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○米国では、科学技術の優位性低下による将来の競争力低下の危機感を背景として、近
年、トランスフォーマティブ研究＇単なる基礎研究ではない、新しいパラダイム創出につな
がる可能性のあるハイリスクハイリターン研究（が活発化。

米国におけるトランスフォーマティブ研究

＇参考（「トランスフォーマティブ研究＇Transformative research（」の定義の例

１．米国の研究開発１．米国研究開発

■米国科学財団＇National Science Foundation：NSF（
「現在の重要な科学・工学の概念を変えたり、新しいパラダイムまたは分
野創出につながるようなアイデア・発見・ツールを利用する研究で、既
存の考え方に挑戦したり、新たな研究分野を開拓するもの」

■国立衛生研究所＇NIH（
「新しいアプローチを利用することで、新しいパラダイムの創出、既存の
パラダイムの打破を行い、革新的な治療法、診断ツール等の開発を通
じて、健康に大きな改善を達成する可能性がある研究」

＜米国科学アカデミー（National Academy of Science）＞
「最重要課題であるエネルギー問題において、技術革新による
解決を実現するために、長期を要し高いリスクの技術障壁を克
服する技術開発（トランスフォーマティブ研究）が必要と認識」
「Rising Above the Gathering Storm 」＇2005年10月,米国科学
アカミー（より

＜米国科学財団（NSF）＞
「挑戦的、革新的研究こそが、イノベーションを起こし、人類に恩恵
をもたらす」
「挑戦的、革新的研究提案は、採択され難い傾向があるとしてトラ
ンスフォーマティブリサーチ支援の促進が重要」
「Enhancing Support of Transformative Research at the NSF」 ＇
2007年5月,NSB（より

＜米国でのトランスフォーマティブ研究が活発化＞
＇例（
・DOE：エネルギー先端研究計画局＇ARPA-E（ (2009年～)

・DOE：エネルギー・イノベーション・ハブ＇2010年～（
・NIST：テクノロジー･イノベーション･プログラム＇2007年～（

＜米国におけるトランスフォーマティブ研究の重要性の指摘＞
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トランスフォーマティブ
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エネルギー・イノベーション・ハブ



○エネルギー省をはじめとした米国政府は、基礎研究と実用化のギャップが拡大しているとの
認識のもと、トランスフォーマティブ研究を強力に支援。

○基礎研究から実用化までの研究開発を一貫して実施するプロジェクトにも注力。

エネルギー・イノベーション・ハブ
○大型の学際的チームが共同で基礎研究から
実用化まで一貫して実施。

○支援額：年間約２，５００万ドル
＇１プロジェクト当り（

○複数の科学分野を代表する多数の
研究者チーム

基礎研究 実用化

個人研究者

産学官共同

研
究
規
模

研究開発段階

エネルギーフロンティア
研究センター

○革新的エネルギー技術の開発
につながる基礎研究

○支援額：年間２００～５００万ドル
＇１プロジェクト当り（

○20人程度以内の研究グループ

エネルギー先端研究計画局 (ARPA-E)
○大学やベンチャー企業等によるハイリスク･
ハイリターン研究

○支援額：年間５０～１，０００万ドル＇１プロジェクト当り（
○単独研究者、小規模な研究グループ

〈エネルギー分野における米国の研究開発支援〉

米国におけるトランスフォーマティブ研究開発への支援

○国際競争が強まる中、米国ではベンチャー投資がより短期的に成果が出る研究開発にシフトしており、研究開発とビジネスの
ギャップが拡大。

○オバマ政権は革新的なハイリスク･ハイリターン研究＇transformative high risk high reward research)を強力に支援。
○今求められているのは、改良型研究＇incremental research（ではなく、失敗するかもしれないが成功すれば大きなリターンが得られ
る研究開発の促進。

＇参考（米国政府関係者等のコメント＇2011年3月（

＇ＤＯＥのホームページ等をもとに作成（

１．米国の研究開発１．米国研究開発
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エネルギー先端研究計画局＇Advanced Research Projects Agency-Energy：ARPA-E（
ＡＲＰＡ－Ｅは2007年の米国競争法に基づいてDOE内に設置されたハイリスク･ハイリターンのエネルギー分野の
先端研究へ資金拠出するファンディングエージェンシー。2009年から公募を開始。

①主な技術分野：高性能蓄電池、二酸化炭素回収、グリッド連結可能な再生可能エネルギー貯蔵技術、
迅速な配電技術、エレクトロ燃料、省エネビル

②実施者：大学39％、ベンチャー企業33％、大企業20％、国立研究所5％、非営利団体3％＇2010年（
③支援額：約４億ドル＇2009年（ ＇１プロジェクト当たり 約５０～１，０００万ドル（
④支援期間：１～３年
⑤審査体制：10名程度のプログラムディレクター＇企業研究者、学者、起業家、ベンチャーキャピタリスト等（による

ピアレビュー。

米国トランスフォーマティブ研究の事例①＇ＡＲＰＡ－Ｅ（

○米国エネルギー省＇ＤＯＥ（のエネルギー先端研究計画局＇ Advanced Research Projects 

Agency-Energy：ARPA-E（は、ベンチャー企業、大学等によるクリーンエネルギー分野
のトランスフォーマティブ研究を実施。

○ARPA-Eに採択されたプロジェクトを実施するベンチャー企業に、ベンチャーキャピタル
等の民間資金が投資される動きあり。

＇参考（ＡＰＲＡ－Ｅに採択されたベンチャー企業の事例(2009年度採択（

○１３６６ Technologies社
・マサチューセッツ州に本社を置くベンチャー企業で、シリコン
ウェハーの製造コストを現行よりも８割削減できる新手法を
開発中。
・ARPA-Eから400万ドル受給、その後、民間から3,340万ドル
を調達。

○Envia Systems社
・アルゴンヌ国立研究所と共同で世界最高エネルギー密度
のリチウムイオンバッテリー開発。
・ARPA-Eから400万ドル受給。
・ベンチャーキャピタルから1700万ドルを調達。

＇ＤＯＥのホームページ等をもとに作成（

１．米国研究開発
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エネルギー・イノベーション・ハブ＇Energy Innovation Hubs（
○クリーンエネルギー分野において革新的技術開発を阻む障害を解決するため設置された、基礎研究から実用
化まで産学官のトップレベルの研究者による研究コンソーシアム＇2010年から開始（。

○マンハッタン計画、ＭＩＴリンカーン研究所におけるレーダー開発等をモデルとして、基礎研究から実用化までを
一貫して実施。

①主な技術分野：
・人工光合成による効率的な燃料生産システムの開発
・エネルギー効率のより高いビルシステムの設計
・最先端原子炉開発のためのコンピュータモデリングとシミュレーション
・バッテリー・エネルギー貯蔵

②実施者：大学、民間企業、非営利団体、DOE国立研究所
③支援額：総額 約1.5億ドル＇2012年予算要求（ ＇１プロジェクト当たり 年間約2,500万ドル（
④支援期間：５年

米国トランスフォーマティブ研究の事例②＇エネルギー･イノベーション･ハブ（

○エネルギー･イノベーション･ハブは、クリーンエネルギー分野における基礎研究から実
用化まで、産学官が連携して成果を上げるための研究コンソーシアム。

○産学官のトップレベルの研究者を擁し、コラボレーションの質を高めて、いち早く問題を解
決することが狙い。

＇ＤＯＥのホームページ等をもとに作成（

１．米国研究開発

＇参考（エネルギー・イノベーション・ハブに採択された課題の事例(2010年度採択（

○「省エネビルシステム」
・エネルギー消費量と温室効果ガス排出量の削減を目的としたエ
ネルギー効率の高い構造部品やシステムの研究･開発･実証。
・ペンシルバニア州立大学が研究拠点。
・他に、フィラデルフィア産業開発公社、ベンフランクリン技術パー
トナー、デラウェアバレー産業リソースセンター 等が参加。

○「人工光合成共同センター」
・天然作物より10倍効率的な燃料生産を可能とする人工光合成
システムの開発。
・カリフォルニア工科大学とローレンスバークレー国立研究所が
研究拠点。
・他に、SLAC国立加速器研究所、カリフォルニア大学バークレー
校、同大サンタバーバラ校、同大サンディエゴ校 等が参加。
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米国トランスフォーマティブ研究の事例③＇ＤＡＲＰＡ、ＴＩＰ（

○ハイリスク・ハイリターン研究の代表例である国防総省(ＤＯＤ)の国防高等研究計画局
＇ＤＡＲＰＡ（は、インターネット、ＧＰＳ等の研究成果を上げている。

○国立標準技術研究所＇ＮＩＳＴ（においても、ハイリスク・ハイリターンであって「国家に
とって重要な研究分野」を支援するテクノロジー・イノベーション・プログラム＇ＴＩＰ（を実施。

テクノロジー･イノベーション･プログラム＇Technology 

Innovation Program ：TIP（

○2007年の米国競争法に基づいてＮＩＳＴが設置した、ハ
イリスク・ハイリターンであって、「国家にとって重要な研
究分野＇area of critical national need（」を支援するプロ
グラム。
①主な支援分野＇2012年度予算検討（
先進ロボット工学、スマグリ関連技術、ヘルスケア＇標
的治療等（、水、公共インフラ、製造 等
②予算額：７５．０百万ドル＇2012年度要求（
③プロジェクト毎の支援額
・単独ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ ：300万ドル以下＇3年間（
・ｼﾞｮｲﾝﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：900万ﾄﾞﾙ以下＇5年間（

＇ＤＯD， DOCのホームページ等をもとに作成（

＇参考２（TIP採択プロジェクトの例＇2008、2009年（
○Acellent Technologies社＇カルフォルニア州（
公共インフラの健全性管理を可能にするセンシングネットワーク
の開発

○A123システムズ社＇マサチューセッツ州（
ナノテク技術を用いたリチウムイオン電池の電極財の開発

＇参考１（DARPAの成果の事例
・インターネット、ＧＰＳ、ＩＣタグ等の多数の新製品・新サー
ビスの開発に寄与。

・最近では、ナノソーラー社が、柔軟な薄膜太陽電池パネ
ルを量産できる生産手法を開発し、2009年に商業生産を
開始した事例あり。

１．米国研究開発

ＤＯＤ／ＤＡＲＰＡ＇国防高等研究計画局（
○1957年のスプートニクショックを受け、ハイリスク・
ハイリターン研究支援を行うために設立された
ファンディング・エージェンシー。

○国防にとって重要な革新的イノベーションの見込み
のあるアイディアを発掘して、国防にいち早く応用
することを目的。
①予算額： ３０億ドル(2010年度（
②実施期間：３～５年間
③主な支援分野＇2010年度（
＇基礎研究（情報通信 ：2.7億ドル

材料・バイオ ：2.6億ドル
戦術技術＇ｴﾈﾙｷﾞｰ等 （: 2.4億ドル

＇応用研究（航空宇宙 : 2.5億ドル
指揮・管理・通信 : 2.5億ドル
センサー : 2.3億ドル
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基礎研究と実用化の橋渡しのための支援

○米国国立研究所において、基礎研究とビジネスの橋渡しの機能＇国研が所有する技術
の商業化支援、実用化につながる研究開発支援等（を強化する動きあり。

国研が所有する革新技術を企業に低コストでライセ
ンスアウトする制度新設（ＤＯＥ）
○本年３月、DOEは、ベンチャー企業に対して国研
で開発された革新的技術を1000ドルでライセンス
するプロジェクト「米国の次なるトップイノベー
ター」(America’s Next Top Energy Innovator) を公
表。

○ＤＯＥ国研で現在ライセンスされていない約1.5万件の
特許が対象。ベンチャー企業は関心のある技術と
それを用いたビジネスプランをＤＯＥに提出する必要
あり。

○現在、連邦政府所有の特許の約10％しか商業化され
ておらず、ＤＯＥの目標は、国研発ベンチャー企業の
数を倍増すること。

＇参考２（米国政府関係者等のコメント＇2011年3月（
○技術移転や技術の商業化については、多くの米国の国研においても、主要なミッションとして位置付けられていない。国研と産業界
の連携を一層強化していくべきと考えている。

○国研においても、研究者と企業が連携する際のインセンティブや評価手段がない等、改善すべき点が多い。

＇参考１（本プロジェクトのライセンスアウト事例
・本年５月、国立再生可能エネルギー研究所で開発された技術
を活用して、省エネに大幅に貢献する窓用新薄膜材料を開発
するUS e-Chromic社が本プロジェクトの第１号として契約。

１．米国研究開発

基礎研究を製薬等に橋渡しするための研究センター
を設置予定＇NIH（
○NIHは、基礎研究の成果を製薬・治療法に橋渡し
するための研究開発を行い、研究成果の迅速な商
業化を目指す「先進トランスレーショナルサイエンス
研究センター＇National Center for Advancing 

Translational Science（」を２０１１年１０月に設立予定。

○実施が予定されている主な事業＇例（
・治療加速ネットワーク＇Cures Acceleration Network（
〈2012年度予算要求：1.0億ドル〉
研究成果から臨床試験までの障害を減らし、ニーズ
の高い治療法の開発を加速させるための研究開発
・Clinical and Translational Science Awards (CTSA)

〈2012年度予算要求：4.9億ドル〉
バイオ医療研究機関コンソーシアムによる研究会を
支援する事業

＇注（上記の事業の予算の一部が、新たな研究センターに配分される
予定。
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食料・農業・
バイオ技術
19億ユーロ＇6%（

宇宙
14億ユーロ＇4%（

人材育成

研究支援

共同研究

基盤整備

基礎研究 実用化

研究者支援＇People（４７．５億ユーロ
主にポスドク以上を対象にキャリア形成支援

基礎研究支援＇Ideas（７５．１億ユーロ

研究者主導による先端的な基礎研究に
対する支援

基盤整備・競争力強化＇Capacity（ ４１．０億ユーロ
欧州の研究インフラ整備、中小企業の研究開発体制支援等

共同研究支援＇Cooperation（ ３２４．１億ユーロ
○複数国による共同研究に対する助成
○優先１０領域＇健康、食料・農業、バイオ技術、
ＩＣＴ、ナノテク・材料・新製造技術、エネルギー、
環境、運輸、宇宙 等（に助成

○ＥＵにおいては、基礎研究から実用化まで幅広く研究開発を支援し、国際的にオープンな
第７次欧州研究開発フレームワーク＇ＦＰ７（を実施。

 ＥＵにおける包括的研究開発支援制度

＇出所（European Commission ホームページより作成

※予算額は2007～2013年
までの総額

○欧州研究開発フレームワーク＇FP（は、多様な技術分野を対象とした共同研究、基盤整備、人材育成等の様々な施
策をまとめた４～７年間の総合計画であり、EUの研究開発支援の中心的役割。
○FPは１９８４年から実施され、現在は第７次計画＇ＦＰ７：２００７～２０１３年（。
○FP7の予算は５３３億ユーロ＇2007年～2013年の総額（で、国際的にもオープンなスキーム。
○FP7は「協力＇主に共同研究（」、「基盤整備・競争力強化」、「アイディア＇基礎研究支援（」、「人材＇研究者支援（」の
４つのカテゴリーに分類され、基礎研究から実用化まで幅広く研究開発を支援。

２．ＥＵ研究開発

＜FP7における研究開発支援の概要＞

情報通信技術
91億ユーロ＇28%)

運輸
42億ユーロ
＇13%（

ナノテク・材料・
新製造技術
35億ユーロ
＇11%（

エネルギー
23億ユーロ＇7%（

セキュリティー
14億ユーロ＇4%（

社会経済科学、人文科学
6億ユーロ＇2%（

共同研究支援の分野別予算＇１０分野（
【総額：３２４億ユーロ】

健康
61億ユーロ＇19%（

環境
18億ユーロ＇5%（
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○FP7の支援対象として、新たに基礎研究、市場化技術の双方の領域を拡大し、基礎研究
から実用化まで一体的に支援。予算額も前期FP6に比べ急増。

 基礎研究から実用化まで一体的に支援

○ FP7 において新たに基礎研究支援を実施。目的は、①サイエンスと技術革新の連携を強化すること、②EUレベ
ルでの競争を通じた助成メカニズムにより、最も優れた才能やアイディアを発掘し研究レベルを引き上げること。

○ FP7 において、新たに市場化技術に支援領域を拡大。民間資金の拠出を促進すべく、民間主導での産学官の共
同開発プロジェクト等を新たに実施。

○ FP7は、予算規模も前期のFP６に比して約２．７倍と量的にも支援を強化するとともに、基礎研究から実用化まで
視野に入れたトータル研究開発支援システムと言える。

２．ＥＵ研究開発

33
54

66

132
150

191

533

0

100

200

300

400

500

600

1984-1987 1987-1991 1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006 2007-2013

ＦＰ１ ＦＰ２ ＦＰ３ ＦＰ４ ＦＰ５ ＦＰ６ ＦＰ７

期間 予算額総額 年間予算額

ＦＰ６ 2002-2006 5年間 191億ユーロ 38億ユーロ

ＦＰ７ 2007-2013 7年間 533億ユーロ 76億ユーロ

ＥＵ フレームワーク・プログラム（ＦＰ） 予算額
（億ユーロ）

（出所）"Research and technological development activities of the European Union 2003 Annual Report", 欧州委員会, 2004年

欧州委員会 CORDIS ホームページ

（注）ユーラトムの予算を含む。

＜基礎研究＞
EU加盟国各国
で実施

＇出所（NEDO海外レポート等をもとに作成

＜競争前技術＞
EU資金＇FP6（で
実施

＜市場化技術＞
･EUREKA＇注（
･ﾒﾝﾊﾞｰ国資金で
実施

ＦＰ６(2002～2006年（

＜基礎研究＞
EU加盟国
各国で実施

＜競争前技術＞
EU資金＇FP6（で
実施

＜市場化技術＞
･・EUREKA
･ﾒﾝﾊﾞｰ国
資金で実施

ＦＰ７＇2007～2013年（

ＦＰ７において、基礎研究、
競争前技術、市場化技術
を実施

＇注（EUREKAは1985年に設立された実用化開発等を目的
として共同研究ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ。参加国が資金拠出し、EU

からの拠出なし。

＜FP7における研究開発支援領域の概念図＞
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○欧州の競争力強化に向けて、FP7において産業界が主導する産学官の共同研究開発イニシア
ティブを実施。

 産学官の共同研究イニシアティブ

○欧州の競争力強化に向けて、FP7に産業界からのより積極的な参加を得るため、テクノロジー・プラットフォーム
＇ＥＴＰ：欧州の主要企業、金融機関、政府機関、研究機関、大学等で組織（を設置し、基礎研究成果の実用化に
向けたロード・マップ＇長期戦略、研究開発の優先課題等（を策定。

○この中から、優先度が高い革新的技術を対象に、産業界主導の研究開発プログラム＇ジョイント・テクノロジー・
イニシアティブ：JTI（を実施。産業界からの資金、人材等の拠出がJTIの選定要件の一つ。

＜ジョイント・テクノロジー・イニシアティブ＇JTI)＞

○社会経済に大きな影響を及ぼす革新的技術を、民間企業主
導の下、産官学で共同開発。ETPのSRAを実施するための
手段として位置付け。

○JTIを実施するための主な要件は以下のとおり。
･既存の手段では目的を達成できないこと。
･産業競争力、成長へのインパクトが大きいこと。
･目指す目的や成果が大きくかつ明確なこと。
･産業界からの資金的、資源的関与が大きいこと。
･EUが関与することで付加価値が発生すること。

○FP7の共同研究＇Cooperation)の事業の一つとして位置付
けられており、2007年から開始。現在、５つのＪＴＩを実施。
＇事業実施期間は、２００８～２０１７年の１０年間（

①革新的医薬品 ２０億ユーロ
②先端コンピューティング・システム ２７億ユーロ
③航空・航空輸送 １６億ユーロ
④ナノエレクトロニクス ３０億ユーロ
⑤水素・燃料電池 ９億ユーロ

２．ＥＵ研究開発

＜欧州技術プラットフォーム＇ETP)＞

○ETPの主な役割
･対象技術について公平かつ透明性のあるビジョン、中長期的
な戦略の作成＇戦略的研究アジェンダの策定等（
･欧州の競争力を強化する優先分野の抽出
･技術の標準化
･商業化する上で不要な法律や規制、これらを是正する方策の
提供
･技術発展のために導入すべき教育･訓練の提案

等

○戦略研究アジェンダ＇SRA（
･ETPが研究開発を実施する上で策定する戦略で、長期的な研
究目標、展望、最終製品が市場でどのように評価されるかの
予測等をまとめたもの。欧州の研究開発政策策定の参考にさ
れている。

○２００２年頃から、産業分野を代表する団体、中心企業が主体
となり研究組合的な組織としてプラットフォームを設立。現在、
電子･情報、エネルギー、輸送、医薬、宇宙等の分野において
３６のETPが設立。
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 グローバル＆オープンな研究開発の推進 ２．ＥＵ研究開発

＇参考１（ＦＰ７への我が国の参画事例

NEDOとEUの太陽光発電技術に関する共同技術開発
プロジェクト
世界最高効率の集光型太陽電池の技術開発
実施期間：２０１１～１４年
資金負担：日本６．５億円、ＥＵ５００万ユーロ
参加機関：
豊田工業大学、シャープ㈱、大同特殊鋼㈱、
東京大学、産総研 等
マドリッド工科大学＇西（、BSQソーラー＇西（、
フラウンフォーファー太陽エネルギーシステム研究所
＇独（、ＰＳＥ＇独（、インペリアルカレッジロンドン＇英（ 等

＇参考２（日本からの参加機関のＦＰ７に対する評価

欧州の知を活用した融合研究、研究者交流ができ
るメリットあり。
手続きの簡素化等、制度の改善が進んでおり、
テーマによっては、今後も参画する可能性あり。

○ＥＵのＦＰ７は、基礎研究、共同研究、人材育成等も、原則、国際的にオープンになって
おり、世界の知を積極的に取り込んで研究開発を推進。

○ＦＰ７のスキームのうち、共同研究プログラムはＥＵ域外国の企業・研究所も参画可能＇ただし、ＥＵからの助成は
原則対象外（、基礎研究についてはＥＵ域外国の研究者等であってもEUからの助成対象となっており、積極的に世
界の知を取り込んで研究開発を実施。
○欧州域内外企業、研究機関、大学の新規参加の大きな障害となっていた複雑な応募・契約手続きを簡素化。
特定の研究テーマについてはＥＵ域外国の企業、研究機関、大学も助成対象とするなど国際的によりオープンに。

研究者支援＇People（

主にポスドク以上を対象
にキャリア形成支援

基礎研究支援＇Ideas（
先端的な基礎研究に対する支援

＇出所（日欧産業協力センター資料等より作成

共同研究支援＇Cooperation（

基盤整備・競争力強化＇Capacity（

欧州の研究インフラ整備、中小企業
の研究開発体制支援等

＜FP7へのEU外からの参加要件の概要＞

欧州で基礎研究等を実施する場合、
国籍を問わず支援

欧州内３ヶ国以上の共同であれば、
参画可能。ただし、EU外の参加者
に係る費用は原則自己負担＇EUの
支援対象外（。
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■まとめ

○研究開発とビジネスのギャップが拡大している中、基礎
研究から実用化まで一貫した国の研究開発スキームが
必要ではないか。

○社会に大きな変革をもたらす可能性のあるハイリスク･
ハイリターンなトランスフォーマティブ研究を国が強力に
支援すべきではないか。

○我が国の研究開発プロジェクトにおいても、世界の知を
積極的に取り込み、その成果を世界市場に展開できる
仕組みを検討すべきではないか。

○研究開発とビジネスのギャップの橋渡しのために、公的
研究機関の機能の見直しが必要ではないか。
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