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Horizon 2020 ナショナルコンタクトポイント（NCP Japan） 

セミナー at Wind Expo 2015 

「Horizon 2020 と風力、再生可能エネルギー分野に於ける日欧連携」 

キーワード：「欧州との連携」「再生可能エネルギー」「風力発電」「Horizon2020」 

Horizon 2020 NCP Japan Seminar at Wind Expo 2015  

“EU-Japan cooperation in wind and other renewable energies 

through Horizon 2020” 

Key words: Japan-Europe cooperation, renewable energy, wind energy, Horizon 2020 

 

1. 趣旨： 

ヨーロッパでは、2014年 11月に発足したユンカー欧州委員会の下、「欧州エネルギ

ー連合」が作られ、エネルギー政策の統一とエネルギー源の多様化を図るなど、再生

可能エネルギー関連での動きが活発化している。研究とイノベーション促進のため

の EU のプログラム Horizon 2020 でも、2015 年公募予定のエネルギー関係の公募

の総助成金額は日本円にして約 850 億円余りであり、最重要分野の一つとなってい

る。日本において、再生可能エネルギーの研究開発にたずさわる企業、大学における

関係者の多くが集まる Smart Energy Week 2015内の展示会Wind Expo 2015に出

展し、NCP セミナーを開催することは、風力を中心とした再生可能エネルギーに関

するHorizon 2020プログラムへ日本からの参加を促進する上で最も効率の良いアプ

ローチであると思われる。本セミナーの目的は Horizon 2020 の概要、日本からの参加

可能性、今後の応募のチャンスなどを簡潔に説明し、過去のフレームワークプログラムでの

再生可能エネルギー分野での成果も紹介、欧州の産業界から見たこれらの分野の研究開

発における国際協力の意義、必要性などのポイントのまとめも踏まえ、今後の日欧連携強

化に繋げることである。具体的な参加方法等の詳細は、並行して日欧産業協力センターの

展示ブースで説明することとする。 

 Background and Objectives 

One of the latest movements in EU is the creation of a European Energy Union 

under the new European Commission lead by Jean-Claude Juncker by integrating 

and harmonizing energy policies in each Member Country at the EU level as well as 

diversifying energy resources as much as possible. Energy is one of the most 

important areas of the EU’s Framework Programme for Research and Innovation, 

Horizon 2020, with total amount of about 700 M Euro to be granted for renewable 

energy related programmes for 2016-2017. 

Considering that Smart Energy Week 2015 (Wind Expo 2015) is the largest fair in 

Japan for renewable energies attracting a large number of researchers and industries 

in the relevant fields, it will be an efficient approach to promote Japanese 
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participation to wind and other renewable energy related programmes of Horizon 

2020. The objective of the seminar is to promote EU-Japan cooperation in the relevant 

fields by giving basic information on Horizon 2020, overview of the achievements from 

the past Framework Programmes in these areas, with a short presentation of 

industrial perspective on international collaboration in precompetitive phase R&D on 

wind and renewable energies. Audiences will be encouraged to stop by at the booth by 

the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation for more detailed information and 

consultation for possible participation. 

2. 主催：日欧産業協力センター 

Organizers: EU-Japan Centre for Industrial Cooperation 

3. 対象：産業界、研究機関の風力発電関係者、または興味を持たれる方。助成機関関係者

等 50~100名程度 

Target audience: Industrial and research community people involved or interested in 

the wind energy as well as programme managers from the funding agencies. 

4. 日時：2015年 2月 25日、12:20 ~ 13:20  

Date: 12:20 ~ 13:20, 25 February 2015 

5. 会場：Tokyoビッグサイト、スマートエネルギーWeek、展示場内セミナースペース C 

（小間番号 W9-4） 

Venue: Seminar space C of  the West Hall 1 at Smart Energy Week / Tokyo Big Sight (Booth 

number: W9-4) 

6. 使用言語：日本語 

Language: Japanese, without interpretation 

7. 参加費及び参加登録：無料 

Participation: free of  charges 
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8. 概要（変更の可能性あり）： 

Programme (subject to change) 

 

時間 Time 概要 Programme 発表者/presenter 

12:20-12:25 開会の挨拶 Opening 

 

日欧産業協力センター EU-

Japan Centre for Industrial 

Cooperation 

12:25-16:45 欧州フレームワークプログラムにおける風力を

中心とした再生可能エネルギー研究開発の現状 

Overview of wind and other renewable energy 

development through EC framework 

programmes.  

 

Representatives of FP7 Off-

shore wind Projects, 

DEMOFLOAT, INFLOW, 

FLOATGEN and  

Rapporter: H. MATSUMOTO 

12:45-13:00 企業から見た風力を中心とした再生可能エネル

ギー開発における国際協力への展望 Industry 

perspectives for international collaborations in 

the pre-competitive phase R&Ds of wind and 

other renewable energies.   

IDEOL (Participant of FP7 

Project FLOATGEN)/ Bruno 

GESCHIER 

13:00-13:15 Horizon 2020 の概要、日本からの参加につい

て、今後の公募情報 

Brief overview of the Horizon 2020 programme 

and Japanese participation, on going and 

forthcoming calls. 

日欧産業協力センター EU-

Japan Centre for Industrial 

Cooperation 

13:15-13:20 結辞 Closing  

 


