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(1) 報告書の概要 

 

EU の「HORIZON 2020」プログラムは、2014 年から 2020 年までの 7 年間にわたる

「研究とイノベーションのための研究枠組計画」である。研究とイノベーションの両方

が入っていることが特色である。予算規模も約 770 億ユーロと先行の第七次研究

枠組（FP7）の約 1.5 倍である。 

 

「HORIZON 2020」プログラムは、研究室で生まれたアイデアが商品として市場に出

されるまで、イノベーションの全段階にわたってきめ細かなサポートが、シームレス

に提供されている。イノベーショの全段階でサポートを必要とされているのである。

EU では、研究室と市場の間に、イノベーション・チェーンではなく、「死の谷」が横た

わっていると言われている。この「死の谷」を越える橋が「HORIZON 2020」である。 

 

「HORIZON 2020」プログラムには、「優れた科学」、「産業リーダーシップ」、「社会

的課題への取り組み」の三つの柱がある。世界に開かれたプログラムと言われて

いるが、EU 加盟国ではない日本の研究者・機関が参画するには、自前のマッチン

グ・ファンドを持っていくか、日 EU の共同プロジェクに参画するか、どうしても日本

の参画がプロジェクトの成功には必須と EU に「特例」扱いされる必要がある。 
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（２） EU の「HORIZON 2020」プログラムの背景、概要、特徴 
 

欧州連合（EU）では、1984 年から、EU 加盟国間での共同研究、EU 全体の研究ポ

テンシャルを上げることを目的として、「研究枠組計画」（Framework Programme for 

Research: FP）を実施してきている。第一次（1984－1987）、第二次（1987－1991）、

第三次（1991－1994）、第四次（1994－1998）、第五次（1998－2002）、第六次（2002

－2006）、第七次（2007－2013）ときて、2014 年に始まった計画は、第八次ではなく、

「HORIZON 2020」と呼ばれている。 

 

「HORIZON 2020」プログラムは、2014 年から 2020 年までの 7 年間にわたって実

施される「研究とイノベーションのための研究枠組計画」である。単年度決算の日本

とは異なり、7 年簡にわたる予算が、一括して決められている。一つのプログラムの

中に、研究とイノベーションの両方の要素が入っていることが、このプログラムの特

色である。予算規模も約 770 億ユーロと先行の第七次研究枠組（FP7）の約 1.5 倍

になっている。 

 

「HORIZON 2020」プログラムは、「経済成長を促し、雇用を創出するための政策手

段」とされている。2 同プログラムの背景には、EU の成長戦略である「Europe 2020 

欧州２０２０」と、同戦略の指針である「Innovation Union イノベーション連合」があ

る。「イノベーション連合」を実現するための予算計画が「HORIZON 2020」である。

以上三者の関係は、欧州連合(EU)日本政府代表部の文書では、以下のように、図

示されている。3 

 

Europe 2020 

Innovation Union その他 

Horizon 2020 予算以外の取り組み 加盟国独自 

 

「HORIZON 2020」プログラムを概観する前に、「欧州２０２０」について概観する。

「イノベーション連合」については、「HORIZON 2020」プログラムの特徴についての

項で触れる。 

 

（2.1）プログラムの背景： 「欧州２０２０」戦略 
 

「欧州２０２０」は、2010 年に策定された EU の 10 年間成長戦略である。経済危機

からの脱出を図り、EU の今後の経済の土台を築くことが目的である。4 同戦略に

                                                 
2 European Commission, ‘What is Horizon 2020?’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 
3  欧州連合(EU)日本政府代表部「EU の研究開発政策について」（2014 年 10 月）、p.3。 
4  European Commission, ‘Europe 2020 in a nutshell’, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-
a-nutshell/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_en.htm
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は、三つの優先課題（priority）と、五つの主要目標（headline targets）と、七つの主

要な取り組み(flagship initiative)がある。 

 

三つの優先課題：5 

 

① スマートな成長（Smart Growth）：教育、研究、イノベーションへの、より効果

的な投資を通じて 

② 持続可能な成長(Sustainable Growth)：低炭素経済への移行を通じて 

③ 包摂的な成長 (Inclusive Growth)：雇用創出と貧困削減を重点目標にするこ

とを通じて 

 

例えば、「スマートな成長」が必要な理由について、欧州委員会では、研究・イノベ

ーション、教育・訓練、人口の高齢化の観点から、次のように説明している。6  

 

研究、イノベーションの観点からは、主要な競争相手に比べて、欧州が低成長であ

るのは生産性格差に因るとして、格差の要因として、以下の三点を挙げている。 

 

• 研究開発とイノベーションへの投資が低い 

• 情報コミュニケーション・テクノロジーの利用が不十分 

• 社会のある分野において、イノベーションにアクセスすることが困難  

 

具体例として挙げられているのは、 

 

• 世界の情報コミュニケーション・テクノロジーは、200 万兆ユーロの市場規模

があるが、欧州の企業のシェアは、その四分の一に過ぎない 

• 高速インターネット網の普及の遅れが、欧州のイノベーション、知識の普及、

商品やサービスの配布に影響を与えており、地方を孤立させている 

 

教育・訓練の観点からは、以下のような現状が指摘されている。 

 

• 欧州の学童の 25％は、読み書き能力が弱い 

• 多くの若者が、資格を何も取得しないまま、学校教育を離れている 

• 中等教育の資格を目指している生徒の数は多いが、その資格は、往々にし

て、労働市場の需要とマッチしない 

• 欧州の 25－34 歳層のうち、大学卒の資格を持っている者は三分の一に満

たない(米国は 40％、日本は 50％以上である) 

 

                                                 
5  European Commission, ‘Priorities’, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/priorities/index_en.htm 
6  European Commission, ‘Smart growth’, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/priorities/smart-growth/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/priorities/smart-growth/index_en.htm
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人口の高齢化の観点から、「スマートな成長」が必要な理由が、三点、指摘されて

いる。 

 

• 欧州の人たちの寿命が伸び、子供をあまり産まなくなってきており、少ない

労働力人口が、多くの年金受給者と、その他の社会保障にかかる費用を負

担しなくてならない 

• 2007 年以前に比べ、60 歳以上の人口は、２倍以上の勢いで増えているー

以前は年に 100 万人だったが、現在は約 200 万人 

• 色々な機会をもたらす知識型経済は、人々が年をとっても働くことを可能に

し、上記の歪みを和らげる 

 

「スマートな成長」が達成されると、雇用創出と貧困削減といった「包摂的な成長」の

課題の解決にも貢献するだろう。三つの優先課題は、お互いに関連している。 

 

五つの達成目標：7 

 

2020 年までに達成すべき主要目標（headline targets）として、下記の五つが掲げら

れている。 

 

① 雇用：20－64 歳の就業率を 75％に引き上げる(現在、69％) 

② 研究開発（R&D）：EU の研究開発投資の GDP 比率を、官民合わせて 3％に

引き上げる（現在、1.86％） 

③ 気候変動と持続的なエネルギー：「２０/２０/２０」目標を達成する 

• 温室ガス排出量を、1990 年水準比で、20％(条件が整えば 30％)

削減 

• 最終エネルギー消費量に占める再生可能エネルギーの割合を

20％に引き上げる 

• エネルギーの効率性を 20％高める 

④ 教育：早期中退者(中学までの中退者)比率を 10％以下に引き下げる(現在、

15％)。３０－34 歳で、高等教育を終了した者の割合を、４０％に引き上げる

(現在、31％) 

⑤ 貧困対策・社会的排除(social exclusion)：貧困および社会的排除になってい

る人、及び、なるリスクのある人を、最低でも 2000 万人削減する 

 

五つの達成目標は、同政策の達成度を評価する上での基準でもあり、国別の数値

目標も出されている。 

 

五つの達成目標は、お互いに関連しているとして、欧州委員会は以下の三つの可

能性を挙げている。 
                                                 
7 European Commission, ‘EU 2020 targets’, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/targets/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm
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① 教育事情が向上すれば、雇用される可能性が上がり、貧困が減る。 

② 研究開発（R&D）とイノベーションが進み、これに経済資源のより効率的な利

用が伴えば、EU の競争力が高まり、雇用が創出される。 

③ クリーンなテクノロジーへの投資は、気候変動に対処すると同時に、新しい

ビジネス、新規雇用を創出する。  

 

この三つの事例の中に、「欧州 2020」の、そして、「HORIZON 2020」の特徴がよく

表れている。即ち、EU の究極的な目標は、経済成長と雇用の拡大を通じての社会

的課題（失業、貧困、社会的排除等)の解決であり、この目標を達成するための政

策手段が、教育・訓練、研究開発（R&D）、イノベーション、クリーン・テクノジーへの

投資である。 

 

七つの主要な取り組み：8 

 

七つの主要な取り組みは、三つの優先課題に沿って、次のように整理されている。

  

スマートな成長（Smart Growth） 

① 欧州のデジタル化 

• 高速インタ－ネット網と相互運用可能のアプリケーション 

• インターネット・アクセスの目標は、2020 年までに全市民に３

０ Mbps かそれ以上のインターネット 

• 同じく 2020 年までに EU の全家庭の 50％以上に 100 Mbps

かそれ以上のインタ－ネット  

② イノベーション・ユニオン 

• 気候変動、エネルギー、効率的な資源利用、健康、人口動態

の変化といった社会的な課題に焦点を当てた研究開発政策、

イノベーション政策、学問的な漠然とした研究を商品化へと結

びつけるイノーベーション・リンク 

③ 青年のモビリティー 

• 留学へのサポート、労働市場に適応するような青年教育、あ

らゆるレベルでの教育と訓練 

• 卓越した研究と機会均等 

 

持続可能な成長(Sustainable Growth) 

④ 効率的に資源を利用する欧州 

⑤ グローバル化時代における産業政策 

 

包摂的な成長 (Inclusive Growth) 
                                                 
8  Europe Commission, ‘Flagship initiatives’,  http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-
nutshell/flagship-initiatives/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_en.htm
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⑥ 新規技能と新規雇用 

⑦ 貧困に対する欧州レベルでの対応策 

 

「欧州２０２０」を背景として、「HORIZON 2020」プログラムが生まれてくるが、EU の

ホームページに掲載されている同プログラムに関する政策文書の中で、9 一番古

いのは、2011 年 11 月 30 日に欧州委員会から、欧州議会、欧州閣僚理事会等に

提出された文書である。10 この文書の冒頭部分に、同プログラムを用意した際の

EU の危機感がよく現れている。 

 

 「様変わりした状況 

FP７開始後 11、経済状況はドラマチックに変化した。2008 年の金融危機に

誘発された景気後退を受けて、経済刺激政策が必要とされた。後退局面か

らの回復の歩みは遅く、欧州は、目下、公的債務危機に直面し、さらなる景

気後退の恐れがある。欧州の各国政府は、この様変わりした状況に断固と

して対処しなければならない。重要なチャレンジは、金融・経済システムを短

期的に安定化させ、と同時に、明日の経済機会を創出する政策を実施する

ことである。 

 

財政再建と構造改革は必要ではあるが、欧州の国際的競争力を確実なも

のにする上では十分ではない。スマートな投資、とりわけ研究とイノベーショ

ンに対するスマートな投資が、高い生活水準を維持し、気候変動、人口の高

齢化、資源を効率的に活用する社会への移行といった社会的課題に対処

する上で、極めて重要である。 

 

研究とイノベーションは、雇用、繁栄、生活の質、国際公共財をもたらすのを

助ける。研究とイノベーションは、社会が直面している緊急課題への、科学・

テクノロジーの突破ロを生み出す。研究とイノベーションに対する投資は、ま

た、革新的な商品やサービスを生み出すことを通じて、ビジネス機会も生み

出す。EU は、多くのテクノロジーにおける国際的リーダーではあるが、従来

からの競争相手に加えて、新興経済国との益々激しくなる競争に直面して

おり、欧州はイノベーションの実績を上げていかなければならない」 

 

「スマートな成長」が、「持続カ可能な成長」と「包摂的な成長」を導くものとして、期

待されている。果たして、「スマートな成長」が、どこまで期待に応えることができる

                                                 
9 European Commission, ‘Official Documents: Horizon 2020 definitive reference documents’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents 
10 European Commission, ‘COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 
PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE 
AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Horizon 2020 - The Framework Programme for 
Research and Innovation’ (COM/2011/0808 final),  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0808 
11   FP7 は 2007 に実施された 7 年計画(2007－2013)。  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0808
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0808
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のか。このような危機感と期待を背負って、「HORIZON 2020」プログラムは用意さ

れた。 
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 (2.２) プログラムの概要 
 

「HORIZON 2020」プログラムは、2014 年から 2020 年までの 7 年間にかけて実施

される EU の予算計画である。予算総額は 770 億ユーロで、先行する第７次枠組計

画（FP7）の予算の約１・５倍に相当する。2014 年からのプログラムとされているが、

一回目の公募は、2013 年 12 月 11 日に発表されている。 

 

「HORIZON 2020 プログラムとは何か？」と題された EU のホームページで、 この

プログラムは「経済成長を促し、雇用を創出する政策手段」とされ、「研究は、欧州

の未来への投資であり、スマートで、持続可能で、包摂的な成長と雇用の拡大を意

図する欧州の経済成長の青写真である」とされている。12 

 

「HORIZON 2020」プログラムには、以下の三つの柱と関連するプログラムがある。 

 

１． 優れた科学 (Excellent Science)   244 億ユーロ   

２． 産業リーダーシップ （Industrial Leadership）  170 億ユーロ 

３． 社会的課題への取り組み (Societal Challenge) 297 億ユーロ 

 

これら三つの柱に資金を集中することによって、研究室で生まれたアイデアが「シー

ムレスなイノベーション・チェーン」を通じて、市場にもたらされ、EU の都市、病院、

工場、店舗、家庭等で使われるようになる、とされている。こうした期待がよく現れて

いるのが、EU がよく使う下記のイメージ図である。 

 

 
 

 

                                                 
12  European Commission, ’What is Horizon 2020?’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020
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このイメージ図からは、基礎研究が商品化されるイノベーション・チェーンのノウハ

ウが EU にあるような印象を受ける。しかし、実情は、むしろ、逆であろう。例えば、

欧州委員会コミュニケーションネットワークス・コンテント・テクノロジー総局(DG 

Connect or DG Communications Networks, Content and Technology, 略称 DG 

Connect)のアドバイザーであるダーク・ビーナート氏は、「デジタル革命に備えて」と

題した講演の中で、次のようなイメージ図を使っている。13  

 

 
 

「研究室から産業へ、そして市場へ」という言葉は、イノベーション・チェーンのことを

指しているのだろうが、その言葉の右横に、「死の谷」のイメージが描かれている。 

 

 
 

「死の谷」のイメージの左端には、知識(Knowledge)の土台の上にそびえる科学

(Science)があり、反対側の右端には、市場 (Market)の上にそびえる製造

                                                 
13  Dirk Beernaeart, Advisor, European Commission, ‘Preparing for Digital Revolution: Key 
Enabling Technologies and ICT in Horizon 2020’, UKRO Annual Conference 2014,  
http://www.ukro.ac.uk/aboutukro/conference/Pages/index.aspx 

http://www.ukro.ac.uk/aboutukro/conference/Pages/index.aspx
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(Production)が描かれている。この両端を結ぶのが、「シームレスなイノベーション・

チェーン」であるはずだが、この両端の崖に挟まれるようにして横たわっているのは、

「死の谷」である。その死の谷に、橋が一本かかっている。その橋を支えているのは、

三本の柱である。 

 

• 技術研究 （Technological research）の柱： 

o この柱は、谷底の研究テクノロジー機関に土台を置き、技術的設備

（Technological facilities）を目指しており、科学（Science）をテクノロ

ジー（Technology）につないでいる。  

• 製品開発 (Product development)の柱： 

o この柱は、谷底の産業界のコンソーシアム（Industrial consortia）に土

台を置き、パイロット製品の開発(Pilot development)、生産の,パイロ

ットライン（Pilot line）を目指しており、テクノロジー（Technology）を製

品（Products）につないでいる。 

• 競争力のある生産 (Competitive manufacturing)の柱： 

o この柱は、基幹的な企業（Anchor companies）の上に土台を置き、グ

ローバルに競争できる製造設備(Globally competitive manufacturing 

facilities)を目指しており、製品（Products） を生産（Production）につ

ないでいる。 

 

最初に紹介したイメージ図は、イノベーション・チェーンがスムーズに展開していく印

象を与えるが、その裏には、「死の谷」のイメージに見られるような、EU のイノベー

ションの現実と、その現実を分析する冷静さがある。「死の谷」という表現は、欧州

委員会のアドバイザーのビーナート氏だけでなく、EU の他の文書でも使われてい

る。14 

 

この「死の谷」のイメージに添えて、次のような言葉を、ビーナート氏は書いている。 

 

 「欧州は、科学の分野と、特許のランキングの分野では、強い。 

 しかし、欧州は、生産と展開（deployment）が弱い。 

 グローバルな競争は、熾烈になってきている。 

死の谷を越えるためには、投資をしないといけない。模範となる人たち、競

争力のある生産業者・製品開発に投資し、企業家精神に基づく関係を生み

出し、『等しく公平な』 競争の場（’equal level’ playing field） を提供しなけれ

ばいけない」 

 

                                                 
14 例えば、後で紹介するが、European Commission, ‘Nanotechnologies, Advanced Materials, 
Advanced Manufacturing and Processing and Biotechnology’,  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-
advanced-manufacturing-and-processing-and 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and
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 「等しく公平な 競争の場」とは、EU の企業を、競争相手の EU 以外の国々の企業

と同じ土俵に立たせるということだろう。そのための政策手段の一つとして、

「Horizon 2020」が捉えられている。 

 

イノベーション・チェーンがうまく展開しているように見えるイメージと、研究と市場の

間に横たわる深い「死の谷」のイメージ。この二つのイメージの落差を埋めるものと

して、「HORIZON 2020」プログラムは構想されていると言える。 
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 (2.２.1)「優れた科学」(Excellent Science) 
 

「優れた科学」(Excellent Science)は、「HORIZON 2020」の一本目の柱であり、EU

の素晴らしい科学ベースを確保し、強化すること、そして、ヨーロッパ研究圏

（European Research Area）15を統合し、EU の研究・イノベーションのシステムのグロ

ーバルな競争力を増加させることを目的としている。この「優れた科学」の中には、

以下の四つのプログラムがある。16  

 

1. 欧州研究会議(European Research Council)  １３１億ユーロ 

2. 未来の新技術(Future and Emerging Technologies)   27 億ユーロ  

3. マリー・スタウォドスカ・キュリー・アクション（Marie Skiowdowska Curie 

Actions）           ６２億ユーロ 

4. 研究インフラ (Research Infrastructure)    ２５億ユーロ 

  

(2.2.1.1)「欧州研究会議」 

 

「欧州研究会議」研究資金は、先端的研究に従事する一流の研究者に開かれてい

る。先端的研究（frontier research）とは、「基礎的な科学についての、新しい理解」

のことである。既存の理解の限界を超えようとする研究は、本質的にリスキーなも

のであるとの認識が、この研究資金の背景にある。17 

 

この研究資金の特徴は、欧州委員会によれば、以下の通りである。18 

 

• 研究者が、個人で応募できる、ボトムアップ型(通常、EU のプログラムでは、

最低 EU 加盟国の中の 3 か国の 3 研究機関の間のコンソーシアムが応募

することになっている)。 

• 選考基準は、研究の卓越性だけである。 

• どの分野でも、応募できる。社会科学や、人文科学も可。 

• 研究者の国籍や年齢は不問。 

• この資金を受けての研究は、EU の加盟国か EU 関連国で実施されなけれ

ばならない。 

• この研究資金を持って、他の研究機関に移ることができる。 

 

                                                 
15 ヨーロッパ研究圏は、2000 年の創設された試みで、研究への投資に対する見返りを最大に

するために、EU の研究部門の効率化を目指している。 
16  European Commission, ‘Excellent Science’, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/excellent-science     
17  European Research Council, ‘Frontier research’, http://erc.europa.eu/glossary/term/267 
18 European Commission, ‘European Research Council’,   
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/excellent-science
http://erc.europa.eu/glossary/term/267
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-council
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研究者の国籍は問われないが、「EU 加盟国か関連国で研究活動を行うことを企図

している人」と限定されている。19  「HORIZON 2020」プログラムに関して EU の関

連国(associated countries) とされているのは、アイスランド、ノルウェー、アルバニ

ア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モンテネグロ、

セルビア、トルコ、イスラエル、モルドバ、スイスである。20  

 

「HORIZON 2020」は、研究とイノベーションをリンクしたプログラムとして知られてい

るが、この「欧州研究会議」研究資金は、研究者個々人の研究を助成するという意

味で、従来型の研究の為の研究への資金助成の要素を残していると言える。 

 

(2.2.1.2) 「未来の新技術」 

 

「未来の新技術」（FET)は、「EU の優れた科学ベースを、競争的優位に変えること」

が目的であり、以下の三つの取り組みがある。21  

 

• FET Open： 

斬新な新技術に向かう新しいアイデア、あまり多くの研究者が取り組

んでいないトピックが対象 

• FET Proactive： 

有望な新技術を育てることが目的。有望な新技術だが、まだ産業界

の研究テーマにはなっていないものが対象で、その新技術に従事す

る欧州の研究者の数を、学際的に確保することが目的 

• FET Flagships： 

予算 10 億ユーロの 10 年間のプロジェクト。100 人を超える欧州の

研究者が、野心的な科学技術の難題に取り組む。例えば、「人間の

頭脳（Human Brain）」プロジェクトや、新素材を探す「グラフェン

（Graphen）」プロジェクト 

 

「人間の頭脳」プロジェクトには、日本から、理化学研究所と沖縄科学技術大学院

大学が参加している。 

 

(2.2.1.3) 「マリー・スタウォドスカ・キュリー・アクション」 

 

「マリー・スタウォドスカ・キュリー・アクション」は、研究者のキャリア形成と、研究者

の訓練(イノベーションの能力も含めて)を目的としている。研究者には、博士課程の

                                                 
19  European Commission, ‘ERC Work Programme 2014’, p.15,   
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf 
20  European Commission, ‘Horizon 2020 Associated countries’, 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-
ac_en.pdf  
21 European Commission, ‘Future and Emerging Technologies’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/erc/h2020-wp1415-erc_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
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学生から、管理職についている経験豊富な研究者まで含まれる。国境を超えた、学

際的な研究が期待されている。また、学問と産業界の垣根を越えることも期待され

ている。博士課程の学生 2 万 5000 人を支援する。このプログラムも、あらゆる分野

の個人もしくは研究機関が応募できるボトムアップ型である。以下の 4 つのプログ

ラムがある。22 

 

• リサーチ・ネットワーク（Research Networks (ITN)：Support for Innovative 

Networks   

• 個人的フェローシップ（Individual Fellowships, IF） 

• スタッフ交換(International and Inter-sectoral cooperation through research 

and innovation staff exchanges, RISE)  

• 共同出資（Co-funding of regional, national and international programmes 

that finance fellowships involving mobility to or from another country、

COFUND）      

 

「リサーチ・ネットワーク」（ITN)は、欧州の大学、研究機関、非研究機関による研究

訓練プログラム、もしくは博士課程プログラムを助成する。研究訓練プログラムに学

界以外での経験を含めることにより、イノベーション能力、雇用可能性(エンプロイア

ビリティー)を増すことが期待されている。このプログラムには、産業界との博士課程

プログラム（industrial doctorates）も含まれ、非学問的機関での研究や指導も、学

問的機関におけるそれらと同等に扱われる。複数の大学がジョイント学位を出すこ

ともある。さらに、EU 加盟国以外の国の組織も、ITN ネットワークの追加的なメンバ

ーとして参画することが可能であり、EU 加盟国の博士課程の学生が、EU 加盟国

以外の国で訓練をうけることも可能である。 

 

「個人的フェローシップ」（IF)は、EU 研究者が、EU 域内間での、また EU を超えたモ

ビリティーを支援する。また、EU 加盟国以外の国から、優秀な研究者を EU 内の国

で研究することを奨励するプログラムでもある。助成金は、通常、2 年間の給料、移

動にかかる費用、研究経費と、受け入れ機関の間接費(オーバーヘッド)をカバーす

る。研究者は、受け入れ機関と連絡を取りながら、自分で申請する。申請の判断基

準は、研究の質、研究者のキャリアの将来性、及び、受け入れ機関のサポート具合

である。研究者は、この助成金を受け取っている間、受け入れ機関外の欧州で研

究をすることも可能である。受け入れ機関外で研究することによって、大きなインパ

クトがあるというのが条件である。 

 

                                                 
22 European Commission, ‘Marie Skłodowska-Curie actions’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
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なお、EU 加盟国以外の国の国籍を持つ研究者でも、EU 加盟国もしくは準加盟国

で、最低 5 年間継続的にフルタイムの研究活動をしていれば、申請資格がある。23 

 

「スタッフ交換」（RISE）は、短期間のモビリティーを支援する。あらゆるレベルの研

究者、事務職員、技師が対象である。EU 内外の大学、研究機関、非研究機関から

構成されるパートナーシップをサポートする。世界的なパートナーシップでは、研究

機関間でのモビリティーも可能である。 

 

「共同出資」（COFUND）は、地域レベル、国レベル、国際レベルでの、研究訓練・キ

ャリア開発プログラムに対する追加的な支援である。 

 

「マリー・スタウォドスカ・キュリー・アクション」の中には、「欧州の研究者の夜」

（NIGHT）というイベントを実施するプログラムもある。これは、欧州規模でのプログ

ラムで、研究者、特に若手の研究者の間で、研究者としてのキャリアへの関心を喚

起させることが目的である。一般市民を対象としたイベントを開いて、実験をしてみ

せたり、科学ショーをしたり、討論をしたり、競争をしたり、クイズをしたり、様々な形

がありえる。通常は、1 年に 1 回、9 月の最後の金曜日に開かれる。 

 

(2.2.1.4) 「研究インフラ」（Research Infrastructure） 

 

最新の「研究インフラ」を整備することは、複雑で、費用もかさむ。「研究インフラ」の

整備については、基本的には各国政府が果たす役割が大きいが、EU では、EU の

「研究インフラロードマップ（ESFRI）」を作成し、同じような研究インフラが、EU 加盟

国の間で重複しないように、また EU 内で、他国の研究インフラを使うことができる

ようにしている。なお、「研究インフラ」には、デジタルインフラ（e-infrastructures）も

含まれる。欧州全体を視野に入れて、研究装置、研究サービス、研究データの統合

を進めることにより、研究インフラを介して、研究機関と産業界と間で研究開発が進

み、イノベーション・クラスターへと育っていくことが期待されている。24  

 

                                                 
23 European Commission, ‘Individual Fellowships Frequently Asked Questions (FAQs)’, 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2014/1605122-
faqs_if_2014_en.pdf 
24 European Commission, ‘European Research Infrastructures, including e-Infrastructures’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-
including-e-infrastructures 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2014/1605122-faqs_if_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-msca-if-2014/1605122-faqs_if_2014_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-research-infrastructures-including-e-infrastructures
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(2・２・2)「産業リーダーシップ」(Industrial Leadership) 
 

「産業リーダーシップ」(Industrial Leadership)プログラムは、「HORIZON 2020」の二

本目の柱であり、テクノロジーとイノベーションの開発のスピードを上げることを通じ

て、明日のビジネスを支え、革新的な EU の中小企業が世界的な企業に成長する

ことを目的としていて、これらの目的を達成するために、以下の三つのプログラムが

ある。25   

 

1. 実現技術、産業技術におけるリーダーシップ  １３６億ユーロ 

2. リスク・ファイナンスへのアクセス      ２８億ユーロ 

3. 中小企業のイノベーション         ６億ユーロ 

 

（2.2.2.1） 実現技術、産業技術におけるリーダーシップ 

 

ここで実現技術、産業技術として挙げられているのは、欧州の世界的競争力を左

右する、下記の技術である。 

 

ICT、ナノテクノロジー、先端材料、バイオテクノロジー、先端製造加工、宇宙 

 

下線を引いた技術は、実現技術（Key Enabling Technologies, KETs）である。 

 

上記の技術へのサポートは、研究、開発、デモンストレーション、（さらに該当する場

合に）標準化（standardisation）と認定（certification）が対象になる。 

 

異種のテクノロジー間の相互作用と収斂、及び、各テクノロジーと社会的課題との

関連に重点が置かれる。ユーザーのニーズに対応する必要も重視されている。 

 

本プログラムの目的は、EU の産業政策の目的を達成することである。26 

 

EU の産業政策についての文書(2010 年)の結論の中に、「HORIZON 2020」プログ

ラムの背景を理解する上で、興味深い以下のような議論がある。27   

 

• 財政再建の途上にあるので、EU の競争力を増加させる政策として、支出を

増やすことはできない。構造改革によらざるを得ない。例えば、ビジネス環

                                                 
25 European Commission, ‘Industrial Leadership’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/industrial-leadership 
26 European Commission, ‘Leadership in Enabling and Industrial Technology’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-
technologies 
27 European Commission, ‘An Integrated Industrial Policy for the Globalisaion Era: Putting 
Competitiveness and Sustainability at the Centre Stage’ COM (2010)  614 final,   http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF    

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/industrial-leadership
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/leadership-enabling-and-industrial-technologies
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0614:FIN:EN:PDF
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境をよくするとか、行政機関を近代化するとか、企業のイノベーション能力を

改善するとか、エネルギー利用の効率を上げるとか。 

• 欧州のより効果的なガバナンスが必要である。他国のことを考慮に入れな

い自国産業というコンセプトは、意味を持たない。欧州の戦略的な産業利益

を確認することが必要で、自国本位の、他国と協調しない一国の政策では

なく、よく協調された欧州の政策が必要である。 

• 政策を協調させるだけでなく、資源を共有することも大事である。 

• 成果をモニターすることも大事である。 

 

財政困難の中、EU の政策と、EU 加盟 28 カ国の各国の政策とを連動させていく必

要が説かれている。政策だけでなく、資源の共有も説かれているが、先に見た 「マ

リー・スタウォドスカ・キュリー・アクション」プログラムは、EU の研究者のモビリティ

ーを増すことによる研究者(人的資源)の共有化と見ることができる。また、EU 内の

研究装置、研究サービス、研究データの統合を図る「研究インフラ」プログラムは、

まさに物的資源の共有化を図る試みである。 

 

「実現技術、産業技術におけるリーダーシップ」プログラムで、重視されているのは、

下記のような事柄である。 

 

• 中小企業も含め、欧州の工場設備能力と事業展望を高めるような研究とイ

ノベーション 

• 官民提携 

• 分野横断的な実現技術 

• ICT の機会を掴むこと 

• 社会的課題の取り組みへの貢献 

• 分野横断的な、国際連携、責任のある研究・イノベーション 

 

（2.2.2.1.1） ICT 

 

ICT の中で、以下の六つの分野が、「産業技術におけるリーダーシップ」プログラム

の中で重視されている。28 

 

• 新世代の部品とシステム 

• 先端コンピューティング 

• 未来のインターネット 

• コンテント・テクノロジー、情報管理 

• ロボット工学 

• ミクロ、ナノ電子工学、光通信 

                                                 
28 European Commission, ‘Information and Communication Technology’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-
technologies 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/information-and-communication-technologies
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これらの他に、学際的なサイバー・セキュリティー、モノのインターネット（Internet of 

Things）、及び、人間主体のデジタル時代についての研究もある。 

 

（2.2.2.1.2） 実現技術（Key Enabling Technologies） 

 

「HORIZON 2020 」が注目している実現技術は、上記のように、ナノテクノロジー、先

端材料、バイオテクノロジー、先端製造加工である。 

 

「実現技術」プログラムの重要性について、EU の文書は、「死の谷」のイメージを引

用しながら、以下のように説明している。29 

 

中レベルの技術に関しては、それを高レベルに引き上げ、将来的な大量生

産につながるように持っていくことが、「死の谷」を超える上で大事である。

（「実現技術」プログラムの）諸活動は、産業界が、研究者コミュニティーと共

に、設定した研究イノベーション目標に従い、民間部門の投資を喚起するこ

とに重点が置かれる。 

 

高レベルの技術に関しては、産業界が関心を持ち商品化するために、大量

生産のパイロット・ラインを作り、デモンストレーションをすることに向けて、サ

ポートを与える。社会的課題への取り組みに、実現技術が貢献することが重

視されている。 

 

（2.2.2.1.3） 宇宙 

 

「宇宙」プログラムについて、欧州委員会の報告書は、その冒頭で、次のように述べ

ている。30 

 

宇宙は、技術的な問題以上のものである。宇宙には、常に政治的な次元が

伴っているが、この政治的次元において、欧州は成果を出していない。 

 

同報告書は、欧州宇宙機関（The European Space Agency）は、EU 加盟国間の純

然たる科学研究機関であり、政治的な機関ではないとしている。また、これまで EU

加盟国が、各々、自国の宇宙政策を追究していたことが、国際宇宙分野で EU が独

自のアイデンティティーを確立することが出来なかった要因とし、EU としての宇宙政

策を持つことが必要としている。EU としての宇宙政策は、欧州の宇宙関係の諸活

                                                 
29 European Commission, ‘Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and 
Processing and Biotechnology’,  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and 
30  European Commision, ‘EU Space Industry Policy: Releasing the Potential for Economic Growth in 
the Space Sector’, 28 February 2013, http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0108:FIN:EN:PDF 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/nanotechnologies-advanced-materials-advanced-manufacturing-and-processing-and
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動を維持・発展させていく枠組みとして機能し、欧州の宇宙産業の競争力を増すこ

とに寄与するだろうと期待されている。 

 

宇宙に関しては、第七次枠組研究プログラム（FP7）の中で研究は進んだが、その

成果を踏まえた上で、「HORIZON 2020」では、革新的な宇宙技術を開発し、宇宙

産業の育成に貢献すること、また、宇宙のデータを、科学的機関、公的機関、民間

機関が利用できるようにすることが目的とされている。31 

 

具体的には、以下のようなことが挙げられている。 

 

• EU の既存の二つの宇宙プログラムを最優先すること： 欧州全地球航法衛

星システム（European Global Navigation Satellite System）と欧州地球観測

システム（Earth Observation） 

• 宇宙インフラを維持すること、特に、宇宙監視追跡システム（Space 

Surveillance and Tracking system）を全 EU レベルで立ち上げること 

• EU の宇宙産業の競争力を維持し、さらに強化していくこと 

• 宇宙インフラへの EU の投資が、EU の市民に便益をもたらすようにすること 

• 宇宙科学と宇宙探査の分野で、EU を魅力的なパートナーにすること 

 

（2.2.2.2） リスク・ファイナンスへのアクセス 

 

「リスク・ファイナンスへのアクセス」（Access to risk finance）は、研究開発（R&D）志

向、イノベーション志向の企業等の資金調達を容易にすることが目的である。最終

的な目標は、デット・エクイティー・ファイナンス（借金・債務による資金調達）へのア

クセスを提供することである。特に、革新的な中小企業へのサポートが必要とされ

ている。InnovFIN – EU Finance for Innovators は、デット・エクイティー・ファイナンス

（債務による資金調達）のプログラムであり、中小企業に資金を貸す金融機関に対

して債務保証を行うこと、企業への直接投資等々、様々なプログラムが含まれてい

る。32 

 

欧州投資銀行(European Investment Bank)、欧州投資基金(European Investment 

Fund)も、大事な役割を果たすことが期待されている。欧州投資銀行は、中規模企

業、大企業に資金を直接貸し出したり、これらの企業に貸し出す銀行に対して債務

保証を行う。欧州投資資金は、中小企業、特に商品化の段階にまで到達している

中小企業に対して資金を貸与する銀行に対して、債務保証を行う。  

 

（2.2.2.3） 中小企業のイノベーション 

                                                 
31 European Commission, ‘Space’, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/space 
32 European Commission, ‘Access to Risk Finance’,  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/space
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/access-risk-finance
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「中小企業のイノベーション」プログラムは、中小企業の、研究・開発・イノベーション

の環境を最大限にすることが目的。中小企業に様々なサポートを提供するが、サポ

ートの趣旨は、中小企業のイノベーション管理能力を高めることである。イノベーシ

ョン管理能力は、組織がもつ能力で、発想から市場で利益までのイノベーションの

プロセスを管理する能力のことである。中小企業のイノベーションを支援することで、

市場と社会に価値を生み出し、よって「欧州 2020」戦略の「スマートで、包摂的で、

持続可能な成長」を下支えすることが目的である。33 

 

中小企業に対するサポートは、「中小企業・政策手段（SME Instrument）として整理

されている。サポートは、イノベーションのプロセスに沿って、以下の 3 段階に分け

られている。34 

 

1. 実行可能性（フィージビリティー）の評価 

2. イノベーション・プロジェクト 

3. 商業化 

 

「実行可能性の評価」サポートでは、中小企業の技術力と、企業が開発したいイノ

ベーションの商業化の可能性を評価する。リスク評価、デザイン調査、市場調査、

知的財産について評価する。究極の目標は、既存の技術、方法論、ビジネスプロセ

スを革新的に応用することにより、新製品・サービスを市場に出すこと。一つのプロ

ジェクトに対し、最高 5 万ユーロまで、資金援助。プロジェクトは、通常、6 ヶ月。プロ

ジェクト終了時には、ビジネスプランが作成されている。もしプロジェクトに商業化の

可能性があり、当該の中小企業に必要な資金がない場合は、第 2 段階の「イノベ

ーション・プロジェクト」プログラムに申請することができる。 

 

「イノベーション・プロジェクト」サポートでは、プロトタイプ、ミニチュア、スケールアッ

プ、デザイン、パフォーマンスの立証、テスト、デモンストレーション、生産パイロット

ラインの開発、市場による複製の検証を行う。資金援助は、50 万ユーロから 250 万

ユーロの範囲。適格費用の 70％まで、場合によっては 100％まで、支援する。プロ

ジェクトは、通常、１年から 2 年。プロジェクト終了時には、市場に出せる新商品・サ

ービス・プロセスが出来ていて、商業化するための詳細なビジネスプランが作成さ

れている。 

 

「商業化」サポートでは、上記の 2 段階を終えたプロジェクトに対し、民間投資の獲

得、顧客の獲得、EU のリスク・ファイナンスへの申請、エンタープライズ・ヨーロッ

パ・ネットワークを通じてのサポート等を提供する。 

                                                 
33 European Commission, ‘Innovation in SMEs’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes 
34 European Commission, ‘The SME Instrument’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/innovation-smes
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
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このように、中小企業のイノベーションに対して、シームレスなサポート・システムが

整備されている。このことは、イノベーションの全段階において、中小企業のイノベ

ーション能力がいかに低いかを示唆しているだろう。 

 

中小企業のイノベーションに対するサポートには、「ユーロスターズ」プログラムもあ

る。これは、研究開発型の中小企業の国際連携を、資金援助も含めて、サポートす

るプログラムである。35 

 

なお、EU の中小企業の定義は、以下の表の通りで、日本とは異なる。36 

 

 従業員数 総売り上げ、又は、貸借対照表の総資産額 

中規模 Medium-sized  ≺２５０ ≼ € 50M ≼ € 43M 
小規模 Small ≺５０ ≼ € 10M ≼ € 100M 
マイクロ Micro ≺１０ ≼ € 2M ≼ € ２M 
 

                                                 
35 European Commission, ‘The Eurostars Programme’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eurostars-programme 
36 European Commission, ‘What is an SME?’, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-
analysis/sme-definition/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eurostars-programme
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.htm
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(2.2.3) 「社会的課題」（Societal Challenges）への取り組み 
 

「Horizon 2020」プログラムは、「欧州 2020」戦略を反映し、欧州や他国の市民が懸

念している以下のような社会的課題に取り組む。37 

 

• 保健、人口構造の変化および厚生    ７５億ユーロ 

• 食料安全保障、持続可能な農業・林業、海洋・海事・陸水研究、バイオエコノ

ミー        ３９億ユーロ 

• 安全かつクリーンで効率的なエネルギー   ５９億ユーロ 

• スマートで、環境に配慮した統合された輸送  ６３億ユーロ 

• 気候変動、環境、資源効率、原材料    ３１億ユーロ 

• 変革する世界の中の欧州 － 包摂的、革新的、内省的社会 

１３億ユーロ 

• 安全な社会 － 自由と欧州およびその市民の安全を守る 

１７億ユーロ 

 

「社会的課題への取り組み」プロジェクトは、様々な分野の資源と知識（社会科学や

人文科学も含めて）を使う。本プロジェクトには、研究から、イノベーション的な活動

（パイロッティング、デモンストレーション、テスト・ベッド、公共調達や市場理解への

サポート）が含まれる。ヨーロッパ・イノベーション・パートナーシップ（EIP）との連動

も行う。 

 

(2.2.3.1) 保健、人口構造の変化および厚生 

 

これは、研究とイノベーション（R&I）を通じての、全ての人々のよりよい健康への投

資である。以下の項目に焦点が当てられている。38 

 

• 健康、健康に老いること、病気について、その原因とメカニズムへの理解を

向上させる 

• 健康をモニターする能力、病気を予防し、発見し、治療し、管理する能力の

向上 

• 老人が活動的で健康であるためのサポート 

• 健康と介護に関する新しいテストやデモンストレーション 

 

健康と治療の個別化(Personalising health and care)が含まれ、また、「抗生物質の

不必要な使用」に関する研究には、100 万ユーロの賞金がついている。 

                                                 
37 European Commission, ‘Societal Challenges’,  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges 
38 European Commission, ‘Demographic Change and Wellbeing’,     
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-
wellbeing  

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/health-demographic-change-and-wellbeing
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研究の成果を臨床治療等に活かすために、研究者とビジネス間のネットワークを構

築し、欧州に於ける製薬分野でのイノベーションを生み出すことが期待されている。 

 

「HORIZON 2020」プログラムの最初の 2 年間では、バイオマーカーや診断治療機

器の分野で革新的な中小企業がターゲットとされている。 

 

(2.2.3.2) 食料安全保障、持続可能な農業・林業、海洋・海事・陸水研究、バイオ

エコノミー 

 

このプログラムの背景には、以下のような考えがある。39 

 

生物資源の最適かつ再生可能な利用に向けての移行、持続可能な第一次

産業に向けて移行が求められている。より多くの食料、繊維、そのほかのバ

イオ関連の製品を、最小のインプット、最小の環境への影響、最小の温室ガ

ス排出、よりよいエコシステムサービス、廃棄物ゼロ、適切な社会的価値観

のもとに、作り出さなければいけない。 

 

欧州委員会の報告書では、問題解決型の取り組みが、自然科学だけでなく社会科

学、人文科学の研究者、農業生産者、消費者、政府によって行われることが期待さ

れている。40 

 

(2.2.3.3) 安全かつクリーンで効率的なエネルギー 

 

このプログラムには、以下の七つの目的がある。41 

 

• エネルギー消費とカーボンフットプリント（温室効果ガス排出量）を減らす  

• 低コスト、低炭素の電力供給 

• 代替燃料、移動体エネルギー源 

• 単一の、スマートな、欧州の電力供給網 

• 新しい知識とテクノロジー 

• 強固な政策決定と広範な参画 

• エネルギーと ICT の分野でのイノベーションへの市場の理解 

                                                 
39 European Commission, ‘Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and 
Inland Water Research and the Bioeconomy, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water 
40  European Commission, ‘Horizon 2020 Work Programme, 2014-2015,  9 Food security, sustainable 
agriculture, and forestry,  marine and maritime and inland water research and the bioeconomy, 
Revised’, 22 July 2014, 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-
food_en.pdf 
41 European Commission, ‘Secure, Clean and Efficient Energy’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/food-security-sustainable-agriculture-and-forestry-marine-maritime-and-inland-water
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy
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このプログラムは、「欧州２０２０」の「スマートな都市」（Smart Cities）構想にも関連

している。「スマートな都市」構想は、EU の「20－20－20」数値目標（EU の温室ガス

排出を 1990 年に比べ 20％削減、EU のエネルギー消費に占める再生可能エネル

ギーの割合を２０％までに増やす、EU のエネルギー利用の効率を２０％向上） を実

現させるものである。42 

 

第七次枠組研究プログラム（FP7）と異なり、問題解決型の取り組みに重点が置か

れ、研究者の自由な発想に基づく革新的な問題解決案が提案されることが期待さ

れている。 

 

(2.2.3.4) スマートで、環境に配慮した統合された輸送 

 

これは、欧州の運送業を支援することが目的である。助成金の主な対象は、以下

の通りである。 43 

 

• 環境に配慮した効率的な輸送システム(航空、自動車、船舶) 

• よりよいモビリティー、少ない交通混雑、より安全な移動 

• 欧州の運送業のグローバル・リーダー化  

• 政策立案に関し、社会経済的、行動科学的な研究、前向きな試み 

 

以上の目的を達成するため、以下の三つのテーマに沿って、助成金の公募が行わ

れる。 

 

• 成長に導くモビリティー 

• 環境に優しい輸送機関 

• 輸送のための小さなビジネス・イノベーション 

 

例えば、「成長に導くモビリティー」では、「スマート・モビリティー」の時代が到来しつ

つあることが予測され、それに向けての研究が求められている。「スマート・モビリテ

ィー」とは、欧州委員会の報告書では、次のように定義されている。44 

 

家から家へのモビリティーを最適化し、安全性を上げ、環境への悪影響を減

らし、運用コストを下げるために、インフラ、輸送手段、移動する人とモノを、

相互に連絡し合うこと 

                                                 
42 European Commission, ‘Climate Action’, http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm 
43 European Commission, ‘Smart, Green and Integrated Transport’,  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport 
44  European Commission, ‘HORIZON 2020 Work Programme 2014-2015,  11 Smart, greem and 
integrated transport, Revised’, 22 July 2014, 
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-
transport_en.pdf 

http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/smart-green-and-integrated-transport
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-transport_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-transport_en.pdf
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スマート・モビリティーへの移行に向けて、輸送問題を解決する新しい解決策が求

められ、その解決策の有効性を都市部で確かめるとしている。 

 

(2.2.3.5) 気候変動、環境、資源効率、原材料 

 

このプログラムは、欧州の競争力、原材料安全保障、人々の厚生を高めるための

もので、以下の三つの目的がある。45 

 

• 資源(水も含めて)を効率的に使い、気候変動に対応できる経済と社会を達

成する 

• 天然資源とエコシステムの保護と持続可能な管理 

• 増え続ける世界の人口の需要を、地球の天然資源とエコシステムの持続可

能な許容範囲の中で満たすための、原材料の持続可能な供給と利用 

 

このプログラムの背景には、20 世紀は資源がふんだんにあり、安価だったが、そう

した時代は終わりを告げているという認識がある。 

 

公募プログラムの一つでは、廃棄物について、生産・消費サイクルの全過程が対象

で、廃棄物抑制から、廃棄物を再利用するためのリサイクルのシステムの設計

等々が求められている。様々な経済分野での、様々な人たちが、新しいやり方で共

に働くことが期待されている。46 

 

(2.2.3.6) 変革する世界の中の欧州 － 包摂的、革新的、内省的社会 

 

このプログラムは、以下のような EU 社会の格差と社会的排除を減らすことを目的

としている。47 

 

• 貧困のリスクがある人が 8000 万人（EU28 か国の総人口 5 億 700 万人の

約 16％）、1400 万人の青年がニート(教育、雇用、訓練に従事していない) 

• 失業率は EU 全体で 12％、若者の間では 20％以上 

 

                                                 
45 European Commission, ‘Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials’,   
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-
efficiency-and-raw-materials 
46 European Commission, ‘HORIZON 2020 Work Programme 2014 – 2015, 12 Climate action, 
environment, resource efficiency and raw materials, Revised’, 22 July 2014,  
  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-
climate_en.pdf 
47 European Commission, ‘Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies’, 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-
innovative-and-reflective-societies 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/climate-action-environment-resource-efficiency-and-raw-materials
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/europe-changing-world-inclusive-innovative-and-reflective-societies
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「変革する世界」とは、一方で BRIGS(ブラジル、ロシア、インド、南アフリカ)の台頭

により世界が多極化し、その一方で、欧州の人口が高齢化していることを指してい

る。このように急速に変化していく世界を理解するために、社会科学、人文科学、

ICT も含めて、学際的な研究が必要としている。 

 

2014-2015 年の公募プログラムでは、以下のようなテーマが選ばれている。 

 

• 欧州の危機を克服する新しい考え方・戦略・ガバナンス（回復力のある経済

同盟・通貨同盟、EU 成長アジェンダ、EU 社会政策、欧州統合の将来、公

的機関における新興テクノロジー） 

• 革新的で、包摂的で、持続可能な欧州における若者（雇用の安定、若者の

モビリティー、成人教育、若者の社会的・政治的関与、行政機関の近代化） 

• 内省的社会 (Reflective society): 欧州の文化遺産の伝達、過去を使うこと、

欧州の文化遺産を評価するための３D モデリング 

• 世界的なアクターとしての欧州：EU 加盟国以外の国との、研究・イノベーシ

ョンの分野での協力、地中海地域の地政学的秩序、EU と東欧との、またそ

の他の国々とのパートナーシップ 

• 行政機関のイノベーション、開かれた政府、ビジネス・モデルのイノベーショ

ン、社会的イノベーションのコミュニティー、学習と社会包摂のための ICT 

 

(2.2.3.7) 安全な社会 － 自由と欧州およびその市民の安全を守る 

 

このプログラムの目的は、以下の通りである。48 

 

• 自然災害、人為的災害に対応する能力を向上させる 

• 犯罪とテロリズムと戦う 

• 国境の安全性を高める 

• よりよいサイバー・セキュリティー 

 

このプログラムは、安全に関わる全てのステークホールダーの参加を促すべきとし

ている。全てのステークホールダーには、中小企業も含めてビジネス、研究機関、

大学、行政機関、非政府機関（NGO）, そして安全の分野の公的機関、民間機関が

含まれている。

                                                 
48  European Commission, ‘Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its 
citizens’, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-
%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens
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(2.2.4) 関連するプログラム 

 

「Horizon 2020」に関連するプログラムには、以下のようなものがある。49 

 

• 官民提携（Public-Private Partnering） 

• 官官提携（Public-Public Partnering） 

• 欧州イノベーション提携（Europe Innovation Partnering） 

 
「官民提携」は、ジョイント・テクノロジー・イニシアチブ等による。民間が参画を明示

した時にのみ、進める。 

 

「官官提携」は、「Horizon2020」の研究資金に、「ERA-Nets」を介して上乗せをする。

EU 加盟国間のジョイント・プログラムによる。 

 

「欧州イノベーション提携」は、ファンディングではなく、政策やプログラムのコーディ

ネーションを行う。

                                                 
49 European Commission, ‘Horizon 2020 The New EU Framework Programme for Research and 
Innovation’, http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/horizon2020-presentation.pdf 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/horizon2020-presentation.pdf
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(2.３) EU の「HORIZON 2020」プログラムの特徴 
 

EU の「HORIZON 2020」プログラムのオフィシャル・スライドには、同プログラムの

新しい試みとして、以下の四点が挙げられている。50 

 

1. 単一プログラム（A single programme） 

2. 研究とイノベーションの結合（Coupling research to innovation） 

3. 社会的課題に焦点(Focus on societal challenges) 

4. 簡素化されたアクセス(Simplified access) 

 

また、「HORIZON 2020」プログラムの公募開始を伝える駐日欧州連合本部のホー

ムページでは、上記の特徴の他に、次の特徴が挙げられている。51 

 

5. 世界に開かれている プログラム 

 

（2.3.1） 単一プログラム（A single programme） 

 

「Horizon 2020」プログラムは、先行する三つのプログラムを一つにまとめたもので

ある。先行する三つのプログラムとは、 

 

• 第７次枠組計画(The 7th Research Framework Programme: FP7） 

• 競争力とイノベーションのプログラム（Competitiveness and Innovation 

Framework Programme: CIP)のイノベーションの部分、 

• 欧州工科大学(the European Institute of Innovation and Technology: EIT)の

EU 出資分 

 

三つを一つにまとめた結果、「Horizon 2020」プログラムの予算規模は、FP7 に比べ、

約 1.5 倍になった。 
 
一つにまとめた結果、研究とイノベーションが一つのプログラムの中に入った。

「Horizon 2020」は、しばしば「研究とイノベーションが一つになったプログラムで、研

究を、様々なイノベーションを通じて、市場に届ける」と表現される。52 

 

（2.3.2）研究とイノベーションの結合（Coupling research to innovation） 

 

                                                 
50 European Commission, ‘Horizon 2020 official standard presentation’,  
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/281113_Horizon%202020%20sta
ndard%20presentation.pdf 
51 駐日欧州連合代表部、「『ホライズン２０２０』の公募開始―最初の 2 年で 15 億ユーロを

助成」（2013 年 12 月 11 日）、http://www.euinjapan.jp/media/news/news2013/20131211/175933/ 
52 Horizon 2020 UK, ‘Three Pillars of Horizon 2020, https://www.h2020uk.org/three-pillars 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/281113_Horizon%202020%20standard%20presentation.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/281113_Horizon%202020%20standard%20presentation.pdf
http://www.euinjapan.jp/media/news/news2013/20131211/175933/
https://www.h2020uk.org/three-pillars
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「Horizon 2020」プログラムの中に、研究とイノベーションの両方が入っていることに

ついては、既に触れた。EU では、研究と市場をつなぐはずのイノベーション・チェー

ンの代わりに、「死の谷」が横たわっていて、この「死の谷」を越える橋として

「Horizon 2020」が構想されている。中小企業のイノベーションへの EU のサポート

は、発想段階から商業化段階まで実にきめ細かいが、これも、EU の中小企業が、

イノベーションの全段階において問題を抱えているからであろう。 

 

EU のイノベーション能力について、「イノベーション連合」という EU の政策文書の

中に、以下のような表が掲載されている。EU のイノベーション指数を、EU 以外の国

と比較したものである(2010/11 年時点での比較)。53 同文書は、EU の成長戦略で

ある「欧州２０２０」の指針として用意されたもので、「Horizon 2020」は、この指針に

基づく予算である。 

 

 
 

ＥＵのイノベーション指数(0.630)は、韓国(0.740)、米国(0.736)、日本(0.711)より低い

が、カナダ(0.490)、オーストラリア(0.389)、中国(0.275)より高い。しかし、イノベーショ

ン指数の 2006 年から 2013 年までの間の成長率を見ると、下記のように、ＥＵ(2.7%) 

は、日本(2.2%)や米国(1.1%)を上回っているものの、韓国(6.0%)、中国(5.8%)より劣っ

ている。54 

                                                 
53  European Commission, 前掲文書、ｐ.29  
54  同上。 
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こうした国際比較の結果を踏まえて、「イノベーション連合」は、次のように書く。55 

  

「イノベーション・リーダーの米国、日本、韓国は、民間部門による研究開発

（R&D）への投資、官民共同行動、特許、教育水準が高い」 

 

研究開発費については、EU、日本、ドイツ、フランス、英国、ロシア、韓国、中国、米

国の数値について、欧州連合(EU)日本政府代表部が、下記のような表をまとめて

いる。56 

 
 日本 

FY2011 

EU28 

2010 

独 

2010 

仏 

2010 

英 

2011 

露 

2011 

韓

2011 

中 

2011 

米

2011 

GDP (10 億円) 473.3 1435 290.2 225.2 194.0 151.6 89.1 582.4 1196 

人口 (100 万人) 127.5 506.7 81.8 64.8 62.7 14.3 49.8 1347.4 312.0 

 

 

R&D 

支出 

(10

億

円) 

計 17.4 28.7 8.13 5.04 3.44 1.66 3.59 10.73 33.1 

GDP 比 3.67% 2.00% 2.80% 2.24% 1.77% 1.09% 4.03% 1.84% 2.77% 

公的部門 3.23 10.1 2.46 1.87 1.11 1.11 0.895 2.33 11.1 

GDP 比 0.68% 0.71% 0.85% 0.83% 0.57% 0.73% 1.00% 0.40% 0.92% 

民間部門 14.1 18.6 5.57 3.18 2.33 0.55 2.70 8.40 22.1 

GDP 比 2. 99% 1.29% 1.95% 1.41% 1.20% 0.36% 3.03% 1.44% 1.85% 

研究者数 

(100 万人) 

0.844 1.60 0.328 0.240 0.262 0.448 0.289 1.32 1.41 

(‘07) 

 

この表を見ると、研究開発費の対 GDP 比率が一番高いのは韓国であり(4.03％)、

次いで、日本（3.67％）、ドイツ（2.80％）、米国（2.77％）となっていて、EU は、2.00％
                                                 
55 European Commission, 前掲文書、p.6. 
56 欧州連合(EU)日本政府代表部、前掲文書 
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である。EU の成長戦略「欧州 2020」では、欧州の研究開発費の対 GDP 比率を

3％までに引き上げることを目的としている。 

 

民間部門の研究開発費の対 GDP 比率が一番高いのは、韓国(3.03％)であり、日

本 (2.99％ )、ドイツ (1.95％ )、米国 (1.85％ )、中国 (1.44％ )、フランス (1.41％ )、

EU(1.29% )、英国（1.20％）、ロシア（0.36％）と続いている。 

 

研究開発はイノベーションを生み出す母体であるから、イノベーションの分野での

EU の国際競争力を増すには、まず、研究開発費を増やすことが大事であろう。欧

州委員会がよく使うスライドの中に、研究開発費(縦軸)と GDP 成長率（横軸)の関

係を示すものがある。57 

 

 
 

スウェーデン（SE）、フィンランド（FI）、ドイツ(DE)など、研究開発への投資額(2204－

2009 年)が高い国々のほうが、GDP 成長率(2010 年)が高くなっていることを、この

図は示している。「研究開発への投資は、経済危機から脱出する方策の一部」とい

うのが、この図の見出しである。 

 

先の表には、各国の研究者数と人口も出ている。研究者の絶対人数では、EU(160

万人)、米国(141 万人)、中国(132 万人)と、人口の大きさが反映されているが、研究

者の対人口比率を見ると、ロシア(3.１3％)、日本（0.66％）、韓国(0.58％)、米国

                                                 
57  European Commission, ‘Horizon 2020 The New EU Framework Programme for Research and 
Innovation’,  http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/horizon2020-presentation.pdf 

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/horizon2020-presentation.pdf
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(0.45％ )、英国 (0.42％ )、ドイツ (0.40％ )、フランス (0.37％ )、EU（0.32％）、中国

（0.10％）の順となっており、EU は、かなり後塵を拝している。「優れた研究」プログ

ラムの中で、研究インフラの統合、EU 間の研究者のネットワークの構築が重視され

る背景には、イノベーションの母体である研究者が相対的に少ない中で、いかに少

ない研究者を活用していくかという認識もあるのだろう。 

 

「イノベーション連合」の中で、中心的な役割を果たしているのが、EU 加盟国を、イ

ノベーションの観点から比較した「イノベーション連合スコアボード」である。最新の

スコアボードは、下記のようになっている。58 

 

 
 

表の右側に並ぶ黄緑色の四カ国、スウェーデン（ＳＥ）、デンマーク（ＤＫ）、ドイツ（Ｄ

Ｅ）、フィンランド（FI）が、EU 加盟 28 カ国の中の「イノベーション・リーダー」であり、

これに続くのが、薄水色のルクセンブルグ（ＬＵ），オランダ（ＮＬ）、ベルギー（ＢＥ）、

英国（ＵＫ）、アイルランド（ＩＥ）、オーストリア（ＡＴ）、フランス（ＦＲ）で、ここまでがＥＵ

の平均値を上回っている。一方、表の左側のオレンジ色の三カ国、ブルガリア（BG）, 

ラトビア（LV）、ルーマニア（RO）が、EU 加盟国の中では、「地味なイノベーター」で

ある。 

 

英国スコットランドのグラスゴー・カレドニア大学ヨーロッパ・オフィスの所長、マーク・

アンダーソン氏は、こう解説する。 

 

「UK の研究資金は、研究の卓越性だけで判断されて配分されます。もし、

EU が、研究の卓越性だけを判断基準にすると、EU の特定の一部の国に研

究資金が集中し、他の EU 加盟国から文句が出てくるでしょう。そこで、EU

には、研究の卓越性 (research excellence) と、ヨーロッパの付加価値

                                                 
58 European Commission, ‘Innovation Union Scoreboard 2014’, p.5.  
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
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（European added value）と、二つの判断基準があり、その両者のバランスで、

研究資金は配分されています」 

 

「ヨーロッパの付加価値」は、EU に助成金の申請をする際に、必ず入れなければい

けない言葉と言われているが、「ヨーロッパの付加価値」が何を意味するのか曖昧

であり、このことをテーマにした論文が書かれているほどである。59 「ヨーロッパの

付加価値」は、「研究の卓越性」とは別の方向に力が働くコンセプトであり、EU の研

究資金を EU 加盟国の間でバランスよく配分する上で必要なのであろう。アンダー

ソン氏が解説する。 

 

「EU の政策決定に於いて、力を持つのは、EU 加盟国政府の閣僚から成る

『欧州連合（EU）理事会』(閣僚理事会とも EU 理事会とも言われる)です。EU

の予算に関しては、EU 理事会が、EU 議会より優先権があります。EU 理事

会では、加盟 28 カ国の利害を考慮に入れて、政策が決定されます。欧州委

員会は、EU 理事会の政治決定を執行する機関です」 

 

先の「イノベーション連合スコアボード」の表に話を戻すと、「地味なイノベーター」は、

「研究の卓越性」だけが判断基準だった場合に、あまり研究資金が配分されそうに

ない国々でもあり、他の EU 加盟国に比べ、経済水準が低い国々でもある。そこで、

「ヨーロッパの付加価値」というコンセプトも判断基準に入れ、さらに、「イノベーショ

ンを強化する」という響きのいい言い方をすれば、このような国々も含めて EU 加盟

国すべてが満足する形で、EU の研究・イノベーション資金を配分することが可能に

なるだろう。言うまでもなく、「Horizon ２０２０」プログラムは、EU が配分する資金の

一つに過ぎず、同プログラムの中だけで、EU 加盟国の利害が調整されているわけ

ではない。 

 

さらに、「Horizon ２０２０」は、EU の研究とイノベーションのプログラムの一翼を担っ

ているに過ぎない。先に、「死の谷」のイメージ図を、欧州委員会アドバイザーのダ

ーク・ビーナート氏のスライドから紹介したが、同氏のスライドの中に、以下のような、

実現技術（KETｓ）のイメージ図もある。60 

 

 

 

 

 

                                                 
59  例えば、European Commission, ‘European Added Value of EU Science, Technology and 
Innovation Actions and EU-Member State Partnership in international cooperation’,   
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/publications/Final_European_Added_Value_inco_MainReport.pd
f  
60 Dirk Beernaert, 前掲文書 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/publications/Final_European_Added_Value_inco_MainReport.pdf
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/publications/Final_European_Added_Value_inco_MainReport.pdf
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実現技術を囲むようにして、様々な EU のプログラムが並んでいて、「Horizon 

2020」は、その一つに過ぎない。他のプログラムは、EIB(欧州投資銀行)、EIT(欧州

工科大学)、地域ファンドである。 

 

「Horizon ２０２０」の中に研究とイノベーションが入っていて、と同時に、「Horizon 

２０２０」は、EU の研究とイノベーションのプログラムの一部でもある。複雑である。 

 

（2.3.3） 社会的課題に焦点  

 

EU が抱える「社会的課題」には、健康、高齢化、エネルギー、気候変動、貧困とい

った多くの課題が含まれている。この「社会的課題」は、それだけで孤立しているの

ではない。EU の成長戦略である「欧州２０２０」は優先課題を三つ挙げているが、そ

のいずれもが、「社会的課題」につながっている。 

 

「包摂的な成長」は、まさに、雇用創出と貧困削減が目標であり、「スマートな成長」

では、成長することが目的というより、成長を通じての雇用の創出が究極的な目的

のようである。「持続可能な成長」は、気候変動、エネルギー問題だけでなく、クリー

ンなエネルギーへの投資は、新たな雇用を創出するとされている。 

 

社会的課題の解決が、「欧州２０２０」、「イノベーション連合」、「HORIZON 2020」プ

ログラムを貫く究極の政策目標であるようである。 

 

（2.3.4） 簡素化されたアクセス 
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「HORIZON 2020」プログラムでは、従来の EU のプログラムに比べ、申請手続き等

が簡素化されている。プログラムのルールが一つになり、人件費の計算の仕方も一

つになり、申請から助成資金受け入れまでの時間が短縮され、オンラインで申請で

きるようになった。 

 

スコットランドのグラスゴー大学で、研究者の EU 研究資金への申請をサポートする

業務に長年携わっているジョー・ギャロウェイ氏は、申請事務の簡素化を、次のよう

に見ている。 

 

「これまでは、申請書を印刷して提出しなければいけないだけでなく、申請書に

学長等の署名が必要でした。この署名をもらうのが、結構、時間と手間がかか

ったので、申請がオンライン化して、署名がいらなくなったのは、助かっていま

す」 

 

これは、「HORIZON 2020」のプラス面といえるが、一方で、同氏には、以下のよう

な新しい悩みも生まれた。 

 

「今回の『HORIZON 2020』プログラムの中で、一番変わったのは、募集される

研究テーマの説明が、従来に比べて、漠然としていて、どのような研究内容を

申請すればいいのか、分かりにくくなったことです。その上、以前は、欧州委員

会の担当者に聞けば、色々とインフォーマルに助言してくれましたが、

『HORIZON 2020』から、そのような助言を与えることが禁止されているようで、

EU が、どのような申請内容のものを求めているのか、分かりにくくなりました」 

 

こうした事態に対応するため、グラスゴー大学では、欧州委員会があるブリュッセル

に常駐スタッフを置くことを考慮しているという。同大学は、ブリュッセルにも事務所

を置く UK リサーチ・カウンシルの会員であり、同カウンシルのブリュッセル事務所

には、同氏は、日常的にコンタクトして、助言を仰いでいるとのことである（UK カウン

シルズのブリュッセルでの活動については、第 4 章を参照）。 

 

欧州委員会のスタッフが、公募テーマについて問い合わせがあっても、ホームペー

ジに掲載されている以上の情報を提供しなくなった一方で、「HORIZON 2020」プロ

グラムでは、ナショナル・コンタクト・ポイント(窓口)を、各国に置いて、プログラムの

説明・普及に当たらせている。 

 

日本は EU の加盟国ではないが、2013 年 11 月の日 EU 首脳協議の合意により、

ナショナル・コンタクト・ポイントが、日欧産業協力センター東京事務所 61の中に設定

されている。担当者は、PhD(物理)取得の後、欧州での研究経験を持つ市岡利康氏

である(日本のナショナル・コンタクト・ポイントについては、第 4 章を参照)。 

                                                 
61 http://www.eu-japan.eu/ja 
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(2.3.5) 世界に開かれているプログラム 

 

「HORIZON 2020」プログラムは、世界に開かれているオープンなプログラムと喧伝

されている。例えば、以下のような、EU 加盟国以外の国向けの EU のスライド。62  

 

 
 

このスライドは、世界にオープンにする目的として、科学知識のフロンティアの開拓、

全地球的課題(気候変動等)への取り組み、産業に競争力をつける、の三つが挙げ

られている。EU の科学知識のフロンティアを開拓し、EU の産業競争力をつけたい

ということだろう。 

 

なぜ、EU は、「HORIZON 2020」を、世界に開かれたプログラムにしたのだろうか？  

 

下記のイメージ図は、EU ではなく、英国のブリティッシュ・カウンシルのスライドだが、

国外から研究者を英国に呼ぶことの意義が、端的に表されている。63 

 

国際的に評価される論文の数は、一国の科学の能力を測る物差しの一つになって

いて、大学間の、また、国家間のランキングにも影響してくる。 

 

論文は、論文執筆者の国籍ではなく、執筆者が所属する機関の国籍でカウントされ

る。研究者の国籍がどこであれ、優秀な研究者を自国の研究機関に呼びたい、あ

るいは自国の研究者との共同研究・共同論文を進めたいというインセンティブは、

                                                 
62 European Commission, slides for international audience 
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/inco_h2020_for_international_audience.pdf 
63 Claire McNulty, British Council, ‘International Research Opportunities’, UKRO Conference 2014,  
http://www.ukro.ac.uk/aboutukro/conference/Documents/140626_international_research_opportunities
_claire_mcnulty.pdf 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/inco_h2020_for_international_audience.pdf
http://www.ukro.ac.uk/aboutukro/conference/Documents/140626_international_research_opportunities_claire_mcnulty.pdf
http://www.ukro.ac.uk/aboutukro/conference/Documents/140626_international_research_opportunities_claire_mcnulty.pdf
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当然のように働くだろう。上の図で言えば、左上の「Attract talented students and 

researchers」から、右上の「Strong research base」へ、そして右下の「 increased 

international collaboration」へと向かう流れである。その結果、優秀な論文が書かれ

れば（Production of high quality research）、論文ランキングで、大学あるいは自国

の順位が上がり、それに魅かれて、優秀な研究者が集まってきて、と好循環が続く。 

 

 

 
 

似たようなことは、EU の「HORIZON 2020」についても言えるだろう。これまで見てき

たように、このプログラムの背景には、EU がグローバルな競争の中で落伍していく

かもしれない、EU が世界から見放されるかもしれないという危機感がある。EU に、

世界中から優秀な研究者、研究機関が集まってきて、EU の中で、世界的な研究、

世界的なイノベーション、世界的な商品・サービス・ビジネスモデルの開発をしてほ

しい、EU を世界の中で重要な場にしたい、そうすれば、EU の中で雇用が生まれ、

EU が抱える社会的課題も解決の方向に向かうだろう、と期待するのではないだろ

うか。 

 

経済統計に、企業の国籍を基に計算する GNP(国民総生産)と、企業の国籍に関係

なく、一国内の全ての経済活動の把握を試みる GDP(国内総生産)の二つがある。

EU の地場の研究、ビジネス、雇用により密接に関係があるのは、後者の GDP で

ある。こうした GDP 的発想を「HORIZON 2020」プログラムの背景に見ることは可能

であろう。 

 

GDP 的発想は、「マリー・スタウォドスカ・キュリー・アクション」プログラムの参加要

件にも見られる。EU 加盟国以外の国の国籍を持つ研究者でも、EU 加盟国もしくは

準加盟国で、最低 5 年間継続的にフルタイムの研究活動をしていれば、同プログラ

ムへの申請資格がある。「欧州研究会議」研究資金プログラムでも、EU 加盟国以
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外の国の国籍を持つ研究者でも、EU 加盟国か関連国で研究活動を行うことを企

図」していれば申請資格がある。 

 

「HORIZON 2020」プログラムで大事にされているのは、研究者の国籍ではなく、研

究者が活動している国なのである。 
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(３) 日本の研究者が参加する可能性 
 

欧州委員会では、「Horizon ２０２０」の国際展開に向けて、EU 加盟国以外の国々

を対象にしたロードマップを発表している。ロードマップの対象とされた国々は、ブラ

ジル、カナダ、中国、インド、日本、韓国、ロシア、南アフリカ、米国の 9 カ国であ

る。64 

 

ロードマップは、「Horizon ２０２０」に先行する FP7 での日本の参加について、以下

のように要約している。 

 

• 日本の参加ケースは、108。 

• EU から受け取った資金は、890 万ユーロ。 

• 以上のほかに、他の日本―EU 間に、１７のプロジェクトがある（エネルギー、

航空学、素材、ICT）. 

 

FP7 で日本が参画したプロジェクトが、以下のように分野別にグラフにされている。 

 

 
 

                                                 
64 European Commission, ‘Report on the Implementation of the strategy for international cooperation 
in research and innovation’ SWD (2014) 276 (final),   
http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/annex_roadmaps_sep-2014.pdf 

http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/policy/annex_roadmaps_sep-2014.pdf
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同ロードマップは、日本の FP7 への参加は、控え目であリ、EU 加盟国以外では 17

位であるとしている。EU は、以下のスライドを、日本向けによく使う。65 

 

 
 

この表では、日本（109）は、ロシア（495）、米国(476)、中国（321）、インド（253）、南

アフリカ（222）、ブラジル（206）、ウクライナ（185）、カナダ（181）、オーストラリア

（177）、メキシコ(110)、モロッコ（110）、エジプト(108)に次いで 13 位になっているが、

実際は、日本(109)が 12 位で、エジプト（１０８）が 13 位であろう。日本に次ぐのはア

ルゼンチン（99）、韓国（65）である。 

 

EU から見れば、日本の参加が少ないのは、不十分（unfulfilled）なのだろうが、日本

からみたら、どうなのだろうか？  

 

欧州委員会の研究・イノベーション総局で日本デスクを務めるアン・ハグランド・モリ

ッセイ氏は、日本の参加ケース数を、「Horizon ２０２０」では、FP7 の時(108)の二

倍にするように、総局長から指示されているという。日本だけでなく、他の EU 加盟

国以外の国々についても、ケース数を二倍にするようにとの達成目標が出されてい

るとのことである。 

 

同氏の前任者のパトリック・ヴィテット＝フィリペ氏は、日本からの参加は少ないかも

しれないが、在欧州の日系企業は多く参加していると注意を促す。 

 

                                                 
65 European Commission, ‘HORIZON 2020 Go Global! Opportunities for Japanese Researchers’,  
http://www.euinjapan.jp/wp-content/uploads/Maria-Cristina-RUSSO.pdf 

http://www.euinjapan.jp/wp-content/uploads/Maria-Cristina-RUSSO.pdf
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在 EU の日系企業の参加は、件数においても、金額でも、日本からの参加より多く

なっている。言うまでもなく、在 EU の日系企業は、EU の企業なので、EU のプログ

ラムに参画して、EU の企業として、EU の資金を受けることができる。 

 

（3.１) 欧州の資金獲得の可能性 

 

「Horizon ２０２０」プログラムは、世界に開かれたオープンなプログラムであるが、

オープンであるということは、世界中の誰でもが研究資金を獲得できるということで

はない。EU は、世界の国々を、以下の三つのカテゴリーに分類している。66 

 

カテゴリー１ 

EU の加盟国 28 か国で、EU の研究資金を受けることができる。 

 

カテゴリー２ 

EU の加盟国ではないが、EU から研究資金を受けることができる。 

 

(2.1) EU の関連国（EU の研究プログラムへの資金的貢献を盛り込んだ科学技術

協力協定を締結した国）：スイス、ノルウェー、トルコ、アイスランド、セルビア、マケド

ニア、リヒテンシュタイン、アルバニア、モンテネグロ、イスラエル。 

                                                 
66 欧州連合（EU）日本政府代表部、前掲文書。 
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（2.2） EU の候補国（EU 加盟交渉中の国）：トルコ、マケドニア、アイスランド、モン 

テネグロ、セルビア。 

 

(2.3) 発展途上国（International Cooperation Partner Countries）：原則は、資金が

出ないことになっているが、ODA 対象であること、隣国であることから、アフリカ諸

国の土着生物を利用した研究の実施など共同研究に必須であるとの理由で、EU

からの研究資金が出るように調整されている。 

 

カテゴリー3  

コファンディング形式：資金持ち寄り。EU からは研究資金が出ない。 

（High Income Partners）: 経済規模の大きい国。FP７では、米国、カナダ、オースト

ラリア、ニュージーランド、日本、韓国の 6 カ国。「Horizon 2020」では、この６カ国に、

ブラジル、ロシア、中国、インド、メキシコの 5 カ国が加わリ、計 11 カ国になった。  

 

「Horizon 2020」プログラムで、研究資金を受ける資格については、以下のような図

で説明されている。67 

 

 
 

 

カテゴリー１とカテゴリー２の国々が、「Horizon 2020」の研究資金を自動的に受け

取ることが出来る。カテゴリー3 の国々は、プログラムの募集の中で、加盟国以外

の参加が「奨励される」か「必須である」とされる場合（マッチファンドが必要）か、二

国間協定によるか(二国間のコファンディング)か、欧州委員会から「特例」と認めら

れて EU の資金が使えるかである。 

                                                 
67 European Commission, slides for international audience, 前掲 
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「特例」とは何か？ 欧州委員会の研究・イノベーション総局の日本デスクのアン・

ハグランド・モリッセイ氏に聞いた。 

 

「申請があった場合、EU 加盟国以外の国の研究者・機関をプロジェクトに入

れることが必須かどうかについては、外部のエキスパートが、判断します」 

 

EU の「HORIZON 2020」プログラムでは、分野ごとに、エキスパートが任命されてい

る。エキスパートには、誰もが応募できるが、大半は、EU 加盟国の人になるとされ

ている。68 

 

日本は、カテゴリー３であり、資金持ち寄りでないと、「Horizon 2020」に参加できな

い。ただし、EU と日本政府とは、2011 年 3 月に科学技術協力協定を調印しており、

定期的な研究協力の対話を始めている。協定を締結した国とは、通常のプロジェク

トへの参加のほかに、共同公募やマッチングファンドの仕組みがあり、日本も、経済

産業省、総務省、NEDO、JST、NICT のファンドを通じて、FP7 に参加している。69 

 

日本と EU の共同ファンドの現状は、欧州連合（EU）日本政府代表部によれば、以

下の通りである。70 

 

2011 年  

経産省/新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ） エネルギー１件  

これは、日 EU 科学技術協力協定下初の日ＥＵ共同プロジェクト。ＮＥＤＯと

欧州委員会が協力して、世界最高水準となるセル変換効率４５％以上の太

陽電池の開発が目的（現状は最大で変換効率４３．５％，市場では１０～２

０％の製品が流通。） 日・ＥＵ（西、独、英、伊、仏）から計６か国の産学官の

研究機関が参加。 

文科省/JST 新材料３件 

 

2012 年 

経産省 航空機３件 

 

2013 年  

総務省/NICT ICT６件 

文科省/JST 希少代替材料３件 

 

2014 年  

                                                 
68 European Commission, ‘Experts’,  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts 
69  駐日欧州連合代表本部、EU ニュース 268/2012, 
http://www.euinjapan.jp/media/news/news2012/20120620/131411/ 
70 欧州連合(EU)日本政府代表部、前掲文書。 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/experts
http://www.euinjapan.jp/media/news/news2012/20120620/131411/
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総務省/NICT ビックデータ、光通信等の 4 領域で公募し、選考中 

 

CONCERT-Japan 

EU が、日 EU 間の研究協力関係強化を目的として、情報交換、相互理解の増進、

共同戦略の構築、共同公募の実施等を行うため、有志国（EU から 6 カ国、EU 外か

らトルコ、スイス、ノルウェーの 3 カ国、合計 9 カ国）の資金提供機関を集めて、試

験的共同公募を行う CONCERT-Japan プログラムを 2011 年 1 月より開始（実施期

間は 4 年間）。日本からは、文部科学省、JST、JSPS が参加し、成果として、日本と

EU 域内の参加国による試験的な「効果的なエネルギー貯蔵と配分」と「災害に対

する回復力」のテーマでの共同公募（パイロットジョイントコール）を平成 24 年に公

募、2013 年に 9 件採択。2014 年に「光によるものづくり」のテーマで公募し、選考中。 

 

先に紹介した欧州委員会の「Horizon2020 に関するロードマップ」の中で、日本に関

しては、重点分野は以下の通りである。 

 

• 希少原材料 

• 航空も含め、交通の研究 

• ICT（情報通信技術） 

• エネルギー(原子力以外の) 

• 宇宙研究とイノベーション 

• 健康 

• セキュリティー 

• ユーラトム(核融合) 

 

以上見てきたように、日本の研究者・機関が「Horizon2020」プログラムで、EU から

資金を受ける可能性は、「特例」とみなされるか、研究者の場合、EU 加盟国もしくは

準加盟国で最低 5 年間継続的にフルタイムの研究活動をしているか（「マリー・スタ

ウォドスカ・キュリー・アクション」プログラム）、EU 加盟国か関連国で研究活動を行

うことを企図している場合（「欧州研究会議」研究資金プログラム）である。 

 

勿論、資金を持ち寄るか、日本と EU の共同ファンドに申し込んで、日本側から資金

を受けて、「Horizon2020」プログラムに参画することは可能である。 

 

(3.２) 日本の研究者が参加するメリット 

 

日本政府は、2013 年 6 月に「科学技術イノベーション総合戦略」を策定している。

同戦略は、EU の「Horizon 2020」と「欧州２０２０」と同じく、以下のような危機意識が

背景にある。71 

                                                 
71  閣議決定（平成 25 年 6 月 7 日）「科学技術イノベーション総合戦略~新次元日本創造へ

の挑戦~」http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2013/honbun.pdf 

http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2013/honbun.pdf
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• 人口減少と少子高齢化で、日本経済の潜在的成長力が低下、地方経済が

疲弊 

• 経済のグローバル化により新興諸国が台頭。しかし、成熟化した日本経済

はグローバル化のダイナミズムを十分に取り込めず、グローバル化のメリッ

トを享受できていない 

• 産業競争力等で、日本の国際的地位が後退し、存在感が薄くなっている 

• 地球環境問題や資源エネルギー問題で、日本の技術力への期待が高まっ

ているが、エネルギー制約が日本の成長の重荷になりかねない 

• 高度成長期に重点的に整備したインフラの更新期が一斉に到来し、また、

少子高齢化により国民医療負担が急増するなど、負担の増大 

• 日本の財政余力が低下し、持続可能性に疑念が生じかねない 

• 大規模自然災害に備える必要がある 

• 国民が、国民生活の維持・向上に対して、先行き不透明感を一層募らせ、不

安感・閉塞感が高まっている 

 

危機意識は、日本のイノベーション能力に衰退に及んでいる。 

 

• イノベーションに関する国際競争力ランキングで、日本は、2007 年の 4 位か

ら、2012 年には、25 位にまで急落した 72 

• ハイテク産業のシェアは、中国が 1995 年の 3％から、2010 年の 19％に急

伸する一方、日本のシェアは 27％から１３％にまで低下した 

• 世界に影響力のある論文作成のシェアでは、中国が 2000 年の３％から

2010 年に 10％へと著増したが、日本のシェアは８％から６％へと後退した 

 

世界に影響力のある論文を生み出す上で、大事なのは、国際共同研究であると、

東京大学副学長・理事の松本洋一郎教授は、「Horizon 2020」プログラムに関して

日本で開かれたセミナーで、次のような数字を挙げている。73 

   

 中国 米国 独国 英国 仏国 日本 世界 

論文の数 360%  28% 28% 21% 28% 3% 48% 

トップ１０％の論文の数 521% 26% 68% 57% 61% 16% 51% 

トップ１％の論文の数 692% 28% 99% 79% 99% 39% 51% 

(表中の数字は、1999－2001 年から、2009－2011 年にかけてのの成長率) 

                                                 
72  これは、WIPO(世界知的所有権機構)のグローバル・イノベーション・インデックスの順

位とも思われる。最新の 2014 年のランキングでは、21 位である。なお、このランキングは、

英国政府のイノベーション政策でも引用されている。 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf 
73  Yoichiro Matsumoto, ‘Japan’s research needs to go global’, 「ホライゾン２０２０セミナー」

（2014 年 4 月）、http://www.euinjapan.jp/wp-content/uploads/Yoichiro-MATSUMOTO-04-14-
2014.pdf 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2014.pdf
http://www.euinjapan.jp/wp-content/uploads/Yoichiro-MATSUMOTO-04-14-2014.pdf
http://www.euinjapan.jp/wp-content/uploads/Yoichiro-MATSUMOTO-04-14-2014.pdf
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Source: Benchmarking Scientific Research 2012, NISTEP, 2013 

 

「なぜ国際共同研究が大事か？」と題されたスライドでは、同教授は、国際共同論

文の比率を横軸に、引用される度合を縦軸にとって、国際共同論文を書くことが、

世界に影響力を与える可能性が高いことを示している。 「Horizon 2020」プログラ

ムのような国際的なプロジェクトに参画することは、日本の論文の力を増す上で、意

味があるだろう。 

 
 

以上は、国レベルで見た時の、研究者が参加するメリットであるが、個人レベルのメ

リットについては、どうだろう。「HORIZON 2020」プログラムで、日本のナショナル・

コンタクト・ポイントを勤める市岡利康氏は、物理学の研究者として EU の研究プロ

ジェクトに参画した経験に基づいて、こう語る。 

 

 「日本の研究者が EU のプロジェクトに参加することで得られるメリットは、 

ネットワーキングでしょう。EU のプロジェクトは、国際的、学際的に作られて

いて、そのプロジェクトに参加しなかったら会えないような人に会えます。ま

た、EU では、似たようなプロジェクトに参加している人たちを集めて、ワーク

ショップを開きますから、そうしたワークショップでも、色々な人に会える。欧

州にある日系企業の中で、NEC とか日立が、EU のプログラムに積極的に

参加していますが、参加の理由は、やはり、ネットワーキングと言っていま

す」 
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「HORIZON 2020」プログラムでは、日本の研究者が、EU から資金を受ける「特例」

があることについては、先に触れた。この「特例」になるためには、EU の研究者の

申請書の中に、参加者の一人として入れておいてもらうことが前提になる。EU の研

究者と共同研究をしていれば、参加者に入れられる可能性は高くなるであろう。

色々な研究者とのネットワーキングは、極めて大事である。 

 

(3.3) 重要な技術開発に関する評価を含めた標準化への参画 

 

標準化（Standardisation）が課題になるには、ICT、デジタルの分野だろう。EU は、

次のように説明している。74 

 

ICT において、異なるシステム間の相互運用性（interoperability）を保つこと

は必須である。消費者に数多くの選択肢を与え、メーカーに規模の経済のメ

リットを与える。 

 

欧州委員会では、ICT の標準化について、周年の計画を作成しており、その計画の

中では、ある特定の標準を公共調達の際の条件にしたりして、「公共調達」を政策

手段として使って、ICT の標準化を達成していくことが提案されている。75 ある特定

の標準が、EU 加盟 28 カ国の公共調達の条件になれば、その標準は、かなり普及

していくだろう。 

 

欧州には、標準化に関わる機関が三つある。CEN (European Committee for 

Standardisation)は、欧州 33 カ国各国の標準化に関わる機構の連合体である。

CEN は、他の二つの機構（CENELEC と ETSI）と共に、欧州レベルの標準化に関わ

る機関として、EU と EFTA から、認可されている。 

 

CEN―CENELEC のホームページには、「HORIZON 2020」と標準化について、以下

のように書いている。76 

 

「標準化の、研究と市場をつなぐ架け橋としての機能は、最近、EU の諸組

織とステークホールダーに、よく理解されるようになってきた」 

 

CEN―CENTELIC は、 標準化が研究とイノベーションに果たす役割について、外部

機関に調査を委託している。その報告書には、こうある。77 

                                                 
74 European Commission, ‘Standardisation’,  https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/standardisation 
75 European Commission, ‘2013 Rolling Plan on ICT Standardisation’, 
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4122 
76 CEN-CENELEC, ‘Standards in Horizon 2020’,  
http://www.cencenelec.eu/research/tools/horizon2020/pages/default.aspx 
77  technopoils, ‘Study on the contribution of standardization to innovation in European-funded 
research projects’ (September 2013),   

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/standardisation
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/4122
http://www.cencenelec.eu/research/tools/horizon2020/pages/default.aspx
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「FP6 と FP7 の研究の約三分の一弱が、標準化を取り上げている。そのうち

の多くは、標準を、研究の中に使っており、ごく少数だが、新しい標準を提案

している」 

 

「標準は、FP プロジェクトにおいて、とても大事な役割を果たしている。実験

と分析が、既に確立された標準に従って行われていることと、開発されたテ

クノロジーが、既存のテクノジーと工業標準と総合運用可能であることを、保

証している」 

 

研究の成果が、イノベーションのプロセスを経て、既存の標準を満たしていれば、市

場に商品として出されやすいだろうし、市場も反応しやすいだろう。「HORIZON 

2020」プログラムの目的が、研究の成果を商品化し市場に出すことにあるのであれ

ば、EU が標準化に熱心になる訳である。 

 

しかし、日本の中には、EU 主導の標準化が進むのではないかとの懸念があるよう

である。こうした懸念に対して、英国の日系企業で生産部門の管理職を務めた後、

現在、グラスゴーにあるストラスクライド大学で、医薬品開発の新しい手法を開発す

る大きなプロジェクトのリーダーをしているクレイグ・ジョンストン氏は、こう言う。 

 

「日本の研究者や企業が、EU のプロジェクトに入れば、結局、EU 主導の標

準化に巻き込まれてしまうのではと心配しているのは、よく分かります。でも、

EU の加盟国は 28 か国。国際標準化機構等で、標準を決める時に、たくさ

ん票を持っています。こうしたことを考えれば、日本が、EU のプロジェクトに

積極的に参加して、標準化のプロセスに参加して、自分達の意見を言って

いくほうが、意味があるのではないでしょうか」 

 

実は、CEN―CENELEC のホームページには、日本工業標準調査会（JISC)が、

2014 年 11 月 13 日に、東京で、協力協定を締結したとのニュースが出ている。78 

欧州と日本の工業標準を調整し調和することを目指すとしている。EU と日本の標

準化機構の間で、話し合いが始まれば、上記のような日本側の懸念は、徐々に消

えていくだろう。 

 

標準化に関連してくるのは、知的財産の扱いである。欧州委員会では、次のような

チャートを使って説明している。79 

 

                                                                                                                                            
http://www.cencenelec.eu/standards/Education/JointWorkingGroup/Documents/Study_Contribution_St
andardization_Innovation_Final2013.pdf 
78 CEN-CENELEC, ‘European and Japanese standardization organizations agree to strengthen their 
cooperation’, http://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/EPR-2014-09.aspx 
79 European Commission, ‘Fact Sheet: Open Access in Horizon 2020’ (9 December 2013), 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf 

http://www.cencenelec.eu/standards/Education/JointWorkingGroup/Documents/Study_Contribution_Standardization_Innovation_Final2013.pdf
http://www.cencenelec.eu/standards/Education/JointWorkingGroup/Documents/Study_Contribution_Standardization_Innovation_Final2013.pdf
http://www.cencenelec.eu/news/press_releases/Pages/EPR-2014-09.aspx
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/FactSheet_Open_Access.pdf
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「Horizon 2020」のプロジェクトに参加する諸機関が持つ知的財産については、コン

ソーシアム間で協議をして決め、それを一般に公開するかどうかについては、「公

開しない」（Not Open Access）という選択肢もある。 

 

(3.4) 欧州の関係機関が日本の研究機関との連携を促進する上での魅力 

 

グラスゴー・カレドニアン大学ヨーロッパ・オフィス所長のマーク・アンダーソン氏の

意見は、こうである。 

 

「EU の研究開発プログラムは、EU の競争相手である米国と日本に何とか

追いつくことが目的です。EU は、まだまだ両国に追いついていませんが、も

し EU の研究枠組計画プログラムがなかったら、EU は、もっと、米国と日本

に遅れをとっていたかもしれません。 

 

日本は、EU と韓国の間での共同行動が進んでいることに危機感を持ってい

るようですが、EU から見れば、韓国は競争相手ではありません、ですから、

韓国と共同行動を取るのは簡単なのです。日本とは、そうは簡単にいきませ

ん。日本は EU の競争相手ですから。 

 

競争相手と競争する上で、一番有効なのは、競争相手と一緒に仕事をする

ことです。そういう意味で、日本の研究者と一緒に研究することは、自分達

には、メリットがあります」 

 

日本側は、EU を、競争相手と見ているだろうか。また、競争相手と競争する上で、

有効なのは、競争相手と一緒に仕事をすることと考えているだろうか。 
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アンダーソン氏は、日本と連携することのメリットを語ったが、ストラスクライド大学

のクレイグ・ジョンストン氏は、日本と、「Horizon 2020」のような、EU のプログラムで

連携することに対して、否定的である。 

 

「EU の研究資金のことは、いつも、考えています（と言って、応募の締切日

が赤で印刷されているプログラム一覧表を見せた）。しかし、EU に申請する

時に、日本だけでなく、EU の加盟国以外の国を加えようなどと、考えたこと

はありません。EU の研究資金に申請するには、最低、三か国以上、三つの

研究機関でコンソーシアムを組まないといけません。この調整をするだけで

も、大変、疲れます。とても、加盟国以外の国を加える余裕はありません。

米国か日本を加えないといけないと、応募条件に書いてあれば、別ですが。 

 

研究資金に応募する際に、一番、考えるのは、成功率です。EU の申請を用

意するには、手間と時間がかかります。スタッフの時間が、かなり取られま

す。それだけの手間をかける価値があるのかどうか。EU 加盟国以外の国を

加えると、不確定要素が増します」 

 

日本を加えることで不確定要素が増すことに関連して、2014 年 9 月末まで、欧州委

員会の研究・イノベーション総局で日本デスクを務めていたパトリック・ヴィテット＝

フィリペ氏は、こう話す。 

 

「日本がコンソーシアムに入った場合、そのコンソーシアムが EU の資金を

獲得することに成功したとしても、日本のマッチング・ファンドが出ないと、コ

ンソーシアムそのものが潰れます。 

 

韓国は、EU の資金が出れば、韓国側が負担するマッチング・ファンドが韓国

のパートナーに自動的に出るようにしました。マッチング・ファンドが確実に

出ると事前に分かっていれば、韓国をコンソーシアムに入れても、リスクが

増すわけではありません。韓国は、EU の研究プロジェクトへの参加を、どん

どん増やしています。 

 

一方、日本の場合、マッチング・ファンドが自動的に出てくるという保障があ

りません。日本の参加者をコンソーシアムに入れることには、リスクが伴いま

す。こうしたことが、日本の EU のプログラムへの参画が、なかなか進まない

一因です。」 

 

日本と共同研究をすることには魅力があるが、日本を入れてコンソーシアムを組む

にはリスクが伴うと見られているようである。こうしたリスクを減らす方策を取るかど

うかは、日本が EU との共同研究をどのように評価しているかということと関係してく

るだろう。 
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(4) UK リサーチ・カウンシルズの EU プログラムへの対応例と、JSPS

の関わり方 
 

(4.1) UK リサーチ・カウンシルズの EU プログラムへの対応例 

 

UK リサーチ・カウンシルズ（RCUK）は、英国にある七つのリサーチ・カウンシルの

戦略的パートナーシップである。80 RCUK は、毎年、30 億ポンドの研究資金を投資

している。81 

 

RCUK は、1984 年、第一次枠組研究計画（FP１）が始まった年に、欧州委員会のあ

るブリュッセルに事務所 UK Research Office (UKRO)を開き、以来、同事務所を運

営してきている。UKRO の経費は、RCUK を構成する七つのリサーチカウンシルと

RCUK、および RCUK の会員（英国の大学等）の会費で賄われている。 

 

UKRO の目的は、EU の研究助成プログラム、高等教育のプログラム、以上に関連

するプログラムに於いて、英国の効果的な参画を目指すことである。この目的を達

成するために、UKRO は、下記の活動を行っている。82 

 

• EU のプログラムと政策について、UKRO スポンサーと会員に、早い段階で

見通しを提供する 

• EU の助成プログラムについて、時宜に適い、的を絞った情報を提供する 83 

• EU のプロジェクトへの応募、プロジェクトの運営について、高レベルの助言、

指導、トレーニングをする 

• 英国の研究コミュニティー、EU の諸機関、EU のプロジェクトに参加している

他国の諸機関と情報を交換する 

 

UKRO では、問い合わせに答えたり、セミナー、年次会議等を開いている。84 

 

RCUK の EU 研究資金への対応をまとめた「Engaging in Europe」というパンフレット

によれば、英国の FP7 資金の受け取り額は、52 億ユーロで、EU 加盟国の中で 2

                                                 
80  七つのリサーチカウンシルは、以下の通り。Arts and Humanities Research Council (AHRC); 
Biotechnology & Biological Sciences Research Council (BBSRC); Economic & Social Research 
Council (ESRC); Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC); Medical Research 
Council (MRC); Natural Environment Research Council (NERC); and Science & Technology Facilities 
Council.     
81  Research Councils UK, http://www.rcuk.ac.uk/ 
82  RCUK, ‘UK Research Office’, http://www.rcuk.ac.uk/international/offices/ukresearchoffice/  
83 UKRO の助言の中には、「EU は、個別の出張や研究会議・ワークショップへの参加に、

助成金を出しません」というのもある。   
84  本報告書で使用した「死の谷」のイメージ、及び、ブリティッシュ・カウンシルの国際化

についてのスライドは、いずれも、UKRO の年次会議で発表されたものである。 

http://www.rcuk.ac.uk/
http://www.rcuk.ac.uk/international/offices/ukresearchoffice/
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番目に多く、FP７全体の資金の 15.2％を占める。同文書の中で、RCUK の EU 研究

資金プログラムへの対応を、以下の四つの言葉で要約している。85 

 

• 影響力（Influence）：欧州の研究戦略と政策形成に於いて、英国の影響力

を増すこと。この分野で、ブリュッセルの UKRO が大事な役割を担っている。 

• 卓越（Excellence）：英国―EU の共同研究を通じて、英国の優秀な研究者

のさらなる活躍 

• 効果（Impact）：RCUK は、効果のある研究を助成 

• 責任（Responsibility）：全地球的な課題に取り組む責任 

 

同文書は、RCUK の「Horizon 2020」への対応策も説明している。 

 

• ブリュッセルの UKRO を通じ、サポートと助言、大事な政策提言を行う 

• 将来の政策形成に影響を与えるため、英国としてまとまって発言する 

• 「Horizon 2020」プログラムと、予想外の地球規模のチャレンジに機敏に有能

に対応する英国の能力との最良のバランスを探る 

• 地球規模の課題に対処するに際して、英国の戦略的計略を、EU のパートナ

ーに提供する 

• 国境を超えての共同研究のバリアー取り除く 

• 優秀な研究と研究者をサポートする 

• 英国の研究者が、欧州内の高レベルの研究インフラを使えるようにする 

• 欧州レベルでのイノベーションの機会を生み出し、イノベーションの突破口を

開く 

• 英国内のパートナー機関と連携し、「Horizon 2020」と EU 構造投資ファンド

（EU Structural Investment Fund）の相乗効果を探す 

 

RCUK の対応は、EU の「Horizon 2020」プログラムを、いかに英国にとって有利に

機能させるかという観点で貫かれている。 

 

ブリュッセルの UKRO 事務所は、周囲に EU 各国の似たような組織が事務所を置く

界隈にあった。同事務所のスタッフの一人、ブラジェジ・トーマス氏に話を聞いた。 

 

「ブリュッセルに事務所をおいている EU 加盟国の似たような機関の間で、イ

ンフォーマルなネットワークを作って、定期的に会って、情報交換をしていま

す。ネットワークの場で、自分達の意見をまとめて、欧州委員会に伝えてい

ます」 

 

                                                 
85  Research Council UK, ‘Engaging in Europe’,   http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-
prod/assets/documents/publications/RCUK_Engaging_in_Europe_AW_lowres.pdf 

http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/publications/RCUK_Engaging_in_Europe_AW_lowres.pdf
http://www.rcuk.ac.uk/RCUK-prod/assets/documents/publications/RCUK_Engaging_in_Europe_AW_lowres.pdf
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インフォーマルなネットワークは、Informal Group of RTD Liaison Offices (IGLO)と言

い、ホームページも持っている。86 EU 加盟国・関連国の中から、２5 カ国の組織が

参加している。IGLO では、様々なミーティングを持っている。 

  

RCUK の欧州政策の一つに、「影響力（Influence）」があった。ブリュッセルの UKRO

では、IGLO のネットワークの場で、英国の立場から発言をし、他の加盟国に影響力

を行使し、グループとしてまとめられる意見にも、英国の立場が反映されるように、

していることだろう。トーマス氏が続ける。 

 

「EU の資金をもらうと、細かな報告書を出さないといけません。報告書を書く

側の意見をまとめて、IGLO として、欧州委員会にフィードバックしています」 

 

IGLO は、情報収集の場でもある。スコットランド行政府がブリュッセルに置くスコット

ランド・ヨーロッパのスタッフ、エドワード・ピケッツ氏は、つい最近まで、UKRO のス

タッフだった。 

 

「欧州委員会は、公募をする前に、公募の草案を、関係機関に配ります。個

の草案が、IGLO には入ってきます。公募される前に、公募の情報を入手で

きるのです」 

 

UKRO の役割の一つに、「EU のプログラムと政策について、UKRO スポンサーと会

員に、早い段階で見通しを提供する」というのがあった。この役割を果たす上で、

IGLO は、役に立っていることだろう。 

 

グラスゴー大学のギャロウェー氏が語っていたように、「HORIZON 2020」プログラ

ムの開始と同時に、公募の文面は曖昧になり、かつ、欧州委員会の担当者は、ホ

ームページに掲載されている以上の情報を話さなくなり、各国のナショナル・コンタ

クト・ポイントが情報を出すようになった。それだけに、IGLO のようなインフォーマル

なネットワーキングから得られる情報、感触は、貴重であろう。グラスゴー大学では、

ブリュッセルに駐在員を置くことを検討しているというが、もし実現すれば、ブリュッ

セルに着任早々、このインフォーマルなネットワークに加わることだろう。 

                                                 
86  http://www.iglortd.org/ 

http://www.iglortd.org/
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(4. 2) JSPS と「Horizon 2020」 

 

国レベルでは、1991 年から、毎年、開催されている日 EU 定期首脳協議で、のちに

「Horizon 2020」プログラムの二本柱になる研究とイノベーションについて、詳しく論

じられたのは、2007 年 6 月にベルリンで開かれた第 16 回定期協議の時であった。 

 

14.普遍的な価値と知識集約型社会への移行に向けた同様の戦略を共有す

る日 EU は、（a）テクノロジー面での競争力によって世界経済を主導し、（b）

気候変動、環境及びエネルギーといった共通のグローバルな課題への取組

に貢献し、（c）日 EU の人々に加えてそれ以外の地域の人々に繁栄をもたら

すことを可能とするイノベーションを促進することの重要性を強調した。87 

 

この首脳協議では、付属文書として「繁栄に向けた研究及びイノベーションの促進」

が採択されている。また、日 EU 科学技術協力協定を速やかに強化することも決定

された。同協定は、2011 年 3 月に発効した。 

 

「Horizon ２０２０」プログラムのナショナル・コンタクト・ポイントを日本に置くことが決

められたのは、2013 年 11 月に東京で開かれた第 21 回定期協議の時であった。 

 

また、先に触れた日本政府の「科学技術イノベーション総合戦略」(2013 年 6 月)も

考慮に入れる必要があるだろう。 

 

そして、実際に日本の研究者が「Horizon 2020」に参画することを促すため、

JEUPISTE（Japan-EU Partnership in Innovation, Science and Technology）プロジェ

クト 88（2013 年 9 月～2016 年 8 月）が実施されている。この JEUPISTE プロジェクト

には日本の研究者に対する「Horizon 2020」の周知活動も含まれており、JSPS はこ

れに協力し、JEUPISTE 主催のセミナー等で JSPS の事業紹介を行っている。

JEUPISTE プロジェクトは「Horizon 2020」に日本の研究者が参画するためのノウハ

ウを蓄積しているので、興味のある研究者、研究機関は積極的にセミナー等に参

加するとよいだろう。 

 

 

 

                                                 
87  外務省、第 16 回日 EU 定期首脳協議、ベルリン、2007 年 6 月 5 日、共同プレス声明(仮
訳)、http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/shuno16/press_y.html 
88  http://www.jeupiste.eu/ja 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/shuno16/press_y.html
http://www.jeupiste.eu/ja
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本報告書執筆にあたり、以下の方々に話を聞かせていただいた(順不同、敬称略)。
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Anne Haglund Morrissey, Policy Analyst, Japan Desk, DG Research and Innovation, 

European Commission 

 

Edward Picketts, Senior EU Policy Executive, Scotland Europa 

 

Blazej Thomas, European Advisor, UK Research Office 

 

Patrick Vittet-Philippe, former Japan Desk, DG Research and Innovation, 
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