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プログラムについて 
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開発成果の一例： https://sentan-db.jst.go.jp/ 

 革新的な研究成果の創出や産業競争力強化に資する最先端で 
  ニーズの高い計測分析技術・機器をシステムも含めて開発 
 産学（・官）連携により、実用化を強く意識した開発を実施 

計測分析・機器及びその周辺
システムの開発 

要素技術タイプ 

先端機器開発タイプ 

ニーズがあり、優位性の 
高い技術・機器を 

実用化 ・新規市場の創出 
・デファクトスタンダード 
・国際標準化 

・革新的な研究成果 
・産業競争力強化 
・イノベーションの創出 

開発成果を市場・現場へ 

学・官 企業 

ユーザー 

産学連携の開発体制 

申請 

最先端の計測分析機器のため
の要素技術を開発 



プログラムの特徴 

3 

 計測・分析の開発に特化した競争的資金制度 
 

 開発フェーズに合わせて、開発期間や開発費を柔軟に 
   設定可能 

 

JSTと中核機関（チームリーダーの所属機関）は委託契約
を締結 

 

 開発目標が達成された課題は、タイプをステップアップ 
  して継続実施を推奨  （例 要素技術→先端機器開発） 

 

 開発総括をはじめとする有識者によるサポート体制 
  →きめ細やかな課題マネジメント・サポートを実施 
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プログラムの開発推進 

学・官 

開発チーム JST 

＜強力な研究開発マネジメント＞ 
サイトビジット、中間・事後評価 

ユーザー等 

成果の実用化 

国内外の市場 

共用プラットフォーム 

Innovation 

企業 

    製品化：４０以上  
    売上額：約５７０億円 
     （H16年度からの累計） 

先端計測グループ 

開発総括（PO） 

推進委員会 



Ｈ２７年度の公募概要 
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 「最先端研究基盤領域」にて公募を実施 
 

最先端の計測分析技術・機器の開発を幅広く募集 
  （周辺技術・機器なども可） 
 

 「要素技術タイプ」と「先端機器開発タイプ」の2タイプで募集 
 

医療・創薬を主たる目的とする開発は対象外  
ユーザーニーズが有り、尚且つ競合技術/機器に対する 
 顕著な優位性があることを今まで以上に重視 
 

 国内外への普及や大きな波及効果が期待できる技術又は
機器の開発を対象 

 



要素技術タイプの概要 
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最先端の計測分析機器の開発に向けた新規で独創的
な要素技術を開発 

競合技術に対して顕著な優位性を持つ要素技術を開発 
潜在的なものを含めたユーザーニーズが十分にある 
機器の要素技術開発を対象 

ニーズに基づく開発のため、ユーザーの参画も可能 

国内外への普及や大きな波及効果が期待できることを
重視 

 

開発例  電子源、光学系、検出器、分離機構、ソフト、   
        その他
http://www.jst.go.jp/sentan/saitaku/index.html 



先端機器開発タイプの概要 
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要素技術開発からプロトタイプ機による実証～実用化 
 までを一貫して実施 
ニーズがあり、尚且つ競合機器に対して顕著な優位性 
 を持つ機器を開発 
開発成果を（将来的に）実用化できる体制が望まれる 
ニーズに基づく開発とフィードバックのため、チームへ 
 ユーザーが参画することを強く推奨 
国内外への普及や大きな波及効果が期待できることを 
 重視 

※我が国の研究開発基盤の強化のため、文部科学省先端研究基盤共用・プラットフォーム 
  形成事業のNMR共用プラットフォーム（PF)と連携した課題についても、一部で採択を予定。 



公募タイプの比較 
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チーム体制については、タイプ毎に要件や推奨事項等がございますので、必ず
公募要領をご確認ください。 
※要素技術タイプではコーディネータもしくは企業の研究開発関係者による見解がある場
合は、学・官による単独申請も可能。 

類型 要素技術 
タイプ 

先端機器開発タイプ 

通常型 NMR共用PF連携型 

開発内容 新規性・独創性が
ある要素技術の開
発 

新規性・独創性があ
る機器の開発 

「NMR共用PF」での計測

ニーズに合致する機器の
開発 

開発期間 3年4ヶ月以内 5年4ヶ月年以内 

チーム体制 原則として※ 
産と学・官が連携 

産と学・官の連携が必須 
 

開発費 
（直接経費） 
全額ＪＳＴ負担 

2千万円程度/年 5千万円程度/年 2千万円程度/年 



選考の観点（要素技術タイプ） 
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① 新規性・独創性があり、競合技術に対する顕著な優位性や 
   新規計測・分析の開拓が期待できること 
② ユーザーの計測・分析ニーズを的確に把握し、それに合致している 
③ 具体的かつ実現可能性の高い開発計画が立案されていること 
④ 開発目標の達成に必要な実施体制を構築していること 
⑤ 開発期間終了後、機器開発さらには活用に至るまでの構想に 
   具体性と実現可能性があること 
⑥ 将来的に、国内外への普及や大きな波及効果が期待できること 
⑦ 知的財産権の取得やライセンス方針などの知的財産戦略が 
   具体的に検討されていること 



選考の観点（先端機器開発タイプ） 
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① 新規性・独創性があり、競合機器に対する顕著な優位性や 
  新規計測・分析の開拓が期待できること 
② ユーザーの計測・分析ニーズを的確に把握し、それに合致している 
③ 具体的かつ実現可能性の高い開発計画が立案されていること 
④ 開発目標の達成に必要な実施体制を構築していること 
⑤ 開発期間終了後、活用に至るまでのプロセスに具体性・実現性・ 
  迅速性があること 
⑥ 国内外への普及や大きな波及効果が期待できること 
⑦ 知的財産権の取得やライセンス方針などの知的財産戦略が 

  明確で適切であるとともに、国際標準化を進める場合には、 

  取組・戦略が明確になっていること 



採択予定数 
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タイプ 
領域 

要素技術 
先端機器開発 

最先端研究 
基盤領域 

通常型 NMR共用PF
連携型 

数課題程度 数課題程度 若干数 

※本プログラムにおいて、チームリーダーとして 
申請できるのは、お１人１提案のみです。 



過去の応募・採択実績 
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タイプ 
H22 H23 H24 H25 H26 

数 倍率 数 倍率 数 倍
率 数 倍率 数 倍率 

要素技術 

応募 
150 

10.0 
183 

22.9 
72 

5.1 
111 

10.1 
85 

14.2 
採択 

15 8 14 11 6 

先端機器開発 

応募 
58 

11.6 
64 

16.0 
63 

7.9 
64 

8.0 
50 

10.0 
採択 

5 4 8 8 5 

最先端研究基盤領域 

例年、倍率は10～10数倍程度で推移 



選考のスケジュール（予定） 
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 5月29日（金）    公募開始 

 7月2日（木）正午  公募締切（e-Rad) 

 8月中～下旬        面接候補課題決定 

 9月下旬～10月上旬 面接審査 

 12月            開発開始 

※ 本年度の締切は木曜日ですので、ご注意ください。 



申請1.公募要領・申請書類の取得 
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公募要領および申請書類様式のダウンロード
は、事業HPからのみとなります※ 

 http://www.jst.go.jp/sentan/koubo/H27/youryou.html 

※e-Radからの取得はできませんのでご注意ください 

以下の3種類をダウンロードしてください 
①公募要領 （.pdf） 
②課題申請書 様式 (.doc）  
③開発チーム構成  （.xls) 



申請2. e-Radの登録と申請について 
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申請は全てe-Rad(府省共通研究開発管理システム）から受付 

 e-Radによる申請には、機関登録と研究者登録が必要 

 （分担開発者についても、できるだけ申請までに登録してください） 

登録までに２～３週間必要→早めの登録を 

応募はお早めに（締切の2,3日前までに申請を） 

  締切直前はシステムが非常に混雑し、繋がりにくくなります。 

 

  

 

e-Radに関するお問い合わせ  
・e-Radウェブサイト   http://www.e-rad.go.jp/ 
・e-Radヘルプデスク 0120-066-877 

 

http://www.e-rad.go.jp/


申請3. 研究倫理講習について 
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 H27年度より、研究倫理講習の修了が応募要件となり
ました。 

→所属機関による講習、もしくはCITI Japanのオンライン
教材の事前受講が必須です。 

 （申請時点ではチームリーダーのみでOK） 

所属機関で講習が実施されていない場合は、JSTを通
じてCITI（ダイジェスト版、無料）を受講してください。 

詳細は公募要領及び事業HPをご覧ください。 

  http://www.jst.go.jp/sentan/koubo/index.html 

 



（参考） 研究倫理講習について 
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所属機関において、研究倫理教育に関
するプログラムを修了していますか？ 

e-Radの応募情報入力画面

で、修了していることを申
告してください。 

過去にJST事業などにおいて、
CITI Japan e-ラーニングプログ
ラムを修了していますか？ 

CITI Japan e-ラーニングプログラムのダイジェスト版を受講してくださ
い。受講方法はhttp://www.jst.go.jp/sentan/koubo/index.htmlをご
覧ください。修了後、申請する際に修了証番号をe-Radに入力してく
ださい。 

はい いいえ 

はい 

いいえ 

研究倫理講習の受講と修了申告フローチャート 

http://www.jst.go.jp/sentan/koubo/index.html


申請4. 課題申請書の送付 
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送付先 

〒102-0076 

東京都千代田区五番町７ Ｋ’ｓ五番町 

国立研究開発法人科学技術振興機構  

産学連携展開部 先端計測グループ 

Tel 03-3512-3529 

※封筒には「課題申請書在中」と明記してください。 

e-Rad上の申請に加えて、課題申請書5部を締切までに
JSTに送付してください。 
 送付方法： 簡易書留もしくは宅配便 （持参不可） 
 印刷方法： 片面、カラー印刷、クリップ留め（ホチキス不可） 
 送付期限： 7月6日（月）必着 （e-Radでの申請期限は7/2です） 



事業・公募に関するお問い合わせ 

科学技術振興機構 

産学連携展開部 先端計測グループ 

sentan@jst.go.jp 

Tel 03-3512-3529 

 URL http://www.jst.go.jp/sentan/ 
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