
アーカンソー州立大学のアーカンソー生物科学研究所、

シバクマールの植物ベース生産（The Plant Powered 
Production:P3）バイオリアクター技術研究室。 
Credit: Arkansas Science & Technology Authority 

【政策】理工学研究のインフラ EPSCoR 
 

NSFの助成金で理工学研究のインフラを拡大（米国） 
7 州 (アーカンソー、ルイジアナ、ネブラスカ、プエルトリコ、ロードアイランド、 

テネシー、ウェストバージニア) に対して 5 年間で 2000 万ドルを助成 
 

 

学界で活用できる研究リソー

スの、 も有効な、世界クラス

の統合展開を目指す7つの研究

プロジェクトが、国立科学財団

(National Science 
Foundation:NSF)の「競争力の

ある研究を促進する実験プログ

ラム (EPSCoR)」から助成を受

けた。その対象は、各地域の研

究所のコンソーシアムを代表し

ており、広範囲に及ぶ科学研究

インフラが不十分で、これまで

に研究費助成をあまり受けてい

ないという観点で選出された。

これら7つのプロジェクトは、 
5年間で投与される2,000万ドル

の助成金をもとに、理工学の学術研究のインフラを強化する。 
 
これらのRII(Research Infrastructure Improvement)アワードはリソースを提供するこ

とで、研究活動の競争力向上に不可欠な、物理面、マンパワー、ネットワーク面のインフ

ラを強化する。また、以下の点において他に類を見ないものである。 
① 州全体をカバーする範囲や複雑性 
② 個々の研究者、研究機関、組織の統合、 
③ 研究の競争力を維持し、経済発展を促すために必要な、多様で、即戦力のある、

STEM(科学、技術、エンジニアリング、数学)に強い労働力を生み出す役割 
このように、NSFのEPSCoRプログラムのディレクター、Henry Blount氏は述べている。 
 
 協力協定に基づき、6州(アーカンソー、ルイジアナ、ネブラスカ、ロードアイランド、

テネシー、ウェストバージニア)および1自治領 (プエルトリコ)が、「RII Track1」アワー

ドを獲得した。 
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アーカンソー州立大学、生物科学研究所のファ

ブリシオ・メディナ・ボリバル P3（植物ベース

生産）研究室 
Credit: Arkansas Science and Technology 
Authority. 

アーカンソー州立大学、農学部の著名な教授であり、

Infinite Enzymes社の社長兼CEOのElizabeth Hood

氏の植物ベース生産(P3) 研究室。 

Credit: Arkansas Science and Technology 

Authority. 

アーカンソー州 (アーカンソー科学技術局) 
 
 この「RII Track１」アワードは、科

学を進展させ、国家の緊急ニーズ(米国

の電力網へのシームレスな統合が可能

な代替エネルギーなど)に対処できる大

きな可能性を持ち、アーカンソー州内

の注目を浴びている研究に対して助成

を行う予定である。この助成は、同州

の科学研究能力を向上させることを目

指している。このため、コスト効率が

良く、非常に効率的な太陽電池を開発

できるよう、再生可能エネルギー発電

の3分野(植物の生合成、代替エネルギー、

ナノテクノロジー)に焦点を絞っている。 
  この研究は、アーカンソーにある次の 

3つの施設で行われる予定である。 
1) the Center for Plant-Powered 
Production注1 (植物ベースのバイ

オ生産センター) 
2) the Center for Generating 
Renewable Energy with Efficient 
Nanoplasmonic Solar Cells(効果

的なナノプラズマ太陽電池を用い

た再生可能エネルギー生成センタ

ー) 
3) the Vertically Integrated 
Center for Transformative 
Energy Research(変革型エネルギー研

究のための垂直統合センター) 
 
このプロジェクトは、活動範囲を広

げる活動をきわめて重視しており、今

回、歴史的黒人大学(Historically Black 
Colleges and Universities：HBCU注2)の2つの研究所と四年制大学2校を新たに加え、前回

の「RII」より支援対象を拡大している。STEM(科学、技術、エンジニアリング、数学)の
                                                 
注1 http://www.arkp3center.org/index.html 
注2 http://www.college-scholarships.com/historically_black_colleges_universities.htm 
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バイオモジュラー・マルチスケールシステムセンター

(Center for BioModular Multi-Scale 

Systems' :CBM2) の DNA 配列研究所。写真は、

ルイジアナ州立大学（LSU）、CBM2 の DNA 配列

研究所の研究者たち。左から、CBM2 センター長の

Steve Soper 氏、Suzanne Lassiter 氏、Musundi 

Wabuyele 氏。  

CBM2 は、2004 年研究インフラ改善アワードにおい

てルイジアナ州で最も重要視され、NSF からの助成

を受けた。同センターの DNA 配列研究所は、人ゲノ

ムの一次構造解析を行うための、モジュラーベース

の マイクロシステム手法を開発している。CBM2

は、3 年におよぶ NSF の EPSCoR プログラムから

の資金拠出を受け、以下の研究者たちで共同研究

を行う。ルイジアナ州の先進微細構造およびデバイ

スのための施設（Center for Advanced 

Microstructures and Devices:CAMD)、 化学、生

物学、機械工学の研究者、ニューオーリンズにある

LSU 健康科学センター、チューレーン保健科学セン

ター、ザビエル大学。また、外部パートナーには、コ

ーネル医科大、スローン・ケタリング・メモリアル癌研

情報ルートを強化するために、セカンダリースクール(中高一貫の中等学校)での多数の研

究活動や、教師や二年制短期大学の教授陣向けの専門能力の開発が推し進められる予定で

ある。ここでは、特定の研究テーマに直結する、しっかりと練られた教育および労働力の

開発活動が行われている。 
 
 

ルイジアナ州 (ルイジアナ大学評議

会)  
 

La-EPSCoRプログラムでは、「RII 
Track１」の助成金により、LA-SiGMA 
(Louisiana Alliance for 
Simulation-Guided Materials 
Applications)を作り、ルイジアナ州全

体の材料科学研究および教育に変革

をもたらそうとしている。LA-SiGMA
は、ルイジアナ州立大学、ルイジアナ

工科大学、ニューオーリンズ大学、チ

ューレーン大学、3つのHBCU(サウザ

ン大学バトンルージュ校、グランブリ

ン州立大学、ザビエル大学）といった

主導的研究機関で構成されている。 
 

LA-SiGMAプログラムは、現在ルイ

ジアナ州の強みとなっている、技術的

にも経済的にもかなり重要な以下の3
つの科学分野（相関電子材料、エネル

ギー材料、生体分子材料）において、

マルチスケールな現象の研究に使用

する共通の計算(シミュレーション)ツ
ールの開発に取り組んでいる。 
 
既存の施設では、計算上の予測を検

証する実験が行われ、その結果、予測

精度向上がもたらされるであろう。こ

のプロジェクトは、様々な人口統計的

なニーズに対処する総合的なプログ

ラムを作ることで、同州の教育および
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労働力の開発にインパクトを与えることを目指している。「LA RII」は、大学院生や研究

生向けに、各専門機関に跨るコースを提供するよう計画している。これらのコースは、そ

の持続可能性を確実なものにするために、博士課程のカリキュラムへと統合される予定で

ある。 
 
 
ネブラスカ州 (ネブラスカ大学) 
 
 「RII Track1」ファンディングでは、ネブラスカ州の主な強みを活かし、地域的にも国

家的にも重要な2つの独立した研究分野(ナノマテリアルと藻類生物学)に助成できるよう

にする。これにより、分野横断的な2つの卓越した研究センター(ナノハイブリッド機能材

料センターと藻生物学およびバイオテクノロジーを研究するネブラスカセンター)が設立

され、7分野から、専門家である教授陣29名を召集し、州およびNSFの優先事項に沿って、

ナノサイエンス分野とエネルギー分野の基礎科学上重要な問題に取り組んでいく予定であ

る。このプロジェクトに参加する研究機関は以下の通り。ネブラスカ・リンカーン大学、

クレイトン大学、ドーン大学、ネブラスカ大学カーニー校、ネブラスカ大学医療センター、

リトルプリースト・トライバルカレッジ、ネブラスカ・インディアン・コミュニティ・カ

レッジ。 
 
このプロジェクトの目的は、科学者、エンジニア、民間の産業パートナーたちに共同研

究の機会を与えることにより、ナノハイブリッド材料、藻類バイオロジー、バイオテクノ

ロジーの分野の知識ベースを劇的に高めることである。これらの分野は、健康診断向け用

途、環境モニタリング、国内の治安、再生可能な生態学的に優しいエネルギー生産分野へ

の適用を進める上で、非常に大きな将来性を持つ。 
 
同プロジェクトは、以下の実現を目指している。 
1) 産学研究開発パートナーシッププログラムを通じて官民の共同事業を行い、中小企業

技術革新研究(Small Business Innovation Research：SBIR)および中小企業技術移転

制度(Small Business Technology Transfer:SBTT)の助成金を獲得。 
2) ネブラスカ州の工学・科学・テクノロジー・インターンシップ・プログラム(Nebraska 

Engineering, Science, and Technology Internship Program：NESTIP)を通じて、技

術移転を推進。 
3)プロジェクトを中心とした、地域および全国規模の技術系企業との協力関係を構築。 

 
｢Track 1」ファンディングは、ネブラスカ州全域の科学者の卵たちの情報パイプライン

の構築、また、研究成果（ポートフォリオ）を公開する機会が少ないために、生物科学、

工学、その他のSTEM分野で過小評価されているグループからの個人の参加拡大に役立て

られる。 
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プエルトリコ自治州 (プエルトリコ大学) 
 

プエルトリコが獲得した「RII Track-1」アワードでは、主として研究大学と四年制大学

間のパートナーシップを築くことと、あらゆるレベルで若手研究者や学生を育成すること

に焦点を絞り、プエルトリコの高等教育機関におけるナノ科学技術分野の学術研究と教育

の向上を目指している。基礎研究成果の製品へと転換し、ナノやバイオテクノロジーに関

連したビジネスへのノウハウの移転、または起業といった取り組みが行われる。 
この「RII Track1」プロジェクトは、プエルトリコの科学技術方針に沿って、自治領内の

経済を発展させ、ひいては国内外での競争力を強化するという計画である。 
 
 研究活動は、ナノ科学とテクノロジーの分野横断的な実験に基づいた、コンピュータモ

デリングの研究を中心に展開される予定である。 先端の研究により、新種のナノ材料お

よびナノ構造の開発を目指す。これらは、バイオナノテクノロジー、水質浄化、CO2隔離、

ITで使用されるロジックデバイスやメモリデバイス、効率的な集光性を持つデバイスなど

の用途に利用できる可能性を持つ。 プエルトリコの5つの高等教育研究機関の科学者とエ

ンジニアが共同研究に取り組んでいるほか、米国本土の5大学、４つの国立研究所/研究施

設、テキサス州のM.D.Anderson癌センターとの戦略的パートナーシップを築いている。 
 

ロードアイランド州 (ロードアイランド大学) 
 

ロードアイランド州の「RII Track-1」プロジェクトは、海洋性生物有機体が、気候変動

がもたらす環境の変化から受ける影響を理解するため、 先端の研究に焦点を絞る計画で

ある。同プロジェクトの目標は、ロードアイランド州の海洋生物科学分野の競争力を向上

させること、州内の研究者と教育者の共同研究を促進すること、および、9つの高等教育

研究機関が参加する、熟練した人員で構成される、多様な研究チームを作ることである。

また同プロジェクトは、地域的関連性を持ち、国にとって重要であり、ナラガンセット湾

など同州ならではの資源を利用するものであり、また、同州の科学技術計画に沿うもので

ある。 
 
ライフサイエンスの研究、教育のためのインフラの改善、また、二年制および四年制大

学など、官民の高等教育研究機関間のパートナーシップにより、同州の研究能力向上を支

援していく予定である。ロードアイランドEPSCoRアカデミー(RI EPSCoR Academy)は、

多種多様な研究機関間の協力関係を強化し、参加枠を拡大することで、多様性を増し、学

生が研究活動を行えるように、またはトレーニングを受けられるように、あらゆるレベル

で支援していく予定である。その中には、学生向け奨学金や、過小評価されているマイノ

リティの参加増員を目的としたプログラムなどがある。このプロジェクト特有なところは、

Rhode Island School of Design (RISD)が参加することで、科学者やRISDのアーティスト、

デザイナー達の間の分野横断的な協力関係を築いている点である。 
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テネシー州 (テネシー大学) 
 

テネシー州が今回初めて獲得した「RII Track1」アワードにより、学術機関において、

物理的インフラ、人材に関するインフラ、ネットワークインフラが拡大、整備されるだろ

う。「RII Track１」プログラムは、経済発展を促進するためのクリーンエネルギーセク

ターへの州政府からの投資と、 近におけるテネシー大学システムのエネルギー関連分野

に優れた教職員の雇用が基盤となっている。このプログラムでは、州政府からの投資を活

用して、州内の10の高等教育研究機関間で、研究活動や教育活動を目的としたパートナー

シップを築き、セカンダリースクールの教師や生徒に有意義な研究経験を提供する予定で

ある。同プロジェクトは、代替エネルギー/再生可能エネルギーの活動領域において、テネ

シー州の能力育成、ひいては国家の競争力強化にも役立つだろう。 
 
このプロジェクトには、テネシー州各地のカレッジおよび大学9校とオークリッジ国立

研究所が参加しており、エネルギー研究や教育に焦点を絞っている。 
 
各施設での研究は、次の3つの主な分野に焦点を絞っている。 
1) 太陽エネルギーの捕獲や変換を行うための、持続可能性のある方法および材料(薄膜

シリコン太陽電池、ハイブリッド有機半導体、新種のバイオ材料に関する研究) 
2) 電気化学的方法によるエネルギー変換デバイス(燃料電池)、およびエネルギー貯蔵デ

バイス(電池) 
3) 固体照明および太陽エネルギー変換の分野におけるエネルギー効率の向上のための

新種のナノ構造やナノ材料を開発。 
 
再生可能かつ環境上クリーンなエネルギー源を開発する上での難題に取り組み、この分

野の現状を向上させるため、テネシー大学ノックスビル校、ヴァンダービルト大学、オー

クリッジ国立研究所で使用されている設備が活用されている。 
 

 

ウェストバージニア州 (高等教育政策委員会) 

 

ウェストバージニア州の「RII Track1」アワードは、バイオテクノロジーの分野で、あ

る程度の成長が見込めるレベルへ同州を位置づけることを目的とした、総合対策のための

戦略フレームワークを提示している。このフレームワークの構想として、バイオナノテク

ノロジー分野で国家が承認した持続可能な施設を設立する。これにより、同州の経済を活

性化する一方で、研究と教育を統合し、一般のセキュリティや環境上の安全性に配慮をし

ながら、革新的な共同研究を通じて知識を高める。分野横断的な研究活動は、ウェストバ

ージニア大学、マーシャル大学、ウェストバージニア州立大学主導で行われている。また、

研究および雇用訓練活動に従事している団体は、州の主な学部機関、コミュニティカレッ
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ウェストバージニア州 EPSCoR プロ

グラムのナノ構造研究の様子。 
ウェストバージニア大学の電気工学

大学院生助手、Ting Liu 氏が、ナノ構

造を成長させるための分子線エピタ

キシャル成長法の用い方を、学部生の

Kirk Pirlo 氏に説明している。NSF の

EPSCoR プログラムの一環として、前

回の RII 助成金交付時に、ウェストバ

ージニア州 EPSCoR プログラムから

の財源をもとに、設備のアップグレー

ドを行った。 
Credit: West Virginia University - 
WVNano

ジ、テクニカルカレッジである。 
 
この「RII」プログラムは、国家安全保障にとっ

て重要な技術の向上を約束するほか、州内の学生、

ポスドク研究員、高校教師、研究機関といった多

種多様な人員で構成されるグループに、研究や教

育の経験を提供する。特定の重金属、病原体、そ

の他の環境上の脅威を、リアルタイムでモニタリ

ングできる設置可能なセンサーによって発見され

たこの分野の研究結果は、この教育開発プログラ

ムや労働力開発プログラムと組み合わせて、ます

ます知識集約型経済へと移行する環境に市民が対

応できるようにすることで、同州および国がさら

に繁栄するものと期待されている。 
 

EPSCoR  
 

EPSCoRは、全国レベルで科学の発展を推進す

るという基金の目的を実現するために策定された

プログラムである。同プログラムは、これまでに

NSFから受け取った研究開発助成金額が少ない自

治体を対象としており、現在では、米本土の27州、

プエルトリコ自治領、米領バージン諸島にその参加資格がある。このプログラムを通して、

NSFは、政府機関、高等教育機関、産業界とともに、州内または地域の研究インフラ、研

究開発能力を持続的に改善することが出来るパートナーシップを築き、その結果として、

国の研究開発の競争力を確立する。 
 

                   
翻訳：NEDO（担当 総務企画部 原田 玲子） 

 
 
出典：“NSF Research Dollars Boost Science and Engineering Infrastructure in Regions 
in Need of Support”  
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=117384&org=NSF&from=news  
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