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Horizon 2020 – ナショナルコンタクトポイント
セミナー「Horizon 2020 と ICT 分野に於ける日欧連携」

Horizon 2020 – NCP Japan
Seminar “EU-Japan cooperation in ICT and Horizon 2020”
1.

趣旨：
Horizon 2020 (ホライズン 2020) は、研究とイノベーションを促進する EU 最大規模の
フレームワークプログラムであり、日本を含む世界各国からの参加が可能です。2014 年
から 2020 年までの 7 年間に渡り約 800 億ユーロの助成がなされ、日本の機関は自動的
な助成対象ではないものの、参加により欧州トップクラスの研究機関や企業との協働が
可能になります。本セミナーでは、ICT 及び関連する分野における新規公募の開始を受
け、プログラムへの参加条件や情報収集の方法、日本からの過去のフレームワークプロ
グラムへの参加事例をご紹介するとともに、パネルディスカッションを通じて今後の連
携強化に繋げる事を狙います。
2011 年 3 月 29 日に発効した日 EU 科学技術協力協定の下、研究開発での日 EU 間の連携
がより一層強化されてきました。2013 年 11 月に開催された日·EU 定期首脳協議では日
本におけるフレームワークプログラムのナショナルコンタクトポイントが設置された
事が歓迎されるとともに ICT 分野における協力関係の強化が重要である事が改めて確認
され、科学技術協力による可能性を広げるべく支援を続ける事が表明されました。ICT
分野においては既に多くのフレームワークプロジェクトに日本が参加しており、2013 年
と 2014 年には EU と日本（総務省、情報通信研究機構）の共同研究開発プロジェクトが
立ち上げられ、2015 年以降にも新たな共同公募が検討されています。
Background and Objectives
Horizon 2020 is the biggest EU Research and Innovation programme ever with nearly €80 billion of
funding available over seven years and open to participation from all over the world, including Japan.
Although Japan is not eligible for automatic funding, Japanese organizations will be able to benefit
from collaboration with top class European research institutes and companies through participation.
Following the opening of new calls in the ICT field and other relevant areas, and in order to further
strengthen research cooperation, this seminar will provide practical information on how to participate
in Horizon 2020. Examples of Japanese organisations participating in European framework projects
will be provided, followed by practical insights from panelists with experience of participation in
European funding programmes.
Since the Science and Technology cooperation agreement between the EU and Japan came into effect
on 29 March 2011, EU-Japan cooperation in R&D has been reinforced. Leaders at the EU-Japan
Summit in November 2013 welcomed the establishment of the National Contact Point in Japan,

NCP-ICT-seminar_2014-12_0v9o
2014 年 12 月 15 日 / 15 December 2014

underlined the importance of enhanced cooperation in ICT, and called for further efforts to unlock
the potential of Japan-EU science and technology cooperation. Many European projects involving
Japanese participants have already been started in the ICT field. In addition, jointly funded projects
between the EU and Japan (with MIC/NICT) have also been launched in 2013 and 2014, and more
are expected in 2015 or later.
2.

主催：日欧産業協力センター
Organizer: EU-Japan Centre for Industrial Cooperation

3.

後援（案）
：関係省庁、駐日欧州連合代表部
Supported by (tentative): Related ministries, the Delegation of the European Union to Japan

4.

対象：公的研究機関、大学及び企業の研究者、研究担当マネージャー、リサーチアドミ
ニストレーター、助成団体関係者等 100 名程度
Target audience: Researchers and research managers from public/private organizations, research
administrators, funding agencies and other multipliers, ca. 100 participants

5.

日時：2014 年 12 月 15 日 午後 1:00-4:00
Date: 15 December 2014, 13:00-16:00

6.

会場：講堂 駐日欧州連合代表部 〒106-0047 東京都港区南麻布 4-6-28 ヨーロッパハウス
Venue: Auditorium, Delegation of the European Union to Japan, Europa House, 4-6-28 MinamiAzabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047
※ 本イベントに関する会場（EU 代表部）への直接のお問合せはご遠慮ください。
※ Please avoid the direct inquiry to the venue (EU Delegation) regarding this event.

7.

使用言語：日本語及び場合により英語、同時通訳無し
Language: Japanese and possibly English, without interpretation

8.

参加費及び参加登録：
参加は無料ですが、事前登録をお願いしています。氏名（ふりがな及びアルファベ
ット）
、所属（和名・英名）
、役職（和名・英名）
、電話番号、メールアドレスを明記
の上、以下の担当者までお申込み下さい。なお、聴衆として対象とする以外の方か
らのお申し込みはお断りする場合がございます。主催者からの返信をもって登録完
了といたします。（情報通信分野情報事務官 ステイン・ランブレヒト
E-mail：ncp-japan@eu-japan.gr.jp）
Participation is free, with advance registration. Registration can be done by sending an e-mail to the
ICT Information Officer (Stijn Lambrecht, ncp-japan@eu-japan.gr.jp) with the following
information: name, affiliation, title, phone number and e-mail address. Please note, that
registration from outside the targeted communities may be rejected. An e-mail confirming the
acceptance will be sent prior to the workshop.

NCP-ICT-seminar_2014-12_0v9o
2014 年 12 月 15 日 / 15 December 2014

9.

概要（変更の可能性あり）
：
Programme (subject to change)

時間

概要

13:00-13:15 開会の挨拶 Opening
日欧産業協力センター

事務局長

大隅

正憲

Mr. Masanori OSUMI, General Manager, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation
経済産業省

商務情報政策局

情報政策課

情報プロジェクト室長

和田

恭

氏

Mr. Takashi WADA, Director, IT Project Office, Commerce and Information Policy
Bureau, METI
関係省庁（調整中）
Related Ministries (TBC)
駐日欧州連合代表部

科学技術部 公使参事官 / 部長

レオニダス・カラピペリス 氏

Dr. Leonidas KARAPIPERIS, Minister-Counsellor, Head of the Science and Technology
Section, EU Delegation to Japan
13:15-13:30 総務省の研究開発政策と日欧連携
The R&D policy of MIC and the link with the EU
総務省（調整中）
Ministry of Internal Affairs and Communications (TBC)
13:30-13:45 欧州連合の研究開発プログラムと日本との連携
The link between EU R&D Programmes and Japan
駐日欧州連合代表部

情報通信政策オフィサー リー・ウルガー 氏

Dr. Lee WOOLGAR, Senior ICT Policy Officer, EU Delegation to Japan
13:45-14:10 ホライズン 2020 の情報通信分野、日本からの参加、申込みの流れ、公募の概要
Horizon 2020 ICT programme, Japanese participation, application process and call
overview
日欧産業協力センター

情報通信分野情報事務官

ステイン・ランブレヒト

Mr. Stijn LAMBRECHT, ICT Information Officer, EU-Japan Centre for Industrial
Cooperation
14:10-14:30 休憩

Break

14:30-15:55 FP7 ICT プロジェクトへの参加事例報告と今後の参加促進へ向けての議論
Case studies by researchers/research managers already involved in FP7 ICT projects
and discussion for the further promotion of Japanese participation
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座長

日欧産業協力センター

Moderator

Dr. Toshiyasu ICHIOKA, EU-Japan Centre for Industrial Cooperation

1

趣旨説明及びプロジェクト紹介

市岡 利康

Explanation of the purpose and

introduction to the represented projects（5 min.）

2

FP7 ICT プロジェクト参加事例報告 Case studies: Japanese participation in
FP7 projects (selected projects subject to change)
2.1

METIS (10 min.)
NTT ドコモ アナス・ベンジャブール

氏

Dr. Anass BENJEBBOUR, NTT Docomo
2.2

STRAUSS (10 min.)
大阪大学大学院工学研究科

北山 研一 教授

Prof. Ken-ichi KITAYAMA, Osaka University, Graduate School of Engineering
2.3

3

TBD (10 min.)

議論 Moderated discussion (50 min.)


研究開発、イノベーションに於ける日欧連携のメリットとハードル
Advantage of and barriers to EU-Japan cooperation in S&T and innovation



技術の標準化や知財の扱い等に関する懸案事項と連携強化のための方策
Issues related to standardization and IPR, ideas for the promotion of
cooperative R&D



欧州プロジェクトへの参加の経緯、法務や経理上の苦労と克服法
Involvement in European Framework projects, ways to overcome legal and
administrative hurdles

15:55-16:00 結辞 Closing

