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【特集：欧州での研究開発への取組】FP7 長期研究開発計画 
 

 第 7次欧州研究開発フレームワーク計画(FP7)がスタート（EU） 
 

NEDO技術開発機構 情報・システム部  
 

欧州研究開発フレームワーク計画1 は、欧州連合（EU）における科学分野の研究開
発への財政的支援制度であり、その第 7次計画(FP7)が本年 1月から始まった。NEDO
海外レポートでは、過去にいろいろな切り口で FP7を取り上げてきたが（添付資料(1)
参照）、FP7が正式にスタートしたのを機に、改めてその概要（経緯、内容、予算、研
究助成形態、参加資格など）を紹介する。 
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1. 第 7次欧州研究開発フレームワーク計画（FP7）の概要 
 
(1) 欧州研究開発フレームワーク計画 

EUの研究・改革活動は 1984年以降、一つの大きなプログラム「欧州研究開発フレ
ームワーク計画」としてまとめられて実施されてきた。その年間予算は図 1 に示すよ
うに、毎年増加してきた。 
このフレームワーク計画は一期を 5 年とし、昨年の 2006 年まで 6 次に亘り実施さ

れてきた2。またフレームワーク計画は EUの行政執行機関である欧州委員会によって
作成・提案され、欧州議会と EU 理事会で承認されなければならない（EU の 3 機関

                                                  
1 the Framework Programme for Research and Technological Development。その第７次計画が the 

Seventh Framework Programme for Research and Technological Development(FP7) 
2 各次のフレームワーク計画の実施期間は 5年間だが、前期の最終年と次期の冒頭年は重複している。 

< 新刊目次のメール配信をご希望の方は、http://www.infoc.nedo.go.jp/nedomail/ >
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の関係については添付資料(2)参照）。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（出典：http://ec.europa.eu/research/fp7/pdf/fp7_press_launch.pdf） 

図 1 欧州研究開発フレームワーク計画 年間予算額の推移（1984～2013年） 
 
(2) FP7の概要 

FP7は第 7次の研究開発フレームワーク計画の略称であり、2007年から 2013年にかけ
て実施されるものである。 

FP7 は、リスボン戦略3 での「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活動の統一を目標とする欧州研究エリア(ERA)構想4 の
重要な役割を果たすものと位置づけられている。 

FP7の策定経緯の概略は以下の通りである。 
・ 欧州委員会が 2005年 4月に FP7の提案書を発表した。 
・ 引き続き、欧州議会と EU理事会による検討（「読会」と呼ばれる）が行われた。 
・ 2006年 12月後半に採択手続きの最終段階が進められた。 
・ 最終承認直後の 12月 22日に最初の提案書募集が開始されている。 

                                                  
3 2000年 3月、EU加盟国首脳は、2010年までに、EUを「より良い職業をより多く創出し、社会的連
帯を強化する、持続的な経済成長を達成できる、世界中で最もダイナミックで競争力のある知識ベー

スの経済」地域に発展させるという目標を定めた。要するに、IT技術革新、市場の活性化、完全雇用
の実現、また、企業競争力の強化に必要な諸策を実施することによって EUをより豊かにし、残存す
る地域間格差を是正することが向う 10年間の政策目標として定められた。この包括的な経済・社会計
画を採択地の名を取り「リスボン戦略（Lisbon Strategy）」と呼ばれている。 

4 2000年、欧州としての総合的な研究活動の統一を目標とした欧州研究領域（ERA; European Research 
Area）イニシアティブが提唱された。EUは、加盟国の研究活動がこれまで閉鎖的で、各国の研究開
発政策が必ずしも連携がとれていないという認識をしており、ERAによって欧州加盟国の研究者の協
力を促進し、産業技術研究基盤の強化を図ろうとしている。 

十億ユーロ 
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(3)FP7の特徴 
FP７とその前の FP6（第 6次研究開

発フレームワーク計画)との大きな違
いは以下の通りである。 
 

① 実施期間の延長（5年→7年） 
 FP6まで実施期間が 5年間（FP6
の場合は 2002 年から 2006 年）で
あったが、FP7 では 2007 年から
2013年の 7年間となる。 

 
② 予算の増額 
全体予算が大幅に増額されてい

る。FP6 は 175 億ユーロであった
が、FP7 は約 3 倍の 532 億ユーロ
（含む 5 年計画の Euratom5の 27
億ユーロ）である（図 2参照）。 

 
③ 研究助成の構造の変化 

FP7では以下に示す組織や機能が新たに加わっている。 
 
・基礎研究に対する資金提供を所管する欧州研究評議会(ERC)6 の設置 
・新設のジョイント・テクノロジー・イニシアティブ(JTI)7 による資金提供 

 
JTIは、意欲的かつ長期間な官民パートナーシップを設立する新しい手法とされ

ている。最初の JTI の設立は、「革新的な医薬品」「ナノエレクトロニクス」「組み
込みコンピューティングシステム」「水素・燃料電池」「航空・航空交通管理」、お

よび「環境と安全のための地球観測」の分野で既に行われている。FP7の実施期間
中にさらなるイニシアティブが設立される見込みである。 

 
④ EUの他の研究助成制度との関係 

EUには、研究開発フレームワーク計画には含まれていない研究開発に関する助
成制度・プログラムも存在する。これらは FP7でも引き続き含まれないが、EUに
よると、これらと FP7とは相補的（互いに補い合う）位置づけにあるとしている。 

                                                  
5 Euratom（欧州原子力共同体）。原子力産業の育成と原子力利用技術の共同開発を実施。EUの資料
によって、FP7に Euratomの活動内容を含めている場合と含めていない場合がある。概ね、予算関係
の資料では含めており、研究開発の中身に関する資料では含めていない。 

6 the European Research Council 
7 Joint Technology Initiatives 

（出典：FP7 leaflet - taking European Research to the 
forefront） 

図 2  FP4～FP7の総予算額の推移 

（出典：FP7 leaflet - taking European Research 
to the forefront） 

図 2  FP4～FP7の総予算額の推移 

十億ユーロ 
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具体的なその他の研究助成制度は以下の通りである。 
・競争および革新フレームワーク計画(CIP8)（2007-2013）   
・i2010： 成長と雇用のための欧州情報社会9（～2010）  
・欧州技術研究所10   
・EUの地域政策11 内で実施されているプログラム  など 

 

 

2. FP7の内容 
(1)FP7の構成・予算 

FP7 の目的は大まかに「協力」「アイデア」「人材」「キャパシティ」の４つのカテゴ
リーに分類され、それぞれの目的に対応して４つの特定プログラム12 が設けられている。 

 
・「協力」：10 分野での共同研究（10 領域における研究助成の実施）。総予算額

324億 1,300万ユーロ 
・「アイデア」：欧州研究評議会(ERC)を設置し、基礎研究13分野への資金提供を行

う。同 75億 1,000万ユーロ。 
・ 「人材」：研究者の育成と訓練。同 47億 5,000万ユーロ。 
・「キャパシティ」：研究インフラ、中小企業育成など。同 40億 9,700万ユーロ。 
 
FP7の特定プログラム別の予算内訳を図 3に示す。なお、図 3には原子力研究に関

する 5つ目の特定プログラム EURATOMなども含まれている。 
 
図 3 で示されたそれぞれの特定プログラムの具体的な内容は以下の通りである（よ

り詳細は添付資料(3)参照）。 

                                                  
8 Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)  
9 A European Information Society for growth and employment  
10 European Institute of Technology 
11 the EU regional policy  
12 specific programmes。上記の 4つ以外の特定プログラムとして、原子力関係のユーラトム・フレーム
ワーク計画12および共同研究センター(JRC12)がある。EUの資料では、この両者を FP7に含めている
場合と、含めていない場合がある。 

13 FP7では frontier researchと呼んでいる。 
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（出典：”FP7 - Tomorrow's answers start today”等 ） 
図 3  FP7予算の内訳（単位：百万ユーロ） 

 
 

①協力 ― 共同研究 

・健康 
・食料、農業、バイオテクノロジー 
・情報通信技術 
・ナノ科学・ナノテクノロジー、材料、新しい生産技術 
・エネルギー 
・環境（地球温暖化を含む） 
・運輸（航空を含む） 
・社会経済科学と人間学 
・安全 
・宇宙 

 
②アイデア ― 欧州研究評議会(ERC) 
・基礎研究活動 

 
③人材 ― 人間の潜在能力、マリー・キュリー奨学活動 
・研究者の初期トレーニング – マリー・キュリー・ネットワーク  
・生涯にわたるトレーニングとキャリア開発 – 個人向けの研究奨学制度 

アイデア：€7510 

協力：€32413 

JRC：€1751 

EURATOM：€2751 

キャパシティ：€4097 

人材：€4750 

< 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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・産学間の交流および連携 
・国際的な側面 – 研究者の移動交流、国際協力スキーム、統合再編への助成 
・ マリー・キュリー優秀賞の授与 

 
④キャパシティ ― 研究能力 
・研究インフラ  
・SME（中小企業）のための研究 
・知識の地域性 
・研究のための潜在能力育成ポテンシャル 
・社会における科学 
・一貫性のある研究政策開発に対する支援 
・特定分野における国際協力活動 

 
⑤原子力関連の研究とトレーニング（EURATOM） 
・核融合エネルギー - ITER14 
・核分裂と放射線防護 

 
⑥欧州ジョイント・リサーチ・センター（JRC） 
・EURATOM直轄の活動 
・非核分野 

 
図3で示したようにFP7の特定プログラムの中で「協力」特定プログラムが予算の過

半を占めている。前述したように「協力」特定プログラムは、さらに10の分野別テー
マに分けられている。予算額の順で「情報通信技術」「健康」「交通輸送（含む航空）」

「ナノ科学・ナノテクノロジー・材料・新しい生産技術」「エネルギー」「食料・農

業・バイオテクノロジー」「環境（気候変動対策含む）」「宇宙」「安全」「社会経

済科学と人間学」である（図4参照）。 
 
この 10テーマの研究開発は、「共同研究」「ジョイント・テクノロジー・イニシア

ティブ（JTI）」「国際協力」などのサブプログラムによって行われることになってい
る。この中の「共同研究」が予算的には大部分を占め、EUの研究資金の中核である。
JTIは FP7から新たに始まったサブプログラムであり、主に欧州テクノロジープラッ
トフォーム(ETP)15によって産業界主導で取り組まれる予定である。 

                                                  
14 ITER：International Thermo Nuclear Reactor（国際熱核融合実験炉）。国際的な協力によりフラン
スに建設される予定の核融合実験炉。日本も参加。 

15 ETPについては本号の別記事を参照頂きたい。 
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（出典：”FP7 - Tomorrow's answers start today”等） 
図 4 FP7の「協力」プログラム予算の内訳（単位：百万ユーロ） 

 
(2) FP7での研究助成の形態 

FP7における資金提供の原則は共同拠出16である。共同拠出とは、100％の委託研究
ではなく共同研究を行うことを意味する。つまり、プロジェクトの総費用の一定割合

に対して研究助成金（グラント）を与えるものである。 
助成率の最大値はプロジェクトの助成形態、助成先の法的な位置づけ、研究活動の

種類などによって異なっているが、研究開発への標準的な助成率は 50％である。ただ
し、特定の法的資格を持つ助成先（非営利な公的機関、中小企業、研究機関、高度研

究機関）は 75％まで受領できる。 
これ以外では、実証活動への助成率は 50％。その他の活動（コンソーシアム活動、

ネットワーク、訓練、調整、普及等）は 100％まで助成可能である。100％助成は欧州
研究評議会の下で行われる基礎研究活動へも適用される。 

 
FP7で助成（資金提供）が行われるのは、具体的には以下のような研究開発に関す

るプロジェクト・活動である。 
 
 
①共同研究(Collaborative projects) 

                                                  
16 co-financing 

交通輸送 

（航空を含む）€4160 

社会経済科学と 

人間学 €623 

宇宙 

€1430 
安全 

€1400 
健康 

€6100 

食料、農業、 

バイオテクノロジー 

 €1935 

環境 

（地球温暖化を含む） 

€1890 

エネルギー 

€2350 

ナノ製造 

€3475 
情報通信技術 

€9050 
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　海外レポート997号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.997,  2007.3.22 

8  

複数の国からの参加者によって構成されるコンソーシアム17によって実施され

る研究プロジェクトへの支援 
②ネットワーク・オブ・エクセレンス(Networks of Excellence) 
 特定の分野における研究活動を統合する、多数の研究機関によって行われる共

同プログラムへの支援 
③調整と支援活動(Coordination and support actions) 
 研究活動や研究政策を調整したり、支援したりするための活動への支援（ネッ

トワーク、交流、旅費、会議等） 
④個別プロジェクト： 基礎研究への支援 

個別国や国際研究チームによって行われるプロジェクトへの支援 
⑤研究者の訓練およびキャリア開発への支援 
⑥特定のグループ（特に中小企業）の利益のための研究 

 

さらに、マルチファイナンス（複数の資金源を持つ）の大規模なイニシアティブへ

の支援も行う。 
①個別の国ベースの研究プログラムとの共同実施に対する資金的貢献 
②上記で規定されている資金提供スキームを通してでは目的を達成できない JTIの
実施に対する資金提供。JTIでは異なる資金源（民、官、欧州、個別国）の異な
る種類の資金拠出が行われる。 

 
これらのスキームが個別または組み合わされて使用される。 

 
(3) FP7への参加資格 

1) FP7に参加資格のある国 
  FP7に参加資格のある国は以下の通りである。 
 
① EU加盟国：27ヵ国（2007年にルーマニアとブルガリアが加盟） 
② 関連国：フレームワーク計画への予算貢献を含む科学技術協力協定締結国（現

在は、アイスランド、イスラエル、リヒテインシュタイン、ノルウェー、スイス

の 5ヵ国と候補国のトルコの計 6ヵ国） 
③ 候補国：EUへの将来の加盟が見込まれる候補国（現在はクロアチア、トルコ、
マケドニア、セルビアの 4ヵ国） 
④ 第三国：非加盟国、関連国や候補国以外の国の組織および個人の参加が可能だが、

その参加によって、FP7の目的達成に貢献することが正当化される必要がある。 
 

④の要件に関連して、工業が進んだ第三国（オーストラリア、カナダ、米国等18）

                                                  
17 組合、共同企業体。 
18 国名は FP7の web上での記載の通り。「等」の中に日本が含まれていることになる。 
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も、FP7 に参加可能であるが、参加資金は自ら拠出しなければならない。FP７の
HP 上には過去の研究開発フレームワーク計画における EU 外の国際協力国のリス
ト（100 ヵ国以上）が掲載されているが、日本および米国等の上記の工業が進んだ
第三国は含まれていない。 

 
2)コンソーシアムの資格 

FP7で研究資金を得るほとんどの場合、公募（提案募集）に対して提案書を提出
するためにコンソーシアムが結成される。これらのコンソーシアムに求められる要

件は資金提供スキーム（プロジェクトの性格）によって様々である。以下にその例

を紹介する。 
 
①共同研究19 
最低 3法人20 がそのコンソーシアムに参加しなければならない。参加する全ての

法人が EU加盟国または関係国内で設立されていなければならない。同一国から 2
法人以上が加わってはいけない。参加法人の内最低 3法人はそれぞれ独立（親会社、
子会社の関係ではない）である。 

 
②特定国際協力活動(SICA) 21 
ほとんどのプロジェクトで、非 EUまたは非関連国からの参加者は、コンソーシ

アムのメンバーになる資格がある。ただし、加盟国や関連国と同等な国際協力パー

トナー国としての参加を求める国際協力プロジェクトには特別な要件が求められ

る。これらの最低要件は、主に「キャパシティ」特定プログラム下の国際協力活動

に関係する。その要件は次の通りである 
・全体で少なくとも 4法人が参加しなければならない。 
・少なくとも 2法人が加盟国か関連国で設立されており、しかも同一国からは 2
法人以上含まれていない。 

・少なくとも 2法人が国際協力国で設立されており、しかも同一国からは 2法人
以上含まれていない。 

・4法人全てがお互いに独立（親会社・子会社の関係ではない）である。 
 
 

4 ．FP7の進捗状況 
(1)提案書募集 
欧州委員会は、関連する特定プログラムやワークプログラム（年間計画）に記載さ

れている要求事項にそったプロジェクトの提案書の募集を行う。FP7 での最初の提案

                                                  
19 COLLABORATIVE PROJECTS 
20 legal entities。正確には研究者個人も含まれる。 
21 SPECIFIC INTERNATIONAL COOPERATION ACTIONS (SICA) 
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募集は 2006 年 12 月 22 日に行われ、現在募集中である（提出締め切りは、個々のプ
ログラムによって異なり 5月～6月下旬頃）。 

 
なお、提案書の作成者や提案書の評価者の作成負荷の低減や単純化のために、FP7

ではいくつかのケースで、2 段階提出手順や 2 段階評価手順を導入することが発表さ
れている。 

 
① 2 段階提出手順： 提案者はまず簡易的な提案書を提出する。第一段階での評価
を通過した提案者に対してのみ、次の段階で評価される完全な提案書の提出が求

められる。 
② 2 段階評価手順： 少数の基準によって評価される第一段階を通過した提案書の
みが、次の詳細な評価段階へ進む。 

 
(2)欧州研究評議会(ERC) 

2007年 2月 27、28日に欧州研究評議会の発足会議が開催されている。また、2007
年 2月 27日に年間計画を記したワークプログラムの最終版が公表されている。 
それに先立ち、個人の研究者への助成を対象とした最初の提案書の募集が上記と同

時の 12月 22日付けで行われている。 
 （NEDO情報・システム部 林 欣吾） 

 
(参考資料) 

EU FP7のホームページ 
http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html 

FP7のプロポーザル募集に関する HP（参加者向けの HP） 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html 
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添付資料(1) これまでの NEDO海外レポートでの FP7関連の掲載記事 
 

1 EUの FP7におけるライフサイエンス分野の行動計画（欧州） 

                     http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/967/967-03.pdf 

2 新産業戦略、研究・イノベーションの行動計画を矢継ぎ早に発表（EU）  

                     http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/969/969-20.pdf 

3 欧州における燃料電池及び水素利用の研究開発動向(NEDOパリ事務所）  

                http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/971/971-03.pdf 

4 欧州連合(EU)のナノテクノロジーに関する動向(NEDOパリ事務所）   

               http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/978/978-01.pdf 

5 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   

                   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/978/978-10.pdf 

6 欧州委、EU共通エネルギー戦略案を提示   

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/978/978-14.pdf 

7 次期研究開発計画FP7で胚性幹細胞研究の合意が得られず（EU）    

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/979/979-10.pdf 

8 欧州連合(EU)の水素-燃料電池技術開発の動向(NEDOパリ事務所)  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/981/981-01.pdf 

9 第 7次研究開発フレームワーク計画(FP7)の予算、欧州委員会の希望を下回る(EU)  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/982/982-15.pdf 

10 欧州連合(EU)の第７次フレームワーク計画(１)-イノベーション編(NEDOパリ事務所)  

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-07.pdf 

11 欧州連合(EU)の第７次フレームワーク計画(２)-予算編(NEDOパリ事務所)    

http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/983/983-08.pdf 

12 EUの FP7におけるライフサイエンス研究への取組 

                   http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/990/990-03.pdf 

13 新研究開発フレームワーク計画 FP7における環境分野の研究への取組（EU） 

                  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/992-03.pdf 

14 欧州閣僚理事会が次期研究開発フレームワーク計画（FP7）を承認  

                  http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/992/992-15.pdf 

15. 欧州連合(EU)における宇宙・航空分野の研究開発への取組状況（EU） 

                    http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/996/996-02.pdf 
 

 

 

< 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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添付資料(2) 
EU 機関の仕組み(抜粋) 

Structure of EU Institutions 
 

最高政治的機関、EU を政治的に推進し政策の方向性を設定 

Highest political organ to giving to the EU political impetus and defines general political directions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意思決定･立法 

Decision-taking and law-making 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：「駐日欧州委員会代表部資料」に一部加筆） 

欧州理事会 
（EU首脳会議） 

加盟国首脳+欧州委員会委員長 
 

European Council 
(EU Summit) 

Leaders of Member States + President of the European Commission 

EU理事会（または EU閣僚理事会） 
議長国任期６ヵ月 

加盟国閣僚+欧州委員会委員 
 

EU Council 
Term of Presidency: 6 months 

Ministers from Member States + European Commissioner 

法案・予算案に関する 
排他的発議権 
政策提案 

Exclusive right to initiate 
legislative, budget and  

policy proposals 

規制･指令等の決定 
Enactment of 

regulations and 
directives 

協議 
Consultation 

共同の参加・協力その他の手続き

Participation in the 
co-decision, cooperation and 

other procedures 

行政 
Administration 

年次報告 
Annual report 

委員会不信任議決権 
意見 

Right to pass a motion of no-confidence in 
the Commission 

欧州委員会 
定数 25人（任期５年） 

ブリュッセル 
 

European Commission 
Commissioners: 25 (term: 

5years) 
Brussels 

立法・民主的統制 
Law-making, democratic control 

欧州議会 
定数７３２人（任期５年） 
本会議（ストラスブール） 
委員会(ブリュッセル) 
European Parliament 

Members: 732 (term: 5years)
Plenary Meetings 

(Strasbourg) 
Committee Meetings 

(Brussels) 

議長・副議長は２年半ごとに互選 
President, Vice-presidents,  

(term: 2.5years=Mid-term change) 
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添付資料(3)  第 7次欧州研究開発フレームワーク計画（FP7）の内容（詳細） 
              （EU資料“FP7 - Tomorrow's answers start today”より抜粋） 
 
1．FP7の「協力」プログラム  
 
主要な研究テーマに共同で取り組む 

 
予算：320億ユーロ 
 
「協力」プログラムでは、EU内の共同プロジェクトおよび EUの枠を超えた国際共同プロジェクトに

対して研究支援を実施する。同プログラムは主要な研究分野ごとに 10のテーマに分かれており、知識と
技術の進歩を促進する。研究の支援や強化を通して、欧州の経済・環境・公衆衛生・産業における諸課
題に取り組み、公共の利益に寄与し、発展途中の国々を支援する。 
「協力」プログラムでは以下の領域における研究活動が支援される。 
 

・健康 
・食料、農業、バイオテクノロジー 
・情報通信技術 
・ナノ科学・ナノテクノロジー、材料、新しい生産技術 
・エネルギー 
・環境（地球温暖化を含む） 
・交通輸送（航空を含む） 
・社会経済科学と人間学 
・宇宙 
・安全 

 
1-1 健康 
 
予算：61億ユーロ（2007年～2013年） 

 
研究内容： 
・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、医療技術 

- 高速大量処理研究 
- 検知、診断、モニタリング 
- 治療の適合性、安全性、効率性の予測 
- 革新的治療の方法と治療行為 

・ヒトの健康のためのトランスレーショナル研究22 
- 生物学的データとプロセスの統合 
- 脳と脳疾患、ヒトの成長と老化に関する研究 
- 伝染性疾患のトランスレーショナル研究（HIV／AIDS、マラリア、結核、SARS、鳥インフ
ルエンザ) 

- 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、その他リウ
マチ様疾患や関節・筋骨格疾患などの慢性疾患 

・欧州市民に対する保健医療の最適化 
- 臨床研究成果の臨床治療への応用 
- ヘルスケアシステムの品質、効率性、連携性（過渡的なヘルスケアシステムおよび在宅医療
に関する戦略を含む） 

- 疾病予防の強化と医薬品のより有効な利用 
- 新しい治療方法・技術の適切な利用 

 
1-2 食料、農業、バイオテクノロジー 
 
予算：19億ユーロ（2007年～2013年)  

 
研究内容 
・土壌、森林、および水性環境における生物資源の持続可能な生産と管理 ― 持続可能な生産システ

                                                  
22編集部注：トランスレーショナル研究とは、基礎研究の成果を予防・診断・治療へ応用すること。 

< 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997号目次 　 http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/997/



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.997,  2007.3.22 

14  

ムの研究、動物および植物の生産と健康、漁業、動物の保健福祉、漁業および水産養殖業（多種多
様な生物の開発や持続可能な利用を含む） 
・ 知識ベースの欧州バイオエコノミーを支える戦略、政策、法規を導入するためのツール 
・ 食物連鎖の安定化と制御（「食卓から農場へ」）について研究が実施され、食料、健康、福祉に関す
る取り組みが進められる。 

・ 食品以外の持続可能な製品や加工方法に関するライフサイエンスとバイオテクノロジーによって、
改良された作物や森林資源、原料、水産物を開発する。また、バイオマス・エネルギー技術や、原
料・化学物質などの高付加価値製品を作り出すためのバイオマス技術を開発する。 

 
欧州テクノロジー・プラットフォームのいくつかは、食品技術・加工、植物ゲノム学、林業と森林

製品、地球規模での動物の健康、動物の飼育といったさまざまな分野における共通の優先研究分野の
決定に役だっている。 

 
 
1-3 情報通信技術（ICT） 

 
予算：91億ユーロ（2007年～2013年） 

 
研究内容 
・ネットワークやサービス・インフラの安定性と安全性 
・電子システムや電子部品のパフォーマンスと信頼性 
・個人向け情報通信システム（ICTシステム） 
・デジタルコンテンツの管理 

 
 
1-4 ナノ科学・ナノテクノロジー、材料、新しい生産技術 
 
予算：35億ユーロ（2007年～2013年） 

 
研究内容 

 
ナノ科学・ナノテクノロジー 
ナノスケールでの知識と経験の蓄積に基づいて、事前に定義された性質や動作に応じた材料および

システムを開発することを目的とする。この分野の研究では、環境や健康への悪影響を最低限に抑え
つつ、さまざまな用途にわたる新しい製品やサービスの創造を後押しする。 
 
材料 
個々の必要に応じた機能を持ち、予測通りに動作する、新しい多機能表面および多機能材料の開発

が研究の焦点となる。これらの材料は、新しい製品やプロセス、またそれらの修理のために利用され
る。 
 
新しい生産技術 
この領域における革新の基盤となるのは、新しい知識の取得とその応用であり、持続可能な生産・

消費パターンの実現が目的とされる。その結果、安全性要件や環境要件を満たしつつ、継続的な革新
（設計、建築、機器、サービスなどの産業活動および生産システムにおける革新）を可能にする環境
や、生産技術全般の「財産」（技術、組織、生産設備、人材）の開発に適した環境が整備されることに
なる。 
 
産業での利用に向けた技術の統合 
安全性と社会的責任に配慮した持続可能な方法によって欧州の産業経済の変革を促進するには、上

記 3 つの研究分野において知識と技術を統合する必要がある。この研究では、上記とは異なる欧州テ
クノロジー・プラットフォームの主要課題や研究開発ニーズを受けて、技術の新しい利用方法や、新
しい問題解決方法に焦点を当てる。 

 
 
1-5 エネルギー 
 
予算：23億ユーロ（2007年～2013年） 
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研究内容 
・水素と燃料電池 
・再生可能エネルギーによる発電 
・再生可能エネルギーの生産 
・再生可能エネルギー冷暖房 
・ゼロエミッション発電のための CO2回収貯留技術 
・クリーンコール技術 
・スマート・エネルギー・ネットワーク 
・エネルギー効率と節約 
・エネルギー政策のための知識 

 
1-6 環境（地球温暖化を含む） 
 
予算：19億ユーロ（2007年～2013年） 

 
 研究内容 
 
気候変動、汚染、リスク 
・環境と気候への悪影響 
・環境と健康 
・自然災害 

持続可能な資源管理 
・天然資源、人工資源、および生物の多様性の維持と持続可能な管理 
・海洋環境の管理 
環境技術 
・天然環境および人工環境の観察、予防、緩和、適応、改善、修復のための環境技術 
・文化遺産の保護、維持、充実 
・技術の評価、検証、テスト 
地球観測と調査ツール 
・地球・海洋観測システム、環境および持続可能な開発の観測手法 
・持続可能な開発の予測手法と評価ツール 

 
1-7 交通輸送 
 
予算：42億ユーロ（2007年～2012年） 

 
研究内容 
・ 航空機と空輸（排気ガスの削減、エンジンおよび代替燃料に関する取り組み、航空交通管理、航
空輸送の安全面、環境に悪影響を与えない航空機） 

・ 持続可能な陸上輸送 ― 鉄道、道路、水上輸送（クリーンで高効率なエンジンや伝導装置の開発、
交通輸送による気候変動への影響の低減、複合一貫輸送による地域的および全国的交通輸送、ク
リーンで安全な輸送手段、インフラの構築と保守、統合的な構造） 

・ 欧州の全世界的衛星ナビゲーションシステムである Galileoと EGNOS23に対する支援（ナビゲー
ションおよび時刻出力サービス、衛星ナビゲーションの効率的な利用） 

 
1-8 社会経済科学と人間学 
 
予算：6億ユーロ（2007年～2013年） 

 
研究内容 
・知識社会における成長、雇用、競争力（改革・競争力・労働市場に関する政策、教育と生涯学習、
経済構造と生産力） 

・欧州としての観点から見た経済・社会・環境関連の複合的な問題（欧州内および世界全体での社
会経済モデル、地域における経済的・社会的結束、環境政策の社会的側面と経済的側面） 

・社会における主要な動きとそれらの影響（人口の変化、家族と仕事の調和、健康と生活の質、青
少年の問題に関する政策、社会的阻害と差別） 

                                                  
23 編集部注 EGNOS：European Geostationary Navigation Overlay Service。欧州が計画している衛
星航法用広域補強システム。 
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・世界の中の欧州（商業、人口移動、貧困、犯罪、対立と解決） 
・EU 市民（政治参加、市民権、民主主義と責任、マスメディア、文化の多様性と文化遺産、宗教、
考え方や価値観） 
・ 社会経済的な指標と科学的な指標（マクロ・ミクロ両レベルの政策決定における指標の利用と価
値） 

・ 将来への取り組み（世界規模の知識を持つことによる将来への影響、人口移動、高齢化、研究や
科学におけるリスクと新しい領域） 

 
1-9 宇宙 
 
予算：14億ユーロ（2007年～2013年） 

 
研究内容 
・ 欧州の公的部門における宇宙技術の利用（環境管理のための衛星監視システムおよび GMES24サ
ービスの開発、安全、農業、森林管理と気象研究、市民の保護とリスク管理） 

・ 宇宙の調査（ESA25や各国の宇宙機関間の共同イニシアティブに対する支援、衛星望遠鏡開発の
ための調整の取り組み） 

・ 宇宙に関連する研究の基盤強化のための研究・技術開発（宇宙輸送や生物医学、宇宙における生
命科学と物理科学など、長期的なニーズに対する研究の支援） 

 
1-10 安全 
 
予算：14億ユーロ（2007年～2013年） 

 
研究内容 
・ 市民の安全（市民の保護のための技術的解決策、生物テロに対する安全措置、犯罪とテロへの対
策） 

・ インフラと設備の安全（行財政運営分野における情報通信技術、輸送、エネルギー、サービスな
どのインフラの研究と保護）  

・ 知的監視と国境警備（陸路や沿岸などの欧州内の国境警備を強化するための技術、設備、ツール
および方法） 

・ 危機発生時における警備と安全の復旧（技術と通信、民生・人道的・救援などの支援の調整） 
・セキュリティー・システムの統合、相互連結性、および相互運用性（市民の安全確保のための情
報収集、商取引における機密保持およびトレーサビリティの保護） 

・ 安全と社会（セキュリティー・ソリューションの導入、安全保障の社会経済的・政治的・文化的
側面、倫理と価値観、社会環境と安全保障に対する認識） 

・ 安全に関する研究の調整と構築（民生・安全・防衛研究領域での安全に関する研究における、欧
州レベルと国際レベルでの取り組みの連携） 

 
 
2．FP7の「アイデア」プログラム 
 
優れたアイデアを欧州のために役立てる 

 
予算：75億ユーロ 

 
「アイデア」プログラムの下で、ERC26によるすべての活動が実施される。欧州レベルで最先端か

つ高水準な研究を行い国際的な評価を高めるために、ERCには高い自立性が期待される。 
 

このプログラムでは、欧州における先端知識研究の動的な性質と創造性を強化し、研究水準の高度
化を目指す。 

 
 
                                                  
24 編集部注 GMES: Global Monitoring for Environment and Security（全地球的環境・安全保障監視）。
欧州委員会（EC）と欧州宇宙機関（ESA）が共同で取り組んでいるプロジェクト。 

25 ESA: European Space Agency（欧州宇宙機関） 
26 編集部注 ERC: European Research Council（欧州研究委員会）。FP7の一部として開始される新
しいイニシアティブ。 
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3．FP7の「人材」プログラム 
 
欧州で科学者になる 

 
予算：47億ユーロ 

 
「人材」プログラムでは、研究者の道へ進む機会を個人レベルで提供する。欧州の研究者達の海外

流出を防ぐと同時に、研究水準と研究基盤の強化を通して、世界中の優秀な研究者達を欧州に集める
ことを目指す。「マリー・キュリー奨学活動」を展開し、研究者になろうとする人々を後押しする。さ
まざまな選択肢を用意して研究トレーニングを構築する。また、業種内での人の移動を奨励する。研
究者の移動性は研究者自身のキャリア開発の鍵となるだけでなく、国や部門間での知識の共有や移転
のためにも非常に重要である。 

 
 
4．FP7の「キャパシティ」プログラム 
 
一流の科学者のための一流の設備 

 
予算：41億ユーロ 

 
「キャパシティ」プログラムでは、研究インフラの利用・開発の最適化を目指す。また、研究から

収益を得るために、中小企業（SME）の革新的な技術力の強化を図る。このプログラムの目的は、地
域における研究クラスターの支援と、EU の収束地域および最外側地域における研究ポテンシャルの
発掘である。国際的な協力の下に実施される水平的な取り組みと対策に対して支援が行われ、最終的
には、「キャパシティ」プログラムのイニシアティブの下で、欧州における社会と科学のより密接な連
携が実現されることになる。 

 
「キャパシティ」プログラムでは、大きく分けて以下の 7つの領域を取り上げる。 
・ 研究インフラ 
・ SMEのための研究 
・ 知識の地域性、地域の研究クラスターに対する支援 
・ EU収束地域(convergence regions)における研究のための潜在能力育成 
・ 社会における科学 
・ 一貫性のある研究政策開発への支援 
・ 国際協力活動 

 
 
5．FP7の EURATOMプログラム 
 
明日のエネルギー供給を確保する 

 
予算：27億ユーロ 

 
欧州原子力共同体（EURATOM）では原子力の研究に関する別個のフレームワーク・プログラムと

トレーニング活動を実施する。5年の予定で開始されるが、2007年～2013年の全期間（7年間）に延
長される可能性もある。 
 

（注）原本に掲載されている予算額はその後少し変更されているので、最終予算の数値に修正している。 

 

（翻訳・編集 桑原未知子） 
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