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Topic Description

トピック説明

Specific Challenge:

具体的課題：

The Asia-Pacific is a large and diverse region, encompassing

アジア太平洋地域は、先進国や新興経済国、途上国を包

industrialised countries, emerging economies and developing

含する大規模で多様な地域である。

countries.

Perhaps due to this diversity, and save a few specific cases, the

おそらくこの多様性のために、そしてわずかな特殊な例

European Union has lacked a strategic approach towards the

を除き、欧州連合（EU）は強力な経済的利害とこの地域

region, despite strong economic interests and heightened

において高まる安全保障面の懸念があるにもかかわら

security concerns in the area.

ず、
この地域に向けた戦略的なアプローチを欠いていた。

Several EU Member States have adopted an active bilateral

いくつかの EU 加盟国は、主要パートナーに向けて積極

approach towards key partners, but the European Union has

的な二国間アプローチを採用しているが、EU は関連する

mostly failed to speak with one voice in relevant fora.

フォーラム内において声をそろえて発言することがほぼ
できなかった。

Nowadays the multiple and complex challenges shared by the

今日、気候変動や持続可能な発展から従来型非従来型の

two regions, ranging from climate change and sustainable

安全保障課題に至るまで、2 つの地域が共有する複数の
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development to conventional and non-conventional security

複雑な課題は、人権や民主的ガバナンスといった領域に

challenges, are opening up new opportunities for the EU to

おいての違いがあるものの、EU が経済協力を越えてこの

become more involved in the region beyond economic

地域によりかかわるようになる新しい機会を開いてい

cooperation although differences remain in areas like human

る。

rights or democratic governance.

In order to re-think its role and strategy for the Asia-Pacific,

アジア太平洋地域へのヨーロッパの役割と戦略を再考

and to fully tap the potential for action at European level, the

し、ヨーロッパレベルでのアクションの可能性を完全に

European Union needs to be supported by sound research

開発するために、EU はたくさんのセクション領域および

showing the concrete implications of further engaging with and

地理的領域において、この地域とさらに具体的な関わり

in the region in a number of sectorial and geographic areas.

を示す健全な研究によってサポートされる必要がある。

Scope:

範囲：

The research to address this challenge should in particular

本課題に向けた研究は、特に以下の重要な局面に焦点を

focus on the following key dimensions.

当てる必要がある。

It is expected to either comprehensively address one of these

包括的にこれらの局面のうちの一つに取り組むか、それ

dimensions or to combine them.

らをつなぎ合わせるかのいずれかが期待される。

The research may also cover other issues relevant for

本研究は特定の課題に取り組むのに関連する他のイシュ

addressing the specific challenge.

ーもカバーしうるだろう。

1)

Regional

integration in South-East Asia

and

its

1）東南アジア地域における地域統合およびそのヨーロッ

consequences for Europe

パにとっての影響

South-East Asia has seen, since 1967, the most ambitious

1967 年から、東南アジア地域では、東南アジア諸国連合

project of regional integration outside of Europe, pursued

（ASEAN）を通じて実行された、ヨーロッパ外においても

through the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

っとも野心的な地域統合プロジェクトがみられた。

It has followed a different integration path to Europe, based on

それは一極集中や法ではなく、対話と不干渉をベースと

dialogue and non-interference rather than convergence and law.

して、ヨーロッパとは異なった統合への道を歩んできた。

The region has an immense social, cultural and economic

この地域は広大な社会的、文化的、経済的潜在力を持っ

potential, but it still faces the challenge of developing a

ているが、内的な側面（どのように帰属意識を涵養する

regional identity with both an internal dimension (how to

か）および外的な側面（どのように中国、インド、アメ
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nourish a sense of belonging) and an external dimension (how

リカ、日本、EU といった外国勢力と係合するか）両方に

to engage with foreign powers, such as China, India, the United

おいて、依然として地域アイデンティティ発展という課

States, Japan and the EU).

題に直面している。

The process of nation-building in the ten ASEAN countries and

ASEAN の 10 か国およびその他の非 ASEAN 諸国における国

other non-ASEAN countries is incomplete or nascent.

家形成プロセスは未完成であり初期段階である。

It is also confronted with widespread poverty, disruptive

また広範囲に及ぶ貧困、分裂を伴う移民の流れ、民族間

migration flows, inter-ethnic conflicts and even territorial

の紛争、さらには領土紛争にも直面している。

disputes.

For the EU to engage effectively in South-East Asia and

東南アジアに有効にかかわり、この地域に存在する様々

manage the variety of countries and cultures present in the

な国や文化とかかわる EU にとって、
「地域」というもの

region, it is necessary to understand what ‘region’ means to the

が ASEAN 内外の文脈でこれらの国々の人々にとって何を

peoples of these countries within and beyond the ASEAN

意味するのかを理解することが必要である。

context.

Research is thus necessary on the mobility of people,

そのような点で、地域内における人間、知識、イデオロ

knowledge, ideologies, cultures, goods and capital within the

ギー、文化、物品、資本の流動性に関する研究および、

region and their influence on the emergence of a South-East

EU およびその加盟国が、地域内のあらゆる国々との一貫

Asian identity which would help the EU and its Member States

した、適切で文化的に関連した外交政策を築き上げるの

to forge coherent, adapted and culturally relevant foreign

に役立つであろう東南アジアアイデンティティ発現への

policies with all countries in the region.

影響に関する研究が必要なのである。

To

that

effect,

research

should

also

underpin

the

その意味で、研究はまたさまざまな部門、特に部門別の

implementation of the Joint Communication on EU-ASEAN

協力の分野において、EU・ASEAN 関係に関する共同コミ

relations in the different sectors and in particular in the field of

ュニケーションの実施を支える必要がある。[1]

sectorial cooperation.[1]

[1] JOIN(2015)22 Joint Communication to the European

[1] JOIN（2015 年）22：EU と ASEAN -欧州議会および欧

Parliament and the Council - The EU and ASEAN: a

州評議会への共同コミュニケーション：戦略目的パート

partnership with a strategic purpose.

ナーシップ

2) Governance in and of the Pacific as a challenge for Europe

2) ヨーロッパにおける課題としての、太平洋における、
太平洋自体のガバナンス
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One of the major strategic challenges in the Asia-Pacific region

アジア太平洋地域における主要な戦略的課題の一つは、

relates to the governance of the Pacific itself (including

（海外の国および領土を含む）太平洋自体のガバナンス

Overseas Countries and Territories).

とかかわっている。

The Pacific Islands region represents a unique diversity of

太平洋諸島地域は、国民国家形成と地域間政府間メカニ

nation-state formations and regional and intergovernmental

ズムにおいて独特な多様性を体現している。それは特に

mechanisms, which is experiencing major challenges regarding

気候変動により脅威にさらされている例外的な自然環境

the protection of its exceptional natural environment,

の保護に関する主要な課題を経験している。

threatened in particular by climate change.

The small islands developing states (SIDS) of the Pacific

したがって、太平洋の小島嶼開発途上国（SIDS）は、土

therefore have a central role in the contestation over,

地や人口の点で最小サイズであることをはるかに超え

competition for, and conservation of some of the world’s key

て、世界の主要なリソースのいくつかに関する論争や競

resources, far surpassing their modest size in terms of land

争、保全において中心的な役割がある。

mass and population.

As the second largest donor of development assistance to the

その地域の開発援助において 2 番目に大きいドナーとし

region, the EU’s interests and activities in the Pacific are highly

て、太平洋地域における EU の利害と活動は非常に重要

significant and hold important potential for the future.

であり、また将来のための重要な可能性を秘めている。

However, the region’s new geopolitical currency is a

しかし、地域の新たな地政学的な普及は、太平洋の文脈

willingness to seriously engage with emerging definitions of an

において、協力の金銭的側面をはるかに超えて広がる平

equal, two-way partnership relation in Pacific terms that

等で双方向のパートナーシップ関係の台頭する定義に真

expands beyond the monetary dimension of cooperation.

剣にかかわることに前向きである。

The EU is thus at a cross-road in its engagement with the

このように、EU はその太平洋とのかかわりにおいては十

Pacific.

字路の位置にある。

Research should examine the emerging governance structures

研究は、貿易や輸送、漁業管理、気候変動、生物多様性、

in the region, in terms of sovereignty, state-making, policy

社会的包摂、民主主義、海洋に基づく成長、環境に基づ

autonomy and aid dependency, by paying close attention to

く持続可能な成長、政治的な共通外交・安全保障政策

issues such as trade and transport, fisheries management,

（CFSP）の側面といった問題に細心の注意を払うことに

climate change, biodiversity, social inclusion, democracy,

よって、主権、国家形成、政策の自律性、援助依存の点

blue/green growth and and political CFSP aspects.

でこの地域において出てくるガバナンス構造を調査する
必要がある。
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Research should also comparatively analyse the role and

研究はまた、EU とその加盟国に顕著に焦点を当てつつ、

impact of external actors in the region, prominently focussing

この地域における外部アクターの役割と影響を比較して

on the European Union and its Member States but also take

分析する必要がある。しかも世界大国（中国、アメリカ）

account of the influence of, and the interplay with global

および地域大国（オーストラリア、ニュージーランド）

(China, USA) and regional (Australia, New Zealand) powers

の影響と相互作用を考慮する必要もある。

in the region.

Building on existing research, lessons should be drawn from

ヨーロッパがいかに効果的に太平洋の戦略的課題に対応

the Pacific experience for devising new approaches, as well as

できるかについてだけでなく、既存の研究を踏まえ、新

on how Europe can effectively respond to the strategic

しいアプローチを考案するために、太平洋の経験から教

challenge posed by the Pacific.The participation of partners

訓を引き出す必要がある。このトピックに対して提出さ

from third countries and regions in the targeted geographic

れた申請書においてターゲットとなった地域内の第三国

areas in proposals submitted to this topic is strongly

や地域からのパートナー参加が強く求められる。

encouraged.

The Commission considers that proposals requesting a

欧州委員会は、
各曲面において順に 250 万ユーロの EU 助

contribution from the EU in the order of EUR 2.5 million for

成金を求める申請が、この具体的な課題が適切に行われ

each dimension would allow this specific challenge to be

るようになることを考慮している。

addressed appropriately.

This does not preclude submission and selection of proposals

これは、他の金額を要求する申請の提出や選択を排除す

requesting other amounts.

るものではない。

Expected Impact:

期待されるインパクト：

Research under this topic is expected to provide a

このトピック下の研究は、ヨーロッパがアジア太平洋地

comprehensive overview of the strategic challenges that

域のさまざまな領域において、関連する課題の範囲にお

Europe faces in the various zones of the Asia-Pacific region,

いて直面している戦略的課題の全体像を提供することが

and on a range of relevant subject.

期待されている。

Based on this, it will inform different foreign policy actors,

このことから、本研究は EU とその加盟国レベルで、分野

processes and initiatives at EU and Member State-level either

別あるいは地理的なフォーカスのいずれかによって、特

with a sectorial or geographic focus, especially by providing

にそれらの実現を取り巻く法的、文化的、社会経済的側

essential insights on the legal, cultural and socio-economic

面に必要な知見を提供することよって、さまざまな外交

aspects surrounding their implementation.

政策のアクターやプロセス、取り組みに関する情報を提
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供するだろう。

Cross-cutting Priorities:

分野横断的優先度：

International cooperation

国際協力

Socio-economic science and humanities

社会経済科学および人文学

Topic conditions and documents

トピック条件および資料文書

Please read carefully all provisions below before the

応募準備の前に、以下の全規程を注意深く読むこと。

preparation of your application.

1.List of countries and applicable rules for funding:

1.資金提供可能な国名リストおよび適用されるルール：

described in part A of the General Annexes of the General

総合作業計画の総合添付書類パート A に記載

Work Programme.
Note also that a number of non-EU/non-Associated Countries

資金を受ける資格を自動的にもたない多数の非 EU／非

that are not automatically eligible for funding have made

関連国は、その国々の Horizon2020 プロジェクト参加者

specific provisions for making funding available for their

が利用可能な資金調達を行うための具体的な規定を作っ

participants in Horizon 2020 projects.

ていることにも注意すること。

See the information in the Online Manual.

オンラインマニュアルの情報を参照のこと。

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h20

guide/cross-cutting-issues/international-

20-funding-guide/cross-cutting-

cooperation_en.htm#support-non-eu-countries

issues/international-cooperation_en.htm#supportnon-eu-countries

2.Eligibility and admissibility conditions: described in part

2.資金提供を受ける適格性に関する条件：総合作業計画

B and C of the General Annexes of the General Work

の総合添付書類パート B およびパート C に記載

Programme
Proposal page limits and layout: Please refer to Part B of the

申請書ページの期限およびレイアウト：一般申請書テン

standard proposal template.

プレートのパート B 参照のこと。
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3. Evaluation

3. 評価

3.1

3.1

Evaluation criteria and procedure, scoring and

threshold: described in part H of the General Annexes of

評価基準および手順、得点づけおよび出発点：総

合ワークプログラムの総合添付書類パート H に記載

the General Work Programme

3.2 Specific evaluation procedure:

3.2 個別評価手順：

At least 1 proposal per topic will be selected for funding

全ての評価出発点をクリアしているのであれば、各トピ

provided it passes all evaluation thresholds.

ックに対して少なくとも 1 つの申請が資金提供に選択さ
れる。

3.3 Submission and evaluation process: Guide to the

3.3 提出および評価プロセス：提出および評価プロセス

submission and evaluation process

ガイド

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf

/h2020/grants_manual/pse/h2020-guide-pse_en.pdf

4. Indicative timetable for evaluation and grant agreement:

4. 評価と助成金協定にかんするタイムテーブル：

Information on the outcome of single-stage evaluation:

単一ステージの評価結果に関する情報：提出期限から最

maximum 5 months from the deadline for submission.

大 5 ヶ月

Signature of grant agreements: maximum 8 months from the

助成金協定の署名：提出期限から最大 8 ヶ月

deadline for submission.

5. Provisions, proposal templates and evaluation forms for

5. 規定、申請書テンプレート、このトピックのアクショ

the type(s) of action(s) under this topic:

ンタイプ用評価フォーム

Research and Innovation Action:

研究およびイノベーションアクション:

Specific provisions and funding rates:

規定および資金提供レート：

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-d-ria_en.pdf

/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617annex-d-ria_en.pdf
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Proposal templates are available after entering the submission

申請書テンプレートは下部の提出ツールに入れば利用が

tool below

可能

Standard evaluation form:

一般評価フォーム：

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/call_p

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

tef/ef/2016-2017/h2020-call-ef-ria-ia-csa-2016-17_en.pdf

/h2020/call_ptef/ef/2016-2017/h2020-call-ef-riaia-csa-2016-17_en.pdf

H2020 General MGA -Multi-Beneficiary

Horizon2020 総合 MGA（助成金協定モデル）-マルチ受益

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/g

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

ga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf

Annotated Grant Agreement:

注釈付き助成金協定：

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

/h2020/grants_manual/amga/h2020-amga_en.pdf

6. Additional provisions:

6. 追加規定：

Horizon 2020 budget flexibility

Horizon2020 予算の柔軟性

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-i-

/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-

budgflex_en.pdf

annex-i-budgflex_en.pdf

Classified information

機密情報

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-j-

/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-

classinfo_en.pdf

annex-j-classinfo_en.pdf

Technology readiness levels (TRL)

技術準備レベル（TRL）

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-g-trl_en.pdf

/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617annex-g-trl_en.pdf

- where a topic description refers to TRL, these definitions

- トピック説明が TRL に言及する場合、これらの定義が

apply.

適用される
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Financial support to Third Parties

第三者への財政支援

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617-annex-k-fs3p_en.pdf

/h2020/other/wp/2016_2017/annexes/h2020-wp1617annex-k-fs3p_en.pdf

- where a topic description foresees financial support to Third

-トピックの説明が第三者への財政支援を想定する場合、

Parties, these provisions apply.

これらの規定が適用される。

7. Open access must be granted to all scientific publications

7. Horizon2020 アクションから生まれたすべての学術

resulting from Horizon 2020 actions.

出版物にオープンアクセスが保障される必要がある。

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h20

guide/cross-cutting-issues/open-access-data-

20-funding-guide/cross-cutting-issues/open-access-

management/open-access_en.htm

data-management/open-access_en.htm

Where relevant, proposals should also provide information on

該当する場合、申請書は、参加者がプロジェクト期間内

how the participants will manage the research data generated

に生成し収集した研究データ、例えばどのようなタイプ

and/or collected during the project, such as details on what

のデータがプロジェクトで生成され、それをどう発展さ

types of data the project will generate, whether and how this

せ、立証や再利用のためにどうアクセス可能にするか、

data will be exploited or made accessible for verification and

またそれをどう精選し保存するかといった詳細を取り扱

re-use, and how it will be curated and preserved.

う方法についての情報も提供する必要がある。

Open access to research data

研究データへのオープンアクセス

The Open Research Data Pilot has been extended to cover all

オープン研究データパイロットは、提出が 2016 年 7 月

Horizon 2020 topics for which the submission is opened on 26

26 日 も し く は そ れ 以 降 に 設 定 さ れ て い る す べ て の

July 2016 or later.

Horizon2020 トピックをカバーするために拡張されてい
る。

Projects funded under this topic will therefore by default

したがって、このトピック下で資金提供を受けるプロジ

provide open access to the research data they generate, except

ェクトは、作業計画の附属書 L に記載の条件下で彼らが

if they decide to opt-out under the conditions described in

離脱を決定した場合を除き、原則的に彼らが生成した研

annex L of the Work Programme.

究データへのオープンアクセスを提供する。
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Projects can opt-out at any stage, that is both before and after

プロジェクトは、助成金署名の前後どちらとも、あらゆ

the grant signature.

るステージで離脱可能である。

Note that the evaluation phase proposals will not be evaluated

評価段階の申請書は、彼らが自分のデータを公表し、共

more favourably because they plan to open or share their data,

有することを計画しているため、より優位には評価され

and will not be penalised for opting out.

ないし、プロジェクト離脱にかかる処罰はないことに注
意。

Open research data sharing applies to the data needed to

オープン研究データの共有は、科学出版物に提示した結

validate the results presented in scientific publications.

果を検証するために必要なデータに適用される。

Additionally, projects can choose to make other data available

さらに、プロジェクトは他のデータを利用可能なオープ

open access and need to describe their approach in a Data

ンアクセスにすることを選択でき、データ管理計画に彼

Management Plan.

らのアプローチを記述する必要がある。

- Projects need to create a Data Management Plan (DMP),

- プロジェクトは、彼らが自分の研究データをオープン

except if they opt-out of making their research data open

アクセスにすることから離脱する場合を除き、データ管

access.

理計画（DMP）を作成する必要がある。

A first version of the DMP must be provided as an early

データ管理計画の初版は、プロジェクト開始から 6 カ月

deliverable within six months of the project and should be

以内に初期の成果として提供されなければならなく、ま

updated during the project as appropriate.

た必要に応じてプロジェクト期間内に更新する必要があ
る。

The Commission already provides guidance documents,

欧州委員会はデータ管理計画のテンプレートを含むガイ

including a template for DMPs.

ダンス文書をすでに提供している。

- Eligibility of costs: costs related to data management and data

- コストの資格：データ管理とデータ共有に関連するコ

sharing are eligible for reimbursement during the project

ストは、プロジェクト期間中に償還の対象となる。

duration.

The legal requirements for projects participating in this pilot

このパイロットに参加するプロジェクトのための法的要

are in the article 29.3 of the Model Grant Agreement.

件は、モデルグラント契約第 29 条 3 項にある。
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http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/mga/g

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

ga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf#page=66

/h2020/mga/gga/h2020-mga-gga-multi_en.pdf#page=66

8. Additional Documents:

8. 追加資料

H2020 Work Programme 2016-17: Introduction

Horizon2020 ワークプログラム 2016-17：イントロダクシ

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20

ョン

16_2017/main/h2020-wp1617-intro_en.pdf

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref
/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-intro_en.pdf

H2020 Work Programme 2016-17: Europe in a changing world

Horizon2020 ワークプログラム 2016-17：変化する世界に

- inclusive, innovative and reflective societies

おけるヨーロッパ―包括的、革新的、思索的社会

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

16_2017/main/h2020-wp1617-societies_en.pdf

/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617societies_en.pdf

H2020

Work

Programme

2016-17:

Dissemination,

Horizon2020 ワークプログラム 2016-17：普及、開発、評

Exploitation and Evaluation

価

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/20

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

16_2017/main/h2020-wp1617-comm-diss_en.pdf

/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-commdiss_en.pdf

H2020 Work Programme 2016-17: General Annexes

Horizon2020 ワークプログラム 2016-17：総合付属書

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-ga_en.pdf

/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617annex-ga_en.pdf

Legal basis: Horizon 2020 - Regulation of Establishment

法的根拠：Horizon2020 –設立規定

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf

/h2020/legal_basis/fp/h2020-eu-establact_en.pdf

Legal basis: Horizon 2020 Rules for Participation

法的根拠：Horizon2020 –参加ルール

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

basis/rules_participation/h2020-rules-participation_en.pdf

/h2020/legal_basis/rules_participation/h2020rules-participation_en.pdf
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Legal basis: Horizon 2020 - Specific Programme

法的根拠：Horizon2020 – 特別プログラム

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/legal_

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref

basis/sp/h2020-sp_en.pdf

/h2020/legal_basis/sp/h2020-sp_en.pdf

Submission Service

提出サービス

The submission system is planned to be opened on the date

提出システムはこのトピック冒頭に表明された日時に公

stated on the topic header.

表される予定である。

Get support

サポートを受ける

H2020 Online Manual : your online guide on the procedures

Horizon2020 オンラインマニュアル：申請書提出から助

from proposal submission to managing your grant.

成金管理までの手続きに関するオンラインガイド

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/fu

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/

nding/guide.html

desktop/en/funding/guide.html

Participant Portal FAQ – Submission of proposals.

参加者ポータル FAQ――申請書の提出

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/sup

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/d

port/faq.html

esktop/en/support/faq.html

National Contact Points (NCP) - contact your NCP for further

ナショナルコンタクトポイント（NCP）――支援を受ける

assistance.

ための NCP コンタクト

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/su

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/

pport/national_contact_points.html

desktop/en/support/national_contact_points.html

Research Enquiry Service – ask questions about any aspect

研究問い合わせサービス ―― 一般的には欧州の研究

of European research in general and the EU Research

のあらゆる側面についての質問、特に EU 研究フレーム

Framework Programmes in particular.

ワークプログラムに関する質問

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=enquiries

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=en
quiries

Enterprise Europe Network – contact your EEN national

エンタープライズヨーロッパネットワーク――中小企

contact for advice to businesses with special focus on SMEs.

業に特に焦点を当ててビジネスへのアドバイスを行う機

The support includes guidance on the EU research funding.

関。EU 研究助成金のガイダンスサポートも行う。

http://een.ec.europa.eu/
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IT Helpdesk- contact the Participant Portal IT helpdesk for

IT ヘルプデスク――パスワードを忘れた場合や、アクセ

questions such as forgotten passwords, access rights and roles,

ス権、役割分担、申請書提出におけるテクニカルサポー

technical aspects of submission of proposals, etc.

トといった質問は IT ヘルプデスク参加者ポータルへ。

http://ec.europa.eu/research/participants/api/contact/index.htm

http://ec.europa.eu/research/participants/api/cont

l

act/index.html

Ethics – for compliance with ethical issues, see the Participant

研究倫理――倫理問題に関するコンプライアンスに関

Portal and Science and Society Portal

しては、
参加者ポータルおよび科学社会ポータルを参照。

Participant Portal

参加者ポータル

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h20

guide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm

20-funding-guide/cross-cutting-

Science and Society Portal

issues/ethics_en.htm

http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=policy&lib=

科学社会ポータル

ethics

http://ec.europa.eu/research/swafs/index.cfm?pg=po
licy&lib=ethics

European IPR Helpdesk assists you on intellectual property

欧州知的財産権（IPR）ヘルプデスク：知的財産問題で支

issues

援を行う。

http://www.iprhelpdesk.eu/

http://www.iprhelpdesk.eu/

CEN andCENELEC, the European Standards Organisations,

欧州規格団体 CEN および CENELEC では、プロジェクト申

advise you how to tackle standardisation in your project

請書における規格化への取り組みのアドバイスを行う。

proposal. Contact CEN-CENELEC Research Helpdesk at

CEN-CENELEC

research@cencenelec.eu.

research@cencenelec.eu＞。

CEN

欧州規格団体 CEN

http://www.cencenelec.eu/research/pages/default.aspx＞

http://www.cencenelec.eu/research/pages/default.as

研 究 ヘ ル プ デ ス ク は ＜

px＞

CENELEC

CENELEC

http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwestandfor/fosterinn

http://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwestandfor/

ovation/randd.html

fosterinnovation/randd.html

CEN-CENELEC
research@cencenelec.eu.

Research

Helpdesk

at

CEN-CENELEC

研

究

ヘ

ル

プ

デ

ス

ク

は

research@cencenelec.eu.
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The European Charter for Researchers and the Code of

研究者のためのヨーロッパ憲章と研究者募集のための

Conduct for their recruitment

行動規範

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/am509774C

http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/a

EE_EN_E4.pdf

m509774CEE_EN_E4.pdf

Partner Search Services help you find a partner organisation

パートナー検索サービス――申請書に合致するパート

for your proposal

ナー機関検索支援。

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-

http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h20

guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm

20-funding-guide/grants/applying-for-funding/findpartners_en.htm
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