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         欧州のナノテクテクノロジー戦略動向調査 その2
      　　　　　　　　　　　　
                                      新エネルギー・産業技術総合開発機構
　                                        ナノテクノロジー・材料技術開発部 
1 戦略的動向 
 

EU レベルの戦略的な動きとして、メンバー国の研究開発プログラムの連携を通

じ共同研究開発活動にまで展開させる目的の ERA-NET プログラムにおける、ナ

ノテクノロジー関連の動向をみる。 

 

1.1 ERA-NET の活動 

 

ERA-NET は、メンバー国毎に独自の戦略で実施されている研究開発を EU レベル

で統合していく方向の構想「欧州研究エリア」実現のため、第六次フレームワ

ーク計画において開始された。特定の研究開発テーマや技術テーマのもと、メ

ンバー国が実施しているプログラム間の連携を強化し、情報交換や活動の相互

紹介・参照などから開始して、 終的にはメンバー国の予算を出し合った共同

研究開発活動の構築を目指している。こうしたメンバー国の国家プログラム間

のネットワーク作りを助成支援するのが ERA-NET プログラムで、15 億ユーロ弱

の予算で開始され、これまでに数十の ERA-NET が設置されている。 

 

ナノテクノロジー分野では、2005 年 6 月に発表された EU の行動計画がアクシ

ョンの一つに、ERA-NET を通じた、メンバー国間の関連研究開発活動の協調強

化を挙げていた。こうして現在までにナノテクノロジー関連では、ナノ科学に

関する NanoSci-ERA と、マイクロ－ナノテクノロジーに関する MNT ERA-NET
の二つの ERA-NET が設置されている。これらは 2003-2004 年に設置されてい

たが、両者とも 2005 年末から 2006 年はじめにかけ、メンバー国間での共同研

究開発プロジェクトの公募を開始している。両者はいずれも、現在実施されて

いるメンバー国のナノテク関連プログラムをベースにしており、メンバー国間

のナノテク分野での研究開発活動の連携を大きく前進させるとみられる。 
 
1.1.1 NanoSci-ERA 
NanoSci-ERA はナノ科学分野での基礎研究を中心にメンバー国のプログラムを

コーディネートするため、フランスが発起人となって設置された。現在 12 の

国から 17 の組織が参加している。 

■ NanoSci-ERA のメンバー 
● 正式メンバー 

 仏国立科学研究センターCNRS（フランス） 
 仏研究省（フランス） 
 仏原子力庁 CEA（フランス） 
 仏研究エージェンシーANR（フランス） 
 オーストリア学術研究基金 FWF 
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 フィンランド・アカデミー（フィンランド） 
 ドイツ研究協会 DFG（ドイツ） 
 イスラエル科学財団 ISF（イスラエル） 
 イタリア材料科学協会 INFM 
 オランダ研究 FOM 
 オランダ技術研究 STW 
 スペイン教育科学省 
 イギリス工学・物理研究カウンシル ESPRC 

● オブザーバー 
 ドイツ教育研究省 BMBF 
 スロバキア科学アカデミー 
 ポーランド科学省 
 ポルトガル科学技術財団 

 
■ 作業プログラム 
 
コンソーシアムは、欧州におけるナノ科学の基礎的な研究の連携強化を通じ共

同研究の設置に結びつけるため、五つの作業班を設けている。作業班とその活

動、作業班リーダーは次のようになっている。 
 
● 第一作業班：メンバー間の連携強化（仏 CNRS 担当） 

 欧州における研究状況に対する総合的な把握とコンソーシアムの運営 
 研究契約の管理 

 
● 第二作業班：メンバー間の共同研究の実施（担当ドイツ DFG） 

 研究領域の決定 
 協力作業の掘り起こし 
 プロジェクト評価 

 
● 第三作業班：研究界のニーズ支援（オランダ STW） 

 研究用インフラなどの分担ツール（オランダ STW） 
 研究者のつながり（スペイン MEC） 
 トレーニング・アジャンダ（イタリア INFM） 

 
● 第四作業班：ナノ科学の協力拡大（オーストリア FWF） 

 欧州研究エリアとのコンタクト（オーストリア FWF） 
 欧州の研究組織（フランス CNRS+CEA） 
 EU 外プログラム（イスラエル ISF） 

 
● 第五作業班：ナノ科学研究と社会（イギリス EPSRC） 

 潜在的恩恵とリスク 
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 一般情報 
 若者へのアピール 

 
以上のように、コンソーシアムの管理面をフランス、共同研究活動の促進運営

をドイツ、安全・リスクなどナノ科学の社会的な受け入れに関する問題をイギ

リスが受け持つかたちの分担になっている。 
 
■ メンバー国間共同研究プロジェクト公募 
 
NanoSci-ERA は 2006 年 3 月、コンソーシアムに参加している国々の研究者に向

け、メンバー国間の共同研究プロジェクトの公募を開始した。研究テーマ、重

要な参加基準などは以下の通りである。なお今回の公募に関しては、三年から

二年のプロジェクトの応募を見込んでおり、予算を三年間で 1000 万ユーロほ

どの助成規模としている。 
 
● 研究テーマ 
 
テーマは「単一のナノ・オブジェクト（もしくはナノ・オブジェクトの単一の

集合体）の製造、調査研究、制御、操作に関する新しい知見」とされている。

集合体に関する研究でも、中心となる研究は個々のナノ・オブジェクト・レベ

ルのものとなることが求められている。 
 
● 参加基準 

 

参加基準としては第一に、ネットワークに参加している各国プログラムの参加

基準が適用される。さらに NanoSci-ERA として、若手研究者と一般研究者にわ

け、以下の基準を設けている。 

 

 若手研究者：1998 年 1 月 1 日以降に PhD を取得した者 

 一般研究者：2001 年 1 月 1 日以降に、ピア・レビューを経て、国の助

成による研究プロジェクトを実施したことのある者 

 

応募プロジェクトには、 低三カ国からの参加が必要で、プロジェクトの参加

者数は三人から五人とされている。またプロジェクトには、 低でも一人の若

手研究者の参加が求められている。 

 

● 助成 

 

助成はプロジェクト単位ではなく、プロジェクトに参加する研究者単位に、そ

れぞれの国のナノテク研究プログラム予算から行われる。このため研究者への

助成額は国によって異なるが、主要な国では、三年間プロジェクトに参加する

研究者には期間全体で 20 万ユーロ、二年間プロジェクトの場合は 13 万 5 千ユ
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ーロとされている。すでにみたように、今回のプロジェクト公募分で 1000 万

ユーロほどが助成予算とされている。 

 

● プロジェクト審査 

 

公募は二段階で審査される。提案概要に関する一次審査は、5月 19 日に締め切

られる。一次審査通過プロジェクトは 9月 8日までにフル提案を提出し、11 月

に 終結果が発表される。一次審査と二次審査の間に、メンバー国レベルの助

成プログラム間で調整が行われるとみられる。 

 
1.1.2 MNT-ERA.NET 
 

MNT-ERA.NET はマイクロテクノロジー、ナノテクノロジー、マイクロシステ

ムの分野において、欧州諸国間の研究開発プログラムの連携強化を図る目的で

設置された。コーディネーターはオーストリアの技術研究開発実施組織 FFG で、

スペイン、オランダ、ノルウェー、アイルランド、スウェーデン、ドイツ、ス

イスの八カ国から主に技術革新を担当するエージェンシーが創立メンバーとな

っている。その後フィンランド、ルーマニア、スロバキア、ベルギー、北アイ

ルランド、ポーランド、スロベニア、スペイン、フランスなどが参加している。

スペインからは、創立メンバーとしてバスク州政府、新しいメンバーとして教

育科学省が参加しているように、地方自治体としての参加もみられ、国や地方

の研究開発プログラムが 22 本参加している。 
 
■ 対象技術領域 
 
対象領域はミクロシステムが中心で次のようになっている。 
 
● マイクロテクノロジー 

 

 アクチュエーターとセンサー 

 エネルギー 

 計測技術 

 製造技術 

 医療デバイス 

 MEMS、MOEMS 

 光学デバイス 

 シミュレーション、モデル化 

 システム・インテグレーション 

 

● ナノテクノロジー 

 

 ナノシステム 
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 ナノエレクトロニクス 

 NOEMS、NEMS 

 

● 材料 

 

 ハイテク材料 

 

■ 第一回プロジェクト公募 

 

MNT-ERA.NET は 2005 年 12 月に参加メンバー国間の共同プロジェクトの公募

を発表し、翌月から公募を開始している。公募は二段階審査で行われており、

すでに一次公募は締め切られている。公募の概要は次のとおりである。 
 
● 技術対象領域 
 
うえにみたネットワークが対象とするすべての技術領域が対象とされる。 
 
● プロジェクトの条件 
 

 MNT-ERA.NET の参加メンバーの中から、少なくとも二カ国からの参加

者があること 
 

 参加者のうちの 低一人は、期待される成果の商業化を目指しているこ

と 
 

 助成ルールはそれぞれのメンバー国のルールが適用される（MNT-
ERA.NET に参加しているプログラムによっては、企業の参加を認めてい

ないもの、反対に大学など学術教育機関の参加を認めていないものもあ

る）、なおプロジェクトの応募は、コーディネーターを通じて、その国

の助成プログラムを管轄するエージェンシーに対し行われる。 
 

 プロジェクトの実施期間は 長 3 年 
 
● プロジェクト審査 
 
プロジェクト審査は、予備提案とフル提案に関し、次のステップを経て行われ

る。 
 

 プロジェクト・コーディネーターから管轄のエージェンシーに対する

応募：エージェンシーによる募集条件のチェック 
 チェックを通過した予備提案がエージェンシーから MNT-ERA.NET 国

境間コーディネーション・チーム（プロジェクト審査担当者）に提出

される：プロジェクト内容の審査 
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 MNT-ERA.NET 国境間コーディネーション・チームのコメントと 終

提案提出要請：一次審査結果の通知であるが、この間にメンバー国の

助成プログラムと連絡がとられる。 
 メンバー国のプログラム助成元に 終提案の提出：プロジェクト参加

者が各自行いメンバー国の助成元が 終的に助成を決定する 
 
● 助成に関する原則 
 
助成はプロジェクトに対してではなく、プロジェクト参加者に対し、参加者の

所属する国／地域のプログラム予算から行われる。助成額の上限、助成の対象

になる実施コストなどは、各プログラムのルールに準じて決定される。 
 
■ 応募プロジェクト 
 
現在、予備提案が締め切られたところで、応募プロジェクト数は全体で 52 件

であった。これらを研究トピックス別とセクター別にみると次のようになる。 
 
トピックス別にみた応募プロジェクト 

トピックス プロジェクト数 
バイオセンサー 7 
機能性ポリマー材 6 
ナノコンポジット・コーティング 5 
ナノ粒子／ナノパウダー／ナノコンポジット 11 
オプトエレクトロニクス 3 
機能性表面 3 
薄膜 3 
その他 14 
出典：MNT-ERA.NET 紹介資料(Tekes) 
 
セクター別にみた応募プロジェクト 

トピックス プロジェクト数 
エネルギー 6 
ライフ・サイエンス 8 
材料 9 
医療技術 6 
センサー 5 
表面技術 4 
その他 14 
出典：MNT-ERA.NET紹介資料(Tekes) 
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