
日本におけるEUの主な科学技術・イノベーション
イベント



2023年1月24日-27日

欧州委員会の研究・イノベーション総局長代理、来日

欧州委員会のシグネ・ラッツォ研究・イノベーション総局長代理 （兼ホライズン・ヨーロッパ準参加主席交渉官）が1月24日～27日に東京を訪れ、日本の欧
州連合（EU）の主要資金助成プログラム「ホライズン・ヨーロッパ」への準参加の可能性について、関係省庁、資金提供機関およびさまざまな研究機関と協
議した。日本が準参加国となれば、日・EU間の研究・イノベーション分野の連携全体を大きく飛躍させ、日・EU戦略的パートナーシップ協定、日・EUグリーン
・アライアンスおよび日・EUデジタルパートナーシップを支え、先般両者間で署名された「水素に関する協力覚書」の実施にも寄与する。今回の訪日に際し
、駐日EU代表部と東北大学は、「ホライズン・ヨーロッパ」の2023年～2024年ワークプログラムのクラスターにおける研究協力の機会、および準参加のメリ
ットに関するセミナーをハイブリッド形式で共催した。ジャン=エリック・パケ駐日EU大使の挨拶に続き、ラッツォ総局長代理、日本側担当者および関連省庁
の代表者らによる講演が行われた。また、ノルウェー研究評議会より準参加のメリットについての説明およびフレームワークプログラム（FP）の実例が紹介
された。 セミナーの概要ページはこちら （英語） hybrid seminar プレゼンテーションは以下でご覧いただけます（英語）

アジェンダ: Enhancing STI Collaboration between the EU and Japan: Opportunities and Challenges 

プレゼンテーション:
1. Mirela Atanasiu: Opportunities for Japan under the EU Clean Hydrogen Partnership:  here
2. Maria Georgiadou: Horizon Europe call for international cooperation under Mission Innovation on advanced 

biofuels (Cluster 5)  here
3. Henriette Van Eijl:  Cluster 1 on Health here 
4. Stefan Kramer:  Cluster 4 with a focus on Digital Technologies  here
5. Andrea De Candido: Connected, Cooperative and Automated Mobility (CCAM) topics: new opportunities for 

collaboration between the EU and Japan (Cluster 5)  here
6. Annette Scheegans:  R&I Opportunities under the Horizon Europe Mission “A Soil Deal for Europe”  here
7. Kristin Danielsen: Norway’s participation in the Framework Programme as an Associated Country  here
8. Toshimi Ogawa:   Horizon 2020 e-VITA project on ICT for healthy ageing  here
9. Fabrice Stassin:   UMICORE’s participation in the EU R&I Framework Programme  here
10. Teruoki Tago:  Horizon 2020 LAURELIN project on advanced biofuels  here

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/stepping-cooperation-ri-japan-acting-director-general-ratso-visits-tokyo-2023-01-25_en
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Enhancing_STI_Collaboration_between_the_EU_and_Japan_(online).pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/CleanH2JU_AWP2023_Japan-collab_25012023.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Maria%20GEORGIADOU-EU-JAPAN%2025%20January%202023%20v2.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/H.%20Van%20EIJL_Health%20R%26I%2025.01.23.pptx.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Stefan_KRAMER-Cluster_4_EU_Del_25_Jan_2023.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Andrea%20DE%20CANDIDO-%20CCAM%20-%20Enhancing%20STI%20Collaboration%20between%20the%20EU%20and%20Japan.pptx.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Annette%20SCHNEEGANS-%20EU_Japan_STI_Collaboration_Soil_Mission.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Kristin%20DANIELSEN-%20Norway%E2%80%99s%20participation%20in%20the%20Framework%20Programme.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/e-VITA%20Project%20Overview.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/Fabrice%20STASSIN%20-%20Enhancing%20STI%20Collaboration%20between%20EU%20and%20JP%20-%20Umicore%20Slides%20-%20v02%20250123.pptx.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2023/20230125_EU_Tohoku_Tago_TokyoTech.pdf


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2021年11月4日

サイエンスアゴラ2021：ホライズン2020セッション

11月4日に駐日EU代表部は、サイエンスアゴラに参加するのは今年で7回目となります。 今年5月に開催された日・EU定期首脳協議でも
再確認されたとおり、科学技術・イノベーション分野での協力は日・EU関係の重要な要素です。本セッションでは、EUの研究・イノベーショ
ン助成計画 「ホライズン2020」の枠組みの中で活動する研究者が、参加経験を語りや日・EU研究協力のメリットを紹介します。

概要とプログラム：https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2021/session/04-b13.html

駐日EU大使を含む、主催者や関係機関代表者からのメッセージ：
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2021/message.html

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2021/session/04-b13.html
https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2021/message.html


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2021年7月7日

第9回EU研究・イノベーション枠組み計画「ホライズン・ヨーロッパ」の始動記念ウェビナー

7月7日に駐日EU代表部は、第9次EU研究・イノベーション資金助成枠組み計画「ホライズン・ヨーロッパ」の開始を記念するウェビナーを
開催しました。ホライズン・ヨーロッパはグローバルな課題や分野横断的なミッション、パートナーシップ、オープンサイエンスポリシーに
重点を置き、研究とイノベーションにおけるEUと日本のパートナーシップを新しいレベルに引き上げるための優れた手段です。同計画を
紹介する日本初の情報イベントである本ウェビナーは、EUと日本の主要関係者からの歓迎の挨拶に始まり、続いてホライズン・ヨーロッ
パおよび2021年から2022年の公募について、主に日欧の協力、フロンティア研究、モビリティの機会といった観点から日本の研究者にそ
の重要性と意義を説明しました。

プログラム：
https://eeas.europa.eu/sites/default/files/launch_
of_horizon_europe_in_japan_7.7.2021.pdf

挨拶動画：
https://www.youtube.com/watch?v=n5sqFaQ-
F1A&list=PLtNDmyeluZmRoScL92fJsOp3Pqwv6GHl8

プレゼン資料:
https://drive.google.com/drive/folders/1M9kL-
2fjre85vU7qjOoTQTDrdfEmAF6S

https://eeas.europa.eu/sites/default/files/launch_of_horizon_europe_in_japan_7.7.2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=n5sqFaQ-F1A&list=PLtNDmyeluZmRoScL92fJsOp3Pqwv6GHl8
https://drive.google.com/drive/folders/1M9kL-2fjre85vU7qjOoTQTDrdfEmAF6S


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2021年6月23～24日

欧州研究・イノベーションデーズ 2021

6月23日～24日に欧州委員会が例年開催している「欧州研究・イノベーションデーズ2021」がオンラインで行われました。イベントでは、
「ホライズン・ヨーロッパ」（EU研究・イノベーション枠組み計画2021-2027）、「欧州研究領域」、「欧州イノベーションエコシステム」などの
研究とイノベーションに関する幅広いテーマのもと60以上のライブセッションが行われ、「デジタルアドベント」や「新型コロナウイルス感染
症からの回復」等、EUの優先課題に関する深く掘り下げた議論も行われました。このイベントでは、EU加盟参加国とホライズン2020関連
国を除き、日本は参加者数の多さで3位にランクインしました。

予告： https://www.youtube.com/watch?v=NVNUNZ1OV-k
プログラム: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_research-innovation-days-
2021-programme.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=NVNUNZ1OV-k
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/events/documents/ec_rtd_research-innovation-days-2021-programme.pdf


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2020年11月18日

サイエンスアゴラ 2020

駐日欧州連合（EU）代表部のパトリシア・フロア
大使は、科学技術振興機構（JST）が主催する、
国内最大規模の公開イベント「サイエンスアゴ
ラ2020」のオンライン開催に際し、ビデオで開会
の挨拶を行いました。EU代表部としては本年で
6回目の参加となる当イベントでは、ホライズン
2020の助成金でプロジェクトに参加する東京大
学、秋田大学、明治大学、そして京都精華大学
とロンドン芸術大学の研究者らが、ウェビナー
形式のセッションにて、研究の成果や多国間協
力のメリットについて発表しました。YouTubeで
同時配信されたこのセッションは、こちらのリン
クにて今後1年間の視聴が可能です。

オンラインにて発表中のパネリストの様子。左から、村田潔教授（明治大学）、足立高弘教授
（秋田大学）、米原有二教授（京都精華大学）、鈴木真二教授（東京大学）、エリザ・パロミノ教
授（ロンドン芸術大学）。© Delegation of the European Union to Japan, 2020

http://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/2020/held.html
https://www.youtube.com/watch?v=EBf8y4l04no&feature=youtu.be


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2020年11月13日 EC-AMED実施協定署名式

欧州委員会（EC）と日本医療研究開発機構（AMED）は、AMEDから助成金を受ける研究者が欧州研究会議（ERC）と共同で健
康問題に取り組むことを可能にする実施協定に署名しました。今回の署名式では、パトリシア・フロアEU大使による挨拶に続き、
欧州委員会研究・イノベーション総局国際協力局のマリア＝クリスティーナ・ルッソ局長、内閣官房 健康・医療戦略室の渡辺そ
の子次長、AMEDの三島良直理事長、ERCのジャン＝ピエール・ブルギニョン理事長、そして、EU日本政府代表部の正木靖大
使によるスピーチが行われました。式典は文部科学省国際部の有賀理部長による乾杯の挨拶で締めくくられました。

三島理事長（AMED）とフロアEU大使による署名式の様子
© Delegation of the European Union to Japan, 2020 

ルッソ局長によるスピーチ
© Delegation of the European Union to Japan, 2020 



日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2020年9月17日 新型コロナウイルスに関する日・EUウェビナーシリーズ：分野別ウェビナー

第6回「新型コロナウイルスと研究・イノベーション」

駐日欧州連合（EU）代表部は、日・EUウェビナーシリーズにて、「新型コロナウイルスと研究・イノベーション」を主催しました。シ
リーズ6回目の本ウェビナーでは、日欧の専門家や政府高官らが、疫学、準備、治療、診断とワクチン開発の分野における二
者間および多国間協力についての見解を共有するとともに、新型コロナウイルス感染症の予防および治療にあたり日欧協力
の機会を強調しました。

報告書：https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/webinar_n06_research_innovation_final_report_vf.pdf

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/webinar_n06_research_innovation_final_report_vf.pdf


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2020年1月29日 新年会

毎年、駐日欧州連合（EU）代表部は、日本の科学技術関係のパートナーを新年レセプションに招待し、これまでの協力に感謝す
るとともに、今後の一層実り多い協力関係を促進しています。

上段左から、赤石 浩一内閣官房イノベーション総括官、山脇 良雄文部科学審議官、徳田 英幸国立研究開発法人情報通信研究機構
理事長。下段左から、ゲディミナス・ラマナウスカス駐日EU代表部科学・イノベーション・デジタル・その他EU政策部部長、フランチェスコ・
フィニ同・副代表 © Delegation of the European Union to Japan, 2020



日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2019年12月17日～18日 ムーンショット国際シンポジウム

日本政府および科学技術振興機構（JST）や新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）などの日本の助成機関が開催した、
ムーンショット国際シンポジウムに、EUの行政執行機関である欧州委員会の代表が参加しました。具体的には、カルロス・モエダ
ス前委員（メッセージ動画にて参加）、現任のマリヤ・ガブリエル委員（同）、ウルフガング・バーチャー研究・イノベーション総局
（RTD）次長率いるブリュッセル本部からの当局者一行、および、駐日EU代表部の代表者たちが参加しました。またバーチャー
RTD総局次長は、「ホライズン・ヨーロッパ」に関する発表を行いました。

ムーンショット・シンポジウムで「ホライズン・ヨーロッパ」について発表を行うウルフガング・バーチャー次長

© Moonshot R&D Program, 2019

https://www.jst.go.jp/moonshot/sympo/sympo2019/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=5haPVYUY_G4&feature=youtu.be&t=990


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2019年12月11日 第9回日・EUデジタル／ICT戦略ワークショップ

EUと日本政府は、デジタル分野における協力と理解を深めることを目的に、業界関係者との会合を定期的に開催しています。
2019年12月に開催されたワークショップでは、オンラインプラットフォーム、トラストサービス、人工知能、モノのインターネット（IoT）、
ブロックチェーンなどを中心に議論が行われました。

第9回日・EUデジタル／ICT戦略ワークショップ

© Delegation of the European Union to Japan, 2019 



日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2019年11月16日～17日 サイエンスアゴラ 2019

駐日EU代表部は、今回で5度目の参加となるサイエンスアゴラにブースを出展し、日・EUの研究者が一般の来場者に対して現行の
共同プロジェクトについて説明を行いました。2019年は、VISIONプロジェクト（東京大学）、 INTERWASTEプロジェクト（国立環境研究所
＝NIES）、JENNIFER2プロジェクト（高エネルギー加速器研究機構＝KEK）の3つのプロジェクトに関する展示を行いました。（＊括弧内
は共同プロジェクトのパートナー）

KEKによるJENNIFER2 プロジェクトの発表 © Delegation of the European Union to Japan, 2019 

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/
https://w3.onera.fr/h2020_vision/
https://cordis.europa.eu/project/id/734522
http://www.nies.go.jp/index.html
http://www.jennifer2-project.eu/
https://www.kek.jp/ja/


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

科学技術振興機構（JST）と駐日EU代表部は、日本
科学未来館で、同協定の10周年記念イベントを共催
しました。

主な参加者として、パトリシア・フロア（駐日EU大使）、
濱口道成（科学技術振興機構理事長）、小林敏明（外
務省国際科学協力室室長）、フィリップ・ド・タクシー・
デュ・ポエット（日欧産業協力センター EU側事務局

長）、岡村直子（文部科学省審議官〈研究開発局担
当〉）、ゲディミナス・ラマナウスカス（駐日EU代表部
科学・イノベーション・デジタル・その他EU政策部部
長）が同イベントに出席しました。

歓迎の挨拶を行うパトリシア・フロア駐日EU大使

© Delegation of the European Union to Japan, 2019 

2019年12月15日 日・EU科学技術協力協定10周年記念式祭



日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2019年10月31日 ヨーロッパイノベーションデー

マリヤ＝クリスティナ・ルッソ局長（DG RTD）の発表 © 日欧産業協力センター, 2019

駐日EU代表部、日欧産業協力センター、EURAXESS 
Japan 、および日欧技術移転ヘルプデスクの共催で開催
された欧州イノベーションデー2019では、日本を拠点に

活動するイノベーター、個人、機関など関係者が集まり、
日・EUの双方のイノベーションの促進を目的としたさまざ
まな機会に関する情報が提供されました。EUの「欧州イ

ノベーション会議」や日本の「ムーンショットプロジェクト」
など最新の展開や今後の取り組みに関する報告が行わ
れ、またイノベーションの分野における協力強化の可能
性や、欧州に関心があるイノベーターに役立つサービス
について説明が行われました。

本イベントでは、EUで分野を問わず優先課題となってい

る、研究・イノベーションにおけるジェンダー平等がもう一
つのテーマとして取り上げられました。
「She Figures 2018」調査によるEUレベルの最新統計の概
要説明など、日本とEUの視点が紹介されました。

https://www.youtube.com/watch?v=UTujYrBc0Io


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2019年10月25日 欧州研究デー

駐日EU代表部で、 EURAXESS Japan と日本にある4つの欧州研究者団体（Ace Japon （在日本スペイン人研究者会）、在日
イタリア人研究者協会、German JSPS Club（ドイツ語圏日本学術振興会研究者同窓会）、およびサイエンススコープ）が主催し
た、第5回欧州研究デーを開催しました。欧州研究デーには、現在日本を拠点に活動している欧州の研究関係者が集まりました。

https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan/european-research-day/european-research-day-2019


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2019年10月10日～11月1日 写真展 「Women of Mathematics: A Gallery of Portraits」

駐日EU代表部と数理女子の共催で、「Women of

Mathematics throughout Europe」 と「日本の女性数
学者」の合同写真展を開催しました。

写真展では、数学の人間的な側面に焦点を当て、若
い女性科学者にロールモデルを提供するとともに、数
学の分野で働いている女性がしばしば直面する具体
的な障害をどのように乗り越えるのかについて議論を
促すことを目指しました。

写真展は、日本数学会、東京大学大学院数理科学研
究科、慶應義塾大学理工学部数理科学科、東北大学
知のフォーラムの協力を得て開催されました。

「Women in Mathematics: A Gallery of Portraits」 展の初日の様子 © Hiroaki Kono, 2019 

http://www.suri-joshi.jp/
https://womeninmath.net/


2019年10月5日 第10回日・EU科学政策フォーラム

第10回日・EU科学政策フォーラム © Delegation of the European Union to Japan, 2019

日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

駐日EU代表部と政策研究大学院大学（GRIPS）が共催した
第10回日・EU科学政策フォーラムは、欧州と日本の政策

立案者、助成機関、学界など科学技術イノベーション
（STI）関係者が集まり、日・EU双方の資金助成プログラム

のより緊密な協力と連携の強化や、変化する世界の中で
将来に備えSTI政策を効果的に実施していく方法について
考える良い機会となりました。日・EU間の協力の強化に向
けて、EUの「ホライズン・ヨーロッパ」と日本の「第6期科学

技術基本計画」を連携・活用する方法についてなど、幅広
くテーマ別に協力の機会について議論が行われました。

パトリシア・フロア駐日EU大使、ジャン=エリック・パケ欧州
委員会研究・イノベーション総局総局長、上山隆大（内閣

府総合科学技術・イノベーション会議常勤議員、山脇良雄
文部科学審議官など主要関係者がフォーラムに出席しま
した。



2019年6月5日 EU国際共同研究に関する各種財団による助成プログラム説明会

駐日EU代表部、日本学術振興会（JSPS）および科学技術振興機構 （JST）が主催し、日本有数の研究大学の一つである東京工業
大学で開催された説明会では、ジャン＝ピエール・ブルギニョン欧州研究会議（ERC）議長が、ERCが提供している研究協力に関

するさまざまな機会について説明を行い、日本の科学者にERC・JSPS間（2015年）およびERC・JST間（2018年）の実施取極めに
目を向けるように促しました。
発表の詳細はこちらよりご覧いただけます。

EUとの国際共同研究に関する各種財団による助成プログラム説明会
© Delegation of the European Union to Japan, 2019 

日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

https://www.jsps.go.jp/
https://www.jst.go.jp/
https://erc.europa.eu/
https://www.ruconsortium.jp/soshiki/4/322.html
https://erc.europa.eu/event/enhancing-eu-japan-research-cooperation-frontiers-knowledge


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2019年1月24日 新年会

毎年、駐日EU代表部は、日本の科学技術関係のパートナーを新年レセプションに招待し、これまでの協力に感謝するとともに、
今後の一層実り多い協力関係を促進しています。

左上から時計回りに、松本紘教授・理化学研究所理事長、パトリシア・フロア駐日EU大使、山川宏博士・宇宙航空研究開発機構（JAXA）
理事長,ゲディミナス・ラマナウスカス駐日EU代表部科学・イノベーション・デジタル・その他EU政策部部長
© Delegation of the European Union to Japan, 2019



日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2018年11月9日～11日 サイエンスアゴラ 2018

駐日EU代表部は、今回で4度目の参加となるサイエンスアゴラに出展し、日・EUの研究者が一般の来場者に対して現行の共同
プロジェクトについて説明を行いました。2018年は、 新潟大学とのIRUEC／POISEプロジェクトおよびMUOGRAPHIXと東京大
学とのINTENSEプロジェクトについて展示しました。また高エネルギー加速器研究機構（KEK）は、EUとの協力関係ついて展示
し、仮想現実（VR）ゴーグルを用いた加速器の没入型VR映像のデモを行いました。

サイエンスアゴラ © Delegation of the European Union to Japan, 2018 

https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/
https://www.muographix.u-tokyo.ac.jp/
http://riseintense.df.unipi.it/
https://www.kek.jp/ja/


日本におけるEU関連の主な科学技術イベント

2018年10月7日 研究者の協力を強化するための欧州委員会と日本科学技術振興機構の間の協力に関する新実
施取極め

欧州委員会研究・イノベーション総局のジャン＝エリック・パケ総局長と科学技術振興機構（JST）の濵口道成理事長は、日・EU

間の研究者の協力促進に関する実施取極めに署名しました。実施取極めに基づき、JSTの現行プロジェクトが支援している日
本の研究者は、EUが資金を拠出するERCの助成を受けている欧州の研究者との研究協力を推進することが可能になります。

実施取極めの署名は、（左から順に）パトリシア・フロア駐日EU大使、ジャン＝ピエール・ブルギニョン欧州研究会議
（ERC）議長、柴山昌彦文部科学大臣、濱口道成科学技術振興機構（JST）理事長の立ち会いの下で行われた
© European Commission, 2018

https://www.jst.go.jp/
https://erc.europa.eu/

