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   日欧産業協力センターは、日本と EU間の産業協力を担う中核的機関として、１９８７年５月に 

経済産業省と欧州委員会の合意により、「一般財団法人 貿易研修センター（現 国際経済連携推

進センター）」の支部としてスタートしました。東京とブリュッセルの２か所に事務所を置き、日・EU 両

政府との連携を深めながら次のような事業を行っています。 

２０２０年７月より、新たに「一般財団法人 日欧産業協力センター」として独立し、今後さらなる

日・EU の経済関係の発展に貢献して参ります。 

 

 

（１） 学生向け企業研修事業 (Vulcanus Programme) 

      日・EUの理工系学生を対象にした、語学研修と企業研修から構成される１年間のプロ 

      グラムです。将来の日・EU経済を担う若者を育成します。 

 

（２） 産業界へのサービス 

  EU ビジネスパーソンを対象に、日本の製造業や対日ビジネスに必要な要素を盛り

込んだ短期間研修を実施しています。また、日本と EU の経済と雇用を支える重要な

柱である「中小企業」に対し、関係する政策課題をテーマにセミナーの開催および国

境を越えたビジネスパートナー探しの支援を行なっています。 

  

（３） 政策関連事業 

   日・EU双方にとって重要な政策課題や最近の政策動向などを取り上げたセミナー・ 

ワークショップの開催をはじめ、日・EU経済界の代表者が一堂に会し、日・EU間の 

課題について討議の上、両政府首脳へ政策提言をするための円卓会議の運営を行 

っています。 

 

（４） 研究開発およびイノベーションにおける日・EU連携の強化 

   欧州で実施される研究や画期的な開発を促進するための支援事業である「ホライゾン・ 

ヨーロッパ」に参加を希望する研究者・機関に対して情報提供やヘルプデスクを通じたサ 

ポートを行っています。また、人工衛星の活用などに関する情報提供や、活用の具体的 

な取り組みについての支援なども行っています。 

 

 

当センターは、２００１年１２月に欧州連合および日本政府により採択された「日・ＥＵ協力のため

の行動計画」に言及されている団体です。同行動計画では、ヴルカヌス・プログラムに対し両政府が

支援していくことが記載されています。  

参考 URL:  https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/j_eu2001/keikaku.html 

           http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/keikaku.html 

  

日欧産業協力センターとは？ 

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_koi/j_eu2001/keikaku.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/eu/keikaku.html
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＜ヴルカヌス（Vulcanus）とは?＞ 

ラテン語で「鍛冶屋の神」を意味しています。このプログラムは「鉄は熱い内に打て」の格言のと

おり、今後の日・EU 経済関係を担う若者を対象にしています。 ヴルカヌス・プログラムは以下の２

つに分かれています。 

 
 

(１) ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ －  本募集プログラム  

日本の理工系学生を対象に１年間 EU加盟国で研修を行うプログラムです。  

語学研修と企業研修（インターンシップ）で構成され、語学研修では企業研修で使用する 

言語の習得をめざします。プログラムを開始した１９９６年以来、２０１９年度までに計４３５名 

の理工学系大学生・大学院生、高等専門学校生をＥＵ加盟国* へ派遣し、受入企業から 

高く評価されています。 
 

*ＥＵ加盟国（２０２１年 5月現在）： 

アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア 

スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー 

フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア 

リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク 

 

(２) ヴルカヌス・イン・ジャパン 

EU加盟国の理工系学生で日本に関心のある者を対象としたプログラムで、１９９７年以降、 

毎年約３０名の欧州学生が９月から翌年８月の約１年間、日本語研修および日本企業で 

企業研修（インターンシップ）を行っています。 

 

＜本プログラムの概要＞* 

１． 派遣期間 ２０２２年４月～２０２３年３月下旬 (約１年間） 

２． 内容  （１）欧州セミナー (ブリュッセル) ······· ４月 （約２日間） 

 （２）語学研修 (EU加盟国各地) ······· ４ヵ月間 (２０２２年４月上旬～７月末) 

 （３）企業研修 (EU加盟国各地)······· ７ヵ月間 (２０２２年８月中旬～２０２３年３月中旬) 

３． 奨学金 （１）欧州セミナー受講料、語学研修中の授業料またホームステイ（又は寮）の 

費用は、日欧産業協力センターが負担 

（２）渡航費用や語学研修中の費用として、日本出発時に７０万円を支給 

（３） 企業研修中に現地において原則として５,７７５ユーロを支給 
 

 
 
＊国の補助金で運営しているため、都合により予定が変更されることがあります。予めご了承ください。 

理工学系学生向け企業研修「ヴルカヌス・プログラム」について 

 



  3 

 

募 集 要 項 
 

 
１．実施目的 

 

日欧の産業協力を推進するため、日本の理工学系学生に対し、語学研修 

および企業研修を実施し、将来の日欧経済関係を担う若者を育成する。 

２．応募資格 下記条件を全て満たす方 

 応募時点で、日本の大学において、学部３年生・４年生、大学院生、 

または高等専門学校専攻科 1年生・２年生に在籍する者 

 理工学系の学生 

分野については p.５ 「８.応募にあたって【専門分野について】」を参照 

 日本国籍を有する者 

 以下いずれかの英語能力スコアを有する者 

TOEFL iBＴ７０点以上／TOEIC６５０点以上／TOEFL ITP（Lv.1）５２５点以上 

３．応募受付期間 ２０２１年９月１日（水）～９月２２日（水）必着 

４．募集人員  ３０名程度 

５．応募方法 以下の書類を全て揃え、郵送にて提出してください。 

 

【指定フォーム】  提出書類(１)～(３)は、６月下旬頃に当センターホームページに 

            掲載する様式①～③全ページを使用。 

            http://eu-japan.eu/ja/training-young-scientists-engineers 

【郵送先】  日欧産業協力センター「ヴルカヌス・イン･ヨーロッパ担当」宛 

 （１）  応募申込書 - 様式① 

 写真貼付、署名、捺印 

 （２）  教授等の推薦状 （日本語＆英語） - 様式② 

 推薦者（教授、指導教員等）の署名要 

 （３）  小論文 （日本語＆英語） - 様式③ 

 日本語は１,０００～１,２００字 

 以下３つの内容をすべて含むこと 

① プログラム参加志望理由 

② 大学・大学院・高専での専門分野について 

③ 受入企業に対して自分が貢献できることは何か 

 （４）  TOFFL または TOEIC のスコアシート（コピー可） 

受験日が応募締切日（２０２１年９月２２日）より２年以内のもの 

 （５）  成績証明書 （日本語＆英語）  

 現在の学年の前期分を含む最新の成績証明書、原本 

また、該当する方は以下もあわせて提出してください。 

 大学院生： 学部の成績書（日本語＆英語） 

 高専から大学・大学院への編入者： 高専の成績書（日本語＆英語） 
 

＊大学側の都合により期限までに提出できない場合： 

「理由書」(A４用紙・書式自由)を作成し、提出が遅れる理由と 

提出予定日を明記の上、他書類とともに９月２２日迄に提出下さい。 

 

http://eu-japan.eu/ja/training-young-scientists-engineers
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６. 選考方法 

① 一次審査  書類選考 

② 二次審査  面接 （オンラインにて実施予定） 

③ 三次審査  企業による選考 および日欧産業協力センターによる派遣者認定 

 上記全ての審査を通過してはじめて渡航決定となります。 
 

７．選考・派遣スケジュール （予定） 
 

2021年 9月 1日～9月 22日 応募書類受付 

9月下旬 一次審査 → 10月上旬に結果通知 

10月中旬 二次審査 → 10月下旬に結果通知 

10月下旬 三次審査 → 11月上旬までに結果通知 

渡航決定次第～2022年 3月下旬 渡航準備、ビザ取得など 

2022年 2月中旬 渡航者対象 事前説明会 *1 

3月下旬 壮行会 *2 

4月初旬 欧州へ渡航、ブリュッセルにて欧州セミナー（約 2日間）*3 

4月上旬～7月 欧州にて語学研修 

8月中旬～2023年 3月中旬 欧州にて企業研修 

2022年 10月中旬 ブリュッセルにて中間報告会（予定） *4 

2023年 3月下旬 日本にて帰国報告会および修了式 *5 
 

＊派遣決定者は、語学研修・企業研修ほか、予定される全ての行事（*1～5）への参加が前提です。 

 

８．応募にあたって  

【派遣について】 

・ ヴルカヌス・イン・ヨーロッパは、原則、語学研修４ヵ月間＋企業研修７ヵ月間で構成されたプ 

  ログラムですが、一部派遣国によってはその国の法律により、語学研修および企業研修期 

間が異なります。 
 

・ ビザ・滞在許可などの取得が困難となるなどの理由により、派遣決定後に研修国や受入企 

業の変更を余儀なくされる、あるいは研修国や受入企業の事情により、研修が中止・中断と 

なる場合があることをご了承の上、ご応募ください。 

   ・ ビザ・滞在許可取得に関わる条件や提出書類は国によって様々です。そのため応募学年 

によって研修を受けられる国が異なり、限定される場合があります。詳細は一次審査通過者 

にご案内します。 

  ・ 本プログラムは、EU加盟国で研修を行うことを主旨としています。そのためプログラム参加 

    期間中は特別な事情を除き、本研修以外の目的で EU圏外に出ることを認めておりません。 

・ プログラム参加期間中は特別な事情を除き、遅れての参加、一時帰国や途中帰国は認めて 

おりません。 
 

 【奨学金について】 

・ 奨学金は返済不要です。 

・ 派遣国によっては国の法律により、奨学金に代わり企業から研修生へ報酬が支払われます。 

・ プログラム参加期間中は、原則として他の給付型奨学金との併用はできません。判明した 

場合には派遣取り消しとなる可能性がありますので、ご不明な点がありましたらご応募前に 
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お問い合わせください。 

・ 研修に関係のない旅費や物品購入などは、奨学金には含まれないため自己負担です。 

また国によっては、大使館や派遣国の当局より、生活費および十分な滞在資金証明として、 

奨学金の他に、自己資金が必要になることがあります。手続き時に必要となる自己資金の目 

安は、一次審査通過者にご案内する予定です。 
 

   ・ 本プログラムは、国の補助金を使用して実施・運営しておりますので、派遣決定後になんらか 

     の理由で研修中止となった場合、支出した経費を除いた奨学金を返還して頂きます。 

（経費例：ビザ申請や滞在許可申請に関する費用、返金不可の航空券代等）控除対象となる 

経費は状況に応じて異なります。 

 

 【専門分野について】 

本プログラムは、毎年同じ企業や部署から、研修生受入れの応募があるとは限らないため、 

派遣年度によって企業の業界や、企業が学生に求める専門分野、研修内容が異なります。 

以下は、過去２年間に本プログラムに応募した企業が、学生に求める専門分野としてあげた 

ものです。他分野の学生を希望する企業から、応募がある可能性もあります。したがって、 

ここに記載の分野は、２０２２年度派遣の受入れ先を保証するものではなく、最近の実績とし

て参考までにご紹介するものです。 

    機械工学系／電子電機工学系／情報工学系／材料工学／化学／物理／ 

科学／バイオ系  

      ２０２２年度派遣の応募企業の情報は、企業名・国・研修内容・企業が学生に求めるレ

ベルや専門分野など一覧にしたものを、一次審査通過者にお知らせします。 

 

 【提出書類について】 

・ 書類不備の連絡、および提出書類の返却は致しませんので予めご了承ください。 

・ 英語能力テストのスコアシートは、応募〆切までに提出できるよう、各種試験実施日程を事

前に確認してください。英語能力テストを受験後、正式なスコアシートが応募〆切までに間

に合わない場合は、インターネット等で確認できる簡易スコア結果の提出も受付けます。そ

の場合は、応募者本人のスコアであることが分かる状態でご提出ください。また、新型コロナ

の影響により、受験が困難な場合は、応募〆切から３年以内のスコアシートも受付けます。 
 

 【選考・派遣スケジュールについて】 

     ・ 選考・派遣スケジュールは状況によって変更になる可能性があります。 

     ・ 個人の都合による日時変更に応じることはできません。 

・ 二次審査の日程は、８月頃に当センターホームページ「選考・派遣スケジュール」にて 

  お知らせする予定です。 

９．個人情報の取り扱いについて  

ご提出頂いた個人情報は適切に管理し、本事業以外の目的で利用することはありません。 

１０．お問い合わせ先 ・ 応募書類提出先 

    プログラムに関する基本的な事項は、当センターのホームページに掲載しています。 

    必ず、ホームページに掲載している Q＆Aをご覧頂いた上で お問い合わせください。  

 

 

 

 
 

一般財団法人  日欧産業協力センター   

ヴルカヌス・イン･ヨーロッパ  担当  

〒108-0072 東京都港区白金１丁目 27番 6号, 白金高輪ステーションビル 4階 

Tel: 03－6408－0281 ／ E-mail: VinE@eu-japan.gr.jp  

http://eu-japan.eu/ja/training-young-scientists-engineers 

http://eu-japan.eu/ja/training-young-scientists-engineers

