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  ナノテク分野のテクノロジー・プラットフォーム 
 
テクノロジー・プラットフォームは水素・燃料電池、遺伝子工学、ナノテク関

連など戦略的新技術において、産官学を一体にした欧州の総動員体制のための

ツールとして構想され、水素・燃料電池分野で 初のものが設置された。通常、

学界と企業界の有識者を中心としたグループが、2020 年からそれ以降の当該技

術動向を見通したヴィジョン・レポートを発表した後、そのヴィジョンを実現

するため、欧州の産官学を通じた重要人物から構成されるテクノロジー・プラ

ットフォームが設置されている。ナノテク関連では、ナノエレクトロニクス分

野の EINAC とナノ医療分野の NanoMedicine の二つのテクノロジー・プラット

フォームが設置されている。行動計画によればさらに今後、化学と宇宙分野に

おけるナノテク関連のテクノロジー・プラットフォームの設置が注目されている

のはすでに見たとおりである。 
 
■ EINAC 
 
欧州 ナノエレクトロニクス・イニシアチブ・アドバイザリー・カウンシルを略

した EINAC は、ナノエレクトロニクス分野の欧州総動員体制として、半導体

大手、半導体設備メーカー、ユーザー・メーカーなどの企業代表の他、研究開

発機関、欧州委員会やメンバー国代表などを基幹メンバーとして設置された。

テクノロジー・プラットフォームの運営を担当する操縦委員会のメンバーは次

の通りである。 
 
■ EINAC 操縦委員会メンバー 

• 半導体大手：ST ミクロエレクトロニクス、インフィネオン、フィリップ

ス半導体 
• 半導体設備大手：ASML 
• ユーザー・メーカー：ノキア（通信機器）、タレス（防衛電子）、ボッ

シュ（電子電機大手） 
• 研究開発機関：IMEC 
• ユーレカ計画の MEDEA+プロジェクトの代表者 
• 欧州委員会（研究総局と情報社会総局の２名） 
• メンバー国代表としてフランス（１名） 

 
 
------------------------------------------------------------------------
この報告書は、NEDO平成17年度成果報告書「欧州のナノテクノロジー戦略・標準等に
関する動向調査」(バーコード番号 100008031)より一部抜粋したものである。
 NEDO成果報告書データベースは、 http://www.tech.nedo.go.jp/index.htm
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これら 12 名から構成される操縦委員会は、ステークホルダー・フォーラムか

ら選出されている。ステークホルダー・フォーラムには 終的に、操縦委員会

メンバーの他、欧州の公的研究機関や設備材料メーカー、ユーザー・メーカー

などを中心に 30 から 50 のメンバーが予定されている。ここから分かるように

民間企業中心の組織体制であり、操縦委員会のトップは ST ミクロエレクトロ

ニクスが務めている。委員の任期は二年とされている。 
 
■ ENIAC の任務 
 
テクノロジー・プラットフォームは、設置に先立って欧州の関連分野のステー

クホルダーから構成されるハイレベル・グループが発表した中長期の技術見通

しレポート（ヴィジョン・レポート）のヴィジョン実現を目標とする。この現

のため、ENIAC は主に以下を行う。 
 

• 戦略的研究アジャンダの作成 
• 戦略的研究アジャンダとその他の基本文書により、ヴィジョン・レポー

ト実現のためのロードマップの作成 
• 研究開発のための官民共同融資の強化とその効率化 
• EU レベル、メンバー国レベル、地域レベル、民間企業レベルの研究開

発活動のコーディネートや協調改善 
• 欧州における研究開発能力のクラスター化やネットワーク化への貢献 
• 世界の研究者を引きつけるための欧州の研究を取り巻く環境の改善促進 

 
■ 基本組織 
 
以上の任務遂行のため、組織として中心になるのは、操縦委員会の下に設置さ

れる作業班で、当初、三つの作業班が設けられている。 
 

• 戦略的研究アジャンダ作業班：戦略的研究アジャンダの作成に当たるも

ので、トップはフィリップス半導体が務める。戦略的研究アジャンダは、

研究テーマ分野を、「ムーアの法則の限界に（CMOS 技術）」、「ムー

アの法則以外（MEMS と NEMS）」、「異質コンポーネントの統合」、

「設備と材料」等々、合計で六つ決定しており、これらのテーマ毎にサ

ブ・グループが設置されている。 
 

• 組織作業班：官民共同融資による研究開発活動の促進のための枠組み作

りを第一の任務とする。このために EU レベルの研究開発活動や枠組み

と、国レベルや地域レベルの研究開発、さらには企業の研究開発などの

調整に当たる。リーダーは ST ミクロエレクトロニクス。 
 

• 科学・教育作業班：質の高い研究者やエンジニアの育成、及び、欧州の

研究開発サイトとしての魅力を高めるための活動を担う。リーダーはベ

ルギーの独立研究開発機関 IMEC。 
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ENIAC 発足当初はこの三つの作業班が設置されたが、その他に法規制・融資作

業班の設置が予定されている。 
 
以上の作業班の他プラットフォーム内には、欧州委員会やメンバー国との連絡

に当たるためメンバー国毎に設けられるミラー・グループ、操縦委員会を補佐

する支援グループや事務局などの組織が置かれている。 
 
■ 戦略的研究アジャンダ 
 
EINAC の戦略的研究アジャンダは 2005 年 4 月に概要が発表され、それをさら

に詳細にする作業が研究テーマ毎に進められている。概要が定める優先研究テ

ーマは次の六つである。 
 

• ムーアの法則の限界：CMOS 技術の高度化で、ITRS のロードマップが見

通している 2015 年で 32nm レベルの技術を目標とする。 
 

• ムーアの法則以外の技術：RF コンポーネント、高圧固体相スイッチ、ミ

クロメカニクスなど MEMS のサイズ・ダウンによるナノ化 
 

• 異質なコンポーネントの統合：SoC サイズのシステム・イン・パッケー

ジ SoP を実現し、チップ・レベルで異なるコンポーネントを一体化し多

機能チップを可能にする。 
 

• 設備と材料：以上の三つを可能にするための設備に必要な技術や材料の

研究開発 
 

• 電子自動設計(EDA)：物理的・理論的に可能になった回路密度において、

実際にその密度を利用しきる回路設計を行うには、現在 新の EDA よ

り遙かに高性能な EDA の開発が必要になるため、それを課題とする。 
 

• CMOS を超えて：32nmCMOS 以降は、ナノカーボン・チューブ、スピン

トロニクス、ナノトランジスターや NEMS によるナノ構造物やアーキテ

クチャーが必要になる。またシリコン・ウェーファーの製造技術では、

生物システムをまねた自己組成によるレイヤーの装着が必要になる。 
 
これらの優先研究テーマの下で実施される研究開発努力の規模を、戦略的研究

アジャンダは現在の研究開発費の二倍ほどと評価している。これらの研究開発

を先端研究、新技術統合のための研究開発、アプリケーションの開発、プロト

タイプの作成という四つに分けながら戦略的研究アジャンダは、2005 年の官民

の研究開発費と 2015 年に必要とみられる研究開発費を次のような表にしてい

る。 
 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
　海外レポート988号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/988/



 

ナノエレクトロニクスの研究開発努力(2005 年と 2015 年、単位：100 万ユーロ) 
 2005 2015 
 民間 公的 民間 公的 
先端研究 80 175 140 420 
新技術の統合 490 325 780 780 
アプリケーションの開発 1980 0 3390 0 
プロトタイプの作成 850 0 1290 0 
合計 3400 500 5600 1200 
出典：Strategic Research Agenda, Executive Summary 
 
新技術の統合分野の研究開発における官民の負担が 2015 年には 50%ずつ、先

端研究における負担率も民と官の比が 1 :3 となるなど、川上の研究開発におい

て、官の負担率が大きくなるのが分かる。ただし全体では、企業が負担実施し

ている川下の研究開発における研究開発費が大きく増加するため、官が負担す

る研究開発の比率は 2015 年では 18%と、2005 年時点と変わらないという。な

おこれらの金額には、研究開発インフラやパイロット・ラインの設置コストも

含まれている。 
 
■ NanoMedicine 
 
ナノテク分野のテクノロジー・プラットフォームの第二として 2005 年 9 月に、

ナノ医療分野の NanoMedicine の設置が発表された。NanoMedicine の基本的な

狙いは、欧州レベルでナノ医療関連活動をコーディネートして、効率的に研究

開発を進めることにある。これは、特定分野では優れたものを有している欧州

のナノ医療活動も、全体として細分化されているため、期待しうるほどの成果

（経済効果）を挙げていないという分析に基づいている。この方向で

NanoMedicine の活動目標としては、以下が掲げられている。 
 

• ナノ医療分野で明白な戦略ヴィジョンを提示し、それに基づいた戦略的

研究アジャンダを作成する。 
• ナノ医療における研究活動の細分化を解消する。 
• 官民の共同融資による研究開発のさらなる動員 
• 優先的課題分野(研究開発以外)の同定 
• 医療用 ナノテクノロジーに関するイノベーションの飛躍的増加 

 
以上の目的のもと NanoMedicine は 初に、欧州のナノ医療関連のステークホ

ルダー（企業、産業団体、大学、研究機関などの代表者）45 名を動員し、ヴィ

ジョン・レポートの作成にあたらせ、2005 年 9 月に発表した。 
 
■ NanoMedicien ヴィジョン・レポート 
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ヴィジョン・レポートは 2020 年までのナノ医療の基本的な発達軸を示すと同

時に、そこにおける主要な研究開発課題を提示している。それによればナノ医

療における 2020 年までの優先テーマは次の三つとされている。 
 

• 映像技術を含めたナノテク・ベースの診断法 
• 再生医療 
• 体内患部標的指定投薬技術 

 
この三つの優先テーマにおいて、2020 年までに主要な展開が次のように見通さ

れている。 
 
● ナノ診断タイム・ライン 
 

 2005

 
 
 
 
分子診断と映像化のための量子ドット 
 
治療ポイント分析デバイス 
 
 
イン・ヴィトロ診断用統合ラボ・オン・チップ（サンプル作成を含む） 

 2010

 
投薬と映像化のための多機能ナノ粒子 
 
全身映像のための臨床カメラ 
 
 
バイオミメティック・センサー 
 
 
カプセル化されたコントラスト・エージェント 
 
治療用横断面（トランスフェクション）・ナノデバイス 

 2015

 
 
血液マーカー連続測定用移植可能デバイス 
 
 
 
医療映像用マルチモード・カメラ 
 

 2020

 

出典：Vision Paper an Basis for a strategic Research Agenda for NanoMedicine 
 
● 再生医療タイム・ライン 
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 2005 

イン・ヴィトロにおける皮膚と軟骨の製作 
 
 
イン・ヴィトロにおける骨の製作 
 
 
 
 
心筋再生のための細胞治療 

 2010 

 
 
骨関節炎のための軟骨自己再生治療 
 
 
イン・ヴィトロの器官組織パッチの製作 
 
 
イン・シチュの骨再生のための適応型バイオ材料 
 

 2015

抗ガン・ワクチン 
 
糖尿病のためのランゲルハンス島再生治療 
 
 
イン・シチュの心筋再生のための適応型バイオ材料 
 
アルツハイマー病とパーキンソン病のための疾病修正治療 
 
脊髄と分岐神経系修復のための神経再生 
 

 2020

 

出典：Vision Paper an Basis for a strategic Research Agenda for NanoMedicine 
 
● 体内患部標的指定投薬技術タイム・ライン 
 

 2005

バイオミメティック・ポリマー 
 
カーボン・ナノチューブ 
 
投薬用ポリマー状ナノカプセル 
 
 
制御可能投薬システム 
 
 
身体との相互作用に応じて自己調整する投薬システム 
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 2010 

 
 
バイオ技術によるウイルスとバクテリア 
 
 
治療用磁性および常磁性ナノ粒子 
 
 
治療用デンドリマー 
 
 
治療用ペプチッドおよびタンパク質の投薬（バイオ医薬品） 
 

 2015

移植可能デバイス組織製作用ナノ粒子 
 
細胞および遺伝子を標的にした投薬システム 
 
治療と映像を結合したシステム 
 
複数の薬品ストックを備えたマイクロチップ投薬 
 

 2020

 

出典：Vision Paper an Basis for a strategic Research Agenda for NanoMedicine 
 
今後は、以上の三つの優先テーマにおける技術開発動向に基づき、戦略的研究

アジャンダが作成されることになる。 
 
● ナノ医療の発達に重要な課題 
 
研究開発以外に、ナノ医療の発達に重要な課題としてヴィジョン・レポートは、

法規制とリスク評価、倫理的側面を挙げている。 
 
なお NanoMedicine としてはこの他に、知的所有権の取り扱い、環境や人体への

毒性、一般市民の受け止め方、保険会社や特許組織などの反応なども大きな課

題としている。 
 
■ 今後 
 
ヴィジョン・レポートは、レポートの作成に当たったグループより広範なステ

ークホルダーの参加による、テクノロジー・プラットフォームの設置を勧告し

ている。これに基づき今後は、他のテクノロジー・プラットフォームのように、

操縦委員会の下に、戦略的研究アジャンダの作成に当たるグループの他、上記

の重要課題とされたもののうちの幾つかを扱う作業班が設置されることになる。

なおプラットフォームのトップとしては、フィリップス・メディカル・システ

ムのカーヴィネン社長とシーメンス・メディカル・ソリューションのラインハ

ルト社長の二人が共同会長となることが予定されている。 
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