11 November 2016 ・

2016年11月11日

Horizon 2020 情報セミナー
ホライズン2020の概要と応募に向けた基本情報（基礎コース）
Horizon 2020 Information seminar
General info for applying to Horizon 2020 (basic course)
１．

背景と趣旨
ホライズン 2020 は、研究とイノベーションを促進するための EU 最大規模のフレ
ームワークプログラムであり、2014 年から 2020 年までの７年間にわたり約 800
億ユーロが投じられ、日本を含む世界中からの参加が可能です。
2017 年の公募が開始されるのを機会に、大学、研究機関、企業で、国際連携のご
担当の方々を対象に、ホライズンに参加する為の準備、手続き、知財権、パート
ナー探しなどの基本的な情報の提供を目的として開催します。 併せて 201７年初
めに公募が締め切られるテーマ(*)の中から、日本の参加が推奨されている 3 つの
テーマ、共同研究開発や技術連携・ライセンスパートナー探しのプラットフォー
ムとして Enterprise Europe Network（EEN）のサービスについてもご紹介いた
します。
これから、欧州との連携を強化したいとお考えの方で、ホライズン 2020 に関する
情報を整理したい方、あるいは担当者が交代したので、基礎的なことから説明を
受けたいとお考えの方に適したセミナーです。尚、今回のセミナーでは、
「Industrial Leadership」
「Societal Challenges」においてトップダウン型で研究
テーマが決められている一般的な研究プロジェクトへの参加方法について焦点を
あててご紹介しますので、ボトムアップ型で研究者の移動の助成を行うマリーキ
ュリー/RISE プログラムの説明とは異なります。
＊現時点では 2017 年のプログラムには、共同公募の情報はありません。次の
共同公募の発表は来年になります。

Background and Objectives
Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with
nearly 80 billion Euro of funding available over seven years (2014-2020) and
open to participation from all over the world, including Japan.
At the occasion of the start of the 2017 calls in the Horizon 2020 work
programme 2016-2017, we are organizing a seminar to provide basic
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information

about

Horizon

2020

such

as preparation

necessary for

participation, administrative procedures, intellectual property rights, partner
search etc. for those who are in charge of global cooperation in universities,
research organizations and companies. We also introduce the forthcoming 2017
calls (*) in which Japanese participation is encouraged and partner search tools
such as Enterprise Europe Network (EEN).
This seminar is suitable for persons who want to receive comprehensive
information on Horizon 2020 and to learn basic steps involved in applying to
this European research and innovation framework programme. This
information session is focused on participation to general research projects
within Horizon 2020, with a focus on top-down calls in Industrial Leadership
and Societal Challenges, and is therefore different from mobility activities in
Horizon 2020 such as the Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) including
Research and Innovation Staff Exchange (RISE).
* Please note there are no coordinated funding mechanisms for the 2017 calls,
more coordinated funding mechanisms between the Japanese government and
the European Commission are expected to be announced next year.
２．

主催： ナショナルコンタクトポイント（日欧産業協力センター）
共催： JEUPISTE プロジェクト Enterprise Europe Network (EEN)
Organized by: National Contact Point for Horizon 2020 in Japan (EU-Japan
Centre for Industrial Cooperation)
Co-organized by: JEUPISTE Project, Enterprise Europe Network (EEN)

３．

対象：大学、研究機関、企業の国際連携業務担当者

(基礎コース)

Target audience
Administration staff of universities, research organizations and companies
that wish to engage in joint research and/or innovation activities with Europe.
(Basic course )
４．

日時
2016 年 11 月 11 日（金）14:00-17:00

(受付開始 13:30）

Date & Time
Friday 11 November 2016, 14:00-17:00
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(Registration starts at 13:30)

５．

場所
日欧産業協力センター 会議室
〒108-0072 東京都 港区 白金 1-27-6 白金高輪ステーションビル ４F
Venue: EU-Japan center for industrial cooperation , Meeting room
Shirokane-Takanawa Station Bldg 4F, 1-27-6 Minato-Ku, Tokyo , 108-0072

６．

言語
日本語
Language: Japanese

７．

お申込み

（定員： 20 名

先着順）

参加をご希望の方は下記お申込みフォームよりご登録下さい。
Registration: （Seating capacity: 20 First-come-first served basis）
Please register from the registration form below.
http://www.jeupiste.eu/events/horizon2020-training-basic-2016_en
８．

プログラム Programme

Time/
Programme

Language
13:30-14:00

Registration

14:00-14:05

主催者挨拶

Opening by the organizer

日欧産業協力センター
JP

NCP

山田

尚道

Mr. Naomichi YAMADA, Coordinator, National Contact Point for Horizon
2020 in Japan, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation

14:05-15:20

「 Horizon 2020 」への参加

Part 1

プロジェクトの種類と条件、共同公募、応募の準備、手続き、
分野別などの参加統計、NCP 紹介、FAQ 紹介 他
Project types and conditions, preparation necessary for application,
administrative procedures, statistics of participation, introduction NCP,
FAQ

etc.
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2017

公募の概要 Brief information on the calls in 2017 encouraging

Japanese participation, including:
Micro-and nanoelectronics technology (ICT-31-2017)
Protection of all road users in crashes (MG-3.2-2017)
Electrified urban commercial vehicles integration with fast
charging infrastructure (GV-08-2017)
JP

日欧産業協力センター

NCP

山田

尚道

Mr. Naomichi YAMADA, Coordinator, National Contact Point for Horizon
2020 in Japan, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
15:20-15:50

「 Horizon 2020 」への参加

Part 2

知財の扱い, パートナーサーチ

他

IPR in Horizon 2020, Partner search options, etc.
JP

日欧産業協力センター

NCP

ステイン・ランブレヒト

Mr. Stijn Lambrecht, National Contact Point for Horizon 2020 in Japan,
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
Break

15:50-16:05

休憩

16:05-16:35

Enterprise Europe Network (EEN) のご紹介
欧州の中小企業や研究機関とのビジネスおよびイノベーションにおけるパート
ナリング支援 Partnering support in

business cooperation, and innovation

with European entities
JP

日欧産業協力センター 情報サービス・EEN プロジェクトマネージャー

Ms. Yukiko Tanizawa,

質疑

Q&A

閉会

Closing

JP
16:55-17:00

由起子

Project manager EEN & information service,

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
16:35-16:55

谷澤
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