にてプロジェクト予算なども勘案してプロジェクト最終選考を行う 
が凡そのステップである。 
 プロジェクト公募は FP6（2002～2006 年）では５年間の間に優先テーマ別に 3～4
回行われている。 
今回の改善案では大型プロジェクトや、競争倍率が高いプロジェクトの公募時には、

2段階の提案書提出を採用する。2段階提案の第 1ステップではプロジェクトのアイデ
ア、先進性のみを提案する。選定で合格した提案者だけ、第 2 段目にフル提案書を提
出して審査を受けるとしている。 
 

EC研究総局の関係者からプロジェクト選考と評価について聞いたところ、 
－プロジェクト選考のポイントは？ 
「2 段階提案は提案者側の負担と評価側の負担の両方を軽減する良い方法。またプ

ロジェクト選考ではリモート評価の後、EC本部ブラッセルに評価者が集合し統一評価
を出す。この評価作業は通常１週間ほどかかる。評価者には大変だが、フェース・ツ

ー・フェースでの調整は非常に重要と考えており FP7でも行う。」 
－プロジェクト選定時の評価のポイントは？ 
「プロジェクト採択の可否で最も重要なポイントは、研究開発する技術の独創性・

先進性があるかどうかの点である。3 ブロック（プロジェクトの質、効果、及び実施
能力）の各選考基準にスレッシュホールド（最低合格ライン）を設けていることで、

一つでも最低合格ラインを満たしていない提案は、総合点が高くてもその評価項目だ

けで不合格となる。この技術の独創性・先進性評価の最低合格ラインを高くすること

が選考のポイントになる。」 
 
4.2 ノウハウ・特許の取り扱い 
基本的には FP6の取り扱いが FP7でも踏襲される。改善案の一つに「プロジェクト

期間中の研究開発に必要となるプロジェクト開始前のメンバーが所有するノウハウ

< 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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（バックグラウンド）について、これまではプロジェク参加メンバー間でお互いにア

クセスできたが、FP7 からは、全メンバーが合意すれば、アクセス不可とすることが
出来る」がある。 
 
特許に関して、FP6のプロジェクト実施者から聞いたところ、 

－プロジェクトメンバーの企業同士でのノウハウ・特許の取り決めはどうか？ 
「例えば特許をメンバー全員で共有も出来るし、発明者（メンバー）のみで所有す

ることも出来る。これらノウハウ・特許の取り扱いは FP のモデルが幾つかあり、そ
の中から選べるようになっている。当方のコンソーシアムに関して言えば、企業は垂

直連携で集まっている。すなわち素材メーカ、部品メーカ、製品製造メーカでありノ

ウハウ・特許の取り扱いはあまり問題になっていない。競合メーカがメンバーにいれ

ばノウハウ・特許の取り扱いは難しくなる。」 
これからは FP７が競争前技術の開発からより市場化技術の開発への側面を強めて

いけば、参加企業が所有するノウハウの取り扱いをより慎重に扱わなければならなく

なる状況がうかがえる。 
 
おわりに 

FP7は欧州経済成長の源泉となる産業のイノベーションに向けて、基礎研究・競争
前技術開発・市場化技術開発を一体的に支援するために、予算を従来の２倍にし、欧

州リサーチ・カウンシル（ERC）、テクノロジー・プラットフォーム（TP）、戦略的研
究アジェンダ、ジョイント・テクノロジー・イニシアティブ（JTI）などの新ツールを
導入する。これらがうまく機能すれば欧州産業のイノベーションへの貢献度は大きい。 
一方、ドイツのナノテク戦略レポート（９）やフランスの研究機関インタビュー（１０）

でもみたように、メンバー国は独自の R&D戦略を策定し自国産業のイノベーション
の強化を図っている。今後も EUのフレームワーク（枠組み）とメンバー国の独自性
とのバランスをとりながら欧州産業のイノベーションは進むものと思われる。 

以上 
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