
日仏イノベーション年リスト

事業名 実施主体 時期 　場所

天野浩名古屋大学大学院教授講演会「LEDの開発と未来：世界を照らす新たな光」 在フランス日本大使館，パリ日本文化会館(MCJP) 2015/6/8 パリ（MCJP）

講演会：「はかる」ことによって「わかる」こと：環境問題から美術品の分析まで」 MCJP 2015/6/17 パリ（MCJP）

日仏合同フォーラム「イノベーションと変貌する世界の課題」 日本学術振興会(JSPS)、ストラスブール大学他 2015/6/19-20 ストラスブール

Eco-Deep-SIP Workshop 内閣府，海洋研究開発機構(JAMSTEC)，仏海洋探査研究機構(IFREMER) 2015/6/29-7/2 東京

東京大学生産技術研究所ヨーロッパ連携事務所開所式 東京大学生産研、仏国立科学研究センター(CNRS)他 2015/7/2 リール

第１０回日仏筋ジストロフィーワークショップ「New Advances in Treatments of neuromuscular Diseases: from
basic to Applied Myology」

国立精神・神経医療研究センター、JSPS、仏筋学研究所，仏国立保健医療研究所

（INSERM）
2015/7/2-4 パリ

ジャパンワークショップ2015（仏人理工系学生15名の日本派遣） MCJP 2015年7月下旬 東京、愛知他

サイエンス・インカレ受賞者によるフランス研修 文部科学省，在京フランス大使館 2015/9/7-12 パリほか

第5回日仏セミナー
日仏政府（厚生労働省、仏社会問題・保健・女性の権利省、仏労働・雇用・職業
訓練及び労使対話省）

2015/9/14-16 パリ

日仏討論会「プラスエネルギー都市に向って」 アンスティチュ・フランセ東京、上智大学 2015/9/14 東京（上智大学）

スマートシティシンポジウム 日本学術会議，在京フランス大使館 2015/9/14-18 東京（日本学術会議）

シンポジウム「グローバル共生社会の新たなイノベーション人材像－変貌する日仏経済・労働環境への創造的"

ナレッジ・エンジェルズ"の挑戦－」
東洋大学，ストラスブール大学 2015/9/22-23 東京（東洋大学）

ニュイ・ブランシェ　KYOTO 2015 アンスティチュ・フランセ東京 2015/10/3 京都
日仏イノベーション年オープニングイベント "Innovation Day" 在京フランス大使館 2015/10/5 東京（未来会館）
「都市と木造建築」に関するセミナー 在京フランス大使館，日本建築家協会，日仏工業技術会 2015/10/8-11 東京

日仏スマートコミュニティフォーラム
新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO), 仏環境・エネルギー管理庁

(ADEME)
2015/10/13 パリ

World Efficiency 仏政府 2015/10/13-15 パリ

RIT事業（佐賀県－コスメティック・バレー：化粧品） JETRO 2015/10/13-16 パリ

第２回ロボット国際見本市ロボニュメリック サン＝カンタン都市圏共同体 2015/10/15-16 サン＝カンタン

講演会：トヨタ自動車・田中チーフエンジニアが語る自動車の「未来」 MCJP 2015/10/19 パリ（MCJP）

日仏科学医療対話 在京フランス大使館，日仏会館，明治大学 2015/10/19-11/7 日本
LETI Day TOKYO 2015 在京フランス大使館 2015/10/20 東京
討論会：島嶼国におけるエネルギー自給 在京フランス大使館 2015/10/23 沖縄科学技術大学院大学

第4回つくばグローバルイノベーションフォーラム 在京フランス大使館 2015/10/25-27 筑波

日仏合同フォーラム「発酵科学：太古から続くイノベーション」 日本学術振興会(JSPS)、ブルゴーニュ・フランシュ＝コンテ大学 2015/11/3-4 ディジョン

東レ関係者による講演会「東レのグリーンイノベーション：素材には社会を変える力がある」 MCJP 2015/11/5 パリ(MCJP)

絹が結ぶ縁（Soyeux Destins）（絹にまつわる講演会，展示会，友好都市協定締結等） 在リヨン領事事務所、富岡市、リヨン商工会議所他 2015/11/6 リヨン
太陽光エネルギーに関する会議 在京フランス大使館，NextPV 2015/11/10 東京

環境・水ビジネス商談会，オープン・イノベーションフォーラム JETRO 2015/11/17-19 大阪

日仏海洋学セミナー 日仏海洋学会 2015/11/17-21 東京・塩竃
Francophone Research Day 在京フランス大使館，在日フランス商工会議所，日仏会館，CNRS 2015/11/20 東京
講演会「日仏から見た数学者伊藤清氏の業績の意義」 在京フランス大使館，フランス高等科学研究所，クールノー財団 2015/11/25-27 東京
津波に関する科学技術セミナー (「タンデム」プロジェクトワークショップ) 在京フランス大使館 2015/11/25 東京
討論会： 「Connected Cities: 新たなガバナンスのための新たなサービス」 在京フランス大使館 2015/11/1 横浜

科学技術振興機構(JST)関係者による講演会（ロボティクス、AI、材料、製造分野等） MCJP, JST 2015年秋以降 パリ（MCJP）

2015年　夏

2015年　秋



第3回日仏繊維ワーキンググループ 日仏両政府 2015/12/1 東京

日仏フォーラム：気候変動と産業界の解決策 パリ・イル＝ド＝フランス商工会議所（日仏交流委員会） 2015/12/2 パリ

第29回日仏産業協力委員会 日仏両政府 2015/12/3 東京

2015国際ロボット展 （フランスブース） 日本ロボット工業会 2015/12/2-5 東京
"French Tech Tour" （仏起業家によるデジタルエコノミー視察） 在京フランス大使館，ビジネスフランス 2015/12/7-9 東京
第２回日仏サイバー協議 日仏両政府 2016/1/14-15 東京
第３回津波，雪崩，洪水におけるエネルギー散逸に関する国際イノベーションワークショップ 東北大学，リヨン大学，CNRS 2016/1/21-22 リヨン
第３回「伝統と先端と～日本の地方の底力～」 自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）パリ事務所 2016/2/2-13 パリ
５Ｇテレココミュニケーション関連イベント 在京フランス大使館，在京ＥＵ代表部 2016/2/8-10 東京
ロボティクス共同研究開始式典 エアバス，産業技術総合研究所，CNRS 2016/2/12 東京
航空機設計に関するワーキンググループ 在京フランス大使館 2015年-2016年冬 東京
"Digital Choc" フェスティバル (セミナー，展示，文化行事等） 在京フランス大使館 2015年-2016年冬 東京
第２回サイバーセキュリティに関する科学技術セミナー 在京フランス大使館，慶応大学，情報通信研究機構（NICT）ほか 2016年（調整中） 東京

日仏工業技術会創立６０周年記念講演会「現代科学を問い直す」 日仏工業技術会
2015/11/10,

2016/02, 2015/03
東京

"FC EXPO" （国際水素・燃料電池展）（フランスブース） 在京フランス大使館，ビジネスフランス 2016/3/2-4 東京ビックサイト
日仏デザイン産業界専門家による討論会・ワークショップ（イッセイミヤケ展開催期間中） 在京フランス大使館 2016/3/16-6/13 東京国立新美術館
Laval Virtual Laval Virtual 協会 2016/3/23-27 ラヴァル
日仏共同光化学研究機構を目指して 在京フランス大使館，IRG Phenics, カシャン高等師範学校 2016/4/1 東京
ビッグデータに関する討論会 在京フランス大使館 2016/4/13 名古屋
French Care Days 2016 在京フランス大使館，ビジネスフランス 2016/4/20-22 東京
インダストリー4.0に関する共同セミナー（ハノーバー・メッセ） ビジネスフランス，JETRO，在京フランス大使館 2016/4/27

ハノーバー（ドイ
ツ）

TYLスクール　理系女子キャンプ 高エネルギー加速器研究機構，TYL(Toshio Yuasa Laboratory) 2016/4/3-4
つくば市
（高エネルギー加速器
研究機構）

RCFK2016 in Kansai Sciencescope，在京フランス大使館，京都外国語大学，CNRS，日仏会館 2016/4/23 京都
INSERM・AMED共催科学セミナー「神経変性疾患における動物モデル」 INSERM，AMED 2016/5/3 パリ
French Tech Days ビジネスフランス 2016/6/1-2 東京

第26回日仏海洋開発専門部会 文部科学省，IFREMER 2016/6/2-3 パリ

シンポジウム『高精細デジタルアーカイブと文化遺産の未来』 大日本印刷株式会社 DNPミュージアムラボ 2016/6/2 京都

BnFの歴史、そして世界におけるBnFコレクションの価値、地球儀・天球儀のもつ意味とは 大日本印刷株式会社 DNPミュージアムラボ 2016/6/3 東京

博物館分類学に関する日仏専門家によるワークショップ 在京フランス大使館 2016/6/11 東京
日本における日仏共同研究ラボによるテクノロジー・ショーケース CNRS，JST，東京大学生産技術研究所，在京フランス大使館 2016/6/15 東京
ビジネスフランス・Magillemセミナー ビジネスフランス，Magillem 2016/6/21 東京
日仏イノベーション・セミナー 在フランス日本大使館、パリ日本文化会館 2016/6/21 パリ
デジタル・文化産業に関するフォーラム 在京フランス大使館 2016/6/28-30 東京
経済成長とイノベーションに関するフォーラム 在京フランス大使館 2016年6月頃 東京
Human Centric Innovation Day2016/富士通イノベーション・ギャザリング・デー 富士通フランス 2016/6/9 パリ
バイオ医療研究パートナーシップ関連イベント 在京フランス大使館，ビジネスフランス，一般財団法人バイオインダストリー協会 2016/6/23 パリ
FORUM JAPON ATELIER INVEST EXPORT ビジネスフランス 2016/6/24 パリ
写真展「エコール・ポリテクニック，学生たちの日本へのまなざし」 日仏会館，日仏経済交流会（パリクラブ） 2016/6/23-29 東京
スマートグリッド・スマートシティーに関するワーキンググループ 経済産業省，仏経済省 2016年6月頃 東京
ロボットに関する第二回科学技術セミナー 在京フランス大使館 2016年春－夏 東京

2016年度第11回ロレアル－ユネスコ女性科学者日本奨励賞」 在京フランス大使館，日本ロレアル株式会社 2016/7/8 東京
地球の持続可能な未来のための素材，システム，とエネルギーの包括的研究（スクール） 東北大学，CNRS，フランス国立応用科学院リヨン校，エコール・サントラル・リヨン 2016/8/30-9/10 仙台

2015年-2016年　冬

2016年　春

2016年　夏



日仏合同国際ワークショップ：砂漠化対処及び地域開発支援をめぐるアジア・アフリカ連携のありかたを探る 人間文化研究機構（総合地球環境学研究所），仏社会科学高等研究院（EHESS） 2016年8月又は10月パリ

次世代産業の創造フォーラム 在日フランス商工会議所 2016/9/6 神戸
デザイン＆イノベーション / 物質性－非物質性 公益財団法人ＤＮＰ文化振興財団 2016/9/8-10/29 京都
イノベーションの様態と多様性 EHESS，社会技術研究開発センター（RISTEX），JST 2016/9/12-14 東京
地球の持続可能な未来のための素材，システム，とエネルギーの包括的研究（ElyTMax立ち上げセレモニー） 東北大学，CNRS，フランス国立応用科学院リヨン校，エコール・サントラル・リヨン 2016/10/4-8 仙台
CEA Tech Days 在京フランス大使館 2016/10/5-6 東京

サイバーセキュリティに関する日仏セミナー
在京フランス大使館，慶応大学，情報通信研究機構（NICT），CNRS，フランス国
立情報学自動制御研究所（INRIA）

2016/10/5-7 パリ

Deep Learningと人工知能に関するシンポジウム
東京大学，仏原子力・代替エネルギー庁（CEA），エルゼビア，在京フランス大使
館

2016/10/12 東京

第3回日仏民間航空機産業協力ワーキンググループ 日仏両政府 2016/10/16 東京

エネルギー材料と持続可能な開発：２１世紀の課題 国立研究開発法人物質・材料研究機構，ＣＮＲＳ，サン・ゴバン 2016/10/25-27 福岡

がんとその他疾患における細胞老化と加齢の研究に関するセミナー 日本学術振興会（JSPS）, INSERM, 在京フランス大使館 2016/11/2-4 京都
眼科分野におけるイノベーションに関する第二回会議 在京フランス大使館 2016年秋－冬 東京
"French Tech Tour" （仏起業家によるデジタルエコノミー視察） 在京フランス大使館，ビジネスフランス 2016/12/5-7 東京
France-Japan: territories at the crossroad of innovation 在京フランス大使館，在日フランス商工会議所 2016/12/6-7 大阪

日欧宇宙探査フォーラム（仮題） 宇宙航空研究開発機構(JAXA)，フランス国立宇宙研究センター（CNES）ほか 2016年（調整中） 東京

廃炉関連技術に関する日仏共同公募 文部科学省、仏国立研究機構（ANR） 2016年

第9回日仏科学技術協力合同委員会 日仏両政府 2016年（調整中） 東京

第3回日仏ロボットワーキンググループ 日仏両政府 2016年 パリ

第5回日仏スマートコミュニティー・スマートグリッドワーキンググループ 日仏両政府 2016年 東京

第2回日仏国際ワークショップ（科学技術と社会の相互作用） JST/RISTEX、EHESS/FFJ 2016年（調整中） 日本（未定）

関西－フランス間のデザイナー・ものづくり工芸事業者の交流事業 近畿経済産業局 2016年（調整中） 未定

オメガ３機能性飼料プロジェクト（九州－フランス） 九州経済産業局 2016年（調整中） 未定

プロバイオティクス（日仏微生物資源相互利用）プロジェクト（九州－フランス） 九州経済産業局 2016年（調整中） 未定

RIT事業（富山県－イル・ド・フランス地域：製薬） JETRO 2016年（調整中） パリ，リヨン

研修生派遣事業（理工系学生対象インターンシップ） 日欧産業協力センター 2016年 －

自然災害のリスクに関する科学技術セミナー 在京フランス大使館 2017（調整中） 東京

主要関連日程

第12回STSフォーラム年次総会 NPO法人STSフォーラム 2015/10/4-6 京都

第5回原子力エネルギーに関する日仏委員会 日仏両政府 2015/11/9-11 東京

エアリキードEssential Moleculesチャレンジ エアリキード 2016/4/28 日本

2016年内　（時期未定）

2016年　秋－冬


