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　欧州連合（EU）の研究・イノベーション枠組み計画「ホライズン 2020」の開始から、約 2 年が経過しつつあります。ホライズン 2020 では、2 年

ごとに公募のテーマや規模を策定するワークプログラム（WP: Work Programme）を発表しており、第 2 期目にあたる 2016 年～ 2017 年 WPも

すでに公開されています。今後は幅広い分野において、数多くの新たな研究テーマやフェローシップに関する公募が発表されるでしょう。

　ホライズン2020は、世界中の研究者に広く門戸が開かれたプログラムであるため、日本とEUの共同研究において新たな機会が数多く創出されます。

　さらに、日本の研究者の参画を促進させる目的で、科学技術振興機構と欧州委員会は緊密な連携を図り、ホライズン2020 における相互に合意

した特定分野において、日本の研究者の参画をサポートする枠組みを新たに設けました。現在は重要な原材料（CRM: Crit ical Raw Materia ls）

および電力工学（ Power Electronics）の 2 分野に適用される予定であり、今後、このサポートの範囲がますます広がることが期待されています。

　ホライズン2020における公募はすべてオープンですが、2016 年～ 2017 年 WP のなかでも特に23の研究テーマは、共同研究先として日本が特別に

選出されています。対象となる研究テーマは、「Participants Por tal（参加者ポータル）」 （http://ec.europa.eu/research/participants/

por tal/desktop/en/home.html）の日本に関するページをご覧下さい。

　ますますグローバル化が進む昨今では、科学研究のみならず、イノベーションのプロセスも国際化が進んでおり、その結果、研究やイノベー

ションプロセスの効率化と質的改善が大きく加速されています。同時に、科学者やイノベーターが国境を越えて協力し合いながら世界規模の課題

に取り組み、知識のフロンティアを押し広げ開拓していくことにより、国々の間で相互理解がより深まってきています。

　日本と EU による科学的な共同研究プロジェクトは、まさにそのような事例であるといえます。本冊子では、ホライズン 2020 とその前身にあた

る第 7 次研究枠組み計画（FP7: Seventh Framework Programme）のプロジェクトをご紹介しています。日・EU チームが協力をすれば、

いかに共通の目標や希望を達成できるかを知っていただけることでしょう。

　ホライズン 2020 の三本柱である「卓越した科学基盤の強化」、「産業技術におけるリーダーシップの発揮」、「社会的な課題への取り組み」に

ならい、本冊子においてもプロジェクトを同様のカテゴリーに区別しました。このホライズン 2020 の構造は、研究・イノベーションにおいては、

すべての過程―想像もつかない夢のような最先端の研究から、現実の社会的課題に取り組む研究に至るまで―そして同時にイノベーションや市

場性のある製品の創出を追求する全段階にわたってサポートを提供する必要性があるという EU の強い信念に基づいています。

　本冊子でご紹介する共同研究プロジェクトを通して、日本と EU が共に未来に向かってより多くの成果を生み出していけることを願っています。
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　2014 年から 2020 年までの 7 年間を対象とする現行の枠組み計画「ホライズン 2020」は、総額 800 億ユーロ（日本円で約 11 兆円）に迫る

EU 史上最大の研究・イノベーションプログラムです。ホライズン 2020 は国際協力を全面的に受け入れており、優れたアイディアを研究室から市

場へと持ち出すことにより、より多くの科学的解明、発見、また「世界初」につながることでしょう。ホライズン 2020 は、次の 3 つの柱 ―「卓

越した科学」、「産業リーダーシップ」、「社会的課題」を中心に構成されています。

　ホライズン 2020 は、前身の FP7（詳細は9 ページを参照）に比べ、予算が 30% 近く増えました。特に、欧州研究会議（ERC）は、FP7 時予算

の 2 倍を超える 130 億ユーロを確保しています。さらに、SME（中小企業）支援策においては、90 億ユーロ以上の予算が割り当てられています。

産業界向けのイノベーションパッケージ（6 つの官・民パートナーシップと 5 つの官・官パートナーシップ）によって、産業界での研究や投資も

増えると予測されており、230 億ユーロの予算額が見積もられています。ホライズン 2020 による 1 ユーロの投資に対して平均で 13 ユーロ相応の

価値が事業セクターで生み出されると予測されています。

　EU にとって日本との研究協力は、戦略的な重要性を持ちます。日本とは 研究における優先事項や社会的課題の多くを共有しており、そのよう

な意味合いでもホライズン 2020 への日本からの参加を歓迎します。ホライズン 2020 は 日本の優秀な学術・企 業 研 究 者にとって欧 州の卓越

した研 究・イノベーションへ のゲートウェイとなるほか、欧州の知見、科学的データ、世界最高レベルのインフラ、およびトップクラスの科 学ネッ

トワークへアクセスする比 類なき機 会を提 供しています。参加を希望される日本の研究者の皆さまは、以下のようにさまざまな方法でホライズン

2020 にご参加いただけます。

　・ホライズン 2020 の一般公募を通した協力。日本からはすべての分野、プロジェクトに応募可能。

　・日本の省庁とEU による共同公募を通した協力。共通の関心分野における共同プロジェクトに対し、双方が自国の研究者に対して同額の助成

　　を提供する。直近では、太陽光発電、超伝導、航空、希少原料、情報通信技術（ICT）において共同公募が実施された。

　　個人の研究者は、マリー・スクウォドフスカ＝キュリー・アクションズ（MSCA）による研 究 者交 流（モビリティ）プログラムに応募することがで

　　きる。そのほか、優秀なトップレベルの研究者に資金が提供される ERC の助成にも、もちろん応募可能。

　日本の企業や研究機関および研究者が共同研究プロジェクトに参加するには、まず、EU 加盟国または

関連諸国のうち、少なくとも3カ国の3 機 関以上で構成するコンソーシアムに参加しなければなりません。

　2015 年 5 月現在で、日本からのホライズン 2020 への参加数は累計 28 件に上っています。

ホライズン 2020 とは http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

NCP Japan - ナショナルコンタクトポイント・ジャパン（ホライズン2020 ヘルプデスク /日本語対応可）

ウェブサイト：ncp-japan. jp 　　　ncp-japan@eu-japan.gr. jp 

JEUPISTE（ホライズン 2020 に関する一般的なお問い合わせ）

ウェブサイト：www.jeupiste.eu 　　　jeupiste@eu-japan.gr. jp

駐日欧州連合代表部 科学技術部（一般的なお問い合わせ）

　　          DELEGATION-JAPAN-ST@eeas.europa.eu

ホライズン 2020 に関するお問い合わせ先

© Lonely #46246900, ag visuell #16440826, Sean Gladwell #6018533, LwRedStorm #3348265, memorialphoto #47248390,
Sarunyu_foto # 39234830, Alan Z. Uster #28136851, vectormart #42077882, 2010-2013. Source: Fotolia.com



JENNIFER

加速 器は電子や陽子などの粒子を加速して高いエネルギーの状態を作り出す装

置です。加速器を用いた実験を行うことで、宇宙誕生の謎や物質の起源を探求し、

またそこから普遍的な物理法則を解明することができます。

JENNIFERとは、日本の高エネルギー加速器研究機構（KEK）が Super KEKB 加速

器を用いて行う Bel le I I 実 験や、K E K と日本原子力 研究 開 発 機 構（JAEA）が

共 同で運営する大 強 度 陽 子加速器 施 設 J-PARC（ジェイパーク）で行われてい

る T2K 実験に、欧州の研究グループが参加し、素粒子の研究を通じてこうした自

然界の根源に迫るためのプログラムです。

KEKB加速器で行われた Bel le 実 験では、B 中間子における CP 対称性の破れ、す

なわち粒子と反粒子の振る舞いの違いを発見し、さらなる詳細な研究・測 定を行っ

て小林・益川理論を検証、小林・益川 博士の 2008 年のノーベル物理学賞の受

賞に貢献しました。この成功をもとに、ビーム衝突性能を前身の KEKB 加速器の

40 倍に高度化した SuperKEKB 加速器により、宇宙誕生初期に起こった新しい

物理現象の解明を目指しています。加速器の高度化に伴い測定器のアップグレード

（Bel le I I 測定器）も国 際協力（ 23カ国約 600 人が参加）により進められており、

欧州のグループは世界最先端の測定器技術を用いて、測 定器の中心部分にある

シリコン・ピクセルおよびストリップ検出器 や 中央飛跡検出器の開発・建設を共

同で行っています。また、物理解析に向けて欧州の理論研究者等と共同研究ワー

キンググループを組織し共同研究を進めています。

T2K 実験は、茨城県東海村の大強 度陽子加速器 J-PARC を用いてニュートリノ

ビームを生成し、295km 離れた世界最大のニュートリノ検出器スーパーカミオカ

ンデで観測することで、謎の粒子ニュートリノの性質を解明するための実験で、欧

州を始め世界 11カ国約 500 人が参加する国際協力実験です。2010 年に本格的

に測定を開始し、2013 年にはミュー型ニュートリノが電子型ニュートリノに変化す

る新しい現象の存在を世界で初めて捉えました。その後は宇宙の物質起源の鍵を

握る可能性のあるニュートリノとニュートリノの反粒子である反ニュートリノの性質

の違い（CP 対称性）の測定を開始しています。
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http://www.jennifer-project.eu
研究期間 ｜ 2015 年 4月1日～ 2019 年 3月31日

参加国 ｜ イタリア、ドイツ、オーストリア、ポーランド、チェコ、スロベニア、トルコ、フランス、スペイン、英国

加速器で宇宙の謎を解き明かす

高エネルギー加速器研究機構　素粒子原子核研究所（KEK）

幅　淳二 副所長

高エネルギー加速器による素粒子物理研究は、ますます高度

化した施設のスケールから、世界にまたがるグローバルプロ

ジェクトとなっています。その中で二大極となった日本とヨーロッパを結ぶ JENNIFER

は、今後の素粒子物理学展開の原動力となっていくことでしょう。

日本の代表研究者

卓越した科学基盤の強化
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IRENA

将 来の宇宙 探 査および 宇宙 輸送にとって重 要な技 術として、信頼性が高く、かつ

高効率な宇宙機の高速大気突入／再突入を実現するためには、熱防御、ナビゲー

ション、熱空力的な課題の最適化など、多くの挑戦が必要です。ホライズン2020

の下、エアバス社 宇宙 & 防衛 部門がリードする IRENA プロジェクトは、CNES、

NASA、DLR、JA X A など世界の主な宇宙機関に加え、タレス・アレニアスペース、

デモクリトス研究所など 宇宙関連産業をメンバーとして、資金計画、運営管理、

国際協働における下地作り、実施を目指しつつ、惑星突入もしく地球再突入にか

かる最大 2 つの実証機の検討を進めています。

IRENAプロジェクトの主たる成果物は、計画と最大 2 つの実証機実施提案とそこ

へ到るロードマップの提示です。プロジェクトは 2015 年 1 月に開始され、2016 年

4 月までに行なわれる予定です。検討成果は世界各所の国際宇宙関連イベントに

おいて情報発信していく予定で、IRENA にて主催する５回のワークショップの第

1 回目は、2015 年 4 月に日本において開催されています。

http://irena-project.eu/
研究期間 ｜ 2015 年 1 月1日～ 2016 年 5 月1日

参加国 ｜ フランス、ドイツ、イタリア、ギリシャ、日本、米国

国際再突入実証機検討

宇宙航空研究開発機構（JAXA）/ 宇宙科学研究所（ISAS）

宇宙飛翔工学研究系　山田　哲哉 准教授

日本では、少ないながらも、「はやぶさ」など 高速再突入の飛

行実績がある他、惑星エアロキャプチャや薄膜減速の研究も

されてきました。世界水準の試験環境を提供できる地上装置もあります。こうした日本

独自の知見・技術をいかし、ヨーロッパがリードする本 IRENAプロジェクトでは、国際

協力の下に将来の宇宙探査に大きく貢献できることを目指し、再突入飛行実証機の提

案に向けて、抜群のチームワークで検討が進められています。

日本の代表研究者

産業技術におけるリーダーシップの発揮

Image by Tibor Balint, RCA



次世代（5G）無線通信では、ミリ波と呼ばれる高い周波数の電波を利用することが

有効です。現在、世界各国で5G無線の開発が進められていますが、大規模なスタ

ジアムなどの「高密度ユーザ集中環境」におけるミリ波無線では、従来の通信技術

だけでは解決困難な問題（無線信号の干渉・反射等）が頻繁に生じます。一方、

無線信号を光信号に変換し、光ファイバーを用いて伝送・中継する光ファイバー無

線（RoF）技術は、5G 無線通信システムに有効です。RoF では、光技術を用いた

無線信号の増幅や処理も可能であり、5G 無線と4G、WiFi等を併用するマルチ・

ヘテロ無線システムを構築する上で有利だと考えられます。

近年、日欧でフォトニクス技術と高周波回路波技術を用いた新しいミリ波デバイス、

ミリ波・光融合デバイスが開発されています。これらは、高密度ユーザ集中環境

無線通信において非常に有効と考えられます。特に、日・欧で強みを持つデバイ

スやシステム技術が少しずつ異なるために、国際連携・共同研究によるシナジー

効果が期待できます。

RAPIDでは、高密度ユーザ集中環境におけるマイクロ波・ミリ波融合マルチ・ヘ

テロ無線を実現するために、フォトニック技術を活用して、通信資源の制御が可能

な柔軟性のある無線通信の基盤技術を追究します。また、高密度ユーザ集中が予

想されるさまざまなフィールド・環境（大型サッカースタジアム、航空機、鉄道、大

規模講義室・会議室、商業施設等）において、伝送特性評価実験、高密度集中

通信シミュレーションを行い、有用性を実証することを目標としています。

RAPID
http://www.rapid-5g.jp

研究期間 ｜ 2014 年 10 月1日～ 2017 年 9 月30 日

参加国 ｜ 日本、ドイツ、イギリス、イスラエル、ポーランド

日欧の技術を結集して高密度ユーザ環境での5G無線を創造する

大阪大学

村田　博司 准教授

日欧 5カ国の国際共同研究プロジェクトの取りまとめを務める

中で、対話と議論の重要性を実感しています。このプロジェクト

は、フィールドでの通信実験に挑戦することが目標です。関係

者との事前打ち合わせや実験準備で日々奔走しています。

日本の代表研究者
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SUNJET-II

かねてより航空分野における日欧研究協力は行われており、FP7 では熱交換に関

するSHEFAE プロジェクト、除氷に関するJEDI-ACE プロジェクト、高速航空機

に関する光プロジェクトが成功を収めてきました。

しかしながら、航空分野にはまだまだ大きな可能性が眠っています。2015 年にはホ

ライズン2020 の下、客室システム、複合構造、熱交換、飛行制御に関する新たな

共同公募も予定されています（現在評価段階）。

EUと日本の共通の関心分野を特定し両者の連携を促進する上で、ホライズン2020

が助成するSUNJET I I（Sustainable Network for Japan-Europe Aerospace

Research and Technology Cooperation）プロジェクトは重要な役割を果たす

ことになります。

日欧主要機関によるこれまでの共同研究を通して培われてきた既存の関係や経験

を基にして、SUNJET I I は、研究技術機関、学術機関、およびクラスターコミュニ

ティーの支援を受けながら、機体、エンジン、システムおよび機器類の各分野にお

ける統合ロードマップを作成します。このロードマップから、航空分野の研究技術

における将来の日欧間の連携について、主要なテーマが選択されます。また、欧

州と日本における研究技術の仕組みや体制を考慮に入れた上で、将来の日欧共

同公募に向けて具体的な提案を作成します。同時にガイダンスを提供する窓口を

設置し、欧州と日本の研究コミュニティを対象に、これまでと現在の共同研究活動

を基にしたアドバイスやベストプラクティスについて、情報や資料を提供します。

エアバスグループ SAS がコーディネートするSUNJET I I コンソーシアムは、さまざまな

共同プロジェクトを通じて、長年にわたり日本と協力をしてきた経験を持つ企業や

研究機関で構成されています。このコンソーシアムではさまざまな活動を通じて、欧

州と日本の航空業界におけるコミュニケーション、ネットワーク形成および情報交

換の促進を図ります。

SUNJET I I は航空分野における 今後の日・EU協力協定において新たな応用領域を切

り開くと同時に、未来の市場ニーズにより適した、画期的な新製品の開発を目指すベン

チャー企業の後押しをします。

http://sunjet-project.eu/
研究期間 ｜ 2014 年 12 月1日～ 2017 年 5 月1日

参加国 ｜ フランス、ベルギー、ドイツ、オランダ、英国

航空分野における日欧研究協力の促進

エアバス･グループ･イノベーションズ

ガイ・ガリック 社長顧問

SUNJET II によって、今後は日欧間の航空研究において、さら

に効果的な連携が可能になることでしょう。

代表研究者

08 社会的な課題への取り組み



　FP7 とは、ホライズン 2020 の先行プログラムで、2007年～ 2013 年にわたって実施された総額 530 億ユーロ規模

のプログラムです。このプログラムの下では、合計 22 万件の共同研究プロジェクトが実施され、当該プロジェクトに参加

した 11 万 3,000 名（団体）の研究者に、総額 420 億ユーロの助成金が支給されました。中でもSME 支援策においては、   

 2 万 4,000 名の参加研究者に約 60 億ユーロの予算が割り当てられました。ERC 助成金においては 4,500 名に上る優秀

な研究者が選ばれ、総額 60 億ユーロが 支 給されています。また、マリー・スクウォドフスカ＝キュリー奨学金（MSCA）

においては、136カ 国から参 加した約 5 万名の学術研究者（内、1 万名が博士号取得課程在籍者）に助成金が支給されて

います。

　日本からの参加に関しては、日本の研究機関など 5 6 団体が FP7 Grant Agreement（助成契約）に 116 回参加・署名し、

EUから総額で 98億ユーロの助成金を受け取りました。そのほか 2015 年 5 月現在で MSCA 助成金は 352 名、ERC 助成金

は 18 名の日本人研究者に支給されています。

　欧州委員会は、日本の省庁（経済産業省および総務省）ならびに資金配分機関（科学技術振興機構、情報通信研究機

構｛NICT｝、および新エネルギー・産業技術総合開発機構｛NEDO｝）と連携を図り、情報通信技術（ICT）、航空力学、

原材料、およびエネルギーに関する 20 の共同プロジェクトを立ち上げ、総額 340 億ユーロを助成しています。

　EU が助成する研究プロジェクトおよび各プロジェクトの成果の詳細については、EUの公式データベース CORDIS（共

同体研究開発情報サービス）をご覧ください。　

http://cordis .europa.eu/

FP7とは



欧州研究会議（ERC）は 2007 年より、きわめて野心的な研究プロジェクトに対し

て潤沢な助成金を提供しています。

ERC Starting Grants（ERC 若手助成金）は、優秀な若手研究者を対象としてお

り、対象者は自身の研究提案を基に独立して研究に従事でき、最大で 150 万ユー

ロの助成金を受け取ることができます。このような助成金を勝ち取ることが、自立

と名声を得る近道となります。

このことは ERC 助成金受給者がこれまで受賞した賞からも見て取ることができます。

助成金の設立から 3 年を経過しない間に、若手助成金受給者で初めてのノーベル

物理学賞受賞者が誕生しています。この受賞者の年齢は36 歳でした。さらに、ERC

Advanced Grants（ERC 上級助成金）受給者の中からも、ノーベル賞、ウルフ賞、

クラフォード賞そしてフィールズ賞などの受賞者が誕生しています。 

東北大学の青木大教授も、ERC 若手助成金を授与された有能な研究者の一人です。

青木教授の研究は新たな超電導体の探索であり、また極低温や極高圧といった極

限条件下での新たな超電導材料の開発可能性についても探っています。同教授は

ERC 若手助成金によって早い段階で研究者としての自立と保証を得られた結 果、

十分に研究に集中することができたばかりでなく、ご自身の研究に関わる研究者や

技術者のグループを立ち上げることもできました。

青木教授によれば、新たな材料開発の方針は、実際には「ハイリスク・ハイリターン」

な戦略であり、成功するかどうかは全くの未知数です。しかしながら、同教授の研究

は既に新たな材料の創出に向けて前進しており、産業界との共同研究を通じて、今

まさに適用段階に踏み出そうとしています。

5 年間に渡って支給される ERC 若手助成金は、研究期間の半分以上を欧州で費や

すことが義務付けられていますが、同時に、この助成金の柔軟性がゆえに、青木教授

は、東北大学の金属材料研究所（IMR）と、フランスのグルノーブルにあるフランス原

子力庁（CEA）の 2つの研究機関を拠点に研究を進めることが可能となっています。

フランス国内において同教授は、国際的な研究環境、大規模施設、および 研究課題や

技術課題へのさまざまなアプローチ手段の恩恵を受けています。

東北大学

青木　大 教授

私は日欧間の科学的な関係強化はもちろん、国際レベルでも

科学の影響力のより一層の強化に、自由に取り組んでいます。

日本の代表研究者

ERC STARTING GRANTS
http://erc.europa.eu/starting-grants
科学における大きな冒険
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SIOS PP
http://www.sios-svalbard.org

研究期間 ｜ 2010 年 10 月1日～ 2014 年 9 月30 日

参加国 ｜ ノルウェー、日本、ポーランド、ロシア、韓国、フランス、中国、フィンランド、

デンマーク、英国、ドイツ、スウェーデン、イタリア、オランダ

日本の立川から北極圏へ

ノルウェー本土と北極点の間に位置するスバールバル諸島では、14カ国の27に及

ぶ研究機関から研究者が集い、共同研究を行いながら、互いに観測データ、研究成

果、気候変動観測設備の共有を図っています。

この基盤プロジェクトが始動する以前は、同地に施設を保有する各国がそれぞれ自

国の設備を維持していたため、非効率な状況にありました。現在では、これら高価

な観測設備の多くを各国の研究者が共同利用することが可能です。例えば、全天

カメラやイメージや、磁力計、分光装置等の機器類が挙げられます。

研究者は今や多くの研究予算を節約できるだけでなく、その予算を活用し新たな

観測に取り掛かることができる上、データ共有を図ることもできます。さらに、異な

る研究グループや研究アプローチを通じて、学問分野をまたぐ交流も行っています。

互いに異なる視点での議論を重ねることで、まさに現在北極で起きている急激な変

化をより容易に理解できることでしょう。

スバールバル統合観測システム準備計画（SIOS-PP）は、EUが資金提供する研究

基盤プログラムで、この幅広い共同研究を支援しています。

日本の国立極地研究所（NIPR）はスバールバルに観測所を設けており、大気、海氷、

海洋、陸上生態系および極域大気に関して幅広い研究を行っています。国立極

地研究所からは、毎年約 20 名の研究者がスバールバルに派遣されています。

NIPR所長の白石和行教授が指摘するように、各国が他国との連携を深めたいと

考えることはきわめて自然なことでした。その表れの一つが今回のSIOS-PPプロ

ジェクトです。本プロジェクトを通じて、国際的なコミュニティーをつなぐ多国間協力

が実現するとともに、多くの科学者にとって不可欠な直接対話型の会合が実践さ

れています。また、研究者は研究を実施する上で、日本政府が資金提供するその

他の関連プロジェクトとの連携も図っています。

国立極地研究所（NIPR）

所長　白石　和行 教授

私たちの夢は、南極において北極同様の国際的な研究基盤

設備を構築することです。同地では今でも各国が独立した

ステーションを維持しているので……。

日本の代表研究者

11卓越した科学基盤の強化



BRAINTRAIN
http://www.brain-train.nl

研究期間 ｜ 2009 年 11 月1日～ 2013 年 10 月31日

参加国 ｜ 日本、オランダ、イタリア、ドイツ、スウェーデン、英国、ベルギー、フランス

脳疾患の治療へ向けた研究トレーニング

E U のマリー・キュリー助成金を受け、博士課程の学生グループがヒトの脳に関す

る研究を行い、どのような因子がパーキンソン病、認知症、抑うつ症などの脳障

害を引き起こすのか、そのメカニズムについて探求しています。

既に多くの研究によって、遺伝子の役割についてのマッピングと同定が行われて

いますが、遺伝子や遺伝子のつながりにおける可塑性が脳障害にどのように影響

しているのか、また、脳障害がどのように進行するのか、といったより広い視点での

理解が必要とされています。

BRAINTRAIN（Integrative Neuroscience School on Brain Function and 

Disease）プロジェクトでは、欧州の8つの研究機関ならびに日本の理化学研究所

および産業界の5 つの団体が共同研究を行い、脳障害に対するより多岐にわたる

理解に努めています。

10カ国以上の17 名の博士課程の学生が、EUのマリー・キュリー助成金「Innovative

Training Networks（ITN）」（現 MSCA：マリー・スクウォドフスカ＝キュリー・

アクションズ）の下で研究を行い、産業界を含む 13 のさまざまな研究機関でトレー

ニングを受けました。

このようにして、彼らは多岐にわたる視点を得ることができたばかりでなく、国際的

な経験を積み、知的財産や優れた提案書の書き方についても精通しました。さら

に、この研究ネットワーク内のすべての連携研究機関が 有する知的情 報へのアク

セスも可能でした。博士課程の学生が自身のスキルやキャリアの将来性を向上さ

せたのと同時に、さまざまな業界や他の公的研究機関を交えたトレーニングイベン

トの開催を通じて、受け入れ研究機関同士の交流も実現しました。結果的に、大

学間での連携といった大学にとってのメリットもありました。

独自の技術を有する理化学研究所は、このプロジェクトにおいて主要な役割を果た

しました。理化学研究所のピエロ・カルニンチ博士は、理化学研究所の役割を通

じて、研究室の国際化を果たすことができたと語っています。

理化学研究所ライフサイエンス技術基盤研究センター

副センター長　ピエロ・カルニンチ 博士

産業界も交えた国際的ネットワークでのトレーニングにより、

博士課程の学生が多くのメリットを得られたばかりか、我々も

世界と双方向にコミュニケーションをとることができました。

これにより、より質の高いアイデアや情報を得ています。

日本の代表研究者
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NECOMA
http://www.necoma-project.jp/

研究期間 ｜ 2013 年 6月1日～ 2016 年 3 月31日

参加国 ｜ 日本、フランス、スペイン、ギリシャ、ポーランド

回復性のあるサイバー空間を共同で構築

日本と欧州とは、オンライン上の深刻な脅威に立ち向かうために、回復性を有した

対抗手段を共同で研究開発しています。NECOMA （Nippon-European Cyber 

Defence -Oriented Multi layer threat Analysis）プロジェクトは、欧州委員

会と日本の総務省のサポートのもと実施されており、日本側は奈良先端科学技術

大学院大学を中心とした 5 組織、欧州側はフランスの Institut Mines-Télécom 

（IMT）を中心とした 5 組織により構成されています。研究組織のみならず、ISP

やセキュリティベンダーも参加しており、産学連携プロジェクトとして技術的課題

に取り組んでいます。

オンライン上のサイバー脅威は、攻撃者がさまざまな目的を持って、さまざまな手

法を用いて行われます。インターネットのインフラ自体を狙った攻撃もあれば、エ

ンドユーザの情報を盗み取ろうとする攻撃もあります。これは世界中で異なる国々

や文化、法規制が存在する中で、さまざまな攻撃者が存在し、その意図や目的も

多様であることが影響しています。日本と欧州が共同でこの課題に取り組む利点

は、この多様性にあります。

この共同出資プロジェクトは、ウェブ上でのセキュリティー、クラウドおよびネットワー

クインフラセキュリティーに影響を及ぼす問題の分析と比較とを行っています。ここ

では、スマートフォンやウェブブラウザを介した不正通信について、また人間の行

動について、研究が行われています。

このプロジェクトでは、データ収集や脅威に対する分析を行い、新たな防御機構の開

発と実践に努めています。ネットワークや大規模なコンピュータインフラなどのインフラ

における視点のみならず、スマートフォンやウェブブラウザなどのエンドポイントでの分

析が行われます。

NECOMAプロジェクト内での技術的な連携に加えて、日本とEUの指導者は 2014年

の日・EUサミットにおいて、サイバーセキュリティーに焦点を当てた 政策対話を確立

することで、サイバーセキュリティー 分野における一層の連携強化を図り、互いの力を

政策的に結集させて一般市民や産業界への貢献を図ることで意見が一致しました。

13産業技術におけるリーダーシップの発揮

奈良先端科学技術大学院大学（NAIST）

門林　雄基 教授

NECOMAによって世界中の著名な専門家との連携を図ること

ができ、同時に、文化的視点と技術的な視点の両方において、

サイバーセキュリティーに取り組むことができています。

日本の代表研究者



HARFIR
http://www.har�r.eu

研究期間 ｜ 2013 年 9 月1日～ 2017 年 3 月31日

参加国 ｜ 日本、英国、ドイツ、ハンガリー

レアメタルに取り組むための代替戦略

レアメタルは、さまざまなデバイスに活用されていますが、その使用量はきわめて微

量で、また一般的にはほとんど知られていないユニークな名称を持っています。しか

し、これらレアメタルは含有量が微量でありながら、ハードディスクドライブ、マグネッ

 ト、太陽光パネル、スクリーンやディスプレーなど、今日の多くのハイテク製品の基盤

となる役割を果たしています。

イリジウム・マンガン 合 金（IrMn）は、ハードディスクや 磁性メモリに用いられるレ

アメタルの一つです。特に電子デバイスのみならず、電気化学分野などにおいて、こ

こ数年、イリジウム・マンガン 合 金の使用が急激に広がりました。

HARFIR（イリジウムの代替となるホイスラー合金）プロジェクトは、EUと日本の科

学技術振興機構との共同出資によって立ち上げられました。このプロジェクトの目

標は、レアメタルのイリジウムを含まない室温反強磁性合金の発見です。

同プロジェクトでは、ヨーク大学、ビーレフェルト大学、コンスタンツ大学、ブダペス

ト大学、マッキントッシュコンサルタント、東北大学および高エネルギー加速器研

究機構（KEK）などの参画により、専門知識、技術そして電磁気測定施設の結集が

図られています。2013 年から 43カ月間にわたって共同研究が行われる予定です。

このプロジェクトは、レアアース供給規制に関するEU、米国、および日本の三者間

会議がきっかけになりました。同時に、科学技術振興機構および欧州委員会研究

イノベーション総局（DG RTD）が、実践的な研究において日欧の研究者の参画を

求める公募を行いました。

プロジェクトの日本側の取りまとめ役である東北大学の高梨弘毅 教授は、知識を

蓄積することによって「スピン電子デバイスに必要な、イリジウムの代替となるホイ

スラー合金を用いた新たな材料および組 成が見つかる」と確信しています。
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東北大学 

高梨　弘毅 教授

私達はスピン電子デバイスに必要なイリジウムの代替となるホ

イスラー合金を用いた新たな材料および 組成の発見に努めた

いと考えています。この発見はレアメタル戦略にインパクトを与えることとなるでしょう。

日本の代表研究者



HIKARI
http://www.hikari-project.eu/main

研究期間 ｜ 2013 年 2 月1日～ 2015 年 1 月31日

参加国 ｜ 英国、日本、ドイツ、フランス、イタリア、オランダ、ベルギー

「光」のような高速移動
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日本から欧州までわずか 3 時間で旅行できる世界を想像してみてください。このよ

うな旅行を可能にする超音速 ／極 超音速 航空機 のコンセプト自体は今日既に存

在していますが、そうした開発に乗り出すための予算や技術的な成熟が依然不十分

なままです。

将来を見据える産業界では、次世代技術を具現化する方法についてビジョンが求

められます。まったく新しい超音速／極超音速航空機をいかに始動させるかをめ

ぐる航空関連の問題は、多岐にわたると同時に重要でもあります。 

これらの問題は、航空機の形状、サイズ、出力、材料、燃料、推進力、騒音、制御

システム、消費者の需要、さらには空港インフラを取り巻く課題や環境への全体的

影響など、多くの課題を包含しています。

HIKARI（将来航空機のための高速主要技術）プロジェクトの参加メンバーは、こう

したあらゆる課題に取り組んでいます。16 の参加メンバーの中で、日本の株式会社

I H I と 欧 州のエアバスが 高速飛行用エンジンの検討に取り組み、東京大学は燃

焼試験、ドイツ航空宇宙センター（DLR）は 環境への影響、アストリアムは衝撃波

の問題、そしてオックスフォードエコノミクスが 市場分析を、各々実施しました。この

航空機で 最終的に大陸を横 断できるようになるまでには、まだ年数を要しますが、

このプロジェクトに参 画する産業界同士の交流に加えて、この種のプロジェクトでは

将来技術の軌道を中心に技術ベースまたは知識ベースの広がりが生まれることもよ

くあります。

このプロジェクトは日本の経済産業省、文部科学省および EUが共同出資しました。

欧 州および日本が出資している他のプロジェクト（ZHEST、LAPCAT、JAXA-HST

など）で得られた知 識を活用して、実用化までの技術ロードマップを作りました。

HIKARIプロジェクトは、長期的なビジョンを生み出すための道をいかにして研究に

よって切り開いていくかという点において前例を示すものです。このビジョンが、将

来の超音速 ／極 超音速 航空機 の可能性の理解につながります。

宇宙航空研究開発機構（JAXA）

田口　秀之 博士

極超音速航空機によって、欧州から日本まで 3 時間で旅行す

ることができます。HIKARI プロジェクトは、そんな航空機を

世界で共同開発するための刺激的な第一ステップです。

日本の代表研究者



NGCPV
http://www.ngcpv.org/cms

研究期間 ｜ 2011 年 6 月1日～ 2014 年 11 月30日

参加国 ｜ スペイン、ドイツ、英国、イタリア、フランス、日本

小さな太陽電池で大きなエネルギーを

16 社会的な課題への取り組み

凹曲面のミラーに太陽光線が照射されることで、レーザー光線に近い熱や光の強

度が得られます。この光の輝度は太陽の何百倍や何千倍にも相当します。集光型

太陽電池（CPV）技術により、この熱強度を活用して電気を得ることができます。

「次世代集光型太陽光発電（NGCPV）」を生み出すプロジェクトが、2011 年 5 月

に発足しました。このプロジェクトの目的は、現行の集光型太陽光発電のセル、

モジュール、およびシステムの各効率を向上させることです。特に多接合太陽電

池では、新たな材料やデバイスの調査、新たな集光型太陽電池の開発および新た

な太陽光発電システムの開発を介して、セルレベルで 50％の効率目標の達成を、

そしてモジュールレベルでは 3 5％の効率目標の達成を目指しています。

太陽光発電ベースでのエネルギー生成は数十年来行われていますが、エネルギー

変換効率、材料およびエネルギー再生コストをめぐる課題は、常に存在し続けて

います。こういった課題を克服すべく、NGCPVプロジェクトとの緊密な連携を図

るため、新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）とEUが 16の研究機関

（その内、日本からは 9 機関）に 1,100 万ユーロの資金を提供しました。

日本のプロジェクトチームリーダーである、豊田工業大学の山口真史教授によれば、

同プロジェクトはセルレベルで45％を超える変換効率を達成するという素晴らし

い結果を生み出しました。この変換効率は世界で最も高い値となっています。こ

のプロジェクトでは、2050 年を目処に設定された技術的なロードマップ目標を早

くも 2025 年に越える見込みです。

山口教授は同プロジェクトを通じ、新たなCPV 技術だけでなく、CPV分野におけ

る新世代の有能な科学者を育てられたことにも意義がある、とコメントしています。

豊田工業大学

山口　真史 教授

私がNGCPVプロジェクトに参加したのは、太陽光発電（PV）

の展開を促進させ、ひいては世界中でクリーンエネルギー社会

を作りたいと考えたからです。

日本の代表研究者



EURATRANS
http://www.euratrans.eu

研究期間 ｜ 2010 年 4 月1日～ 2015 年 3 月31日

参加国 ｜ ドイツ、英国、オランダ、スウェーデン、フランス、チェコ、米国、日本、デンマーク

医療シーンで注目を浴びるラット

ラットの遺伝子数はヒトの遺伝子数とほぼ同じで、生理機能はマウスよりも、はる

かにヒトに近いものとなっています。これらの事実から、ヒトの遺伝子をより理解す

る上でラットが有望なモデルになるといえます。

EURATRANS（ラットを用いた生活習慣病や精神病の包括的研究）プロジェクトは、

ラットのゲノミクス研究に向けた世界で初めての大規模なシステム生物学プログラム

です。このプロジェクトには 1,370 万ユーロが出資されています。

ラットのさらなる研究を推進すべく、京都大学が欧米の 1 7の団体から成るコンソー

シアムへの参画を要請されました。これにより、世界中から最高の専門家を引き

寄せる、まさにグローバルなプロジェクトが誕生しました。

ドイツMDC（Max Delbrueck Centre for Molecular Medicine）がコーディネー

ターとなり、現在、9 カ国からの 1 9 の組織が、遺伝子、タンパク質および他の分子

生物のデータベースに関する共同研究を実施し、得られた情報を臨床研究者に

有用な形に変換する作業を行っています。京都大学の芹川忠夫教授は、「これらの

研究が、統合的かつ学際的なアプローチによって、疾患のメカニズムに対する新た

な洞 察につながり、その結 果、ラットおよび ヒトの大 規模 な機 能 的ゲノムデータ

セットへの理解につながる」と考えています。

プロジェクトの各作業パッケージにおいて各 参加機関が得た成果は、共通のコン

ソーシアム契約において合意された方法で、各 参加機関に属することになります。

こうした合意事項は、欧州助成金（European Grant）の契約締結に先だって署

名される必要があります。この合意は、各 参加機関の権利を調整するとともに、

紛争や疑義が生じないようにする役割を果たします。

EURATRANSで得られた結果については既に、『Nature Methods』誌の特別論

説で特集が組まれており、ラットの利点が高く評価されています。芹川教授は、「私

達の研究基盤とさまざまなラボの知識とを融合させることで、研究成果が劇的に強

化されました」とコメントしています。

17社会的な課題への取り組み

京都大学（当時）

芹川　忠夫 教授

EURATRANSのグローバルな性質は、スキルや情報の交換に

重要であるばかりでなく、この EURATRANS の性質によって、

無駄な実験の重複を防ぐことができますので、動物や時間、

費用の節約にもつながり、生物医学の進歩を加速させます。

日本の代表研究者



REAKT
http://www.reaktproject.eu

研究期間 ｜ 2011 年 9 月1日～ 2014 年 12 月31 日

参加国 ｜ 中国、英国、フランス、ポルトガル、アイスランド、ドイツ、イタリア、ギリシャ、

トルコ、台湾、日本、ジャマイカ、米国、トリニダード・トバゴ、ルーマニア

建築物を含めた地震に対する回復力

18 社会的な課題への取り組み

日本と同様に、多くの欧州の国 、々特に地中海に面する国々において地震は脅威です。

包括的な地震の軽減策として、建物構造の改良や建築法の普及といった防災措置

は、本質的要素となります。しかし、各国において支援がない状態では、十分な防

災措置を講じることができない場合が多く、また、すべての場所で簡単に適用でき

るとも限りません。

EUが資金提供している REAKT（Strategies and Tools for Real Time Earthquake 

Risk Reduction ）プロジェクトでは、欧州における 18 の研究機関と日本からの参加

機関に加え、ジャマイカ、トリニダード・トバゴ、米国（カリフォルニア州）および台

湾など、地震活動が活発な国の機関が参画し、各国のさまざまな経験知を交換し合

い、補い合っています。

地震などの災害による影響は、発生した地域の社会状況や経済状況によってきわめ

て異なったものとなります。日本は地 震に取り組む最先進国の一つであり、建築や

人々の地震に対する備えも進んでいます。E Uにおける多国間プログラムを介した、

このような国際的な連携によって、地震に対する知識の普及や、世界規模での成功

事例の普及をさらに進めることができます。

このプロジェクトは、7 つの作業パッケージで構成されています。各参加機関が、地震

に対する早期警報システム、地震予測データ、地震警告、または地震に対する脆弱

部分の特定といった、地震に対するさまざまな局面での研究活動を行っています。

こういった多岐にわたる研究内容が、エンドユーザーに有益となるような形で統合さ

れます。プロジェクトで得られた結果は、プロジェクトの参画団体間で締結された

コンソーシアム契約に基づいて共有化されています。

日本の気象庁は、自国の経験に基づいた地震に対する早期警報システム（緊急地

震速報システム）の開発手法と実績を紹介することで支援を行っています。日本で

は、例えば 全国に1000を超す地震計のネットワークが 複 雑に配備されていますが、

このネットワークによって、地震検出にはじまり、鉄道、公共設備、そして一般市民に

対する地震の揺れの事前警告が提供されています。

気象研究所

干場　充之 博士

経験やアイデアの交換が、さらなる向上に重要であるとともに、

EU、日本、その他の国々のすべてにおけるメリットになります。

日本の代表研究者
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