研究成果

戦略的創造研究推進事業CREST
研究領域「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」
研究課題「作物の地下茎による栄養繁殖化に向けた基盤技術の開発」
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水没に対する浮きイネの草丈の伸長

次のいずれかに該当する試験研究課題・調査研究課題

・西日本豪雨を受けての今後の防災・減災に資する課題
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デザインの楽しさを見て、聴いて、触って、体験できる展覧会

申請課題要件 ・西日本豪雨からの復興に資する課題

2011年3月の東日本大震災、
2016

全国の研究機関のシーズをマッチング

日本科学未来館
企画展「デザインあ展 in TOKYO」

https://www.jst.go.jp/mp/
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SD1たんぱく質は、植物の草丈

西日本豪雨復興支援（A-STEP 機能検証フェーズタイプ）

西日本豪雨からの復興のための研究課題を募集中
産学連携で被災地域に貢献

洪水で沈んでも背を伸ばす
「浮きイネ」の仕組みと起源を解明
東南アジアでは、毎年雨季になると水

募集

JSTのこれまでの災害復興支援の取り組み

申請方法

大学等の研究者による申請

支援対象

大学、高専、公設試験場等

研究開発期間

（予定）
1年間 平成30年12月20日～平成31/2019年12月31日

研究開発金額

100万～300万円 / 課題（間接経費含む）

採択予定件数

20課題程度

募集の概要

戦略的創造研究推進事業さきがけ
a) PREX 710
研究領域「統合1細胞解析のための革新的技術基盤」
研究課題「脂質ダイナミックスの精密解析技術の創出」
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多くの来場者が、デザ

色素PREX 710の開発に成功しました。

PREX 710は長時間の生体1分子や

科学分野での応用が期待されます。
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