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科学技術イノベーションの
創出を目指して

戦略的創造研究推進事業は、我が国が直面する重要な課題の達成に向けた基礎研究を推進し、社会・経済の変革をもたらす科学技
術イノベーションを生み出す、新たな科学知識に基づく創造的な革新的技術のシーズを創出することを目的としています。そのた
めに、大学・企業・公的研究機関等の研究者からなるネットワーク型研究所（組織の枠を超えた時限的な研究体制）を構築し、その
所長であるプログラムオフィサー（研究総括等）による運営の下、研究者が他の研究者や研究成果の受け手となる産業界や広く社
会の関与者とのネットワークを構築しながら、研究を推進します。

戦略的創造研究推進事業とは

我が国が直面する重要な課題の達成に向けて、国が定めた戦略的な目標等

科学技術イノベーションの創出へ
2 3

《研究プログラム》

〈プログラムディレクター（研究主監等）が制度全体を統括し、運営方針等を検討〉
〈課題達成に向けた研究領域・プログラムオフィサー（研究総括等）の最適な設定〉
〈プログラムオフィサー等の目利きによる先導的・独創的な研究者の発掘〉

〈課題の進捗状況等に応じた柔軟・機動的な研究計画・研究費配分の決定・見直し〉

（CREST、さきがけ、ACT-I、ERATO、ACT-C、ACCEL）

ネットワーク型研究所の
構築・運営

社会が抱える問題の解決を目指す分野横断的研究
「環境」「高齢社会」「安全・安心」などの社会問題の解決に向けて、
研究者と社会に関与するさまざまな立場の人々が協働し、自然
科学と人文・社会科学の英知と人々の知恵、地域の特性・経験な
どを総合した新しい取り組みを行う。

RISTEX
社会技術
研究開発

研究期間
研 究 費

3年
総額1500万～9000万円程度／プロジェクト

科学技術イノベーションにつながる卓越した
成果を生み出すネットワーク型研究（チーム型）
研究総括の運営の下、研究代表者が研究チームを率いて産・学・
官にまたがるネットワークを形成し活用しながら、科学技術イ
ノベーションに大きく寄与する国際的に高い水準の成果の創出
を目指す。

5年以内
総額1.5億～5億円程度／チーム

CREST

研究期間
研 究 費

卓越したリーダーによる独創的な目的基礎研究
研究総括が自らの研究構想の実現を目指して研究プロジェクト
を指揮し、科学技術の源流をつくり、社会・経済の変革をもたら
す科学技術イノベーションの創出に貢献する。

ERATO

研究期間
研 究 費

約5年
総額12億円程度／プロジェクト

創エネルギー・蓄エネルギー・カーボンニュートラルによって
CO2排出を抑止し、省エネルギーによってCO2排出を低減す
ることで、低炭素社会の実現を目指す。

ゲームチェンジングテクノロジーによる
低炭素社会形成への貢献

ALCA
先端的
低炭素化
技術開発

科学技術イノベーションの源泉を生み出す
ネットワーク型研究（個人型）
研究総括の運営の下、研究者同士が交流・触発しつつ独創的・挑
戦的な研究を推進することで、科学技術イノベーションの源泉
となる成果の創出と将来の研究リーダーの輩出を目指す。

さきがけ

3年または5年
総額3～4000万円程度／課題（3年型）
総額5000万～1億円程度／課題（5年型）

研究期間
研 究 費

※5年型は、現在募集しておりません。

ACT-C（先導的物質変換領域）
先導的な物質変換技術による課題解決を目指した研究

ACT-C

研究期間
研 究 費

5年（2012～2018年予定）
4000万円～3億円程度／課題

※現在募集しておりません。

ICT分野の若手研究者の「個の確立」を支援する
ネットワーク型研究（個人型）
研究総括の運営の下、独創的な発想で人類が現在あるいは未来に
直面する問題を解決し未来を切り拓こうとする ICT分野の若手
研究者を見いだして育成し、研究者としての個の確立を支援する。

ACT-I

1年6ヶ月以内
300万円を標準（最大500万円）

研究期間
研 究 費

※加速フェーズでは、年間最大1000万円程度の研究費
　を最長2年間支援

研究期間
研 究 費

最長10年
1000万～1億円程度／年・課題
※ALCAは平成29年度より未来社会創造事業の低炭素
社会領域と一体的に推進します（平成29年度以降の新
規課題の募集は、未来社会創造事業として行います）。

トップサイエンスからトップイノベーションを生み出す
戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・ERATOなど）で創出された世界をリードする顕著な研究成果のうち有望なものの、すぐには企業などで
はリスクの判断が困難な成果を抽出し、プログラムマネージャー（PM）のイノベーション指向の研究開発マネジメントにより、技術的成立性の証明・提
示（Proof of Concept： POC）および適切な権利化を推進することで、企業やベンチャー、他事業などに研究開発の流れをつなげることを目指します。

5年以内研究開発期間 数千万～3億円程度／年・課題研究開発費

ACCEL

※ACCELにおける平成29年度採択課題は未来社会創造事業ACCELとして実施しています。
　戦略的創造研究推進事業ACCELと未来社会創造事業ACCELは一体的に推進します。



科学技術イノベーションの
創出を目指して

戦略的創造研究推進事業は、我が国が直面する重要な課題の達成に向けた基礎研究を推進し、社会・経済の変革をもたらす科学技
術イノベーションを生み出す、新たな科学知識に基づく創造的な革新的技術のシーズを創出することを目的としています。そのた
めに、大学・企業・公的研究機関等の研究者からなるネットワーク型研究所（組織の枠を超えた時限的な研究体制）を構築し、その
所長であるプログラムオフィサー（研究総括等）による運営の下、研究者が他の研究者や研究成果の受け手となる産業界や広く社
会の関与者とのネットワークを構築しながら、研究を推進します。 

戦略的創造研究推進事業とは

我が国が直面する重要な課題の達成に向けて、国が定めた戦略的な目標等

科学技術イノベーションの創出へ
2 3

《研究プログラム》

〈プログラムディレクター（研究主監等）が制度全体を統括し、運営方針等を検討〉
〈課題達成に向けた研究領域・プログラムオフィサー（研究総括等）の最適な設定〉
〈プログラムオフィサー等の目利きによる先導的・独創的な研究者の発掘〉

〈課題の進捗状況等に応じた柔軟・機動的な研究計画・研究費配分の決定・見直し〉

（CREST、さきがけ、ACT-I、ERATO、ACT-C、ACCEL）

ネットワーク型研究所の
構築・運営

社会が抱える問題の解決を目指す分野横断的研究
 「環境」「高齢社会」「安全・安心」などの社会問題の解決に向けて、
研究者と社会に関与するさまざまな立場の人々が協働し、自然
科学と人文・社会科学の英知と人々の知恵、地域の特性・経験な
どを総合した新しい取り組みを行う。

RISTEX
社会技術
研究開発

研究期間
研 究 費

3年
総額1500万～9000万円程度／プロジェクト

科学技術イノベーションにつながる卓越した
成果を生み出すネットワーク型研究（チーム型）
研究総括の運営の下、研究代表者が研究チームを率いて産・学・
官にまたがるネットワークを形成し活用しながら、科学技術イ
ノベーションに大きく寄与する国際的に高い水準の成果の創出
を目指す。

5年以内
総額1.5億～5億円程度／チーム

CREST

研究期間
研 究 費

卓越したリーダーによる独創的な目的基礎研究
研究総括が自らの研究構想の実現を目指して研究プロジェクト
を指揮し、科学技術の源流をつくり、社会・経済の変革をもたら
す科学技術イノベーションの創出に貢献する。

ERATO

研究期間
研 究 費

約5年
総額12億円程度／プロジェクト

創エネルギー・蓄エネルギー・カーボンニュートラルによって
CO2排出を抑止し、省エネルギーによってCO2排出を低減す
ることで、低炭素社会の実現を目指す。

ゲームチェンジングテクノロジーによる
低炭素社会形成への貢献

ALCA
先端的
低炭素化
技術開発

科学技術イノベーションの源泉を生み出す
ネットワーク型研究（個人型）
研究総括の運営の下、研究者同士が交流・触発しつつ独創的・挑
戦的な研究を推進することで、科学技術イノベーションの源泉
となる成果の創出と将来の研究リーダーの輩出を目指す。

さきがけ

3年または5年
総額3～4000万円程度／課題（3年型）
総額5000万～1億円程度／課題（5年型）

研究期間
研 究 費

※5年型は、現在募集しておりません。

ACT-C（先導的物質変換領域）
先導的な物質変換技術による課題解決を目指した研究

ACT-C

研究期間
研 究 費

5年（2012～2018年予定）
4000万円～3億円程度／課題

※現在募集しておりません。

ICT分野の若手研究者の「個の確立」を支援する
ネットワーク型研究（個人型）
研究総括の運営の下、独創的な発想で人類が現在あるいは未来に
直面する問題を解決し未来を切り拓こうとする ICT分野の若手
研究者を見いだして育成し、研究者としての個の確立を支援する。

ACT-I

1年6ヶ月以内
300万円を標準（最大500万円）

研究期間
研 究 費

※加速フェーズでは、年間最大1000万円程度の研究費
を最長2年間支援

研究期間
研 究 費

最長10年
1000万～1億円程度／年・課題
※ALCAは平成29年度より未来社会創造事業の低炭素
社会領域と一体的に推進します（平成29年度以降の新
規課題の募集は、未来社会創造事業として行います）。

トップサイエンスからトップイノベーションを生み出す
戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・ERATOなど）で創出された世界をリードする顕著な研究成果のうち有望なものの、すぐには企業などで
はリスクの判断が困難な成果を抽出し、プログラムマネージャー（PM）のイノベーション指向の研究開発マネジメントにより、技術的成立性の証明・提
示（Proof of Concept： POC）および適切な権利化を推進することで、企業やベンチャー、他事業などに研究開発の流れをつなげることを目指します。

5年以内研究開発期間 数千万～3億円程度／年・課題研究開発費

ACCEL

※ACCELにおける平成29年度採択課題は未来社会創造事業ACCELとして実施しています。
戦略的創造研究推進事業ACCELと未来社会創造事業ACCELは一体的に推進します。



科学技術イノベーションにつながる卓越した
成果を生み出すネットワーク型研究（チーム型）

お問合せ先：戦略研究推進部・CREST担当  03-3512-3531
www.jst.go.jp/kisoken/crest/  crest@jst.go.jp

国が定める戦略目標の達成に向けて、独創的で国際的に高い水準の目的基礎研究を推進。
科学技術イノベーションに大きく寄与する卓越した成果の創出を目指します。

研究代表者の強力なリーダーシップ
研究代表者は、自らが立案した研究構想の実現に向けて、複数の研究者からなる一つの

最適な研究チームを編成します。研究代表者は、研究チーム全体に責任を持ちつつ、研

究領域全体の目的に貢献するよう研究を推進します。

研究総括による研究領域運営
研究総括は、産・学・官の各機関に所属する研究代表者を総括し、研究領域をネットワー

ク型研究所として運営します。研究領域の運営方針の策定、研究課題の選考や研究計画

の調整・承認、研究代表者との意見交換・助言、研究課題の評価などを通じて、研究代表

者の研究推進を支援し、研究領域の成果の最大化を図ります。

科学技術イノベーションに向けたネットワーク形成
研究代表者は、研究総括や領域アドバイザーの支援等を受けつつ、研究領域内外の研究

者同士や産業界および他の社会実装の担い手等との情報交換・連携によるネットワーク

を形成し、効果的な成果の創出とイノベーションへの展開に活用します。
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CREST研究領域一覧 2017 （平成29年7月現在）

CORE RESEARCH FOR
EVOLUTIONARY SCIENCE

AND TECHNOLOGYCREST 大阪大学 名誉教授
産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術
の創出

谷口研二
秋永広幸

東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授
明治大学先端数理科学インスティチュート所員

計測技術と高度情報処理の融合によるインテリ
ジェント計測・解析手法の開発と応用

雨宮慶幸
北川源四郎

東京大学生産技術研究所 教授
（株）富士通研究所 名誉フェロー

素材・デバイス・システム融合による革新的ナノ
エレクトロニクスの創成

桜井貴康
横山直樹

国立情報学研究所 所長／東京大学生産技術研究所 教授
東京大学情報基盤センター 教授

ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技
術の創出・体系化

喜連川 優
柴山悦哉

京都大学大学院工学研究科 教授
再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの
製造とその利用のための革新的基盤技術の創出 江口浩一

東京工業大学工学院 教授エネルギー高効率利用のための相界面科学 花村克悟

奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授
二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力
強化と生産物活用のための基盤技術の創出 磯貝 彰

東京大学 名誉教授
海洋生物多様性及び生態系の保全・再生に資する
基盤技術の創出 小池勲夫

東京農工大学工学研究院 特別招聘教授／
早稲田大学理工学術院総合研究所 上級研究員・研究院教授

藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオ
エネルギー創成のための基盤技術の創出 松永 是

名古屋大学大学院工学研究科 教授
細胞外微粒子に起因する生命現象の解明とその
制御に向けた基盤技術の創出 馬場嘉信

京都大学ウイルス・再生医科学研究所 教授
光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術
の開発と応用 影山龍一郎

かずさDNA研究所 所長・副理事長
環境変動に対する植物の頑健性の解明と応用に
向けた基盤技術の創出 田畑哲之

東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授統合1細胞解析のための革新的技術基盤 菅野純夫

東京都医学総合研究所 理事長・所長
ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学
と先端的基盤技術 田中啓二

沖縄科学技術大学院大学
細胞シグナルユニット 教授生命動態の理解と制御のための基盤技術の創出 山本 雅

東京工業大学科学技術創成研究院 教授
実験と理論・計算・データ科学を融合した材料開
発の革新 細野秀雄

慶應義塾大学理工学部 教授
ナノスケール・サーマルマネージメント基盤技術
の創出 粟野祐二

東京大学生産技術研究所
教授・光電子融合研究センター長

量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術
基盤の創出 荒川泰彦

神奈川大学工学部 教授
多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒
と創出技術 上田 渉

光産業創成大学院大学 特任教授
新たな光機能や光物性の発現・利活用を基軸とす
る次世代フォトニクスの基盤技術 北山研一

（株）東芝研究開発センター 首席技監
二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資す
る基盤技術の創出 黒部 篤

三菱ケミカル（株）執行役員／
横浜研究所瀬戸山研究室 室長

超空間制御に基づく高度な特性を有する革新的
機能素材等の創製 瀬戸山 亨

中部大学 総合工学研究所長・分子性触媒研究センター長・教授／
シカゴ大学／名古屋大学 名誉教授新機能創出を目指した分子技術の構築 山本 尚

理化学研究所
研究顧問・グローバル研究クラスタ長

元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の
創出 玉尾皓平

名古屋大学大学院情報学研究科 教授
人間と情報環境の共生インタラクション基盤技
術の創出と展開 間瀬健二

大阪大学先導的学際研究機構 教授
イノベーション創発に資する人工知能基盤技術
の創出と統合化 栄藤 稔

（株）国際電気通信基礎技術研究所 取締役／
知能ロボティクス研究所 所長

人間と調和した創造的協働を実現する知的情報
処理システムの構築 萩田紀博

東京大学大学院数理科学研究科 教授現代の数理科学と連携するモデリング手法の構築 坪井 俊

北海道大学 名誉教授
科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利
活用推進のための次世代アプリケーション技術の創出・高度化 田中 譲

東京工業大学工学院 教授
分散協調型エネルギー管理システム構築のため
の理論及び基盤技術の創出と融合展開 藤田政之

理化学研究所 計算科学研究機構
フラッグシップ2020プロジェクト副プロジェクトリーダ

ポストペタスケール高性能計算に資するシステム
ソフトウェア技術の創出 佐藤三久

研究の実施体制

目 的

特 徴

研究領域

アドバイザー

研究総括

国
[

文
部
科
学
省]

戦略
目標

JST

研究
代表者

研究者

〈研究チーム〉

31 323領域数 課題数

〈 終了：67領域994課題 〉■グリーンイノベーション ■ライフイノベーション ■ナノテクノロジー・材料 ■情報通信技術4 5

研究領域名
研究総括
副研究総括

実施年度 課
題
数363534333231302928272625242322



科学技術イノベーションにつながる卓越した
成果を生み出すネットワーク型研究（チーム型）

お問合せ先：戦略研究推進部・CREST担当 03-3512-3531
www.jst.go.jp/kisoken/crest/  crest@jst.go.jp

国が定める戦略目標の達成に向けて、独創的で国際的に高い水準の目的基礎研究を推進。
科学技術イノベーションに大きく寄与する卓越した成果の創出を目指します。

研究代表者の強力なリーダーシップ
研究代表者は、自らが立案した研究構想の実現に向けて、複数の研究者からなる一つの

最適な研究チームを編成します。研究代表者は、研究チーム全体に責任を持ちつつ、研

究領域全体の目的に貢献するよう研究を推進します。

研究総括による研究領域運営
研究総括は、産・学・官の各機関に所属する研究代表者を総括し、研究領域をネットワー

ク型研究所として運営します。研究領域の運営方針の策定、研究課題の選考や研究計画

の調整・承認、研究代表者との意見交換・助言、研究課題の評価などを通じて、研究代表

者の研究推進を支援し、研究領域の成果の最大化を図ります。

科学技術イノベーションに向けたネットワーク形成
研究代表者は、研究総括や領域アドバイザーの支援等を受けつつ、研究領域内外の研究

者同士や産業界および他の社会実装の担い手等との情報交換・連携によるネットワーク

を形成し、効果的な成果の創出とイノベーションへの展開に活用します。

13

9

13

13

16

13

ー

6

9

13

18

15

ー

ー

6

6

8

11

11

10

12

15

12

ー

10

11

11

9

11

28

14

CREST研究領域一覧 2017 （平成29年7月現在）

CORE RESEARCH FOR
EVOLUTIONARY SCIENCE

AND TECHNOLOGYCREST 大阪大学 名誉教授
産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術
の創出

谷口研二
秋永広幸

東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授
明治大学先端数理科学インスティチュート 所員

計測技術と高度情報処理の融合によるインテリ
ジェント計測・解析手法の開発と応用

雨宮慶幸
北川源四郎

東京大学生産技術研究所 教授
（株）富士通研究所 名誉フェロー

素材・デバイス・システム融合による革新的ナノ
エレクトロニクスの創成

桜井貴康
横山直樹

国立情報学研究所 所長／東京大学生産技術研究所 教授
東京大学情報基盤センター 教授

ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技
術の創出・体系化

喜連川 優
柴山悦哉

京都大学大学院工学研究科 教授
再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの
製造とその利用のための革新的基盤技術の創出 江口浩一

東京工業大学工学院 教授エネルギー高効率利用のための相界面科学 花村克悟

奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授
二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力
強化と生産物活用のための基盤技術の創出 磯貝 彰

東京大学 名誉教授
海洋生物多様性及び生態系の保全・再生に資する
基盤技術の創出 小池勲夫

東京農工大学工学研究院 特別招聘教授／
早稲田大学理工学術院総合研究所 上級研究員・研究院教授

藻類・水圏微生物の機能解明と制御によるバイオ
エネルギー創成のための基盤技術の創出 松永 是

名古屋大学大学院工学研究科 教授
細胞外微粒子に起因する生命現象の解明とその
制御に向けた基盤技術の創出 馬場嘉信

京都大学ウイルス・再生医科学研究所 教授
光の特性を活用した生命機能の時空間制御技術
の開発と応用 影山龍一郎

かずさDNA研究所 所長・副理事長
環境変動に対する植物の頑健性の解明と応用に
向けた基盤技術の創出 田畑哲之

東京大学大学院新領域創成科学研究科 教授統合1細胞解析のための革新的技術基盤 菅野純夫

東京都医学総合研究所 理事長・所長
ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学
と先端的基盤技術 田中啓二

沖縄科学技術大学院大学
細胞シグナルユニット 教授生命動態の理解と制御のための基盤技術の創出 山本 雅

東京工業大学科学技術創成研究院 教授
実験と理論・計算・データ科学を融合した材料開
発の革新 細野秀雄

慶應義塾大学理工学部 教授
ナノスケール・サーマルマネージメント基盤技術
の創出 粟野祐二

東京大学生産技術研究所
教授・光電子融合研究センター長

量子状態の高度な制御に基づく革新的量子技術
基盤の創出 荒川泰彦

神奈川大学工学部 教授
多様な天然炭素資源の活用に資する革新的触媒
と創出技術 上田 渉

光産業創成大学院大学 特任教授
新たな光機能や光物性の発現・利活用を基軸とす
る次世代フォトニクスの基盤技術 北山研一

（株）東芝研究開発センター 首席技監
二次元機能性原子・分子薄膜の創製と利用に資す
る基盤技術の創出 黒部 篤

三菱ケミカル（株） 執行役員／
横浜研究所瀬戸山研究室 室長

超空間制御に基づく高度な特性を有する革新的
機能素材等の創製 瀬戸山 亨

中部大学 総合工学研究所長・分子性触媒研究センター長・教授／
シカゴ大学／名古屋大学 名誉教授新機能創出を目指した分子技術の構築 山本 尚

理化学研究所 
研究顧問・グローバル研究クラスタ長

元素戦略を基軸とする物質・材料の革新的機能の
創出 玉尾皓平

名古屋大学大学院情報学研究科 教授
人間と情報環境の共生インタラクション基盤技
術の創出と展開 間瀬健二

大阪大学先導的学際研究機構 教授
イノベーション創発に資する人工知能基盤技術
の創出と統合化 栄藤 稔

（株）国際電気通信基礎技術研究所 取締役／
知能ロボティクス研究所 所長

人間と調和した創造的協働を実現する知的情報
処理システムの構築 萩田紀博

東京大学大学院数理科学研究科 教授現代の数理科学と連携するモデリング手法の構築 坪井 俊

北海道大学 名誉教授
科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利
活用推進のための次世代アプリケーション技術の創出・高度化 田中 譲

東京工業大学工学院 教授
分散協調型エネルギー管理システム構築のため
の理論及び基盤技術の創出と融合展開 藤田政之

理化学研究所 計算科学研究機構
フラッグシップ2020プロジェクト 副プロジェクトリーダ

ポストペタスケール高性能計算に資するシステム
ソフトウェア技術の創出 佐藤三久

研究の実施体制

目 的

特 徴

研究領域

アドバイザー

研究総括

国

[

文
部
科
学
省]

戦略
目標

JST

研究
代表者

研究者

〈研究チーム〉

31 323領域数 課題数

〈 終了：67領域994課題 〉■グリーンイノベーション　■ライフイノベーション　■ナノテクノロジー・材料　■情報通信技術4 5

研究領域名
研究総括
副研究総括

実施年度 課
題
数363534333231302928272625242322



〈 終了：55領域1690課題 〉
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大阪大学 名誉教授
産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の
創出　

谷口研二
秋永広幸

東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授
明治大学先端数理科学インスティチュート 所員

計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェ
ント計測・解析手法の開発と応用

雨宮慶幸
北川源四郎

東京大学生産技術研究所 教授
（株）富士通研究所 名誉フェロー

素材・デバイス・システム融合による革新的ナノエ
レクトロニクスの創成

桜井貴康
横山直樹

国立情報学研究所 所長／東京大学生産技術研究所 教授
東京大学情報基盤センター 教授

ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の
創出・体系化

喜連川 優
柴山悦哉

28 600領域数 課題数

科学技術イノベーションの源泉を生み出す
ネットワーク型研究（個人型）

お問合せ先：戦略研究推進部・さきがけ担当  03-3512-3525  
www.jst.go.jp/kisoken/presto/  presto@jst.go.jp

国が定める戦略目標の達成に向けて、独創的・挑戦的かつ国際的に高水準の発展が見込ま
れる先駆的な目的基礎研究を推進し、イノベーションの源泉となる成果を世界に先駆け
て創出することを目指します。

領域会議による異分野交流・人脈形成
年2回の合宿形式の研究報告会（領域会議）では、研究総括、アドバイザーや同じ研究領域

の異分野を含む研究者との議論等によって研究構想の深化・発展が図られ、さきがけ研究

終了後も続くネットワークが形成されます。

強力な研究推進サポート体制
さきがけ研究者は、研究総括が運営する研究領域の中で、自ら立案した研究課題を責任を

もって推進します。研究推進にあたって、研究総括や領域アドバイザーからさまざまな助

言・指導を得ることができます。JSTは、特許出願や広報活動等を支援します。

ライフイベントへの対応
育児、介護などのライフイベント時には、研究を一時中断することができます。最大1年

間の研究期間延長が可能です。

研究機関に所属していなくても応募が可能
採択時に研究機関等に所属していない方も、適切にさきがけ研究を推進できると認めら

れる場合、JSTが雇用する「専任研究者」として研究を実施することができます。

さきがけ PRECURSORY RESEARCH
FOR EMBRYONIC SCIENCE

AND TECHNOLOGY

研究の実施体制

目 的

特 徴

《採択者の
 応募時役職分布》

H28年度採択者の
応募時年齢：
平均35.9歳（任期付含む）

助教
34％

准教授
31％

研究員
20％

講師
8％

教授
1％

その他
5％

研究領域
国

[

文
部
科
学
省]

戦略
目標

領域会議

アドバイザー

研究総括JST

研究者

さきがけ研究領域一覧 2017 （平成29年7月現在）

京都大学大学院工学研究科 教授再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの製
造とその利用のための革新的基盤技術の創出 江口浩一

東京工業大学工学院 教授エネルギー高効率利用と相界面 花村克悟

奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化
と生産物活用のための基盤技術の創出 磯貝 彰

東京大学大学院理学系研究科 教授生体における微粒子の機能と制御 中野明彦

国立国際マスイメージングセンター センター長量子技術を適用した生命科学基盤の創出 瀬藤光利

京都大学 名誉教授生命機能メカニズム解明のための光操作技術 七田芳則

龍谷大学農学部 教授フィールドにおける植物の生命現象の制御に向けた
次世代基盤技術の創出 岡田清孝

京都大学大学院工学研究科 教授統合1細胞解析のための革新的技術基盤 浜地 格

エーザイ（株）筑波研究所
執行役員・シニアディレクター

疾患における代謝産物の解析および代謝制御に基づ
く革新的医療基盤技術の創出 小田吉哉

国立国際医療研究センター 名誉理事長生体における動的恒常性維持・変容機構の解明と制御 春日雅人

米国SLAC国立加速器研究所光科学部門 教授／
スタンフォード大学医学部 教授

ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と
先端的基盤技術 若槻壮市

東京大学大学院医学系研究科 教授細胞機能の構成的な理解と制御 上田泰己

東京工業大学工学院 教授熱輸送のスペクトル学的理解と機能的制御 花村克悟

慶應義塾大学理工学部 教授量子の状態制御と機能化 伊藤公平

京都大学大学院理学研究科 教授革新的触媒の科学と創製 北川 宏

電気通信大学 名誉教授光の極限制御・積極利用と新分野開拓 植田憲一

早稲田大学理工学術院 教授超空間制御と革新的機能創成 黒田一幸

東京大学大学院工学系研究科 教授分子技術と新機能創出 加藤隆史

東京大学大学院情報学環 教授／
（株）ソニーコンピュータサイエンス研究所 副所長人とインタラクションの未来 暦本純一

京都大学大学院情報学研究科 教授新しい社会システムデザインに向けた情報基盤技術
の創出 黒橋禎夫

東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授情報科学との協働による革新的な農産物栽培手法を
実現するための技術基盤の創出 二宮正士

東京大学大学院理学系研究科 教授理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的
マテリアルズインフォマティクスのための基盤技術の構築 常行真司

京都大学大学院理学研究科 教授社会的課題の解決に向けた数学と諸分野の協働 國府寛司

九州大学 理事・副学長社会と調和した情報基盤技術の構築 安浦寛人

■グリーンイノベーション ■ライフイノベーション ■ナノテクノロジー・材料 ■情報通信技術6 7

研究領域名
研究総括
副研究総括

実施年度 課
題
数343332313029282726252423



〈 終了：55領域1690課題 〉
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大阪大学 名誉教授
産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門 総括研究主幹

微小エネルギーを利用した革新的な環境発電技術の
創出　

谷口研二
秋永広幸

東京大学大学院新領域創成科学研究科 特任教授
明治大学先端数理科学インスティチュート 所員

計測技術と高度情報処理の融合によるインテリジェ
ント計測・解析手法の開発と応用

雨宮慶幸
北川源四郎

東京大学生産技術研究所 教授
（株）富士通研究所 名誉フェロー

素材・デバイス・システム融合による革新的ナノエ
レクトロニクスの創成

桜井貴康
横山直樹

国立情報学研究所 所長／東京大学生産技術研究所 教授
東京大学情報基盤センター 教授

ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の
創出・体系化

喜連川 優
柴山悦哉

28 600領域数 課題数

科学技術イノベーションの源泉を生み出す
ネットワーク型研究（個人型）

お問合せ先：戦略研究推進部・さきがけ担当 03-3512-3525
www.jst.go.jp/kisoken/presto/  presto@jst.go.jp

国が定める戦略目標の達成に向けて、独創的・挑戦的かつ国際的に高水準の発展が見込ま
れる先駆的な目的基礎研究を推進し、イノベーションの源泉となる成果を世界に先駆け
て創出することを目指します。

領域会議による異分野交流・人脈形成
年2回の合宿形式の研究報告会（領域会議）では、研究総括、アドバイザーや同じ研究領域

の異分野を含む研究者との議論等によって研究構想の深化・発展が図られ、さきがけ研究

終了後も続くネットワークが形成されます。

強力な研究推進サポート体制
さきがけ研究者は、研究総括が運営する研究領域の中で、自ら立案した研究課題を責任を

もって推進します。研究推進にあたって、研究総括や領域アドバイザーからさまざまな助

言・指導を得ることができます。JSTは、特許出願や広報活動等を支援します。

ライフイベントへの対応
育児、介護などのライフイベント時には、研究を一時中断することができます。最大1年

間の研究期間延長が可能です。

研究機関に所属していなくても応募が可能
採択時に研究機関等に所属していない方も、適切にさきがけ研究を推進できると認めら

れる場合、JSTが雇用する「専任研究者」として研究を実施することができます。

さきがけ PRECURSORY RESEARCH
FOR EMBRYONIC SCIENCE

AND TECHNOLOGY

研究の実施体制

目 的

特 徴

《採択者の
応募時役職分布》

H28年度採択者の
応募時年齢：
平均35.9歳（任期付含む）

助教
34％

准教授
31％

研究員
20％

講師
8％

教授
1％

その他
5％

研究領域
国

[

文
部
科
学
省]

戦略
目標

領域会議

アドバイザー

研究総括JST

研究者

さきがけ研究領域一覧 2017 （平成29年7月現在）

京都大学大学院工学研究科 教授再生可能エネルギーからのエネルギーキャリアの製
造とその利用のための革新的基盤技術の創出 江口浩一

東京工業大学工学院 教授エネルギー高効率利用と相界面 花村克悟

奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授二酸化炭素資源化を目指した植物の物質生産力強化
と生産物活用のための基盤技術の創出 磯貝 彰

東京大学大学院理学系研究科 教授生体における微粒子の機能と制御 中野明彦

国立国際マスイメージングセンター センター長量子技術を適用した生命科学基盤の創出 瀬藤光利

京都大学 名誉教授生命機能メカニズム解明のための光操作技術 七田芳則

龍谷大学農学部 教授フィールドにおける植物の生命現象の制御に向けた
次世代基盤技術の創出 岡田清孝

京都大学大学院工学研究科 教授統合1細胞解析のための革新的技術基盤 浜地 格

エーザイ（株）筑波研究所
執行役員・シニアディレクター

疾患における代謝産物の解析および代謝制御に基づ
く革新的医療基盤技術の創出 小田吉哉

国立国際医療研究センター 名誉理事長生体における動的恒常性維持・変容機構の解明と制御 春日雅人

米国SLAC国立加速器研究所光科学部門 教授／
スタンフォード大学医学部 教授

ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と
先端的基盤技術 若槻壮市

東京大学大学院医学系研究科 教授細胞機能の構成的な理解と制御 上田泰己

東京工業大学工学院 教授熱輸送のスペクトル学的理解と機能的制御 花村克悟

慶應義塾大学理工学部 教授量子の状態制御と機能化 伊藤公平

京都大学大学院理学研究科 教授革新的触媒の科学と創製 北川 宏

電気通信大学 名誉教授光の極限制御・積極利用と新分野開拓 植田憲一

早稲田大学理工学術院 教授超空間制御と革新的機能創成 黒田一幸

東京大学大学院工学系研究科 教授分子技術と新機能創出 加藤隆史

東京大学大学院情報学環 教授／
（株）ソニーコンピュータサイエンス研究所 副所長人とインタラクションの未来 暦本純一

京都大学大学院情報学研究科 教授新しい社会システムデザインに向けた情報基盤技術
の創出 黒橋禎夫

東京大学大学院農学生命科学研究科 特任教授情報科学との協働による革新的な農産物栽培手法を
実現するための技術基盤の創出 二宮正士

東京大学大学院理学系研究科 教授理論・実験・計算科学とデータ科学が連携・融合した先進的
マテリアルズインフォマティクスのための基盤技術の構築 常行真司

京都大学大学院理学研究科 教授社会的課題の解決に向けた数学と諸分野の協働 國府寛司

九州大学 理事・副学長社会と調和した情報基盤技術の構築 安浦寛人

■グリーンイノベーション　■ライフイノベーション　■ナノテクノロジー・材料　■情報通信技術6 7

研究領域名
研究総括
副研究総括

実施年度 課
題
数343332313029282726252423



ICT分野の若手研究者の「個の確立」を支援する
ネットワーク型研究（個人型）

お問合せ先：戦略研究推進部・ACT-I担当  03-3512-3526
www.jst.go.jp/kisoken/act-i/  act-i@jst.go.jp

国が定める戦略目標の達成に向けて、科学技術イノベーションの創出につながる新し
い価値の創造が期待できる ICT分野の研究を推進します。

お問合せ先：戦略研究推進部 03-3512-3526

ADVANCED INFORMATION AND
 COMMUNICATION TECHNOLOGY

 FOR INNOVATIONACT-I
目 的

研究の実施体制

ICT分野の若手研究者を対象
独創的な発想で人類が現在及び未来に直面する問題を解決し、未来を切り拓こうとする
ICT分野の若手研究者を見いだして育成し、研究者としての個の確立を支援します。募
集年の4月1日時点で35歳未満の若手研究者を対象とします。学生（大学院生に限る）
や企業の研究者の参画も期待しています。

強力な研究推進サポート体制
ACT-I研究者は、研究総括が運営する研究領域の中で、自ら立案した研究課題を責任もっ
て推進します。研究推進にあたっては、領域会議（研究報告会）で研究総括や領域アド
バイザーからさまざまな助言・指導を得ることができることに加え、担当アドバイザー
制度を導入し研究を強力にサポートします。

領域会議による異分野交流・人脈形成
年2回の合宿形式の領域会議で研究総括、アドバイザーおよび同じ研究領域の異分野を
含む研究者との議論等によって研究構想の深化・発展を図り、ACT-I研究終了後も続く
ネットワークを形成します。

特 徴

より一層大きな成果が期待される研究課題は加速フェーズで支援
研究期間終了後も引き続き支援することでより一層大きな成果になることが期待され
る研究課題については、加速フェーズとして年間最大1,000万円程度の研究費を最長2
年間支援します。

ACT-I研究領域一覧 2017 （平成29年7月現在）

情報と未来 産業技術総合研究所 情報技術研究部門 首席研究員後藤真孝

研究領域名 研究総括
実施年度

333231302928

AIPネットワークラボの対象となる研究領域（H29年度）

CREST

CREST

CREST

CREST

CREST

さきがけ

さきがけ

さきがけ

さきがけ

ACT-I

ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系化

人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築

イノベーション創発に資する人工知能基盤技術の創出と統合化

人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開

ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系化

社会と調和した情報基盤技術の構築

新しい社会システムデザインに向けた情報基盤技術の創出

人とインタラクションの未来

情報と未来

科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利活用推進のための次世代
アプリケーション技術の創出・高度化

プログラム名 研究領域名

AIPプロジェクトの研究を束ねたネットワーク型の研究所
ラボ長：有川節夫（放送大学学園理事長）

文部科学省のAIPプロジェクト（※）の実施機関として、戦略的創造研究推進事業の枠
組みを活用して新たなイノベーションを切り開く独創的な研究を推進します。研究領
域を束ねて仮想的な研究所（ネットワークラボ）を構築し、理化学研究所との一体的
推進によって、AIPプロジェクトの成果最大化を目指します。
※AIP（Advanced Integrated Intelligence Platform Project）プロジェクトとは革新的な人工知
能技術を中核として、ビッグデータ・IoT・サイバーセキュリティを統合した研究開発を行うプロ
ジェクト。実施機関は、科学技術振興機構と理化学研究所。

AIPネットワークラボ

目 的

国

[

文
部
科
学
省]

研究領域

領域会議

アドバイザー

研究総括JST

研究者

戦略
目標

《採択者の応募時役職分布》
H28年度採択者の応募時年齢：
平均29.5歳

准教授
13％

助教
47％

研究員
20％

大学院生
20％

30

課
題
数

研究領域間の連携
新たなイノベーションを切り開く独創的な研究者・研究課題の支援を効果的に推進する
ことを目的に、課題選考から研究推進までの幅広いフェーズでの研究領域間連携を促進
する一体的な運営体制を「AIPネットワークラボ」として構築します。

理研との一体的運営
基礎研究から社会実装まで一貫した研究開発を推進するため、理化学研究所革新知能統
合研究センター（AIPセンター）と研究成果の相互活用や研究人材の交流を促進します。

ネットワークラボの活動方針
1 AI関連分野の研究を更に先導し、存在感を発揮する。
2　国内外に積極的に研究成果を発信し、研究分野の進展に貢献する。
3　ラボ内の共同研究等を支援し、新たな価値を創造する。
4　若手研究者の育成と教育に、ラボ全体で取り組む。

特 徴
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ICT分野の若手研究者の「個の確立」を支援する
ネットワーク型研究（個人型）

お問合せ先：戦略研究推進部・ACT-I担当 03-3512-3526
www.jst.go.jp/kisoken/act-i/  act-i@jst.go.jp

国が定める戦略目標の達成に向けて、科学技術イノベーションの創出につながる新し
い価値の創造が期待できる ICT分野の研究を推進します。

お問合せ先：戦略研究推進部  03-3512-3526

ADVANCED INFORMATION AND
 COMMUNICATION TECHNOLOGY

 FOR INNOVATIONACT-I
目 的

研究の実施体制

ICT分野の若手研究者を対象
独創的な発想で人類が現在及び未来に直面する問題を解決し、未来を切り拓こうとする
ICT分野の若手研究者を見いだして育成し、研究者としての個の確立を支援します。募
集年の4月1日時点で35歳未満の若手研究者を対象とします。学生（大学院生に限る）
や企業の研究者の参画も期待しています。

強力な研究推進サポート体制
ACT-I研究者は、研究総括が運営する研究領域の中で、自ら立案した研究課題を責任もっ
て推進します。研究推進にあたっては、領域会議（研究報告会）で研究総括や領域アド
バイザーからさまざまな助言・指導を得ることができることに加え、担当アドバイザー
制度を導入し研究を強力にサポートします。

領域会議による異分野交流・人脈形成
年2回の合宿形式の領域会議で研究総括、アドバイザーおよび同じ研究領域の異分野を
含む研究者との議論等によって研究構想の深化・発展を図り、ACT-I研究終了後も続く
ネットワークを形成します。

特 徴

より一層大きな成果が期待される研究課題は加速フェーズで支援
研究期間終了後も引き続き支援することでより一層大きな成果になることが期待され
る研究課題については、加速フェーズとして年間最大1,000万円程度の研究費を最長2
年間支援します。

ACT-I研究領域一覧 2017 （平成29年7月現在）

情報と未来 産業技術総合研究所 情報技術研究部門 首席研究員後藤真孝

研究領域名 研究総括
実施年度

333231302928

AIPネットワークラボの対象となる研究領域（H29年度）

CREST

CREST

CREST

CREST

CREST

さきがけ

さきがけ

さきがけ

さきがけ

ACT-I

ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系化

人間と調和した創造的協働を実現する知的情報処理システムの構築

イノベーション創発に資する人工知能基盤技術の創出と統合化

人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開

ビッグデータ統合利活用のための次世代基盤技術の創出・体系化

社会と調和した情報基盤技術の構築

新しい社会システムデザインに向けた情報基盤技術の創出

人とインタラクションの未来

情報と未来

科学的発見・社会的課題解決に向けた各分野のビッグデータ利活用推進のための次世代
アプリケーション技術の創出・高度化

プログラム名 研究領域名

AIPプロジェクトの研究を束ねたネットワーク型の研究所
ラボ長：有川節夫（放送大学学園理事長）

文部科学省のAIPプロジェクト（※）の実施機関として、戦略的創造研究推進事業の枠
組みを活用して新たなイノベーションを切り開く独創的な研究を推進します。研究領
域を束ねて仮想的な研究所（ネットワークラボ）を構築し、理化学研究所との一体的
推進によって、AIPプロジェクトの成果最大化を目指します。
※AIP（Advanced Integrated Intelligence Platform Project）プロジェクトとは革新的な人工知
能技術を中核として、ビッグデータ・IoT・サイバーセキュリティを統合した研究開発を行うプロ
ジェクト。実施機関は、科学技術振興機構と理化学研究所。

AIPネットワークラボ

目 的

国

[

文
部
科
学
省]

研究領域

領域会議

アドバイザー

研究総括JST

研究者

戦略
目標

《採択者の応募時役職分布》
H28年度採択者の応募時年齢：
平均29.5歳

准教授
13％

助教
47％

研究員
20％

大学院生
20％

30

課
題
数

研究領域間の連携
新たなイノベーションを切り開く独創的な研究者・研究課題の支援を効果的に推進する
ことを目的に、課題選考から研究推進までの幅広いフェーズでの研究領域間連携を促進
する一体的な運営体制を「AIPネットワークラボ」として構築します。

理研との一体的運営
基礎研究から社会実装まで一貫した研究開発を推進するため、理化学研究所革新知能統
合研究センター（AIPセンター）と研究成果の相互活用や研究人材の交流を促進します。

ネットワークラボの活動方針
1　AI関連分野の研究を更に先導し、存在感を発揮する。
2　国内外に積極的に研究成果を発信し、研究分野の進展に貢献する。
3　ラボ内の共同研究等を支援し、新たな価値を創造する。
4　若手研究者の育成と教育に、ラボ全体で取り組む。

特 徴
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〈 終了：109プロジェクト 〉

富山県立大学工学部生物工学研究センター 教授

理化学研究所環境資源科学研究センター チームリーダー

筑波大学生命環境系 教授

（株）国際電気通信基礎技術研究所佐藤匠徳特別研究所 所長

東京大学大学院農学生命科学研究科 教授

京都大学大学院医学研究科 教授

東京大学大学院工学系研究科 教授

東京大学先端科学技術研究センター 教授

東京工業大学科学技術創成研究院 教授

東北大学材料科学高等研究所／金属材料研究所 教授

東北大学多元物質科学研究所 教授

東京大学大学院理学系研究科 教授

電気通信大学情報理工学研究科 教授

京都大学大学院工学研究科 教授

東京大学大学院薬学系研究科 教授

国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系 准教授

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授

国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系 教授

浅野泰久

沼田圭司

野村暢彦

佐藤匠徳

東原和成

斎藤通紀

染谷隆夫

中村泰信

山元公寿

齊藤英治

百生 敦

安達千波矢

磯部寛之

伊丹健一郎

美濃島薫

秋吉一成

金井 求

蓮尾一郎

川原圭博

石黒 浩

河原林健一

卓越したリーダーによる独創的な目的基礎研究

お問合せ先：研究プロジェクト推進部  03-3512-3528
www.jst.go.jp/erato/  eratowww@jst.go.jp

科学技術の源流をつくり、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションの創出
に貢献します。

幅広く開放的な研究集団
研究総括をプロジェクトリーダーとし、研究総括のもとに研究員や研究推進要員が集ま

り、集中的にプロジェクト研究を推進します。具体的には、研究業務を行う複数の研究

グループと企画推進業務を行うプロジェクトヘッドクォーターにより編成されます。

自由で機能的な研究組織
ERATOでは、独創的で挑戦的な研究課題に取り組むために、JSTと研究機関が協働で

研究総括をリーダーとした時限的な研究組織（バーチャルインスティテュート）を新たに

編成し、一般的な委託研究とは異なる「協働実施体制」でプロジェクトを運営します。

既存組織から独立した研究拠点
研究総括の本務（大学等）の既存研究室とは別に独立した研究実施拠点を開設し、そこに

研究人材や研究設備を集めて集中的に研究を推進します。

最大限に活かせる研究期間
ERATOでは新しい研究分野を開拓するために、新しい場所、新しい人、新しい環境を整

えて研究を開始します。初期段階での研究体制の充実はプロジェクトの研究推進にも重

要な意味があります。初年度を整備期間と位置づけ、場所・人員の確保、体制や設備の整

備等に充てることで、ERATO本期間の十分な活用が期待できます。また、本期間終了後、

評価に基づき原則1年間の特別重点期間が設定できます。

EXPLORATORY RESEARCH
FOR ADVANCED

TECHNOLOGY

研究の実施体制

目 的

特 徴

ERATO

協働実施体制による柔軟な
サポート

プロジェクトの研究推進・企画推進業務

JST研究
機関

アウトリーチ活動等
シンポジウム企画・実施

産

学

官

海外

幅
広
い
分
野
の
研
究
者
の
出
会
い

研
究
の
た
め
に
時
限
的
に
集
結

プロジェクトヘッドクォーター
研究グループ研究機関とJSTが共同で設置する

バーチャルなオフィス

研究総括
研究機関と
JSTの2つの
身分を持つ

新たな研究拠点を形成

研究プロジェクト

知的財産確保

外部発表管理等
研究成果展開
研究計画立案

21プロジェクト数ERATO研究プロジェクト一覧 2017 （平成29年7月現在）

浅野酵素活性分子

沼田オルガネラ反応クラスター

野村集団微生物制御

佐藤ライブ予測制御

東原化学感覚シグナル

斎藤全能性エピゲノム

染谷生体調和エレクトロニクス

中村巨視的量子機械

山元アトムハイブリッド

齊藤スピン量子整流

百生量子ビーム位相イメージング

安達分子エキシトン工学

磯部縮退π集積

伊丹分子ナノカーボン

美濃島知的光シンセサイザ

秋吉バイオナノトランスポーター

金井触媒分子生命

蓮尾メタ数理システムデザイン

川原万有情報網

石黒共生ヒューマンロボットインタラクション

河原林巨大グラフ

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 拠点長／
名古屋大学大学院理学研究科 教授

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授／
（株）国際電気通信基礎技術研究所石黒浩特別研究所 客員所長

九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センター
センター長／教授

■グリーンイノベーション ■ライフイノベーション ■ナノテクノロジー・材料
■情報通信技術　■数学・数理科学・計算機科学
　特別重点期間10 11

プロジェクト名 研究総括
実施年度
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〈 終了：109プロジェクト 〉

富山県立大学工学部生物工学研究センター 教授

理化学研究所環境資源科学研究センター チームリーダー

筑波大学生命環境系 教授

（株）国際電気通信基礎技術研究所佐藤匠徳特別研究所 所長

東京大学大学院農学生命科学研究科 教授

京都大学大学院医学研究科 教授

東京大学大学院工学系研究科 教授

東京大学先端科学技術研究センター 教授

東京工業大学科学技術創成研究院 教授

東北大学材料科学高等研究所／金属材料研究所 教授

東北大学多元物質科学研究所 教授

東京大学大学院理学系研究科 教授

電気通信大学情報理工学研究科 教授

京都大学大学院工学研究科 教授

東京大学大学院薬学系研究科 教授

国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系 准教授

東京大学大学院情報理工学系研究科 准教授

国立情報学研究所情報学プリンシプル研究系 教授

浅野泰久

沼田圭司

野村暢彦

佐藤匠徳

東原和成

斎藤通紀

染谷隆夫

中村泰信

山元公寿

齊藤英治

百生 敦

安達千波矢

磯部寛之

伊丹健一郎

美濃島薫

秋吉一成

金井 求

蓮尾一郎

川原圭博

石黒 浩

河原林健一

卓越したリーダーによる独創的な目的基礎研究

お問合せ先：研究プロジェクト推進部 03-3512-3528
www.jst.go.jp/erato/  eratowww@jst.go.jp

科学技術の源流をつくり、社会・経済の変革をもたらす科学技術イノベーションの創出
に貢献します。

幅広く開放的な研究集団
研究総括をプロジェクトリーダーとし、研究総括のもとに研究員や研究推進要員が集ま

り、集中的にプロジェクト研究を推進します。具体的には、研究業務を行う複数の研究

グループと企画推進業務を行うプロジェクトヘッドクォーターにより編成されます。

自由で機能的な研究組織
ERATOでは、独創的で挑戦的な研究課題に取り組むために、JSTと研究機関が協働で

研究総括をリーダーとした時限的な研究組織（バーチャルインスティテュート）を新たに

編成し、一般的な委託研究とは異なる「協働実施体制」でプロジェクトを運営します。

既存組織から独立した研究拠点
研究総括の本務（大学等）の既存研究室とは別に独立した研究実施拠点を開設し、そこに

研究人材や研究設備を集めて集中的に研究を推進します。

最大限に活かせる研究期間
ERATOでは新しい研究分野を開拓するために、新しい場所、新しい人、新しい環境を整

えて研究を開始します。初期段階での研究体制の充実はプロジェクトの研究推進にも重

要な意味があります。初年度を整備期間と位置づけ、場所・人員の確保、体制や設備の整

備等に充てることで、ERATO本期間の十分な活用が期待できます。また、本期間終了後、

評価に基づき原則1年間の特別重点期間が設定できます。
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研究グループ研究機関とJSTが共同で設置する
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研究総括
研究機関と
JSTの2つの
身分を持つ

新たな研究拠点を形成
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浅野酵素活性分子

沼田オルガネラ反応クラスター

野村集団微生物制御

佐藤ライブ予測制御

東原化学感覚シグナル

斎藤全能性エピゲノム

染谷生体調和エレクトロニクス

中村巨視的量子機械

山元アトムハイブリッド

齊藤スピン量子整流

百生量子ビーム位相イメージング

安達分子エキシトン工学

磯部縮退π集積

伊丹分子ナノカーボン

美濃島知的光シンセサイザ

秋吉バイオナノトランスポーター

金井触媒分子生命

蓮尾メタ数理システムデザイン

川原万有情報網

石黒共生ヒューマンロボットインタラクション

河原林巨大グラフ

名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所 拠点長／
名古屋大学大学院理学研究科 教授

大阪大学大学院基礎工学研究科 教授／
（株）国際電気通信基礎技術研究所石黒浩特別研究所 客員所長

九州大学最先端有機光エレクトロニクス研究センター 
センター長／教授

■グリーンイノベーション　■ライフイノベーション　■ナノテクノロジー・材料
■情報通信技術　■数学・数理科学・計算機科学
特別重点期間10 11

プロジェクト名 研究総括
実施年度

3332313029282726252423



プログラム
ディレクター
橋本和仁
物質・材料研究機構
理事長

お問合せ先：環境エネルギー研究開発推進部（ALCAグループ）  03-3512-3543
www.jst.go.jp/alca/  alca@jst.go.jp

創エネルギー・蓄エネルギー・カーボンニュートラルによってCO2排出を抑止し、省
エネルギーによってCO2排出を低減することで、低炭素社会の実現を目指します。

ADVANCED LOW CARBON
TECHNOLOGY RESEARCH AND

DEVELOPMENT PROGRAM

●ゲームチェンジングな研究開発課題の採択と推進
●スモールスタートによる多様化とステージゲート評価による重点化
●産学官連携を有効に推進するための実用研究開発フェーズへの橋渡し
●低炭素技術創出に向けた研究開発目標の共有と技術の融合

ALCA
先端的低炭素化技術開発

ALCA技術領域／実用技術化プロジェクトの体系

目 的

特 徴

事業統括（PD）・運営総括（PO）

研究開発課題の推進と事業全体のマネージメント

ゲームチェンジングテクノロジーによる
低炭素社会形成への貢献

実用技術化（イネーブリング・テクノロジー）プロジェクト
（2015年度新設）

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

高品位大口径GaN基板の開発

液体水素冷却による超伝導電気機器の開発

低CO2排出型次世代火力発電用新規耐熱材料の開発

省エネルギー社会に向けた革新的軽量材料の創製

自律分散型次世代スマートコミュニティ

バイオマスの化成品化およびポリマー化のための高効率生産プロセスの開発

生物資源の制御によるバイオマス・有用成分の増産

高効率エネルギー機器システム実現のための先進的産業用電気機器の開発

新規材料および新機構による熱利用技術

光マネジメントによるCO2低減技術

T1

T2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

次世代蓄電池（特別重点技術領域）

ホワイトバイオテクノロジー（特別重点技術領域）

太陽電池および太陽エネルギー利用システム

超伝導システム

蓄電デバイス

耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料

バイオテクノロジー

革新的省・創エネルギー化学プロセス

革新的省・創エネルギーシステム・デバイス（2012年度～2016年度）

ALCA技術領域

5年度目

ステージゲート
評価

ステージゲート
評価

ステージゲート
評価選考/選択

研究開発後にステージゲート評価にて重点化採択時には小額の課題を多数選択

スモールスタート 重点化による規模拡大

CO2
排出の

低減

CO2
排出の

抑止

低炭素社会

蓄エネルギー

次世代蓄電池

蓄電デバイス

ホワイトバイオ

カーボンニュートラル

生物資源の制御による
バイオマス・有用成分の増産

バイオテクノロジー

バイオマスの化成品化およびポリマー
化のための高効率生産プロセスの開発

化学プロセス

創エネルギー

太陽電池および太陽
エネルギー利用システム

新規材料および
新機構による熱利用技術

高品位大口径
GaN基板の開発

システムデバイス

省エネルギー

省エネルギー社会に向けた
革新的軽量材料の創製

耐熱材料

低CO2排出型次世代火力
発電用新規耐熱材料の開発

超伝導システム

高効率エネルギー機器システム
実現のための

先進的産業用電気機器の開発

液体水素冷却による
超伝導電気機器の開発

自律分散型次世代
スマートコミュニティ

光マネジメント
によるCO²低減技術

運営総括（PO）

大須賀 篤弘
京都大学 教授

大崎博之
東京大学 教授

原田幸明
物質・材料研究機構
アドバイザー

土肥義治
高輝度光科学研究センター
理事長 出来成人

神戸大学 名誉教授

逢坂哲彌
早稲田大学
名誉教授・特任研究教授

魚崎浩平
物質・材料研究機構 フェロー

B1 T1

辰巳 敬
製品評価技術基盤機構
理事長

B6

B3

E5

E2・E8・B2

E6・T2
E3・E4・B4

近藤昭彦
神戸大学 教授

E7・B5

谷口研二

大阪大学 特任教授
E1・E9・E10・B7

2016年度より新設
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プログラム
ディレクター
橋本和仁
物質・材料研究機構
理事長

お問合せ先：環境エネルギー研究開発推進部（ALCAグループ） 03-3512-3543
www.jst.go.jp/alca/  alca@jst.go.jp

創エネルギー・蓄エネルギー・カーボンニュートラルによってCO2排出を抑止し、省
エネルギーによってCO2排出を低減することで、低炭素社会の実現を目指します。

ADVANCED LOW CARBON
TECHNOLOGY RESEARCH AND

DEVELOPMENT PROGRAM

●ゲームチェンジングな研究開発課題の採択と推進
●スモールスタートによる多様化とステージゲート評価による重点化
●産学官連携を有効に推進するための実用研究開発フェーズへの橋渡し
●低炭素技術創出に向けた研究開発目標の共有と技術の融合

ALCA
先端的低炭素化技術開発

ALCA技術領域／実用技術化プロジェクトの体系

目 的

特 徴

事業統括（PD）・運営総括（PO）

研究開発課題の推進と事業全体のマネージメント

ゲームチェンジングテクノロジーによる
低炭素社会形成への貢献

実用技術化（イネーブリング・テクノロジー）プロジェクト
（2015年度新設）

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

高品位大口径GaN基板の開発

液体水素冷却による超伝導電気機器の開発

低CO2排出型次世代火力発電用新規耐熱材料の開発

省エネルギー社会に向けた革新的軽量材料の創製

自律分散型次世代スマートコミュニティ

バイオマスの化成品化およびポリマー化のための高効率生産プロセスの開発

生物資源の制御によるバイオマス・有用成分の増産

高効率エネルギー機器システム実現のための先進的産業用電気機器の開発

新規材料および新機構による熱利用技術

光マネジメントによるCO2低減技術

T1

T2

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

次世代蓄電池（特別重点技術領域）

ホワイトバイオテクノロジー（特別重点技術領域）

太陽電池および太陽エネルギー利用システム

超伝導システム

蓄電デバイス

耐熱材料・鉄鋼リサイクル高性能材料

バイオテクノロジー

革新的省・創エネルギー化学プロセス

革新的省・創エネルギーシステム・デバイス（2012年度～2016年度）

ALCA技術領域

5年度目

ステージゲート
評価

ステージゲート
評価

ステージゲート
評価選考/選択

研究開発後にステージゲート評価にて重点化採択時には小額の課題を多数選択

スモールスタート 重点化による規模拡大

CO2
排出の

低減

CO2
排出の

抑止

低炭素社会

蓄エネルギー

次世代蓄電池

蓄電デバイス

ホワイトバイオ

カーボンニュートラル

生物資源の制御による
バイオマス・有用成分の増産

バイオテクノロジー

バイオマスの化成品化およびポリマー
化のための高効率生産プロセスの開発

化学プロセス

創エネルギー

太陽電池および太陽
エネルギー利用システム

新規材料および
新機構による熱利用技術

高品位大口径
GaN基板の開発

システムデバイス

省エネルギー

省エネルギー社会に向けた
革新的軽量材料の創製

耐熱材料

低CO2排出型次世代火力
発電用新規耐熱材料の開発

超伝導システム

高効率エネルギー機器システム
実現のための

先進的産業用電気機器の開発

液体水素冷却による
超伝導電気機器の開発

自律分散型次世代
スマートコミュニティ

光マネジメント
によるCO²低減技術

運営総括（PO）

大須賀 篤弘 
京都大学 教授

大崎博之 
東京大学 教授

原田幸明 
物質・材料研究機構 
アドバイザー

土肥義治 
高輝度光科学研究センター
理事長 出来成人

神戸大学 名誉教授

逢坂哲彌
早稲田大学 
名誉教授・特任研究教授

魚崎浩平
物質・材料研究機構 フェロー

B1 T1

辰巳 敬
製品評価技術基盤機構 
理事長

B6

B3

E5

E2・E8・B2

E6・T2
E3・E4・B4

近藤昭彦
神戸大学 教授

E7・B5

谷口研二

大阪大学 特任教授
E1・E9・E10・B7

2016年度より新設
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RISTEX
社会技術とは、社会を直接の対象とし、社会に現存する、あるいは将来起きることが予想
される問題の解決を目指す技術です。

社会技術研究開発

お問合せ先：社会技術研究開発センター（RISTEX）  03-5214-0132
ristex.jst.go.jp/  otoiawase@jst.go.jp

RESEARCH INSTITUTE OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY

 FOR SOCIETY

社会が抱える具体的問題を解決するための研究開発を推進

問題解決型のイノベーションを生み出すために、社会の問題に関与するさまざまな立場
の人々が協働し、自然科学と人文・社会科学両面の英知と人々の知恵、地域の特性・経験
などを総合した新しい取り組みを行いながら、社会的・公共的価値の創出を目指します。

研究開発の推進
研究開発領域が掲げる目標の達成に向け、領域総括が領域アドバイザーの協力のもと、

研究開発プロジェクトの募集・選定を行い、領域総括の強力なマネジメントにより研究開

発を推進します。

対象となる「社会の問題」の抽出および研究開発領域の設定
社会が抱える具体的な問題に関する調査・分析を行い、社会的・公共的に重要と考えられ、

研究開発活動により具体的な成果が期待できる研究開発領域を設定します。

社会技術の研究開発成果の実装を支援
社会への還元を図るべく、社会問題の解決に資する研究開発成果を社会において適用

（実装）する取り組みを支援します。

社会の問題解決のための連携・協働の基盤づくり
社会の問題解決に取り組む多様な関与者との連携、人的ネットワークの構築を行い、問

題の抽出､問題解決のための協働の基盤を構築します。

［社会技術研究開発センターの活動サイクル］

文献等調査
インタビュー
ワークショップ

フォーラム
ワークショップ

領域具体案
立案

研究開発領域・プログラム
課題募集・選考、領域会議、
現地調査、ネットワーク拡大

研究体制構築／
詳細な現状調査・分析／仮説設定

研究開発プロジェクト

解決策立案・改訂

社会実験

PDCAサイクル

科 学
技 術社 会

成果の社会への実装

情報提供・ネットワークの活用

NPO
企 業

行 政

方法論、適用条件（地域特性・制約）、
担い手育成・確保、技術の要素、
社会の受容・合意形成、受け手の規模 …

そのまま
社会へ

定 着

普 及

国等の政策
産学官市民の参画

人文・社会・自然科学の協働

他制度の成果

追跡調査

〈子ども・若者〉〈高齢社会〉〈都市・地域〉
〈科学技術ガバナンス〉〈環境・エネルギー〉
〈医療・介護〉〈産業競争力〉〈災害・事故〉etc.

【研究開発の推進】

【研究開発領域・プログラムの設定】

【プロトタイプの提示】

【社会における取り上げるべき
具体的問題の探索・抽出】

【プロトタイプの
実装支援】

各種調査フォーラム・シンポジウム

シーズ・科学技術の新たな知見

NPO 産業研究者
（人文・社会・自然科学）

インタビュー ワークショップ研究会

要請・
ニーズ

事前評価
領域設定、
領域総括決定

中間・事後評価

要請・
ニーズ

要請・
ニーズ

協 働

研究開発成果実装支援プログラム

社会的・公共的価値の創出

研究開発の実施体制

目 的

特 徴

〈研究開発プロジェクトを公募・選考〉

領域総括領域総括 領域アドバイザー

研究開発
プロジェクト

研究開発
プロジェクト

研究開発
プロジェクト

研究開発
プロジェクト

研究開発
プロジェクト

領域運営の責任者 領域総括に対し専門的助言

問題解決に取り組む人々、
研究者等、関与者の協働

《研究チーム》 大学等の
研究者

行 政 各種
団体 産業界 NPO

etc.

東日本大震災などの災害から得られた課題や教訓を科学的に検証
し、今後予想される大規模災害に対して、私たちの社会をより強く
しなやかなものにするための災害対策を実現していくことを目指す

客観的根拠に基づく科学技術イノベーション政策形成に資する根拠
の導出及びそのための分析手法等の開発を目指す

多くの人々が解決を望む社会問題の解決に向けて、国等の公的研究
開発資金によって得られた研究開発成果の社会実装に取り組む活動
を支援する

社会技術研究開発センターが推進してきた研究開発領域・プログラム
で創出した複数の研究開発成果を集約・統合（パッケージ化）し、社
会に実装する取り組みを支援することによって、社会の問題解決に
向けてより効果的な普及・定着を図る

冨浦 梓

有本建男

元・東京工業大学 監事

政策研究大学院大学 教授

H28～H33

H27～H32

H26～H31

H24～H29

H23～

H19～

H25～

研究開発成果
実装支援プログラム（公募型）

コミュニティがつなぐ
安全・安心な都市・地域の創造

持続可能な多世代共創社会の
デザイン

安全な暮らしをつくる
新しい公／私空間の構築

科学技術イノベーション政策の
ための科学研究開発プログラム

研究開発成果
実装支援プログラム（成果統合型）

防災科学技術研究所 理事長
林 春男

元・内閣府 政策参与／
元・大阪大学 教授

大守 隆

津田塾大学総合政策学部
教授／
東京大学 名誉教授

森田 朗

人口減少等さまざまな課題を抱える都市地域を持続可能とするため、
包括的なアプローチによる市民視点の実践的な研究開発を実施し、
環境、社会、経済の多面的な価値創出による多世代共創社会をデザイ
ンすることを目指す

世帯の小規模化やソーシャルメディアの普及といった社会の変化に
伴い深刻化する危害や事故などの安全・安心上の問題の予防に向け
て、公と私が協力して発見、介入（支援）できる仕組みづくりやその
活動に資する制度や技術の提示を目指す

東洋大学 名誉教授／
NPO法人情報通信政策
フォーラム 理事長

山田 肇

情報技術を人間を中心とした観点で捉え直し、社会の理解のもとに
技術と制度を協調的に設計していくための研究開発を推進し、情報
技術と人間のなじみがとれた社会の実現を目指す

人と情報のエコシステム 慶應義塾大学総合政策学部
教授

國領二郎

課
題
数

5

8

16

6

8

13

1

RISTEX研究開発領域・プログラム一覧 2017 7 57領域数 課題数（平成29年7月現在）

研究開発領域・プログラム 総 括 研究期間 目 標

地球環境問題に取り組む国際的な枠組みである「フューチャー･アース」構想への対応を推進しています。
フューチャー･アース（Future Earth）構想の推進
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RISTEX
社会技術とは、社会を直接の対象とし、社会に現存する、あるいは将来起きることが予想
される問題の解決を目指す技術です。

社会技術研究開発

お問合せ先：社会技術研究開発センター（RISTEX） 03-5214-0132
ristex.jst.go.jp/ otoiawase@jst.go.jp

RESEARCH INSTITUTE OF
SCIENCE AND TECHNOLOGY

 FOR SOCIETY

社会が抱える具体的問題を解決するための研究開発を推進

問題解決型のイノベーションを生み出すために、社会の問題に関与するさまざまな立場
の人々が協働し、自然科学と人文・社会科学両面の英知と人々の知恵、地域の特性・経験
などを総合した新しい取り組みを行いながら、社会的・公共的価値の創出を目指します。

研究開発の推進
研究開発領域が掲げる目標の達成に向け、領域総括が領域アドバイザーの協力のもと、

研究開発プロジェクトの募集・選定を行い、領域総括の強力なマネジメントにより研究開

発を推進します。

対象となる「社会の問題」の抽出および研究開発領域の設定
社会が抱える具体的な問題に関する調査・分析を行い、社会的・公共的に重要と考えられ、

研究開発活動により具体的な成果が期待できる研究開発領域を設定します。

社会技術の研究開発成果の実装を支援
社会への還元を図るべく、社会問題の解決に資する研究開発成果を社会において適用

（実装）する取り組みを支援します。

社会の問題解決のための連携・協働の基盤づくり
社会の問題解決に取り組む多様な関与者との連携、人的ネットワークの構築を行い、問

題の抽出､問題解決のための協働の基盤を構築します。

［社会技術研究開発センターの活動サイクル］

文献等調査
インタビュー
ワークショップ

フォーラム
ワークショップ

領域具体案
立案

研究開発領域・プログラム
課題募集・選考、領域会議、
現地調査、ネットワーク拡大

研究体制構築／
詳細な現状調査・分析／仮説設定

研究開発プロジェクト

解決策立案・改訂

社会実験

PDCAサイクル

科 学
技 術社 会

成果の社会への実装

情報提供・ネットワークの活用

NPO
企 業

行 政

方法論、適用条件（地域特性・制約）、
担い手育成・確保、技術の要素、
社会の受容・合意形成、受け手の規模 …

そのまま
社会へ

定 着

普 及

国等の政策
産学官市民の参画

人文・社会・自然科学の協働

他制度の成果

追跡調査

〈子ども・若者〉〈高齢社会〉〈都市・地域〉
〈科学技術ガバナンス〉〈環境・エネルギー〉
〈医療・介護〉〈産業競争力〉〈災害・事故〉etc.

【研究開発の推進】 

【研究開発領域・プログラムの設定】

【プロトタイプの提示】

【社会における取り上げるべき
具体的問題の探索・抽出】

【プロトタイプの
実装支援】

各種調査フォーラム・シンポジウム

シーズ・科学技術の新たな知見

NPO 産業研究者
（人文・社会・自然科学）

インタビュー ワークショップ研究会

要請・
ニーズ

事前評価
領域設定、
領域総括決定

中間・事後評価

要請・
ニーズ

要請・
ニーズ

協 働

研究開発成果実装支援プログラム

社会的・公共的価値の創出

研究開発の実施体制

目 的

特 徴

〈研究開発プロジェクトを公募・選考〉

領域総括領域総括 領域アドバイザー

研究開発
プロジェクト

研究開発
プロジェクト

研究開発
プロジェクト

研究開発
プロジェクト

研究開発
プロジェクト

領域運営の責任者 領域総括に対し専門的助言

問題解決に取り組む人々、
研究者等、関与者の協働

《研究チーム》 大学等の
研究者

行 政 各種
団体 産業界 NPO

etc.

東日本大震災などの災害から得られた課題や教訓を科学的に検証
し、今後予想される大規模災害に対して、私たちの社会をより強く
しなやかなものにするための災害対策を実現していくことを目指す

客観的根拠に基づく科学技術イノベーション政策形成に資する根拠
の導出及びそのための分析手法等の開発を目指す

多くの人々が解決を望む社会問題の解決に向けて、国等の公的研究
開発資金によって得られた研究開発成果の社会実装に取り組む活動
を支援する

社会技術研究開発センターが推進してきた研究開発領域・プログラム
で創出した複数の研究開発成果を集約・統合（パッケージ化）し、社
会に実装する取り組みを支援することによって、社会の問題解決に
向けてより効果的な普及・定着を図る

冨浦 梓

有本建男

元・東京工業大学 監事

政策研究大学院大学 教授

H28～H33

H27～H32

H26～H31

H24～H29

H23～

H19～

H25～

研究開発成果
実装支援プログラム（公募型）

コミュニティがつなぐ
安全・安心な都市・地域の創造

持続可能な多世代共創社会の
デザイン

安全な暮らしをつくる
新しい公／私空間の構築

科学技術イノベーション政策の
ための科学研究開発プログラム
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実装支援プログラム（成果統合型）

防災科学技術研究所 理事長
林 春男
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元・大阪大学 教授

大守 隆

津田塾大学総合政策学部
教授／
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人口減少等さまざまな課題を抱える都市地域を持続可能とするため、
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國領二郎

課
題
数

5

8

16

6

8

13

1

RISTEX研究開発領域・プログラム一覧 2017 7 57領域数 課題数（平成29年7月現在）

研究開発領域・プログラム 総 括 研究期間 目 標

地球環境問題に取り組む国際的な枠組みである「フューチャー･アース」構想への対応を推進しています。
フューチャー･アース（Future Earth）構想の推進
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PMによるイノベーション指向の

研究開発マネジメント

トップサイエンスの成果

イノベーション指向の基礎研究
（戦略的創造研究推進事業）

社
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的•

経
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的
価
値
の
創
造

技
術
的
成
立
性
の

証
明
・
提
示
（
P
O
C
）

研究開発運営委員会

専門評価会評価・助言 進捗報告

プログラムマネージャー（PM）

研究代表者 研究開発
課題

ACCEL 

お問合せ先：戦略研究推進部・ACCEL担当  03-6380-9130
www.jst.go.jp/kisoken/accel/  suishinf@jst.go.jp

ACCELERATED INNOVATION
RESEARCH INITIATIVE TURNING

 TOP SCIENCE AND IDEAS
 INTO HIGH-IMPACT VALUES

トップサイエンスからトップイノベーションを生み出す

戦略的創造研究推進事業（CREST・さきがけ・ERATO など）で創出された世界をリー
ドする顕著な研究成果のうち有望なものの、すぐには企業などではリスクの判断が困
難な成果を抽出し、プログラムマネージャー（PM）のイノベーション指向の研究開発マ
ネジメントにより、技術的成立性の証明・提示（Proof of Concept：POC）および適切な
権利化を推進することで、企業やベンチャー、他事業などに研究開発の流れをつなげる
ことを目指します。

1

目 的

特 徴

研究開発の実施体制

●PMを中心としたマネジメント体制
●技術的成立性の証明・提示（Proof of Concept：POC）
●適切な権利化

H29～

H29～

H28～

H28～

H28～

H27～

H27～

H27～

H26～

H26～

H26～

H26～

H26～

H26～

H25～

H25～

H26～

H25～

東京大学大学院工学系研究科 教授

京都大学大学院理学研究科 教授

東京大学大学院情報理工学系研究科
教授

産業技術総合研究所情報技術研究部門
首席研究員

横浜国立大学大学院工学研究院 教授

京都大学大学院理学研究科 教授

慶應義塾大学理工学部 教授

京都大学化学研究所 教授

自然科学研究機構分子科学研究所 教授

慶應義塾大学理工学部 教授

自然科学研究機構基礎生物学研究所
教授

東京大学 名誉教授

東京大学生産技術研究所 教授

東北大学国際集積エレクトロニクス
研究開発センター センター長
大学院工学研究科 教授

京都大学物質－細胞統合システム拠点
拠点長・高等研究院特別教授

京都大学大学院工学研究科 教授

東京大学大学院工学系研究科 教授

東京工業大学科学技術創成研究院
フロンティア材料研究所 教授
元素戦略研究センター長

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

染谷隆夫

田中耕一郎

石川正俊

後藤真孝

馬場俊彦

北川 宏

黒田忠広

辻井敬亘

魚住泰広

栄長泰明

川口正代司

舘　 暲

藤岡 洋

遠藤哲郎

北川 進

野田 進

藤田 誠

細野秀雄

松葉頼重

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

深澤亮一

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

岸 則政

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

伊藤博之

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

小林功郎

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

岡部晃博

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

河村誠一郎

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

松川公洋

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

間瀬俊明

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

塚原信彦

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

齋藤雅典

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

野村淳二

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

碓井 彰

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

政岡 徹

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

山本高郁

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

八木重典

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

江崎敦雄

科学技術振興機構
ACCELプログラム
マネージャー

横山壽治

H29年度

H28年度

H27年度

H26年度

H25年度

研究開発課題名採択年度 研究代表者 プログラムマネージャー 研究開発
期間

スーパーバイオイメージャーの開発

半導体を基軸とした
テラヘルツ光科学と応用展開

高速画像処理を用いた
知能システムの応用展開

次世代メディアコンテンツ生態系技術の
基盤構築と応用展開

スローライト構造体を利用した
非機械式ハイレゾ光レーダーの開発

元素間融合を基軸とする
物質開発と応用展開

近接場結合集積技術による革新的
情報処理システムの実現と応用展開

濃厚ポリマーブラシのレジリエンシー
強化とトライボロジー応用

超活性固定化触媒開発に立脚した
基幹化学プロセスの徹底効率化

ダイヤモンド電極の
物質科学と応用展開

共生ネットワークの分子基盤と
その応用展開

触原色に立脚した身体性メディア
技術の基盤構築と応用展開

PSD法によるフレキシブル窒化物
半導体デバイスの開発

縦型BC-MOSFETによる
三次元集積工学と応用展開

PCPナノ空間による
分子制御科学と応用展開

フォトニック結晶レーザの
高輝度・高出力化

自己組織化技術に立脚した
革新的分子構造解析

エレクトライドの物質科学と応用展開

産
業
界
で
の
本
格
的
な

研
究
開
発
の
開
始

H29年度採択課題は未来社会創造事業ACCELとして実施しています。

18課題数ACCEL研究開発課題一覧2017 （平成29年7月現在）
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研究契約

戦略
目標 研究提案の

募集・選定

参  加
領域会議（研究成果）

参  加

〈研究チーム〉

国

[

文
部
科
学
省]

JST

研究領域

研究代表者、研究者

大学、独立行政法人、
国公立試験研究機関、企業など

研究総括 研究総括
補佐

アドバイザー

《第3回戦略的創造研究推進事業国際評価について》

■戦略的創造研究推進事業の国際評価

さらに、世界レベルの研究を牽引する研究人材も多く輩出されている。

戦略的創造研究推進事業は、国が定める戦略目標の達成に向けて、バーチャル・ネットワーク型研
究所を構築し、科学技術イノベーション創出への貢献に向けて効果的に研究開発を推進している。

戦略的な基礎研究の推進により、国際的に高い水準にあり新技術のシーズとなる成果も多数得
られ、実用化への展開も見られる。

本事業の特徴 本事業の特徴は、主に以下の通りであると評価されました。

■総合的に見て、本事業は日本の科学技術イノベーション創出に向けて大きく貢献をしているも
のと高く評価できる。
■今後とも、日本の科学技術を発展させるために、継続・発展することを強く希望する。

と総括されました。

評価結果の総括

戦略的創造研究推進事業の国際評価は、事業運営と研究成果の両面から国際的視点を踏まえた事
業の総合的な評価を外部有識者、専門家により実施し、評価結果を事業の運営に反映させるという
目的のもと、中期計画期間の5年に一度実施しています。これまでに2006年（第1回）、2011年（第
2回）に開催しており、第3回はERATO、CREST、さきがけ、ACCEL、ACT-Cといったプロ
グラムを対象として主に2011年～ 2015年度を中心とした取り組みについて、出口を見据えた
基礎研究の推進への取り組みや研究成果ならびに波及効果等を通じた戦略的創造研究推進事業全
体の総合的な評価を受けると共に、今後JSTとして取り組むべき提言・助言や、科学技術イノベー
ション創出に資する提言・助言を得るために国際評価委員会を2016年1月に実施しました。

評価の概要
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先導的物質変換領域

お問合せ先：研究プロジェクト推進部  03-3512-3528
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CREATION OF ADVANCED CATALYTIC
TRANSFORMATION FOR THE SUSTAINABLE

MANUFACTURING AT LOW ENERGY,
LOW ENVIRONMENTAL LOAD

先導的な物質変換技術による課題解決を目指した研究

低炭素社会の実現や、医薬品・機能性材料等の持続的かつ発展的な生産など、我が国の
みならず世界が直面している諸課題の解決に貢献しうる、触媒による先導的な物質変換
技術の創出を目指します。

領域会議での研究成果発表およびネットワーク形成
年2回の研究報告会（領域会議）等を通じて、研究成果等の発表を行います（少なく
とも1年に1回）。また、研究総括、研究総括補佐、領域アドバイザーを含む研究者と
の異分野交流により、横断的な研究ネットワークを構築します。

きめ細やかな研究推進フォロー
研究総括、領域アドバイザーが研究課題を分担し、研究推進にあたり様々なアドバ
イスをします。また、研究進捗状況により、研究体制・資源の柔軟な見直しを行います。

領域内のシナジー効果の創出
領域内の各研究課題の背景を研究者間で共有化すること等により、共同研究の促進
を図り、シナジー効果の創出を目指します。
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