2019年5月27/28日
Horizon 2020 情報セミナー
ホライズン2020応募・参加に関わる手続き（実務者コース）

１．

背景と趣旨
ホライズン 2020 は、2014 年から 2020 年までの７年間にわたり約 800 億ユー
ロ（約 11 兆円）を投じて、研究とイノベーションを促進するための EU 最大規模
のプログラムであり、日本を含む世界中からの参加が可能です。
現在は 2018 年～2020 年のワークプログラムが実施されており、2019 年 3 月末
日時点で日本からは 117 のプロジェクトに 104 の機関の方が参加をされています。
一方で、参加者の増加にともない「PIC（参加機関登録コード）は既に取得してい
るが LEAR（Legal Entity Appointed Representative : 法人のアカウント管理者）
が不明で、採択されたが手続きが進められない。」「ポータルサイトの管理画面の
使い方が良くわからない。
」など当センターのヘルプデスクへ手続きに関するお問
い合わせが多くなっています。昨年度はホライズン 2020 に関連した情報セミナー
を定期的に開催し、その中でヘルプデスクに寄せられた代表的なお問い合わせに
ついてご紹介をしてきましたが、今回、URA、国際連携の事務のご担当の方を対
象としてホライズン 2020 の応募手続き、採択された後の事務手続き、組織内の管
理などについて欧州ポータルサイトの画面に沿って、実務に特化したセミナーを
企画いたしました。
Course 1（5 月 27 日）では、PIC の Validation がまだなされていない大学・研
究機関の方、Course 2（5 月 28 日）では、すでに Validation されている大学・研
究機関の方を対象にして開催します。両コースともに従来 Advanced Course と称
し欧州から専門家を招いて開催していた内容を日本の参加者にとって必要な項目
に焦点をあてて少人数で行ないます。どちらか該当するコースにご参加ください。
既にホライズン 2020 の基礎コースを受講されている方、ホライズン 2020 につ
いて十分ご存知の方に適したプログラムです。
尚、2019 年度の情報セミナーは、基本情報コースと、手続きに関する実務者コ
ースを交互に開催していく計画です。

２．

主催： ナショナルコンタクトポイント（日欧産業協力センター）

３．

対象：URA・国際連携業務担当者

４．

日時： Course 1

2019 年 5 月 27 日（月）14:00-17:00 (受付開始 13:30）

Course 2

2019 年 5 月 28 日（火）14:00-17:15 (受付開始 13:30）
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５．

場所：日欧産業協力センター 会議室
〒108-0072
TEL

東京都 港区 白金 1-27-6 白金高輪ステーションビル４F

03-6408-0281

６．

お持物：筆記用具、パソコン

７．

言語：日本語

８．

お申込み

（ 定員： 16 名

先着順

参加費無料

）

※希望者が多い場合は調整をお願いする場合があります
Course 1

(5 月 27 日) お申込み

URL ：https://www.eu-japan.eu/ja/horizon-2020-seminar-20190527
Course 2

（5 月 28 日）お申込み

URL ：https://www.eu-japan.eu/ja/horizon-2020-seminar-20190528
９．

プログラム

Horizon 2020 情報セミナー
ホライズン 2020 応募・参加に関わる手続き（実務者コース）
（

5 月 27 日（月）

Course 1 ）

プログラム (予定)

13:30-14:00

受付

14:00-14:05

主催者挨拶

14:05-14:30

参加の要点

14:30-14:45

公募の探し方

14:45-15:00

質疑

15:00-15:05

休憩

15:05-15:35

事務手続き①

日欧産業協力センター

山田

尚道

ナショナルコンタクトポイント(NCP） 山田 尚道
コーディネータ

関口悟

コーディネータ

小田

扶実子

ホライズンの基本的な事務手続き
Funding and Tender Portal、手続きと権限設定の流れ、個人登録、仮登録と
その注意点、研究者の設定と提案書へのアクセス、仮登録者の検索手段
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15:35-16:15

操作編

コーディネータ

小田

扶実子

個人アカウント、仮登録者、研究者の登録
個人登録、法人仮登録、仮登録者の追加、仮登録アカウントの管理方法、
研究者の設定、研究者による仮登録者の検索方法
16:15-16:25

休憩

16:25-16:50

事務手続き②

コーディネータ

小田

扶実子

応募直前・直後の事務手続きの紹介
プロポーザルの提出システム、研究者によるアクセス、公募毎の応募先と使用
するシステムの違い、採択後に控える手続きの概要
16:50-17:00

質疑

17:00

閉会
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（

Course 2 ）

5 月 28 日（火）

プログラム (予定)

13:30-14:00

受付

14:00-14:05

主催者挨拶

14:05-14:30

参加の要点

14:30-14:45

公募・プロジェクトの探し方

日欧産業協力センター

山田

ナショナルコンタクトポイント(NCP） 山田 尚道
コーディネータ

関口悟

Funding and Tender Portal, Cordis, Qlik Sense の使い方
14:45-15:00

質疑

15:00-15:05

休憩

尚道
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15:05-15:55

事務手続き

コーディネータ

小田

扶実子

ホライズンの基本的な事務手続き
Funding and Tender Portal、事務手続きと権限設定の流れ、LEAR の登録申請、
LEAR の補佐（AccAd）の利用、グラント管理システム締結する合意書（宣誓書、
助合意書）、グラント管理システム外で署名する合意書（コンソーシアム合意
書）
、署名者の選定
15:55-16:05

休憩

16:05-17:00

操作編

コーディネータ

小田

扶実子

法人のアカウント管理者、補佐役、署名者権限の追加
LEAR の登録方法、LEAR 登録申請資料の提出、AccAd の追加登録、LEAR の変更、
助成合意書・宣誓書の署名者（LSIGN/PLSIGN）の設定
17:00-17:15

質疑

17:15

閉会
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