
HORIZON 2020

Open to the world!

EUの研究イノベーション計画
「ホライズン2020」
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欧州連合（EU)
5億人 - 28カ国 - 単一市場*

• 世界人口の約7％

• 世界の研究総支出の24% 

• 世界の高被引用論文の32% 

• 世界の特許出願の32%

Candidate and potential candidate countries

*人、物、サービス、資本の自由移動

Member states of the European Union
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• 800億ユーロ（11兆円）規模の
研究イノベーション計画
（2014年～2020年）

• 経済危機への対応策（成長と雇用を促
進する）

• 人々の生活、安全や環境に関する課題
に取り組む

• 研究とイノベーションのカップリング：研究
所から市場へ
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「ホライズン2020」とは？

Open to the world
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卓越した科学

産業リーダーシップ
社会的課題

欧州技術研究所（EIT）

その他

欧州原子力共同体（ユーラトム）

「ホライズン2020」の予算
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• 卓越した科学

• 産業リーダーシップ

• 社会的課題
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• 欧州研究領域（European Research Council)

Supporting top researchers from anywhere in the world to work in 
Europe                                                         

• マリー・スクウォドフスカ＝キュリー・ アクションズ (Marie Sklodowska Curie 
actions)

Providing opportunities for training and career development of 
individual researchers

• 未来および発展期にある技術（Future and Emerging 
Technologies）

Supporting visionary thinking through collaborations between 
science and engineering

• 研究インフラ（Research infrastructures- including e-
infrastructure)

Ensuring access to world-class facilities

卓越した科学
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• 実現技術・産業技術におけるリーダーシップ

Emphasising key technologies in areas such as advanced                
manufacturing, microelectronics, nanotechnology, biotechnology, 
ICT and space
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産業リーダーシップ
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社会的課題
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• 保健、人口構造の変化および福祉

• 食糧安全保障、持続可能な農業およびバイオエコノミー等

• 安全かつクリーンで、効率的なエネルギー

• スマート、環境配慮型かつ統合された輸送

• 気候への対処、資源効率および原材料

• 包括的、イノベーティブかつ内省的な社会の構築

• 安全な社会の構築
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国際共同研究

の利点知識へのアク

セス

市場のオープ

ン化

標準化

見解の共有
研究の質の

向上

科学技術外

交

世界的なプレ

ゼンスの向上
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世界に門戸が開かれた「ホライズン2020」

１. 国際的なパートナーを含むことも可能

2. 特定の国を対象にした公募

a) 奨励されるケース または
b) 必要条件となるケースがある

3. 共同公募

例）「新世代ネットワークの実現に向けた欧州との連携による共同
研究開発および実証」（EU-JP)
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「ホライズン2020」への参加条件

Minimum Conditions:

For standard (cooperative) research 
projects:      

3 participants from different Member 
States or associated countries

In addition, participants from any 
other country in the world can also 

be included

For actions aimed at individuals, like 
European Research Council or Marie 
Skłodowska-Curie Actions:

1 researcher 
1 host institution
1 project
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「ホライズン2020」応募までの流れ
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Find a 
relevant 

call

Find  
partner(s)

Submit a 
proposal

Get 
involved!
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「ホライズン2020」についてもっと知るには

 Horizon 2020 Participant Portal
Research and Innovation
European Commission
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/home.html

 Horizon 2020                   
European Commission
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

 Incontact (NCP's network)
http://www.ncp-
incontact.eu/nkswiki/index.php?title=Main_Page
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