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はじめに 

 

2015 年 4 月 27 日、ドイツのシンクタンク Bertelsmann Stiftung が英国の EU 離脱の

経済的影響に関するレポートを公表した。それによれば、英国と EU がスイス方式などを

採用することによって、経済レベルでは大きな影響が出ないとされている（注 1）。 

2016 年 6 月 23 日、BREXIT の是非を問う国民投票が行われ、離脱派の得票数が僅差で

残留派を上回り、キャメロン首相が辞任した。後任にメイ氏がつき、EU との BREXIT 交

渉にあたることとなった。 

多くの識者が、「英国は、EU 単一市場へのアクセスを歴史的に重視してきており、社会

憲章、移民規制などの非経済分野への EU 権限拡大を望んでいなかった。」と指摘してい

る。 

2017 年 2 月 1 日、英国下院（注 2）において、BREXIT 交渉開始を認める法案が賛成

498、反対 114 で可決された。 

以上の流れから、(1) BREXIT を契機に英国と EU の関係が新たな段階に入ったこと、

(2) 英国はより自由な市場経済活動の利益を重視し、EU は社会的厚生を重視してきたこ

と、の 2 点が浮かび上がってくる。 

本レポートでは、経済的利益と社会的厚生の両面を有する「研究開発アクティビティ」

に着目し、BREXIT が EU の研究開発政策に及ぼす影響について次の 2 つの視点から検討

を進めることとする。 

 

検討の視点： 

（1）「研究開発アクティビティ」は、市場経済活動と社会厚生活動のはざまにある。 

（2）「研究開発アクティビティ」は、歴史、文化などに依存している。 
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本報告の研究テーマを「BREXIT で危機に直面する EU 研究開発政策」と設定する。

BREXIT の交渉限界（境界線）および英国と EU の新たな国際協力関係の枠組みの展望を

試みることが本レポートの目標である。本報告の独創性は、市場経済活動と社会的厚生の

はざまにある「研究開発アクティビティ」に着目し、その産出・消費が行われる地域・国

の歴史、文化などにも着目した点にある。 

 

第 1 節 研究方法 

 

1．メゾ経済（産業連関分析）手法によるアプローチ 

（1）EU の研究開発サービス最終需要構成 

科学研究・技術開発サービスの最終需要構成をユーロ圏 17 か国の 2011 年の数値で観察

すると、図 1 に示すとおり、企業向けサービス（Intermediate consumption）が 690 億ユ

ーロ（構成比 57%）、政府向けサービス（Final consumption expenditure by government）

が 270 億ユーロ（23%）、非ユーロ圏地域への輸出（Exports fob to non-members of euro）

が 220 億ユーロ（18%）となっており、家計向け非営利団体（1%）、家計最終需要（0%）、

EU 域外向け輸出（0%）となっている。こうしたサービス経済に関わる統計数値は図 2 の

数値を含めてあまり信頼性が高くないが、一つの傾向として、科学研究・技術開発サービ

スの約 6 割が企業活動のため中間消費財として消費され、次いで約 2 割を政府が、非ユー

ロ圏への輸出が同じく 2 割程度を占めていることがわかる。 

 

図 1 最終需要部門別科学研究・技術開発サービス産出額（2011 年）基本価格表示 

 
出典：EUROSTAT EA17 IO Tables (SIOT) 2011 
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（2）英国からの研究開発サービス輸出動向 

英国の研究開発サービス輸出額（FOB）は、Eurostat が公表しているメンバー国産業連

関表の usetable 記載の数字によれば、図 2 に示すとおり、同サービス輸出額は WTO/ 

GATS/ TRIPs 協定が締結された 1995 年に 18 億ユーロだったが、その後、1997 年に 34

億ユーロ、1999 年に 59 億ユーロ、2001 年に 62 億ユーロ、2003 年に 73 億ユーロと、8

年間に年率 10％で増加したことがわかる。 

同じ期間について、英国の研究開発サービスの仕向け地別輸出額の推移について見ると、

EURO 圏むけ輸出が 1995 年から 2003 年までの 8 年間に 3.6 億ユーロから 13 億ユーロへ

と 4 倍弱、年率 18%で増加し、非 EURO 圏向け輸出が同期間に 6.2 億ユーロから 21 億ユ

ーロへと 3 倍強、年率 17%で増加したことがわかる。これに対して、英国から EU 域外へ

の研究開発サービス輸出額は、1995 年の 8.6 億ユーロから 2003 年の 38 億ユーロへと、4

倍を超える年率 20%で増加したことがわかる。これらの数値から、1995 年から 2003 年の

WTO 協定発効と EU の東欧拡大が同時に生じた時期に、英国の研究開発サービス輸出が

かなり速い速度で増加し、なかでも EU 域外地域、すなわち、WTO/ GATS 協定参加地域

への輸出に勢いがあったことがわかる。 

 

図 2 英国からの研究開発サービス輸出の推移（1995-2003）（単位：百万ユーロ） 

 
出典： IO Table usetable (England) Eurostat から著者が作成 

 

いずれにしても、EU 域内においては、科学研究・技術開発サービスはかなり大きな割

合で輸出に向けられており、英国の場合もその研究開発サービスの輸出が 1995 年以降急
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激に増大していたことはこれらメゾ経済分析結果から指摘することができよう。 

 

2．研究開発サービスの財としての性質からのアプローチ 

「研究開発アクティビティ」の産出物である研究開発サービスについて、その財として

の性質を確認しておこう。 

研究開発サービスによって産出される財は人（プロまたはアマチュアの研究者）または

事業所（学校、研究法人など）によって産出され、人または事業所によって消費される対

人または対事業所サービス財の一つである。 

サービス財にはその共通の性質がある。第一に、産出と消費の同時性がある。つまり、

在庫不能である。第二に、その財の消費によって得られる満足が消費者の主観に依存する。

いいかえれば、財の評価が、個人的、主観的となり、ある地域、時代などで共有されにく

い。 

研究開発サービスによって産出される財は、誰でもその消費が可能かというとそうでは

ない。猫に小判、馬の耳に念仏などという言葉があるとおり、高度な研究開発の成果であ

ればあるほど、その財の本質的な内容と経済的な価値を理解できる消費者は限られてくる。

これが消費者に対する参入障壁となる。研究開発サービスの産出を行おうとする者は一定

の専門的知識と専門的経験を有するプロまたはアマチュアの研究者である。これが産出の

参入障壁となる。 

研究開発サービス活動によって産出される財をいち早く入手・利用して自らの満足を最

大にしようとする企業・組織は、より多額の資金を用意し、自ら研究開発の準備を行うか、

他人が行った研究開発サービスの産出財を購入するための準備をしておかなければならな

い。研究開発サービス財の産出または消費が行われている市場に参加するためには、産出

側も消費側も一定の障壁を超える必要がある。このことから、研究開発によって産出され

る財が、サミュエルソンが指摘した exclusivity（排他性）の強い財であるといえよう。 

研究開発サービスによって産出される財は「情報財」である。情報財にはその共通の性

質がある。第一に、何度消費されても消尽しない。サミュエルソンが指摘した rivalry（競

合性）の弱い財であるといえる。第二に、その情報財がデジタル情報財である場合には、

その複製がきわめて容易で、複製によってその情報量の縮退がない。このことは、研究開

発サービスによって産出される財はサービス財として本質的に在庫に適さないけれども、

その産出物をデジタル化（メモリー上に固定化）することによって、「消尽しない、無限回
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数複製可能な財」へと変化させることが可能になることを意味している。つまり、研究開

発サービスの在庫が可能となるのだ。例えば、研究開発成果を DVD ビデオ、プレイバッ

クロボットなどによって提供することで、在庫可能、オンライン自動提供可能にすること

が可能となる。しかし、ここでも、サービス財の一般的な性質としての産出と消費の同時

性は失われない。バレエのプリマがライブで踊る場合であろうと、DVD にデジタル化され

た映像を見る場合であろうと、その消費と産出には「時間」の共有という性質があるから

である。さらにライブ生産においては、産出と消費が行われるという意味で、「場」の共有

という性質もある。その場を離れるとサービスの供給は受けられなくなるからである。そ

れに対して遠隔通信技術を利用したテレビ、インターネット動画サービスなどにおいては

消費と産出の場の共有性は薄れる。 

研究開発サービスによって産出される財は「信頼財」である。信頼財とは、医療サービ

ス、教育サービスなどによって産出されるサービス財と同様に、そのサービス購入によっ

て最大の満足を得られたかどうかは消費した後でも誰にもわからないという特徴を有する

財である。同じサービスの経験回数が増えていくことによってその財の価値が次第に明確

になってくる経験財と異なり、信頼財の場合には財の価値は消費された後にも結局誰にも

不明なままである。この性質のために、その財の購入にあたってはまずその産出者の「人

格」を「信頼」するしかない。研究開発サービスはその産出者への信頼が前提になって取

引されるという人格的な性質が強い財である。ノーベル賞受賞者が一定の尊敬と信頼を得

ることに通じる。 

以上をとりまとめると、研究開発サービスによって産出される財は「サービス財」のひ

とつであり、「（デジタル化が可能な）情報財」であり、「（人格の）信頼財」であると言え

よう。 

研究サービス活動は、経済活動として計測され、国民経済計算諸表のうち、産業連関表

に取りまとめられている。しかし、その数値を読み取る際に、常に、上記の「財としての

性質」を意識しながら分析を進めて行くことが必要となる。排他性と競合性の確立した無

人格の一般財、すなわち、「商品」として取り扱うことにはやや無理があることを意識して

研究を進めることが必要である。ともすれば、EU のさまざまな努力にもかかわらず、研

究開発サービス部門の産出財については経済的インセンティブが小さく、単一市場統合お

よび EU 大型技術開発プロジェクトへの参加国の求心力は弱く、単に、より多くの知見と

研究開発費を受け取ることを目的としてしまう可能性も排除できないことを忘れてはなら
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ない。 

 

3．研究開発アクティビティをめぐる文化と歴史を踏まえた政策評価アプローチ 

2017 年の現時点においても研究開発アクティビティは社会的厚生という側面を色濃く

残しており、EU の単一市場統合などの経済政策だけでは単純に整理できない。そのため、

BREXIT 後の国際関係再構築の際にも 1973 年の英国の EC 加盟以前と同様に、軍事、教

育、文化といった分野での歴史的交渉経緯が参考とされる可能性が残されている。 

したがって、本研究においてはまず 1973 年までの英国と EU の研究開発アクティビテ

ィと、彼らがとってきた研究開発政策について詳細に検討し、第二次大戦後から EU 東方

拡大までの欧州大陸をめぐる研究開発政策環境の最構築を試みた上で、WTO/ GATS、

TRIPs、TBT など国際規約をベースラインとして、EU がさらにその上に構築してきた EU 

-JRC（EU共同研究所）、Frameworkプロジェクト（技術開発大型プロジェクト推進制度）、

ERA（研究交流空間）などについて、BREXIT 後に第 3 国となる英国との間になんらかの

研究開発アクティビティの再構築を行っていく際に見極めておかなければならない「境界

線（限界）」と、さらなる将来関係の深化と発展の可能性について検討することとする。 

以上の研究アプローチをまとめると次の 2 段階となる。 

 

（1）研究サービス（隣接サービスである教育サービスなどを含む。）に関する英国および

EU 全体への BREXIT 後の経済波及効果のメゾ経済学的シミュレーション。 

（2）英国の EU 加盟（1973 年）前後における英国が国際社会において占めていた科学研

究アクティビティの重要性と、EU 加盟に至った経緯を明らかにすることによって

BREXIT の影響を予測するアプローチ（文献調査）。 

 

本報告では、（2）の英国と EU の歴史的関係を解き明かす方法論を採る。（1）のメゾ経

済学的なより詳細なデータ分析とシミュレーションについては別稿で論じることとしたい。 

 

第 2 節 戦間期から EC 成立までの欧州研究開発センター創設の動き 

 

戦間期に欧州で科学技術の大きな飛躍があった。 

帰納仮説的な取り組み（ボトムアップ、博物学誌的方法論）から、演繹仮説的（理論仮
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説先行的）な取り組み（トップダウン、統一理論的方法論）への変化である（注 3）。 

理論仮説による予見が正当な手続きによる実験によって確認され、理論の正当性が実証

されるという研究手法は、電磁気学から次第に「場の理論」、「相対性理論」、「量子力学」

などの学術研究分野に広がり、自然、社会などの統一的な理解を促した。 

自然科学における「一般解」追求の性向は、多様な正解を認める社会科学と最も大きく

異なる特徴である。理論によって予見された世界初の研究成果を追求するには、その実証

実験を「大規模」に「迅速」に「組織」しなければならない。このため、合目的的な大規

模プロジェクトが第 2 次大戦中および戦後の欧米において政府主導で組織されてきた（注

4）。 

多様な主観的欲望に依拠するいわゆるビジネス行動と、一般解を追求し、世界初の知見

と技術的な最高性能を追求しようとする自然科学分野の基礎研究アクティビティの根源的

な差異がここにある。 

第二次大戦の廃墟から欧州が復興する過程で求められたのは理論研究・基礎研究が安定

して実施できる地球規模の研究センターと、米国型の大型プロジェクトを欧州レベルで提

案し、実施・管理できる欧州地域限定の研究管理機構だった。前者が CERN に結実し、後

者が EU の産業総局（DGIII）と科学技術研究総局（DGXII）に結実し、その後の EU-JRC 、

Framework プロジェクト、ERA などとなった。 

以下、章末に掲げた表 1「欧州における科学技術分野での国際協力関係の推移（1948～

1973 年）」を参照しながら、欧州の共同研究開発の歴史的な流れを整理しておくこととす

る。 

 

1．ECSC 技術委員会と EURATOM 共同研究所（EU-JRC） 

1950 年 5 月 9 日にフランス外相だった Robert Schuman がフランスとドイツの石炭と

鉄鋼生産を一つの管理機構に統合する案を提示し、参加国を求めた。イタリアとベネルク

ス 3 国がこれに呼応して参加し、1951 年 4 月 18 日にパリで ECSC 設立協定が署名され

た。欧州石炭・鉄鋼共同体（ECSC）はこうして「経済・経営統合組織」として成立した。 

1953 年 4 月 29 日には経営に必要な事項として鉄鋼部門に一つの「技術委員会」が、石

炭部門に二つの「技術委員会」が設置された。生産の安全管理、人材育成などがこれらの

技術委員会に委ねられた。科学研究および技術開発条項は含まれていなかった。 

いずれにしても、仏独共同経営体の活動が周辺消費国の参加によって小さいながら欧州
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規模へと拡大し、さらにその経営に必要な事項として「技術委員会」がその内部に設置さ

れた歴史的意義は重要である。これが現在の EU 共同研究の母体となった。 

その後、欧州における原子力平和利用についてフランスと西ドイツの間で協議が進めら

れた。協議の場を提供したのはマーシャルプラン実施機関としてパリに設置されていた

OEEC（現在の OECD）だった。未来のエネルギー源として各国が独自に開発を進めてき

た原子力利用と核燃料サイクルの確立のために、OEEC 内に欧州原子力機構 ENEA が

1957 年 3 月 20 日に設置された。これを受けて、ECSC 参加メンバー6 か国が集まり、欧

州原子力共同体（EURATOM）と欧州経済共同体（EEC）が 1957 年 3 月 25 日にそれぞ

れ署名され、発足することとなった。 

EURATOM は原子炉の開発・運用を当面の課題としており、加盟各国内においてすでに

計画中、建設中だった多様な実験炉を EURATOM の査察枠組みに組み入れ、査察を米国

主導の IAEA から切り離して EURATOM 参加 6 か国内で自律的に行うこととした。 

1958 年には EURATOM 内に複数年にわたる研究・人材育成プログラムが設置され、

1959 年には、EURATOM 側からイタリア政府に対して同国の国立核研究所だった Ispra

核研究所を欧州の原子力利用促進のための研究所として EURATOM に移管することが打

診された。これが後に最初の EU 共同研究センター（Joint Research Centre : JRC、以下、

EU-JRC という。）となる（注 5）。 

EU-JRC には EURATOM から予算と定員が与えられた。後の（3）で紹介する欧州核研

究欧州理事会（Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire: CERN）が政府間協力機

構として設立され、原則として研究者が CERN 出資国からの出向・派遣などであることに

比較すると、自前の所属研究者を擁する EU-JRC のより具体的な研究所イメージが理解で

きよう。 

同じ 1959 年 2 月 4 日に EURATOM と英国政府間で原子力研究に関する協力協定が締

結された。さらに、EURATOM はカナダ政府との間で、1959 年 10 月 6 日に重水型原子

炉技術に関する協力協定を締結した。こうした EURATOM の複数年次技術開発計画、国

際共同研究協定締結、EU-JRC 経営経験などが後に EU の研究空間（ERA）および複数年

共同研究開発フレームワークなどにそのまま引き継がれて行くことになる。 

 

2．米国が主導した欧州地域レベルの共同研究機構設置構想 

1950 年、ノーベル物理学賞受賞者で大戦中に高性能レーダーシステムの開発改良作戦
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を指導していた米国の Isidior RABI 氏がフィレンツェで開催された UNESCO 総会に米

国代表の一員として参加し、自然科学分野における欧州共同研究所の設置を提案した。こ

の米国からのいわゆるマーシャルプランの一環としての提案を受けて、「特に、人々の生活

条件向上のための学術研究の支援（注 6）が必要である。」との文章がこの時の最終報告書

に盛り込まれた。 

この時の UNESCO 総会で採択された報告書の目的を達成するため、UNESCO が欧州

だけでなく世界各地に国際的または地域レベルの「研究センター」の設置とその管理を鼓

舞し、支援することとされた（注 7）。 

---------------------- 

（UNESCO 報告書原文）『ASSISTANCE TO RESEARCH, ESPECIALLY FOR THE 

IMPROVEMENT OF THE LIVING CONDITIONS OF MANKIND ; Unesco shall 

assist research to improve the living conditions of mankind. To this end, it will: 

Encourage and assist research centres and co-ordinating bodies engaged in work of 

this type having international or regional interest; Participate actively in the 

establishment of United Nations laboratories.』。 

----------------------- 

この米国提案によって後に国際核科学研究所（CERN）がジュネーブに設置され、イタ

リアの Ispra にあったイタリア国立核研究所を EURATOM がイタリア政府から引き受け

るかたちで設置され、欧州原子力共同体（EURATOM）共同研究センター（以下、EU-JRC

と表記する。）となった。 

こうした西欧諸国に対する研究センター設置・運営支援のための米国による積極的な国

際協力推進政策は、ソ連による原爆実験の成功の後であり、米国が軍事同盟諸国（NATO

加盟国）への経済支援の拡大（OEEC 設置）を自国利益に一致させると同時に、核技術の

平和利用の促進（1951 年 12 月 8 日国連総会におけるアイゼンハワー大統領演説）につい

ても積極的に推進する政策を採ったことが影響している。 

 

3．CERN の設置 

1950 年の UNESCO 総会報告を受け、1951 年から欧州に基礎物理学分野の研究センタ

ーを設置する努力が開始された。担当したのは西欧各国政府だったが、担当部署の準備・

整備が十分でなく、その具体的検討の開始は遅れた。1952 年になって、ようやく原子核物
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理学の分野での実証実験研究センターの西欧域内設置が具体的に検討され始めた。これを

受けて、1953 年 7 月 1 日、パリに集まったベルギー、フランス、西ドイツ、英国、ギリシ

ャ、イタリア、オランダ、スウェーデンおよびユーゴスラビアの 9 か国の政府代表らが欧

州原子核研究欧州理事会（Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire: CERN）の設

置政府間協定に署名した。この直後にスイス、デンマークおよびノルウェーの 3 か国が

CERN への参加を決め、条約加盟国数は 12 か国となった。 

しかし、各国議会などの欧州共同研究センター設置および原子核物理共同研究などへの

関心は必ずしも高くなく、批准には時間を要した。特に、フランスの下院およびセナ（上

院）においては、欧州統合への懐疑的な見方（自国利益優先）が強く、すでに仏独間国際

統合の象徴として機能していた ECSC とその後新たに設置されることとなる CERN との

関係調整、冷戦構造固定化への懸念などから CERN 設置・参加条約の批准が遅れた。 

このように、各国において批准に時間はかかったが、原子核物理学への純粋な学術的貢

献となるとの理解が次第に議会と大衆に浸透し、同時に、各国独自の負担で同様の原子核

物理研究センターを設立・運営することの困難が浮き彫りになるにしたがって、議会も同

意を与える方向へと転換した。 

1954 年 10 月 4 日に第 1 回 CERN 理事会が開催された。欧州科学研究統合の第 1 歩が

純粋学術分野で記されることとなった。この CERN 設置の成功が、欧州レベルで自然科学

分野の学術研究資源を結集することが、少なくとも一般解を追求するためには、より合目

的で有意義であるとの考えが受け入れられることとなったことを意味していた。 

 

第 3 節 EU 研究開発環境（Framework および ERA）の形成 

 

欧州を経済共同体として構成するためにその端緒として具体的成果が期待された分野

の一つが「学術研究・技術開発分野」だった（注 8）。2016 年 6 月、英国民が BREXIT を

選択した時点で EU が構築し、英国がそのメンバー国として科学技術政策分野で一定の責

務を負っていたのはこうした EU が主導してきた研究開発フレームワークおよびその研究

交流空間（ERA）に関する権利・義務関係である。 

ERA の構築はローマ条約条文外の活動として 1984 年にその形成が開始され、その後、

2007 年のリスボン協定条文に組み入れられた。 

ここでは ERA 形成に至るメンバー国と EU 間の歴史的な関係構築の具体的な経過を整
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理することによって、ERA 形成の政治的原動力を明らかにし、BREXIT という想定外の

事象への英国および EU がこれから採り得る科学研究政策選択の方向性について検討する。 

 

1．EU 研究政策の揺籃期（PREST から COST へ） 

欧州全域レベルで学術研究資源を結集する CERN 型の国際科学研究の協力枠組みと、

加盟国だけが参加し、独自の予算と人員を擁し、強力な経営管理権限を有する ECSC 型ま

たは EU-JRC 型のメンバー国限定の国際科学研究協力枠組みが 1958 年までに欧州に出現

した。 

メンバー国限定の研究協力枠組み（以下、ECSC・EURATOM 方式という。）を、EEC

が担当していた農業部門にまで拡大し、さらに、その他の経済活動分野全体に拡大するべ

きだとの主張が「米欧間テクノロジーギャップ論」への一つの回答として 1960 年代にな

るとフランスを中心に強く主張されるようになった。同時に、石炭・鉄鋼市場で市場統合

に成功した ECSC の経験を活かして EEC は、さらに経済部門全体への市場統合政策の可

能性を模索し始めた。 

米欧間のテクノロジーギャップの存在がフランスなどの有識者の間で認識されるにつ

れ、科学研究、特にその応用分野での産業技術開発を鼓舞することが西欧の経済発展にと

って必須の政策であり、そのためには EEC レベルで何らかの産業技術政策を展開すべき

だとの「Euro-nationalisme（注 9）」的な政治的主張が力を得ることとなった。 

1963 年に入り、フランス政府が「European Science Foundation（欧州科学基金）」の

設置を西欧諸国に呼びかけたが、他国の賛成は得られなかった。 

1963 年 7 月、EEC 委員会はメンバー国に対して「科学技術分野における協力の強化」

を指示した。 

1964 年、より広範囲の「産業技術開発」をより高度な政策レベルで合目的的に扱うため、

EEC 閣僚理事会は「中期経済政策委員会」を立ち上げた。 

この中期経済委員会内に PREST（Politique de la Recherche Scientifique et Technique）

がワーキンググループとして 1965 年 3 月に設置された。初代の座長はフランス研究大臣

の Maréchal であり、マレシャル委員会とも呼ばれた。 

このマレシャル委員会は、 EU 産業競争力強化のために、次の 2 点を提案した。 
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--------------------------- 

1）「規模の経済」政策（単一市場統合政策） 

米国市場に勝るとも劣らない「規模の経済」を実現する。このため、メンバー国内市

場を EU 規模に統合する。そのために必要な単一市場統合をめざす政策を展開する。 

2）「研究開発」政策の統合 

科学技術分野における「米国との技術格差」を埋めるため、国別、セクター別に分断

されている研究開発活動を共通の研究開発政策の下に EU 規模で統合する。 

---------------------------- 

1967 年にマレシャル委員会の議論と提案に基づき、欧州特許庁、欧州会社法、税制調整

などの必要性に関するレポートがとりまとめられ EEC 委員会に提出された。 

これらの具体化については 1967 年に ECSC、EYRATOM および EEC が統合・設立さ

れた EC が担当することとなり、EC 委員会（注 10）内の DGIII（産業局）が担当するこ

ととされた（注 11）。DGIII は、コンピュータ、電気通信、運輸、海洋開発、冶金、環境

汚染及び気象の 7 分野を抽出し、メンバー国間の協力関係を模索することとなった。 

このように EEC の求心力を強化するための政策立案が勢いを盛り返した一つの背景と

して、1967 年に公刊された J.J. Servan Schreiber 氏の「Le défi américain （アメリカの

挑戦）」までに西欧社会に蓄積された米国産業脅威論があった（注 12）。マーシャルプラン、

国連からの支援などを得て再構築されようとしていた科学研究、産業技術などの活動レベ

ルが、気がついて見ると、米国に比較して遙かに劣後となってしまっていたとの社会的認

識・理解が西欧社会に浸透した。しかし、その後、1968 年のカルチェラタン騒動に端を発

するフランスの政治的混乱などによって、こうしたマレシャル委員会内のトップダウン的

な政策提案活動はその勢いを失い、より緩やかな政府間協力の調整などにその活動範囲は

とどまった。 

1969 年夏にポンピドゥ大統領が就任し、事態が急展開した。1969 年 12 月のハーグ・サ

ミットで EEC にデビューしたポンピドゥ大統領はマレシャル委員会（PREST）の提言し

た求心力のある EU 研究開発政策を推進する方向を確認した。これを契機に、西欧政府間

レベルでも科学研究共同政策立案作業が再び勢いを取り戻した。 

この時、フランス政府をけん制するだけでなく、研究蓄積の大きさから、英国、北欧諸

国などの参加を求める声が EEC メンバー国の間で高くなった。同時に、PREST に課せら

れていた「政府間協定による緩い研究協力関係の発展」というレベルにそのミッションを
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限定しておくべきだとの考えも根強く、フランス政府が望んでいた共同体研究開発プロジ

ェクト（欧州科学基金の設置、マンハッタン型大規模欧州プロジェクト構築）の具体化は

進まなかった。 

メンバーの閉鎖的な組織ではなく、よりオープンな政府間協定による組織としての

PREST は、EEC 理事会名で、1970 年 10 月に常設国際研究協力機関 COST（Scientifique 

and Technological Co-operation）へと改組された（注 13）。この組織は PREST 同様にそ

の活動範囲が EEC メンバー内だけに閉ざされることはなく、英国、北欧諸国、スイスな

ど、研究開発能力の蓄積のある国々に開かれた組織だった。 

1973 年に英国がスウェーデン、デンマークとともに EEC に加盟した。欧州における英

国の科学技術分野における特別の地位がもたらしていた種々の「ねじれ」現象がこれで大

きく緩和され、PREST/ COST で議論されてきたより求心力の高い EU 研究開発政策の実

現に弾みがつくこととなった。 

EEC 議決権の再編成が行われ、R&D 分野についてもこれまでの DGIII（産業局）に加

えて、DGXII（研究局）が設置された。DGIII は「産業技術開発の促進（間接手段）」、DGXII

は「EU-JRC などでの直接研究」というように役割分担された（注 14）。 

1974 年 11 月、アメリカの NSF をモデルとして創設された欧州科学基金（European 

Science Foundation : ESF）が最初の会合を Strasbourg で開催した。なお、この ESF は、

2017 年 2 月現在、その活動を大幅に縮小し、すでに研究資金支援活動は一切行っていな

い（注 15）。近年は、EU からの研究者、研究機関などへの競争的研究資金提供活動は

European Research Council（ERC）に一本化されており、研究者が EU メンバー国の国

籍を有しているかどうかに無関係に研究支援されるオープンな仕組みになっている（注

16）。 

 

2．EU 研究政策の完成（CREST 委員会から ESPRIT へ） 

EC 理事会が 1972 年に公表した「研究開発政策に関わる 4 つの基準」の決定に従って活

動するため、メンバー国の代表と EC 委員会からの委員によって構成される CREST 委員

会が 1974 年 1 月 14 日に設置された（注 17）。 

CREST 委員会の職務は、EC 理事会と EC 委員会を補佐し、PREST/ COST 委員会が果

たしてきた「科学技術政策の調整機能」を受け継ぐこととされた（注 18）。 
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------------------------------- 

研究開発政策に関わる 4 つの基準（CREST 委員会科学技術政策調整基準） 

（1）大規模プロジェクトへの対応 

メンバー国単独では実施できない規模の科学技術研究開発。 

例えば、1 カ国だけではなしえないほど巨大な研究開発テーマへの EU 共同体として

の挑戦（宇宙開発など）。 

（2）重複回避原則対競争原理 

メンバー国研究機関の挑戦するテーマが重複していることは競争原理から考えれば

不思議なことではない。しかし、リスクの大きい研究に貴重な研究資源（資金と人材）

が固定されていることを考えると重複を回避し、研究テーマの選択にあたってはより効

率的な研究資源の配分を調整する視点が必要となってくる。ただし、調整に要する間接

的コストが研究重複コストよりも大きければ調整自体が無意味である。 

（3）補完原則 

それぞれのメンバー国では歴史、文化、産業構造などを反映して研究開発資源の選択

と集中が行われてきている。総合的な自然科学分野を扱う研究開発プロジェクト（例え

ば、脳科学など）においては相対的に優位な研究蓄積を持ち寄って研究開発を実施すれ

ば効率が高まる。ただし、この場合にも、国際協力によって増大する追加的な管理コス

トよりも共同研究によって明らかにコスト削減が可能であることが前提となる。 

（4）地理的な関係 

国境を接した複数国が共同で研究開発することで地理的な相互補完関係が成立する

研究開発。 

---------------------------------- 

 

CREST 委員会は研究開発プロジェクト参加各国及び EEC 委員会によって組織されて

おり、EEC の提案する個々の研究開発プロジェクトへの予算配分などの調整を行うことが

最も重要な職務だった。この CREST 委員会設置という EC 理事会決定がその後発動され

た多数の「EU 研究開発イニシアティブ」の法的な根拠とされた（注 19）。 

EEC条約 235条がわずかに EECの科学技術政策の根拠とみなされてきたが、Euratom、

ECSC の細々とした予算と機構・定員を総動員してもアメリカが主導する電子情報・通信

分野の技術革新には EEC は対抗する手段を持ち合わせていなかった。 
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1977 年から 81 年まで DGIII（産業政策）局長を務めた Etienne Davignon が、このよ

うな状況を打開するための「個別プログラム」としての電子情報技術開発プログラム

（Esprit）を考え、実行に移した。 

1979 年にスタートした Esprit は、EEC 自らが組織した初めての「技術開発プログラ

ム」だった。その法的根拠は基本条約のどこにも書かれていなかった（注 20）。 

このため、Esprit プロジェクトのマネジメントは困難で、Davignon 自身が語っている

とおり、メンバー国は自国資金を提供せず、研究資金の配分だけを求めて争ったのである。

結果的に、Davignon は、「包括的な科学技術プロジェクト推進を可能とする枠組」の構築

に向かわざるを得なかった。彼は 1981 年に DGXII（研究開発）局長に就任し、ただちに

包括的科学技術プロジェクト推進制度の構築に取りかかった。それまでの個別の産業競争

力強化のための Esprit、Brite などの複数の研究開発プログラムを一つの研究開発フレー

ムワークに取り込み再編成することとなった。これが 2017 年時点の英国離脱によってそ

の影響が危惧されている EU 研究開発 Framewok となった（注 21）。 

 

3．EU の付属研究機関とその他の欧州研究機関 

（1）EU の付属研究機関 

2017年現在の EU付属研究機関は、1959年にイタリア政府から移管された EURATOM-

Ispra 核研究所が 1974 年に EU 委員会（文部委員）の管理下に置かれ、EU 共同研究所

（EU Joint Research Centre : EU-JRC）として改組された研究所だけである。 

EU の研究開発予算のうち EU が自ら研究を直接実施・管理できるのはこの EU-JRC 予

算だけである。他の研究開発予算は EU が定める研究テーマに応じて応募してくるメンバ

ー国研究機関へ配分する「研究助成予算」その他の間接的な予算にすぎない。メンバー国

研究機関が研究を提案する際には 3 か国以上の共同研究という形式をとる必要がある。 

いわゆる非メンバー国、アウトサイダー国にある研究機関は Framewok の個別計画への

参加、研究テーマの提案などができない。しかし、メンバー国にある研究機関を介して、

一つの第 3 国研究協力機関として間接的な参加が可能である。 

 

（2）欧州の国際共同研究機関 

欧州の国際共同研究機関としては、UNESCO 総会報告に従って 1953 年にジュネーブ

に設置された欧州核研究センター（CERN）をはじめとして多数が存在する。CERN 予算
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は EU 予算とは無関係に参加各国がそれぞれ直接分担して負担している。2015 年時点で、

ドイツが最もその拠出額が大きく、全体の約 20%を占め、次いでフランス（約 15%）、英

国（約 14%）と続いている。EU 非メンバー国のスイスからも約 3.9%の拠出がなされてい

る。このように、基礎研究分野では多国間協力による国際共同研究機関が多い。 

現在でも多くの地球規模の国際共同研究機関が存在し、こうした地球規模の研究開発に

ついては EU が直接参加者となっている ITER などの一部の例外を除いて英国の参加が

BREXIT によって見直されることはない。 

 

第 4 節 欧州研究開発分野における英国の歴史的貢献 

 

1．欧州多国間プロジェクトへの貢献（事例紹介） 

（1）衛星打ち上げロケット開発（ELDO から ESA へ） 

1960 年 4 月、英国政府は完成目前だった中距離弾道弾（IRBM）ロケット・Blue Streak

の独自開発を放棄する決定を行い、欧州各国に、1 トンの衛星を低軌道に打ち上げるため

の多段ロケットの共同開発を提案した。これに呼応したドイツ、ベルギー、フランス、イ

タリー、オランダが英国ロンドンに集まり、英国を含む 6 か国で欧州衛星打ち上げロケッ

ト開発機構（ELDO）を結成した。打ち上げ基地は英国の意向でオーストラリアとなり、

同国も ELDO メンバーとして参加していた。第 1 段ロケットを英国が、第 2 段ロケット

をフランスが、第 3 段ロケットをドイツ（メッサ―シュミット・ベルコウエル社）が担当

し、イタリアが衛星を担当した。 

機体は後に Europe1 と名付けられ、開発がすすめられたが、各国ともすでに独自の衛星

打ち上げ用ロケットを独自開発しており、結局、1964 年から 10 回以上にわたって実施さ

れた打ち上げ実験の結果、一度も衛星を軌道に乗せることはできなかった。1970 年までの

試みはすべて失敗に終わった。その後、Europe2 の開発が着手され、フランス領ギアナの

Koulou（クール―）から 1971 年 11 月に打ち上げられたがこれも失敗に終わった。ここ

で ELDO 計画は終了し、Arianne 開発を目指す欧州宇宙機構（ESA）へとその開発の場が

移されることとなった。 

この ELDO 計画が第二次大戦後の英国の国際的な技術開発の政治的立場をよく反映し

ている事例である。英国が呼びかけ、欧州各国が分担して参加する国際共同開発プログラ

ムの最初だった。英国は第 1 段をフランスが第 2 段をというようにそれぞれの既開発技術
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を持ち寄ってより大きな規模の開発をより早期に、より経済的に実現する方式だった。い

わゆる持ち寄り型の国際共同研究開発プロジェクトの嚆矢だった。 

 

（2）コンコルドおよびエアバス開発 

戦後、ジェットエンジン搭載の民間航空機開発競争で英国に出遅れたフランスは、単独

開発による制約を緩和するため、1962 年 11 月に超音速旅客機の共同開発を英国に呼びか

けた。後の Concorde 機の共同開発プロジェクトである。英国の DE HAVILLAND COMET

とフランスの CARAVELLE が共同開発に着手し、1967 年 12 月にフランス・ツールーズ

市郊外にプロトタイプ機が姿を現した。その後 1970年にマッハ 2の超音速飛行に成功し、

1975 年に耐空証明を取得し、商業飛行が可能となった。このように、大型航空機の開発に

は非常に長期間とそれらを支える研究開発、生産技術の蓄積および資本が必要となること

から、航空機設計、ジェットエンジン開発分野で研究開発実績と蓄積のあった英国を抜き

にして最先端の超音速航空機の国際開発は具体化できなかったと考えられる。 

さらに、第二次大戦後に航空機開発から完全に締め出されてきた西ドイツにとって、大

型航空機分野の世界の技術開発競争に再参入を果たすことが大きな政策課題となっていた。

西独の航空機企業連合は独自にエアバス構想を検討していた。フランス政府は米国の航空

機の欧州市場への進出に対抗するため、1967 年 5 月、英国に中型旅客機の共同開発を西

独とともに提案した。これが後のエアバスとなる。ここに、英仏西独 3 か国による民間旅

客機共同開発プロジェクトがスタートした。目標は米国が独占しつつあった世界の旅客機

市場における市場シェアの奪還だった。当初は、英国とフランスの出資割合が大きく、そ

れぞれ 37.5%出資で、西独は 25%出資だった。しかし、英国ロールスロイス社が後に米国

企業との協力関係を優先したため、エアバス開発からいったん離脱し、その結果、1969 年

5 月 29 日に、西独がフランスとともにエアバス開発の主パートナーとしてその地位を確

立した。フランス政府は、他の持ち寄り型国際協力方式の国際協力失敗事例を見て、仏・

西独政府出資のエアバス・インダストリー社を出資政府から完全に独立した経営機構を有

する GIE（Groupement Intérêt Economique：経済的利益グループ）として設立し、その

経営の独立性と一貫性を保証した。英国は、その後、仏・西独エアバス開発連合に再参入

した。 
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（3）フランス・ミニテル開発 

英国郵電省が開発中だったデジタル多重通信方式をフランス郵電省が譲り受け、英国対

岸のブルターニュにおいて独自のテレテル通信システムとその上で動くミニテルサービス

を開発した。ここにも英国が独自に開発してきたデジタル多重通信技術が大陸側において

その実用化の機会を得たことを忘れてはならない。そこにコンコルド開発などとの共通の

英国の基礎研究蓄積と大陸側での実用化研究という組み合わせを見ることができる。この

ように、第二次大戦後の欧州技術開発のベースには英国政府および企業の存在があった。 

 

2．英国の EU 研究開発への貢献 

（1）戦勝国としての英国の基礎研究蓄積 

戦勝国となった英国は、第二次大戦後もっとも多くの科学技術蓄積を保有していた。戦

後復興過程で ECSC などの欧州技術標準化活動などへの英国の参加を強く要請する動き

が EEC メンバー国内にあった。しかし、こうした英国加盟待望論は 1963 年 1 月のド・ゴ

ール大統領による EEC 域内市場への参加拒絶によって陽の目をみなかった。ド・ゴール

大統領の政治的対応がフランスの EEC 域内における政治的立場を一時的に強めることと

なったが、科学研究は「一般解を追求する」活動であり、ナチスによる占領と戦災によっ

て研究開発活動に歴史的な空白期間を持つフランスには最先端の研究開発をすべて引っ張

って行くだけの研究蓄積はなかった。 

フランス国内においても英国の参加なしでは欧州レベルの学術研究、科学技術プロジェ

クトは成立しえないと考える研究者が多かった。EEC は開かれた国際協力組織の必要性を

踏まえて 1963 年 7 月に PREST 設置の方向性を打ち出し、1965 年 3 月に PREST グルー

プが EEC 内に設置され、開かれた組織として非メンバー国からの参加が認められること

となった。これによって、英国は PREST、COST などの EEC が事務局となっている国際

科学研究協力枠組みに参加することとなった。英国は「乞われて」参加したのである。英

国にはそれだけの基礎研究の蓄積があった。 

ここで、戦間期から 1950 年代までのノーベル物理学賞などの受賞国を見てみよう。英

国の存在がいかに大きかったかがこのリストからも窺えるところである。 

ノーベル物理学賞と化学賞の受賞者を国籍別に見ると、図 3 に示すとおり、第二次大戦

後から 1970 年代までは英国の存在が大きかったことがわかる。戦前に多くのノーベル賞

受賞者を輩出していたフランスとドイツは戦争によって壊滅的な打撃を受けていた。英国
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もバトルオブブリテンと称されるドイツ空軍の大規模空襲などによって本土に大きな打撃

を受けていたが、戦時中も戦後も政府主導の軍事的な基礎研究に多くの資金と人材を集中

することを中断しなかった。例えば、コンピュータ理論で著名なアラン・チューリングが

参加した暗号解読用汎用計算機開発計画（コロッサル計画）などは後の計算機科学に多大

の影響を与えたがその計画の存在そのものは第二次大戦後 50 年を経た 1995 年まで秘匿

され続けた。英国の基礎研究を支えてきた確固とした意志と、それを支えてきた伝統の存

在を証明している。 

  

図 3 ノーベル物理学賞と化学賞受賞者国籍別人数の推移（1901～2016 年） 

 
（出典：公開 WEB ページなどから著者が作成） 

 

英国にとって、科学的知見（理論）を生み出す基礎研究は国家存続の生命線であり、ジ

ェントルマンとして、こうした最も尊い知的価値を生みだす基礎研究の伝統を何があって

も後世に守り伝えようという強い誇りをそこからうかがい知ることができる。 

 

（2）英国標準（BS）の EU 規格策定作業への貢献 

ECSC の技術委員会において推進された炭鉱安全、生産技術などの標準化作業は「欧州

レベル」での標準策定作業の嚆矢となった。しかし、1950 年代当時にはまだ EEC レベル

の標準化機構は存在せず、複数国間の標準化作業はジュネーブの ISO で行われた。ジュネ

ーブに集まった欧州各国の標準機構の専門メンバーはそれぞれの標準化分科会で討議を重

ねた。そこには伝統的に最も多くの工業標準蓄積のあった英国（BS）の参加があり、英国
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の技術的貢献は大きかった。1961 年には EEC レベルでの標準化機構として CEN が設置

された。CEN は EEC 参加メンバー国の標準化機構からの要請があれば EEC レベルでの

標準化原案を検討するという消極的な活動にとどまっていた。 

1970 年代以降、特に 1973 年の英国の EC への加盟でさらに英国の西欧大陸側での科学

技術分野でのプレゼンスが高まった。1985 年以降に EC トップダウンのニュー・アプロー

チ標準化作業が開始されると、EC 委員会は CEN に対して政策上必要度が高い技術分野

の標準化原案の作成をトップダウンで求めるようになった。英国規格 BS がその原案検討

の際にフランス規格 AFNOR、ドイツ規格 DIN などと同様に重要視された。その後、EC

委員会が単一市場統合を積極的に推進するため積極的に導入することとなった環境標準

（後の ISO14000 シリーズ）、生産管理標準（同 ISO12000 シリーズ）などの策定作業で

は特に英国規格 BS の貢献が大きかった。 

 

第 5 節 BREXIT による EU 研究開発政策への影響予測 

 

2017 年 2 月現在、メイ首相の言う BREXIT ハードランディングが既成事実となった。

英国政府は 3 月 9-10 日に開催される欧州（EU）理事会において英国の EU 離脱を EU に

正式に通告する予定である。スイス方式による英国・EU 間の経済協力関係の再構築が可

能かどうか。これが、今後の重要な討議事項となろう。 

EU 法、財政干渉および移民政策から英国が自由になるための BREXIT は、EU メンバ

ー国として認められてきたすべての特権、例えば、銀行本店の 1 ヵ国における開設ですべ

てのメンバー国で営業可能となる「シングルパスポート特権」、関税同盟国の一員として越

境商品が無課税で国境通過できた関税特権などを英国がすべて手放すことを意味する。 

しかし、公共財的性質の強い研究開発サービス部門の産出財については、経済的インセ

ンティブが小さく、EU のさまざまな努力にもかかわらず、単一市場統合および EU 大型

技術開発プロジェクトへの求心力は弱く、単に、より多くの知見と研究開発費を受け取る

ことを目的として参加するフリーライド参加者が出てくる可能性も排除できないと考えら

れる。 

サービス貿易の自由化、単一市場統合の促進についても、2005 年のリスボン宣言によっ

てより積極的に障壁が取り払われる努力が行われてきたが、十分な成果は得られていない。

EU 域内規範が研究開発サービス貿易について十分機能しないのであれば、世界規範とな
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っている GATS、TRIPs、TBT などの WTO 規範の出番であり、世界知財機構（WIPO）

の出番となる。このようなケースでは BREXIT の影響は大きくないと予想できる。 

 

1．EU の国際研究協力枠組みへの影響予測 

1950～60 年代においては、ECSC、EURATOM などの加盟国が 6 か国に限られ、科学

技術研究開発アクティビティの大半は加盟国以外の国々との協調が前提とされていた。

EEC 委員会内の PREST/ COST 委員会、EC の CREST 委員会などにおいても EEC 委員

会が事務局だったにも関わらず、委員会には EEC 非加盟国が参加していた。EEC から

1967 年に EC へと組織が統合された後も英国、北欧諸国、スイスなどの非加盟国との国際

研究協力関係は維持されていた。開放型の国際研究協力時代だった。 

1960 年代後半になって、米国との産業技術格差のさらなる拡大を意識しはじめた EEC

委員会は、長期経済政策の刷新をトップダウンで加盟国に提案し、単一市場統合、大型技

術開発プロジェクトの開始などを提案した。しかし、EEC が自ら実験・研究が行える研究

機関は EURATOM-JRC だけであり、研究予算も限られていた。転機は、英国が EC に参

加した 1973 年だった。それまで 6 か国だけの EC 加盟国では成立しえなかった規模の国

際共同研究が英国などの新しい加盟国の参加で可能となった。力を得始めた EC 委員会は、

EU が主導する研究開発予算をメンバー国に分担させる仕組みを作り、非メンバー国を EU

主導のプロジェクトから排除しはじめた。 

この時から応分の義務経費を負担する加盟国だけに EU プロジェクト参加が約束される

ようになった。それまでの開放的だった EC プロジェクトが一転して「閉鎖的」となった。 

今回の BREXIT はこの閉鎖的となってしまっていた EU 研究開発体制（Framework）

に対して大きな衝撃となる。破壊されるのは過度に閉鎖的となっていた EU 研究開発体制

である。PREST/ COST～CREST 委員会のめざしていた緩やかな研究協力体制へと歴史は

逆回転することになる。なぜなら、回転扉の梃子は英国が握っているからである。BREXIT

で EU の外に出た英国を抜きにして欧州規模の国際共同研究は成立しえない。だとすれば、

EU の閉鎖的な制度がより開放的な制度に転換すればいいだけである。その方法論として

過去の PREST/ COST 委員会的なやり方と現在のスイス方式という接近方法が有効だと

考えられる。 

ノルウェー、スイスなどは EU メンバー国ではないが、「第 3 国参加」の形式で EU プ

ロジェクトへの参加が認められている。ノルウェーの研究機関はノルウェー政府が一定の
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EU 拠出金を負担する方式での参加、中立国スイスの研究機関は EU から制度的拠出金と

して要求される義務的経費を負担しない局外（第 3 国）参加となっている。欧州大陸の中

心部、交通の要衝にあり、地球規模の基礎研究アクティビティをジュネーブ（CERN）、ロ

ーザンヌ工科大学、IBM 基礎研究所などが立地し、多くの世界中の研究者を惹きつけてや

まない高度の市民社会サービスを提供できる国、スイス共和国に対しては、個別のプロジ

ェクトごとに ERA の一員として研究協力協定が EU 側研究機関との間に締結されること

によって相互の協力関係が構築されてきている。これがスイス方式である。時間をかけて

双方の利益のために協議を継続することで良好な研究協力関係が構築される。EU メンバ

ー国側の研究所、企業などから見た時に「どうしても必要な研究パートナー」であれば、

制度的な課題を迂回する最善の方法を模索するという一つのやり方であるとも言えよう。 

近年は EU 側からの日本の研究機関へのアプローチも盛んに行われるようになっており、

日・EU 経済連携協定締結に向かっての先行的な事例となっている。このような EU メン

バー国、個別研究機関などからの積極的な働きかけがあれば、局外国であっても EU 研究

開発プロジェクトへの参加が可能となる。 

したがって、英国が EU から離脱し、第 3 国となっても、英国自身の研究開発環境（人

材と施設）と個別の研究協力関係が十分保持されていれば、EU 側パートナー国から参加

要請が表明されることになる。英国はスイス方式に近い個別研究機関ごとの協力関係の構

築を介して、新たな、より発展的な英国・EU 間研究・教育交流システムを準備すること

が可能である。 

しかし、英国自身の大学、研究所の基礎研究アクティビティへの予算配分は 2012 年以

降急激に削られてきており、このことが EU 離脱とは無関係に英国の研究開発能力そのも

のに対する EU 側からの魅力を低下させてしまうことが上記議論とは別に懸念される。 

 

2．英国の基礎研究アクティビティへの影響予測 

英国の基礎研究の蓄積が素晴らしい輝きを放っていたのは戦間期と 1960 年代までの時

期だった。その後、国内ものづくり産業の衰退によって目的基礎研究とその応用研究分野

への投資は次第になされなくなり、応用研究成果の蓄積が陳腐化または枯渇し始めている

ことが危惧される。若者の理系離れが顕著である。 

しかしながら、すでに議論してきたとおり、英国の純粋基礎研究分野については英国の

国家理念の一つの柱としての「科学的知見の蓄積伝統」がジェントルマン精神の中にしっ
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かり残っており、英国の基礎研究アクティビティへのコミットが薄れることは杞憂である。 

こうしたことを勘案すれば英国の EU 離脱の影響よりも英国の純粋基礎研究支援政策に

対する英国民の伝統的理解の変質の方がより重大な結果をもたらすこととなると考えられ

る。いずれにしても、BREXIT の影響は EU 側の研究開発アクティビティにより重大な危

機をもたらすだろう。なぜなら、EU 側には英国ほどの純粋基礎研究を尊重するという「伝

統」が相対的に薄弱だからである。 

 

3．欧州全体の研究開発アクティビティの将来展望 

欧州全体が「一般解を追求する」学術研究分野において過去の栄光を失いつつあり、英

国の EU 離脱の影響によるより、科学技術研究開発に果たしてきた歴史的な役割の衰退の

方がより現実的に差し迫った課題となっている。まさに、EU 研究開発アクティビティ崩

壊の危機は眼前に存在するが、BREXIT がそのきっかけとなるわけではない。 

世界で進展している研究活動の大規模化と国際化が、国家レベルで国際プロジェクトに

参加しようとする際に、より多くの納税者・国民の賛同を必要とする状況を生みだした。

その結果、より読者層が多い「英語文化圏」の基礎研究、応用研究を目立たせ、英語で書

かれた自然科学研究論文以外は研究成果として無価値だと言われるほどになってきている。

この点は、英語が母国語となっている英国には格段のメリットとなっており、BREXIT に

よってもこうした文化的な価値が大きく損なわれることは考えにくい。 

企業が行う応用研究開発については経済原則でもっとも効率の高い場所に移動して実

施されることが通例であり、現状では「米国内」での企業による研究活動がもっとも重要

となっている。さらに、企業の応用研究開発拠点は、東南アジア、インドなどに展開・移

動すると考えられ、すでに EU 域外に企業の研究開発アクティビティの重心は移動しつつ

ある。 

 

おわりに 

 

科学技術研究を方向付ける基礎的・共通的・非競争的な「一般解の追求」、すなわち、「基

礎理論の提示」がすべての大型プロジェクトなどに先行することを忘れてはならない。 

第二次大戦後、国家は科学技術研究を支える研究者・技術者の育成のため高等教育の拡

充を図り、国際的科学技術政策を展開してきた。これによって、研究開発アクティビティ
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への国家関与（EU においては EU 委員会の関与）がさらに強まり、EU における総合的

大型プロジェクト制度（Framework）の創設、さらには研究交流空間（ERA）が形成され

ることとなった。しかし、一方で、Framework の大規模化に見られるとおり、研究の集中

と大型化がさらに進展し（注 22）、非加盟国、高貴なアマチュア（注 23）などの EU アウ

トサイダーの立場は非常に弱められてきた。BREXIT によって英国が非加盟国となること

で、それまで EU 研究開発プロジェクトへのアクセス機会が限定されていた非加盟国、高

貴なアマチュアなどの参加の機会が増加する方向に EU 研究開発政策が転換すると考えら

れる。なぜなら、英国なくしては欧州研究開発プロジェクトが成立しえないからである。 

テニュアな研究ポストを得ているプロの研究者にとって、英国の EU 離脱宣言は、将来

の自ら属している研究機関の予算削減、ポスト削減につながる可能性がある。しかし、新

たな研究財源、ポスト新設に挑戦する機会が提供されたと考えることも可能である。 

プロ、アマを問わず、越境型研究者を多数受け入れることが研究開発の活性化に役立つ。

すでに米国には世界中からもっとも優秀な研究者の卵が集まっている。 

BREXIT という「制度変更」程度では、欧州（EU）全体の研究開発アクティビティは中

長期的に見て停滞・縮小するほどの影響はない。しかし、スイス方式による英国・EU 間

の新たな国際研究協力関係の構築過程で、テクノロジーギャップの軽減を合言葉に強化さ

れ続けてきた EU 研究開発政策の内部崩壊が促進されることになるかも知れない。なぜな

ら、1970 年代の米国とのテクノロジーギャップを埋めるために開始された EU 主導のト

ップダウン型研究開発政策はその歴史的な役割を終えることになるかも知れないからであ

る。 

現在の基礎研究の投入産出構造を前提にした EU 全体への経済的なインパクトの定量的

評価については、今後の研究課題とするが、研究開発サービス部門の前方及び後方への「波

及効果係数」が一般的にかなり小さいことから、国民経済ベースではほとんど影響がない

と予想される。 
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表 1 欧州における科学技術分野での国際協力関係の推移（1948～1973 年） 

 
出典： (1) Luca Guzetti, A Brief History of European Union Research Policy, 1995, European 
Commission 
(2) http://fuseurop.univ-perp.fr/europa_f.htm 

 

年月日 出来事 英国とEUの関係

1948/1/1 BENELUX3国関税同盟発効

1950/6/7
イタリア・フローレンスで開催された第5回UNESCO総会において、「特に、
人々の生活条件向上のための学術研究の支援 」のための地域研究センター
の設置促進、関係機関への支援などの方針が報告書に記述された。

1953/4/29
ECSC内の鉄鋼業部門に一つの技術委員会と石炭業部門に二つの技術
委員会が設置された。

1953/7/1 CERN設置のためのパリ協定調印
1954/10/4 CERN理事会第1回開催

1955/6/1-3
ECSCメンバー国外務大臣会合（Messina会議）において鉄鋼・石炭共通市場
をすべての経済活動に拡大する（単一市場形成）と原子力共同体設置につい
て合意。

1956/4/21 Messina会議報告（Spaak Report）の公表

1957/3/20 OEEC組織内に欧州原子力機構（ENEA）誕生

1957/3/25 欧州原子力共同体（EAEC EURATOM）協定署名

1958 NATO内に科学委員会設置・活動開始

1958 数学と物理学の欧州内ハイレベル科学研究所（IHES）設立

1958/6/27 EURATOMとCERNが熱核融合に関する合同研究を開始

1958/7/7
EURATOM科学技術委員会が最初の複数年（1958-62）にわたる研究・
研修プログラムを開始。

1959/2/4 EURATOMと英国間に原子力研究に関する枠組み協定締結。
EUと英国間の初の科学協力関係
（原子力）が樹立された。

1959/2/4 EURATOMがENEA内のDragon Projectに参加開始。

1959/10/6 EURATOMがカナダとの間でCANDU炉の研究開発に関する2協定を締結。

1959/7/21-22
OEECメンバー国のうち英国、スイス、ポルトガル、オーストリア、デンマーク、ノ
ルウェー、スウェーデンの7か国がEFTA形成で合意。

1959/7/22 EURATOMがIspraへのJRC研究所設置をイタリア政府に打診。
1960/12/1 スイスのMeyrinにおいて欧州宇宙研究準備委員会設置に合意。

1961 欧州標準委員会（CEN）をBrusselsに開設。

1962/11/29
フランス・英国間で超音速旅客機開発協力で合意。後のConｃorde。1975年に
耐空証明取得。

仏英間で超音速機開発合意。

1962/3/29
ロンドンにおいてBelgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, the United
Kingdom and Australia (associate member) 6か国が欧州打ち上げ機開発機構
設置協定（ELDO）に署名。英国が主導。

英国主導のELDO発足。

1962/6/14
パリで欧州宇宙研究機構（ESRO）協定がBelgium, Denmark, France, Germany,
Italy, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom10
か国によって署名された。

1962/11/1
Dr Albert Walter Lines (英国) がEuropean space technology centreの技術統
括者となった。

1963/1/14 ド・ゴール大統領が英国のヨーロッパ単一市場への参加をブロック。 英国のEECへの参加を仏が不承認。

1963/7/25
EEC委員会内において、科学技術研究を促進するための何らかの組織
の設置が中期経済政策の一つとして提案された。

1965/3/5
EEC中期経済政策委員会が科学技術研究政策ワーキンググループ
（PRESTO）を設置。

1966/1/12-13
OECD主催の科学科学大臣会合においてフランスが欧州共同体科学技
術研究ワーキンググループ代表として初参加。

1967/7/1 ECSC、EECおよびEURATOMがECに統合された。

1967/5
英仏独3か国間でエアバス開発合意。後に英国が離脱し、仏独2国間で開発
開始に向け再合意（1969年）。

英仏独でエアバス開発合意。

1967/7
PRESTOワーキング・グループが「共同体における研究とイノベーション
のために」と題された報告書を公表。

1967/7/10-11
ローマにおいて欧州共同体科学技術担当大臣会合が開催され、宇宙政
策について討議。

1967/9 産業局（DGIII）設置。

1967/10
Jean-Jacques Servan-Schreiberが"Le Défi Americain"を出版。世界的ベスト
セラーに。日本では林新太郎・吉崎英男訳でタイムライフブックスから出版さ
れている。

1967/10/31 ルクセンブルグで第1回科学研究大臣会合が開催。
1968/7/1 EECメンバー6か国間での関税撤廃完成

1968/8/20 ワルシャワ機構軍がチェコ侵入

1969/10/28
PRESTが提案した30プロジェクトが理事会で採択。情報技術、テレコミ、新運
送システム、冶金、海洋、環境及び気象。

1970/2/18
「共同体産業政策」（Colonnna Memorandum）が委員会から理事会に送付され
た。

1970/3/20
フランス政府が理事会に「産業および科学の発展のための欧州協力強化方
法」メモランダムを提出。

1970/6/30 欧州単一市場拡大協議会議

1970/12/16-17 理事会がJRC再編と科学技術研究共通政策を承認。

1971/11/16 ECメンバー国教育大臣が初めて会合開催。

1971/11/22-23
ブラッセルに19か国の科学技術担当大臣が集まり欧州科学技術研究協力を
開始（COST）。

1972/6/14 EC委員会が理事会に、「科学技術発展共通政策」を提出。

1973/1/1 英国、デンマーク、アイルランドがECに加盟。 英国のEC参加

1973/1/1 電子技術標準委員会（CENELEC）がブラッセルに設置された。
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文末脚注： 

注 1 スイス方式などを採らず英国が孤立することになると、英国民の一人当たり GDP は 2030 年にマ
イナス 14%減少するとの試算が最悪ケースとして紹介されている。 

注 2  House of Commons of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland（庶民院また
は下院と訳されることが多い。） 

注 3 1866 年に電気と磁気の相互作用を研究していた英国のマクスウェルが、「光は電磁波である」
と、彼の考案した電磁方程式を用いて予見し、その 22 年後、1888 年にドイツのヘルツが彼独自の
考案による実験装置を使って電磁波の存在を確認することに成功した。ヘルツは、電磁波の存在を
2 年間にわたる一連の実験によって初めて確認することに成功した。 

注 4  その際、より優秀な研究人材を集まるため愛国心、自国の利益などが強調された。研究管理手法
として、欧米各国の歴史、文化的背景（哲学）および政府の「経済政策および産業技術政策（以
下、ここでは科学研究政策という用語を同じ意味で使うことがある。）」を反映して、各国で多様な
組織体・運営手法などが導入された。 

注 5 この時、Ispra の EU-JRC 研究所に本部が置かれたが、本部は 1974 年に Bruxelles に移動した。
現在は、ベルギー、ドイツ、スペインなど 5 か国に EU-JRC が置かれている。 

注 6 RECORDS OF THE GENERAL CONFERENCE OF THE UNITED NATIONS 
EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION, FIFTH SESSION, 
FLORENCE, 1950, RESOLUTIONS, Paris, p.26, l.17-23,.  

注 7  しかし、1995 年に EU 委員会が発行した Luca GUZZETTI と Dominique PESTRE et John 
KRIGE らの報告書において指摘されている「米国による欧州（Europe）への自然科学研究センタ
ー設立提案」という文言は、UNESCO 総会記録にはなく、単に、より一般的な「生活向上のため
の学術研究を行うための地域レベル共同研究センターの支援と調整」という言葉が使われていた。
当時の UNESCO メンバーにはアジアから戦勝国側のインド、中国、韓国などが参加しており、ド
イツと日本はまだメンバーとなっていなかった。UNESCO としてはヨーロッパに特化した総会決
議であってはいけないと意識せざるを得なかったことと推察される。 

注 8 "It is, in fact, in this field that the idea of European cooperation first became a concrete 
reality." Edith Cresson, Message in "History of European Scientific and Technological 
Cooperation", European Committee, p.9, l.19-20, Novembre 1995 

注 9 Luca Guzetti, A Brief History of European Union Research Policy, European Commission, 
1995, p.36 左欄下から 13 行目 

注 10 2000 年の欧州理事会でその設置が決まり、2009 年に成立した EU 出現までの旧 EC 委員会。 

注 11 EEC 委員会の DGIII（産業局）を率いていた Spinelli 氏は欧州の利益という「より国際的な地
域利益」のために参加各国の産業技術政策に直接調整介入することを目標としていた。 

注 12 Luca Guzetti, p.36 右欄 この本の出版は、1950 年代終わりごろから模索・準備されてきた欧
州レベルの産軍複合研究開発・産業技術政策の展開と具体化の必要性を大衆に訴えるためのプロパ
ガンダの総仕上げとなった。 

注 13   COST は多国間条約として締結された。このため、単に参加国が定期的に集まって情報交換を
するためのフォーラムのようなものでしかなく、PREST が提言した EU 規模での「R&D の調整、
共通政策」の実現にはほど遠かった。 

注 14 1970 年代には「産業競争力強化」のため、EURATOM に帰属していた EU-JRC 予算よりも間
接経費による産業助成が重要視されていた。 

注 15 ESF has had an enormous and lasting impact on the science community within Europe and 
beyond. With 42 years’ experience in all areas of research, ESF was originally set up as a 
coordinating body for Europe’s main research funding and research performing organisations. 
In that time, the Foundation has supported over 2,000 programmes and networks, gathering 
more than 300,000 scientists from 186 countries through funding from 80 Member 
Organisations in 30 countries. As the research landscape has evolved, so too has ESF’s role in 
supporting scientific endeavours. ESF’s traditional research support activities (EUROCORES, 
European Collaborative Research Projects, Exploratory Workshops, Research Networking 
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Programmes) have been concluded to make room for a new expert services division called 
Science Connect. http://www.esf.org/science-connect/frequently-asked-questions/#content-1466 

注 16  EU 委員会が指名するノーベル賞受賞者などによって構成される科学審議会によって管理されて
いる。https://www.erc.europa.eu/about-erc/history 

注 17  The Council of the European Communities, “Council Resolution of 14 January 1974 on the 
coordination of national policies and the definition of projects of interest to the Community in 
the field of science and technology” JOCE, 29 janvier 1974. 

注 18  1979 年 7 月、COST 委員会と EC 委員会間で業務提携協定が調印された。 

注 19 PREST/ COST 委員会においては EC 委員会と EC メンバー国以外の国々などとの関係が明確で
なかった点が、CREST の設置によって EC 委員会がイニシアティブを発揮して科学技術分野の国
際機関などとの協力関係の調整を行うことが明確となった。 

注 20  電子情報化の進展が欧州全体へ与える影響の大きさから「政治的」に決定されたと言われてい
る。 

注 21 中野幸紀「改訂リスボン戦略における R&D 政策と 2010 年目標達成の可能性」、「欧州の知識基
盤型経済社会の構築に向けた長期戦略の再検討報告書」第 3 章、p.25～41、2006 年 3 月、財団法
人国際貿易投資研究所 

注 22 演繹仮説的研究は理論によって目標が設定されるので、研究資源（研究設備と研究者）を一つの
理論仮説に集中し、研究規模を大型化すれば誰がやっても一定以上の成果が期待できる。しかし、
そのためには研究組織と多額の研究費が必要とされる。 

注 23 高貴なアマチュアとは、特定の金銭的契約にしばられず、自らの感性と能力を信じて、それまで
に存在しなかった新たな社会的価値を創造する人々のことを言う。 
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