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戦略的創造研究推進事業とは制度説明制度説明

国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズ等を踏まえて、
国（文部科学省）が戦略的な目標（戦略目標）を設定

国の科学技術政策や社会的・経済的ニーズ等を踏まえて、
国（文部科学省）が戦略的な目標（戦略目標）を設定

• JSTは戦略目標の達成に向けて、戦略的な基礎研究を推進し、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革新的技術の

シーズを創出する。

• 戦略目標の下に、推進すべき研究領域とその責任者である研究総括（プログラムオ

フィサー）を設定。研究総括は、産・学・官の枠を超えた最適な研究者・研究課題を編

成（ネットワーク型研究所）し、戦略目標の達成に向けた研究領域運営を行う。

• 研究者は、研究総括の運営のもと、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、研究を推進する。

JSTにおいてネットワーク型研究を推進JSTにおいてネットワーク型研究を推進

科学技術イノベーションの創出へ 2
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ネットワーク型研究所の標準的モデル制度説明制度説明
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「CREST」とは

研 究 期 間
研 究 費

(直接経費)

5.5年以内
総額1.5～5億円/チーム

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）

 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、新たな科学的知識に基づく
創造的で卓越した新技術シーズを
創出

 我が国のトップ研究者が率いる複数
のベストチームが、チームに参加す
る若手研究者を育成しながら、戦略
目標の達成に向けて研究を推進

4

※研究領域により上限の設定が異なる場合
がありますので、募集要項でご確認下さい。

CREST
(Core Research for Evolutionary Science

and Technology)

CREST
(Core Research for Evolutionary Science

and Technology)

制度説明制度説明



「さきがけ」とは

さきがけ
(Precursory Research for Embryonic 

Science and Technology)

さきがけ
(Precursory Research for Embryonic 

Science and Technology)

3.5年以内
総額3～4000万円

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）

 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

 科学技術イノベーションの源泉となる、
新たな科学知識に基づく創造的な新技
術シーズを世界に先駆けて創出

 若手研究者が、異分野の研究者ネット
ワークを形成しながら、若手ならでは
のチャレンジングな研究を推進
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※研究領域により上限の設定が異なる場合が
ありますので、募集要項でご確認下さい。

研 究 期 間
研 究 費

(直接経費)

制度説明制度説明



「さきがけ」の特長
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個人の研究費が大きい
• 自身のアイディアに基づく独立したテーマに対して大きな研究費を使えます。
• 研究総括は採択後、各研究者のところにサイトビジットを行い、研究室の上司の方

にも、さきがけ研究者に独立した研究をさせてくれるよう直々にお願いします。

人脈形成が可能
• 領域会議（合宿形式）では、普段自分が参加する学会では出会えないような異分野

の研究者と交流でき、それらを通じて、研究の新たな展開や共同研究の可能性を広
げることができます。

• 研究総括や領域アドバイザー（産学官）からさまざまなアドバイスがもらえます。

キャリアアップにつながる
• 平成28年度に研究終了したさきがけ研究者144名中69名が期間中に昇進しました。

その他、多様なイベント
• 大学の研究活動だけでは得られないさまざまな経験ができます。

例：新技術説明会、SciFoS、サイエンティスト・クエスト等

制度説明制度説明
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「ACT-X」とは制度説明制度説明

若手研究者の自立的で挑戦的な研究を一層促すため、さきがけ
等の若手研究者へのファンディングを充実・強化する。先行的に
実施してきた「ACT-I」をベースに若手研究者（大学院生を含む）を
支援する挑戦的研究支援制度「ACT-X」を2019年度に設立

支援対象

博士の学位取得後８年未満の若手研究者
* 博士の学位未取得の場合は、学士の学位取得後13年未満の若手研究者

* 学位を取得後に取得した産前・産後の休暇・育児休業の期間を除くと上記該当年数未満となる者を含む

上記に関わらず、学生の方は大学院生に限り応募が可能。

支援規模

金額（直接経費）：150万円標準（500万円最大）/年× 2.5年程度
* 評価の高い課題は加速フェーズとして追加支援（1年程度）

【事業概要】

制度の特徴
• 研究者２～３名に対してその分野のトップの研究者である担当アドバイザーがついてきめ細やか

なアドバイス・指導を行うことで、さきがけ等につながるテーマとして戦略的に育成する。
• 研究総括やアドバイザーと参画研究者が集まる領域会議等を行うことで、若手研究者同士の相互

のネットワーク形成にもつなげる。
• スモールスタートを導入するなど柔軟なプログラムマネジメントを実施する。

【背景】

＊ 人材育成の視点からACT-X実施中でのさきがけへの応募（早期卒業）を認める
＊ 大学院生が採択された場合は、通常の研究費に加えて自身のRA等経費の申請が可能（募集要項４．２．７参照）

＊ 人材育成の視点からACT-X実施中でのさきがけへの応募（早期卒業）を認める
＊ 大学院生が採択された場合は、通常の研究費に加えて自身のRA等経費の申請が可能（募集要項４．２．７参照）

個人研究者の公募・選定

きめ細やかなマネジメント

領域会議

個人
研究者

研究総括

研究領域

アドバイザー

※研究領域により上限の設定が異なる場合
がありますので、募集要項でご確認下さい。



2019年度応募・採択データ募集案内募集案内

8

. 男性 女性 合計

応募数 627 49 676

採択数 55 4 59

CREST（2019年度採択率 8.7％）

. 男性 女性 合計

応募数 1402 133 1,535

採択数 134 13 147

さきがけ（ 2019年度採択率 9.6％）

. 男性 女性 合計

応募数 299 48 348

採択数 36 15 51

ACT-X（ 2019年度採択率 14.7％）

（うち、
修士課程：応募19件、採択1件
博士課程：応募53件、採択9件）



応募数・採択数・採択率の推移
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募集案内募集案内
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CREST・さきがけ・ACT-Xのスケジュール制度説明制度説明

１年次 ３年次 ４年次 ５年次 ６年次 ７年次 ８年次２年次

募集

募集

課題中間評価 課題事後評価

領域中間評価 領域評価

課題事後評価

領域評価
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CRESTCREST

さきがけさきがけ

ACT-XACT-X

募集 課題事後評価

領域評価

1年次採択

2年次採択

3年次採択

1年次採択

3年次採択

1年次採択

2年次採択

加速フェーズ

課題事後評価

2年次採択 加速フェーズ

3年次採択 加速フェーズ



戦略的創造研究推進事業の特長

進捗支援

国際連携

領域会議
ヒアリング会議、サイトビジット
月報／四半期報／半期報
ライフイベント・異動時のサポート

国際アドバイザ
海外FAとの連携
JST国際事業との連携
海外との共同シンポ開催
研究者招聘・派遣

成果発信
成果シンポジウム

若手研究者向け公開セミナー
学会コラボイベント

プレスリリース
ニュースレターの刊行
学術誌における特集

各領域・課題の状況に応じ

充実したマネジメントを実施
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研究総括のもと、研究計画の進捗状況を把握し、
適切なタイミングで必要なマネジメントを実施

研究総括のもと、研究計画の進捗状況を把握し、
適切なタイミングで必要なマネジメントを実施

社会実装・実用化展開
産業界出身アドバイザ
技術成熟度レベルによる評価
特許化支援
新技術説明会
企業等との連携強化
応用展開フェーズの事業への橋渡し

異分野融合
合同領域会議
交流会・勉強会・セミナー
融合研究への増額支援

人材育成
表彰制度
研究者交流会
海外武者修行
若手研究者合宿
SciFoSプログラム
ファシリテーター経験

制度説明制度説明
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シリコンバレー等への海外ショートビジットを実施し、海外の投資家や起業家等との
対話・議論を通し、世界レベルの開発現場を体感することで、各研究者の活躍を加速。

「さきがけ」での取組事例制度説明制度説明

SciFoS（Science for Society）SciFoS（Science for Society）

さまざまなステークホルダー
へのインタビューを通して自
分の研究に対する仮説検証
と気付きを得る活動。

社会の中での研究の意義や役割を考えることを目的に、日本科学未来館来訪者に
対して、研究内容や成果について分かりやすく説明する「サイエンティスト・クエスト」
を実施。

海外ショートビジット海外ショートビジット

サイエンティスト・クエストサイエンティスト・クエスト
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JST AIPネットワークラボについて制度説明制度説明

 人工知能の分野において、我が国の強みをいかした技術戦略の策定・実行を指揮する司令塔機能として平成28年４月に設置された「人工知
能技術戦略会議」において、産学官で取り組むべき人工知能の研究開発目標と産業化のロードマップが策定、研究開発から社会実装までを
一元的に推進。

 文部科学省では平成28年度より、理化学研究所革新知能統合研究センターを新設するとともに、JST戦略的創造研究推進事業の一部をAIP
ネットワークラボとして推進する「AIPプロジェクト」を開始。理研AIPセンターとJSTのAIPネットワークラボが一体となってAIPプロジェクトを推進。

数理的情報活用基盤
（上田 総括）

共生インタラクション
（間瀬 総括）

人工知能（栄藤 総括）

情報と未来（後藤 総括）

理化学研究所
革新知能統合研究センター

（AIPセンター）
杉山センター長

人材
成果

JST AIPネットワークラボ ラボ長： 江村克己

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推進

*AIP（Advanced Integrated Intelligence Platform）

数理構造活用（坂上 総括）

IoT（徳田 総括）

人とインタラクション
（暦本 総括）

知的情報処理（萩田 総括）

ビッグデータ基盤
（喜連川 総括）

ビッグデータ応用（田中 総括）

信頼されるAIシステム
（相澤 総括）

社会デザイン（黒橋 総括）

信頼されるAI（有村 総括）

AIPプロジェクト

★

（★2020募集領域）

★

★

★

一体的
に推進

★

★

★

数理・情報のフロンティア
（河原林 総括）

AI活用学問革新創成
（國吉 総括）



募集から研究開始までの流れ募集案内募集案内
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募集

書類選考

面接選考

選定

研究領域ごとに研究提案を募集

研究総括、領域アドバイザーなどが提案書をも
とに面接対象者を選考

研究総括、領域アドバイザーによる面接選考

研究総括による選考結果を受け、
JSTが研究提案者および研究課題
を選定 研究計画

の作成

研究契約
の締結

研究開始

研究総括等のもと、研究提案者が研
究計画を作成

各研究実施場所において、研究を実施

研究者の所属する研究機関と
研究契約を締結



2020年度 募集スケジュール

2020年度の募集・選考は期間を２回に分けて行います。

15※最新の募集スケジュールは、研究提案募集webサイトをご確認ください

募集案内募集案内

〆切後は提案を一切受理しませんのでご留意下さい

締切後の予定 第１期 第２期

書類選考期間 8月中旬～9月下旬 9月中旬～9月下旬

書類選考結果の通知 8月下旬～10月上旬 9月下旬～10月上旬

面接選考期間 9月中旬～10月中旬 9月下旬～10月中旬

選考課題の通知・発表 11月中旬 11月中旬

研究開始 12月以降 12月以降

第１期（既存領域） 第２期（新規領域）

さきがけ、ACT-X
募集
締切 6月16日（火）正午

募集
締切

CREST、さきがけ、ACT-X

6月23日（火）正午CREST
募集
締切 6月23日（火）正午



フランスANRとの日仏共同提案募集（CREST）
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募集案内募集案内

 JSTは日仏の科学研究における協力促進を目的に、2017年12月にフランスの
ANR（国立研究機構）と協力枠組み合意を締結。CRESTの枠組みの中で、日仏
研究者による日仏共同研究プロジェクトを支援

 2020年度のCRESTの提案募集では、以下の２研究領域で通常の研究提案に加
えて、日仏共同研究グループによる共同研究提案を募集。

CREST

革新的力学機能材料の創出に向けたナノスケール動的挙動と力学特性機構の解明
（研究総括：伊藤 耕三）

数学・数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤の創出と社会課題解決に向けた展開
(研究総括：上田 修功)

＜応募・選考の流れ＞
1． 日仏の研究代表者で１つの共同研究提案書（英語、CREST-ANR共通書式）を作成
2． 仏側研究代表者がANRへ提案を申請

・ANR申請受付期間：2020年2月6日（木）～5月19日（火）10:00 CEST
※新型コロナウイルスの影響により延長

3. 日本側研究代表者がJST（CREST）へ提案を申請
・通常のCREST提案募集期間中にe-Radを通じて申請してください。

4. ANRとJSTが各々提案の審査を行った後、両機関で協議の上採択を決定。
5. 研究開始＜2020年10月以降＞ ※詳細は提案募集webサイトをご確認ください



CREST 選考基準（領域共通）
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CRESTの各研究領域に共通の選考基準は、以下の通りです。
a.～d.の全ての項目を満たしていることが必要です。

募集案内募集案内

a. 戦略目標の達成に貢献するものであること。

b. 研究領域の趣旨に合致していること。

c. 独創的であり国際的に高く評価される基礎研究であって、今後の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が期待できること。

d. 以下の条件をいずれも満たしていること。

• 研究提案者は、研究遂行のための研究実績を有していること。

• 研究構想の実現に必要な手掛かりが得られていること。

• 研究提案書において、①研究構想の背景(研究の必要性・重要性)、②研究提案者の実績(事実)、お
よび③研究構想・計画の3者を区別しつつ、それぞれが明確に記述されていること。

• 最適な研究実施体制であること。研究提案者がチーム全体を強力に統率して責任を負うとともに、
主たる共同研究者を置く場合は研究提案者の研究構想実現のために必要不可欠であって、研究目
的の達成に向けて大きく貢献できる十分な連携体制が構築されること。

• 研究提案者の研究構想を実現する上で必要十分な研究費計画であること。

• 研究提案者および主たる共同研究者が所属する研究機関は、当該研究分野に関する研究開発力
等の技術基盤を有していること。

※研究費の「不合理な重複」ないし「過度の集中」にあたるかどうかも、選考の要素となります。
※研究領域ごとの募集方針も合わせてご確認ください。

※詳細は募集要項第5章をご確認ください



CREST 応募要件（領域共通）
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募集案内募集案内

応募者の要件応募者の要件

研究体制の要件研究体制の要件

研究機関の要件研究機関の要件

• 研究代表者となる研究提案者自らが、国内の研究機関に所属して当該研究機関において研究を実
施する体制を取ること(研究提案者の国籍は問いません）。

• 全研究期間を通じ、研究チームの責任者として研究課題全体の責務を負うことができる研究者であ
ること。

※その他、研究倫理教育プログラムの終了や研究不正等への対応を誓約できることなどが要件になります。

• 研究代表者の研究構想を実現する上で最適な体制であること。
• 共同研究グループは研究構想実現のために必要不可欠であって、研究目的の達成に向けて大

きく貢献できること。
• 現在さきがけ、ACT-I（加速フェーズ）、ACT-Xの個人研究者、PRIMEの研究開発代表者である

方を主たる共同研究者とすることはできません。詳細は「第9章 戦略的創造研究推進事業内に
おける重複応募の制限について」をご参照ください。

※ CRESTの提案にあたっては、海外研究グループの参画を積極的に歓迎します。ただし、海外研究機関に所属
するグループについては原則JSTからの研究費の提供はありませんので、独自に研究費を確保することが要
件となります。

• 研究機関は、研究を実施する上で、委託研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、関係
する法令等を遵守するとともに、研究を効率的に実施するよう努めなければなりません。

• 応募に際しては、研究の実施を予定している研究機関の事前承諾を確実に得てください。

※詳細は募集要項第2章をご確認ください



さきがけ 選考基準（領域共通）
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さきがけの各研究領域に共通の選考基準は、以下の通りです。
a.～e.の全ての項目を満たしていることが必要です。

募集案内募集案内

a. 戦略目標の達成に貢献するものであること。

b. 研究領域の趣旨に合致していること。

c. 独創的・挑戦的かつ国際的に高水準の発展が見込まれる基礎研究であって、科学技術イノベーショ
ンの源泉となる先駆的な成果が期待できること。

d. 研究提案者は、提案研究の内容、研究姿勢や他の研究者との議論・相互触発の取り組みを通じて、
当該さきがけ研究領域全体の発展ならびに関係研究分野の継続的な発展への貢献が期待できる存
在であること。

e. 以下の条件をいずれも満たしていること。

• 研究提案の独創性は、研究提案者本人の着想によるものであること。

• 研究構想の実現に必要な手掛かりが得られていること。

• 個人型研究として適切な実施規模であること。

※研究費の「不合理な重複」ないし「過度の集中」にあたるかどうかも、選考の要素となります。
※研究領域ごとの募集方針も合わせてご確認ください。

※詳細は募集要項第5章をご確認ください



さきがけ 応募要件（領域共通）
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募集案内募集案内

応募者の要件応募者の要件

研究機関の要件研究機関の要件

• 応募者は、個人研究者となる方ご本人であること。
• 自らが研究構想の発案者であるとともに、その構想を実現するために自立して研究を推進する研究者。
• 日本国籍を持つ研究者もしくは日本国内で研究を実施する外国人研究者。

* 日本語による事務処理の対応が可能であること(あるいは対応が可能な環境にあること)も要件となります。

• 全研究期間を通じ、自身のさきがけ研究課題を責任をもって遂行することができる研究者であること。
※ その他、研究倫理教育プログラムの終了や研究不正等への対応を誓約できることなどが要件になります。

• 研究機関は、研究を実施する上で、委託研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、関係
する法令等を遵守するとともに、研究を効率的に実施するよう努めなければなりません。

• 応募に際しては、研究の実施を予定している研究機関の事前承諾を確実に得てください。
• JSTに雇用され、さきがけ専任研究者として研究を実施する場合は、JSTと研究機関との間で出向

契約を締結します。このことについても研究機関に事前承諾を得てください。

※詳細は募集要項第3章をご確認ください

海外の研究機関での研究実施に関する要件海外の研究機関での研究実施に関する要件

• 兼任研究者として従事できること。
• 海外の研究機関等で研究実施を希望される場合、海外での研究実施を希望する理由を研究提案

書様式7に記載してください。
• 原則としてJSTが提示する内容で研究契約を締結しなければなりません。そのことについて、海外

研究機関の契約担当部局責任者の事前承諾の有無を示す所定の様式（後日提示）を、面接選考会
までに提出してください。
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• 採択時に研究機関に所属している方に対して、JSTの所属を兼務（※）して、研究を実施い
ただく参加形態です。JSTが研究者に支給する報酬については、JSTの規定に基づき、毎月
一定額をお支払いします。社会保険については、ご所属の研究機関での加入となります。

※ 2022年4月以降は、JSTの所属を兼務する形態は廃止されます。

それに伴い、毎月一定額の報酬の支給も廃止されます。

募集案内募集案内

兼任（さきがけ）兼任（さきがけ）

専任（さきがけ）専任（さきがけ）

• 採択時に研究機関、企業等に所属されていない、あるいは所属機関の都合により退職せ
ざるを得ない方をJSTが「さきがけ専任研究者」として雇用します。

• 研究実施にあたって、雇用開始日と同日付で、専任研究者を受入先の研究機関・企業等（
受入先研究機関）に出向する契約を締結し、専任研究者は受入先研究機関にて研究を実
施していただきます。

• 安全衛生管理等の観点から、専任研究者の研究実施機関は国内研究機関のみとし、海
外研究機関は対象外とします。

• 現在海外の研究機関に所属する研究者が、国内研究機関でさきがけ研究を実施するにあ
たり研究環境の整備が必要な場合には、通常の研究費に加えて、環境整備費の申請が可
能です。詳細については 採択後にお知らせいたします。

さきがけ 参加形態（領域共通）



ACT-X 選考基準（領域共通）
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ACT-Xの各研究領域に共通の選考基準は、以下の通りです。
a.～e.の全ての項目を満たしていることが必要です。

募集案内募集案内

a. 戦略目標の達成に貢献するものであること。

b. 研究領域の趣旨に合致していること。

c. 独創的・挑戦的なアイデアに基づく提案であり、国際的に高水準の発展が将来的に見込まれる基
礎 研究であって、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こと。

d. 研究提案者は、提案研究の内容、研究姿勢や他の研究者との議論・相互触発の取り組みを通じて、
当該ACT-X研究領域全体の発展ならびに関係研究分野の継続的な発展への貢献が期待できる存在
であること。

e. 以下の条件をいずれも満たしていること。

• 研究提案の独創性は、研究提案者本人の着想によるものであること。

• 個人型研究として適切な実施規模であること。

※研究費の「不合理な重複」ないし「過度の集中」にあたるかどうかも、選考の要素となります。
※研究領域ごとの募集方針も合わせてご確認ください。

※詳細は募集要項第5章をご確認ください



ACT-X 応募要件（領域共通）
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募集案内募集案内

応募者の要件応募者の要件

研究機関の要件研究機関の要件

• 応募者は、個人研究者となる方ご本人であること。
• 応募者は、2020年4月1日時点で博士の学位取得後8年未満の方であること。

* 博士の学位未取得の場合は、2020年4月1日時点で学士の学位取得後13年未満であること。
* 学位を取得後に取得した産前・産後の休暇・育児休業の期間を除くと上記該当年数未満となる者であること。
上記に関わらず、学生の方は大学院生に限り応募が可能です。

• 自らが研究構想の発案者として研究提案書を執筆するとともに、その構想を実現するために自立して
研究を推進すること。企業等に所属する研究者であって、ACT-X研究の趣旨に沿った個人型研究を
十分に遂行できる研究者も対象。

• 修士課程もしくは博士課程在学中の学生が応募する際は、学生及び指導教員が双方署名の上、JST
の提示する事項を確認したことを示す確認書をe-Radを通じて提出ください。

• 個人研究者が採択時に日本国内の研究機関において研究を行っており、かつ、ACT-X研究終了まで
日本国内で研究を実施することが可能であること。
* 大学院生の方で、2.5年のACT-X研究期間中に卒業を迎える場合、卒業後もACT-X研究継続できるよう上記要件を満たすべく、最大

限努める意思があれば応募可能です。
* 個人研究者の国籍は問いませんが、日本語による事務処理の対応が可能であること(あるいは対応が可能な環境にあること)も要件と

なります。
* ACT-Xでは制度の趣旨を踏まえて採択後の領域会議等を原則として日本語で実施しますので、一定程度の日本語コミュニケーション

能力が必要です。

• 全研究期間を通じ、自身のACT-X研究課題を責任をもって遂行することができる研究者であること。
※ その他、研究倫理教育プログラムの終了や研究不正等への対応を誓約できることなどが要件になります。

• 研究機関は、研究を実施する上で、委託研究費の原資が公的資金であることを十分認識し、関係する法令等を遵
守するとともに、研究を効率的に実施するよう努めなければなりません。

• 応募に際しては、研究の実施を予定している研究機関の事前承諾を確実に得てください。

※詳細は募集要項第4章をご確認ください



戦略的創造研究推進事業内における
重複応募の制限について
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募集案内募集案内

• 2020年度に公募を行う「CREST」、「さきがけ」、「ACT-X」、「AMED-CREST」、「PRIME」の全ての研究領域又は
研究開発領域の中から、研究提案者として1件のみ応募できます。

• 現在、a からiの立場にある方は、「CREST」、「さきがけ」、「ACT-X」に研究提案者として応募できません(当該研
究課題等の研究期間が、2020年度内に終了する場合またはACT-X実施中でのCREST、さきがけ応募（早期卒
業）の場合を除きます)。また、過去にa～c、e～hの立場にあった方は「ACT-X」に応募できません。
a．戦略的創造研究推進事業 ERATOの研究総括、副研究総括
b．戦略的創造研究推進事業 CRESTの研究代表者
c．戦略的創造研究推進事業 さきがけの個人研究者
d．戦略的創造研究推進事業 ACT-I（加速フェーズ）の個人研究者
e．戦略的創造研究推進事業 AIP加速課題の研究代表者
f．戦略的創造研究推進事業（革新的先端研究開発支援事業）AMED-CRESTの研究開発代表者
g．戦略的創造研究推進事業（革新的先端研究開発支援事業）PRIMEの研究開発代表者
h．戦略的創造研究推進事業（革新的先端研究開発支援事業）FORCE、LEAPの研究開発代表者
i．戦略的創造研究推進事業 ACT-Xの個人研究者

• CRESTでは、主たる共同研究者やその他の研究参加者としての応募について制限事項があります。詳細は募
集要項をご確認ください。

• 「さきがけ」、「ACT-I（加速フェーズ）」、「ACT-X」個人研究者と「CREST」の主たる共同研究者を同時に実施する
ことはできません。但し、既存課題の研究が、2020年度内に終了する場合を除きます。2020年度よりPRIME個
人研究者、AMED-CREST、PRIME、FORCE、LEAPの研究開発分担者、ERATOグループリーダーについても同
様な措置をとります。詳細は「第9章 表1：CREST・さきがけ・ACT-Xへの応募・参画の可否と表2：CREST・さき
がけ・ACT-X間の同時応募・参画の可否」をご参照ください。

※詳細は募集要項第9章をご確認ください

要注意



応募時の留意点①

研究領域ごとの選考方針について
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研究領域の概要
研究期間、研究費（直接経費）
募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針

※ 提案募集Webページで説明会動画や資料を掲載しています。是非ご覧くだ
さい。

戦略目標

提案募集Webページ

https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html

募集案内募集案内

研究領域ごとに研究提案を募集します。
研究提案に際しては、必ず以下の内容をご確認ください。



例年、受付時間直前での応募によるトラブルが相次いでおります。

〆切に余裕をもって応募いただけるようお願い致します。

応募時の留意点②

研究提案の応募方法

26

※ JSTは、提案の受理・不受理を問わず、募集締切時刻までに発生する様式不備ならびに本文
の不備についての一切の責任を負いません。
従って、募集締切時刻までに、JSTは提案者に事前確認のうえでの提案書の訂正、もしくは、提
案者に対する訂正依頼行為の一切を行わないことにつき、予めご承知おきください。

〆切後は提案を一切受理しませんのでご留意下さい。

〆切後に提案の引き戻しを行うと「不受理」となりますのでご注意ください。

「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」
により受け付けます。

※ログインID、パスワードをお持ちでない方は速やかに研究者登録をお済ませください。

募集案内募集案内



応募時の留意点③

提案が制限される利害関係
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研究提案者が研究総括、副研究総括と利害関係にある場合
（a.～c. のいずれかに該当）は 、選考対象から除外されます。

a. 親族関係
b. 同一の所属（研究室等の最小単位組織、企業）
c. 緊密な共同研究：現在または過去3年以内

募集案内募集案内

昨年度利害対象だった「d.通算10年以上の師弟関係」は今年度対象外となります

☞ 該当の有無の判断が難しい場合は、JSTにご連絡ください。

5月26日（火）までにご連絡の場合： 募集締切までに該当の有無を回答します。
5月27日（水）以降にご連絡の場合： 回答が募集締切後となる場合があります。

6月2日（火）までにご連絡の場合： 募集締切までに該当の有無を回答します。
6月3日（水）以降にご連絡の場合： 回答が募集締切後となる場合があります。
※お問い合わせの際は利害関係問い合わせ様式をご提出ください。

     https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
※（別紙）提出前確認シート「研究総括と利害関係がないか」もご活用ください。

※詳細は募集要項第5章をご確認ください

第1期 さきがけ・ACT-X

第1期 CREST 第2期 CREST・さきがけ・ACT-X



応募時の留意点④

競争的資金の応募資格制限

28

「競争的資金の適正な執行に関する指針」の改正（平成24年度）に基づき、特に悪
質な不正使用の事案に対しては厳しく対処するとともに、不正使用の内容に応じ
て、申請および参加資格を制限いたします。

(※)不正使用等に関与したとまでは認定されなかったものの、
善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研究者のことを指します。

不正使用及び不正受給への
関与による区分

研究費等の不正使用の程度 応募制限期間

不正使用を行った研究者
及び共謀した研究者

1) 個人の利益を得るための私的流用 10年

2)  1)以外

① 社会への影響が大きく、行為の悪
質性も高いと判断されるもの 5年

② ①及び③以外のもの 2～4年
③ 社会への影響が小さく、行為の悪
質性も低いと判断されるもの 1年

偽りその他不正な手段により
競争的資金を受給した研究者
及びそれに共謀した研究者

5年

不正使用に関与していないが
善管注意義務に違反して
使用を行った研究者（※）

善管注意義務を有する研
究者の義務違反の程度に
応じ、上限2年、下限1年

募集案内募集案内



応募時の留意点⑤

研究倫理教育プログラムの履修

29

研究倫理教育に関するプログラムの受講と修了申告フローチャート

 研究倫理教育に関するプログラムを修了していることが応募要件となります。募集〆切までの
受講完了が必須となります。

 修了していることが確認できない場合は、応募要件不備とみなしますので、ご注意ください。

募集案内募集案内

受講URL： https://edu2.aprin.or.jp/ard/



応募時の留意点⑥

機器の共用について

30

国の方針により、下記の運用が適当とされています。
• 大学及び国立研究開発法人等における「研究組織単位の研究設備・機器

の共用システム」（以下、機器共用システム）の運用
• 競争的研究費による大型設備・機器は原則共用

上記を踏まえ、提案時には下記の点に努めてください。

１．研究設備・機器の、複数の研究費の合算による購入・共用。
２．提案研究課題の推進に支障ない範囲での他の研究等による共用。
３．他の研究費等により購入された研究設備・機器の活用。
４．活用可能な既存の機器等との重複確認と、共用可能な機器の

積極的な活用。
５．購入する研究設備・機器の機器共用システム等への積極的な登録。

機器共用システムの活用状況について事後に確認することがあります。

募集案内募集案内



応募時の留意点⑦

人権の保護および法令等の遵守への対応

31

 提案に際し、法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれてい
る場合には、研究機関内外の倫理委員会の承認を得る等必要
な手続きを行ってください。

・研究構想を実施するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究

・個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究

・生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究

 海外における実地の研究活動や海外研究機関との共同研究を
行う際には、関連する国の法令等を事前に確認し、遵守してくだ
さい。

募集案内募集案内



応募時の留意点⑧

若手研究者の積極的な参画・活躍について

32

さきがけ
• 研究総括と領域アドバイザーには「メンター」の役割を果たしていただきます。
• 若手研究者自らが研究代表者（PI）として自分自身の研究テーマに取り組む機会を提供して

います。
• 研究領域などにおいて研究者間の交流を図り、切磋琢磨していただく場を形成しています。

 ACT-X
• 若手研究者が優れた成果を収めて研究者としての『個の確立』をされることを支援するため

に、2019年度に新設しました。
• 研究への意欲を高めている大学院生、研究者キャリアを始めて間もない若手研究者、企業

の若手研究者など多くの方に挑戦していたける機会を提供しています。

CREST
• CRESTの各研究課題には、多数の若手研究者が参画しています。研究代表者（PI）の方々

には、若手研究者の育成や多様なキャリアパスの確保に向けた支援への積極的な取組を
お願いします。

若手研究者の積極的なご応募をお待ちしています

JSTでは、若手研究者が本事業を通して挑戦的な研究開発に取り組み、
活躍の場を一段と広げられることを期待しています。

募集案内募集案内



応募時の留意点⑨

ダイバーシティの推進について

33

 科学技術イノベーションをもたらす土壌には「ダイバーシティ（多様性）」が必要です。
JSTは、あらゆる科学技術においてダイバーシティを推進することにより未来社会の
課題に取り組み、我が国の競争力強化と心の豊かさの向上に貢献していきます。

 JSTでは、従来より実施している「出産・子育て・介護支援制度」について、利用者で
ある研究者の声に耳を傾け、研究復帰可能な環境づくりを図る等、制度の改善にも
不断に取り組んでいます。

 新規課題の募集と審査に際しては、多様性の観点も含めて検討します。

女性研究者の積極的な応募に期待しています

JSTにおけるダイバーシティの取り組み
https://www.jst.go.jp/diversity/index.html

CREST・さきがけ・ACT-Xにおけるダイバーシティの取り組み
https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/nadeshiko/index.html

募集案内募集案内



34

応募時の留意点⑩

SDGsの推進について
募集案内募集案内

JSTは持続可能な開発目標（SDGs）の達成に貢献します

 2015年9月に開催された「国連持続可能な開発サミット」において、人間、地球およ
び繁栄のためのより包括的で新たな世界共通の行動目標として「持続可能な開発
目標（SDGs）」を中核とする成果文書「我々の世界を変革する：持続可能な開発の
ための2030アジェンダ」が全会一致で採択されました。

 SDGsはJSTの使命を網羅しうる世界共通の目標であり、JSTの事業を通じて産学
官民と共創し、持続可能な社会の実現に研究者の皆様と一緒に取り組んでいきま
す。



採択後の補足説明①

研究費の不正な使用等に対する措置

35

• 公的研究費は、国民の貴重な税金
を原資として成り立つため、助成機
関の使用ルールや、研究機関にお
ける使用ルールにより適切に管理さ
れることが必要です。

• 使用ルールの誤った理解により、思
わぬ不正に繋がるケースが多く、注
意が必要です。

• それぞれの使用ルールの確認など
について、日頃から研究機関の事
務担当者等に相談することが大切
です。

本事業において研究費の不正な使用等が行われた場合には、研究の中止、
研究費等の全部または一部の返還の措置をとります。また、不正の内容等に
応じて、本事業および国の他の競争的資金制度への申請および参加の制限
措置をとります。

不正に関与した研究者に対する主な措置

募集案内募集案内



採択後の補足説明②

データマネジメントプランの作成について

36

「我が国におけるオープンサイエンス推進のあり方について」
（2015年3月、内閣府「国際的動向を踏まえたオープンサイエンスに関する検討会」）

⇒ 各省庁、資金配分機関、大学・研究機関等がオープンサイエンスの実施方針及び実施計画を
策定することが明記。

JSTにおける対応
⇒ データを積極的に共有・利活用することで研究成果が効果的に創出される、また新しい製品や

サービス（市場）の創出につながると期待される研究領域については、研究代表者が採択後に
データマネジメントプランを作成し、これに基づきデータの保存・管理・公開を実施。

【データマネジメントプランの記載項目】 ※採択後の研究計画書として作成

（１）管理対象となる研究データの保存・管理方針

（２）研究データの公開・非公開に係る方針

（３）公開可能な研究データの提供方法・体制

（４）公開研究データの想定利用用途

（５）公開研究データの利活用促進に向けた取り組み

（６）その他特記事項

募集案内募集案内



採択後の補足説明③

researchmapへの登録について

37

• 戦略的創造研究推進事業(CREST・さきがけ・ACT-X)では、JST が運営する研究者
情報データベース（researchmap）を業績情報のマスタデータベースとして活用して
います（実績報告のほか、researchmap のコミュニティ機能を用いた各種ファイルの
配布やイベントの案内など）。

• また、researchmapで登録された情報は、国等の学術・科学技術政策立案の調査や
統計利用目的でも有効活用されています。

･ researchmapと連携した研究プロジェクト管理システム（R3;アールキューブ）で、研究
計画および成果報告の申請を行っていただくことを予定しています。

面接選考に進んだ CREST 研究代表者および主たる共同研究者、さきがけ・ACT-X 個
人研究者は researchmap への登録が必須となりますので、未登録の方は早めの登録
をお勧めします。

採択された CREST 研究代表者・主たる共同研究者、
さきがけ・ACT-X 個人研究者は researchmap への登録が必須です

募集案内募集案内



採択後の補足説明④

CRESTでの出産・子育て・介護支援制度

38

期間中の対応 研究代表者に代わりその役割を担える者が代行して引き続き研究
を推進することができる。

研究期間の延長 研究期間は延長しない。

研究費の取り扱い 変更しない。

 CRESTの研究代表者に関する指針

 CRESTにおける支援制度
CREST研究に参加する研究員のライフイベント（出産・育児・介護）に際し、研
究開発を継続出来るような費用を手当てします。

対象者 JST事業に参画し、その研究開発費で雇用される研究員（専従）
※男女問わず／事業指定あり

対象ライフイベント ①妊娠中（出産後も研究継続予定の者のみ）
②育児（小学校入学前まで）
③介護

支給期間・額 各年度末まで ※継続申請可 月額30万円×支援月数

使途 研究・開発の促進、負担の軽減に役立つ、実験補助者の雇用、消耗
品・機器類購入等（研究開発費の範囲内）

募集案内募集案内



採択後の補足説明⑤

さきがけ・ACT-Xでの出産・子育て・介護支援制度

39

 さきがけにおける個人研究者に関する指針

※対象となるライフイベントと期間
出産：産前6週間（多胎妊娠の場合は14週間）及び産後8週間
育児：子が1歳に達するまでの連続した期間
介護：連続する6ヶ月の期間内において必要と認められる期間

期間中の対応 週単位で研究を中断することができる。

研究期間の延長 中断した週数を限度として週単位で延長できる。
但し、研究終了時期を3月末日と当初設定していた場合、延長期間
は最長で1年度まで、次年度の3月末日までとする。

研究費の取り扱い 研究費は当初計画通りの予算額を使用できるものとする。

募集案内募集案内

期間中の対応 休暇・休業期間に応じて研究を中断することができる。

研究期間の延長 研究を中断した場合は、1年間延長できる。但し、ライフイベントによ
る延長を待たず加速フェーズに採択された場合は、加速フェーズ期
間をもってライフイベントによる延長期間に代える。加速フェーズ実
施中に研究を中断した場合は加速フェーズ期間を1年間延長できる。

研究費の取り扱い 研究費は当初計画通りの予算額を使用できるものとする。

 ACT-Xにおける個人研究者に関する指針



研究提案募集に関する各種情報

40

●研究提案募集に関する詳細は、以下webサイトをご覧ください

https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
※書類・面接選考会、選考結果通知の予定等、情報を適宜更新します

●適宜過年度研究総括総評等もご参照ください
ＣＲＥＳＴ https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/application/2019/190919/190919.html

さきがけ https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/application/2019/190919/190919.html

ＡＣＴ-Ｘ https://www.jst.go.jp/kisoken/act-x/application/2019/190919/190919.html

●研究提案募集に関するお問合せ
上記webサイト「お問い合わせ先」より問い合わせください。

メールによるお問合せは「rp-info@jst.go.jp」までお願いします。

卓越した基礎科学からトップイノベーションの源を生み出す、
挑戦的な研究に果敢に取り組む研究者の皆様からのご応

募・ご参加をお待ちしています。

募集案内募集案内



参考：twitter等による情報発信

41

CREST・さきがけ・ACT-X twitter
@JST_Kisokenkyu

CREST・さきがけ・ACT-X twitter @JST_Kisokenkyu

においても募集に関する情報を発信しています。

募集案内募集案内



選考の概要とポイント

以降は、募集要項およびここまでの説明資料
（P.1~P.41）に対する補足資料です。



応募者の要件 （詳細は募集要項をご確認ください）

CREST

さきがけ

 自らが研究構想の発案者であるとともに、その構想を実現するために自立

して研究を推進する研究者

※ 企業等に所属する研究室であっても、さきがけ研究の趣旨に沿った個人型研究を

十分に遂行できれば応募可能です。

 日本国籍を持つ研究者(※)もしくは日本国内で研究を実施する外国人研究者

※ 海外の研究機関での研究実施には別途要件があります。

 研究代表者となる研究提案者が、国内の研究機関に所属して当該研究機関に

おいて研究を実施する体制を取ること

※ 国内の研究機関に所属する外国籍研究者も応募できます。

※ 応募時に特定の研究機関に所属していない、もしくは海外の研究機関に所属して

いる場合でも、研究代表者として採択された場合、日本国内の研究機関に所属して

研究を実施する体制を取ることが可能であれば、国籍問わず応募可能です。

※ 民間企業等、大学等以外の研究機関に所属されている方も対象となります。



応募者の要件 （詳細は募集要項をご確認ください）

ACT-X

 2020年4月1日時点で博士の学位取得後8年未満

※ 博士の学位未取得の場合は、2020年4月1日時点で学士の学位取得後13年未満

※ 学位を取得後に取得した産前・産後の休暇・育児休業の期間を除くと上記該当年数

未満となる方を含みます。

 上記の条件に関わらず、大学院生は応募可能

 自らが研究構想の発案者であるとともに、その構想を実現するために自立

して研究を推進する研究者

※ 企業等に所属する研究室であっても、ACT-X研究の趣旨に沿った個人型研究を十分

に遂行できれば応募可能です。

 採択時に日本国内の研究機関において研究を行っており、かつ、ACT-X 研究

終了まで日本国内で研究を実施することが可能であること



選考のプロセス

既存研究領域
（2018年度・2019年度発足）

新規研究領域
（2020年度発足）

①戦略目標公開 3月中旬

②募集期間 3月下旬～6月中旬 4月中旬～6月中旬

③書類選考結果の通知 8月下旬～10月上旬 9月下旬～10月上旬

④面接選考会 9月中旬～10月中旬 9月下旬～10月中旬

⑤選考結果公開 11月中旬 11月中旬

⑥研究開始 12月1日（予定） 12月1日（予定）



① 戦略目標公開

文部科学省のウェブサイトで戦略目標が公開されます。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/mext_00147.html



① 戦略目標公開

1. 目標名

2. 概要

3. 達成目標

4. 研究推進の際に見据えるべき将来の社会像

5. 具体的な研究例

6. 国内外の研究動向

戦略目標の達成に貢献するための

研究領域が発足します。
（領域名や研究総括はこの時点では未定）

…



② 公募

JSTの募集ウェブサイトで研究領域・研究総括など公募情報を公開します。

（公募開始はJSTプレスリリースや戦略事業Twitter @JST_Kisokenkyuでお知らせしています。）

https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html



② 公募

研究提案を作成する前に

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じてご応募いただきます。

事前に研究機関、研究者情報の登録が必要です。

 e-Radアカウント作成

CREST、さきがけ、ACT-Xの全ての研究領域の中から、研究提案者として1件
のみ応募できます。

AMEDとの重複応募・実施制限にもご注意ください。

研究提案者が研究総括と所定の関係にある場合、選考対象から除外されます。

募集要項で利害関係にあたる項目を確認しておいてください。

（ご自身での判断が難しい場合は、JST事務局へ問い合わせすることができます。）

 応募する研究領域の選定

 利害関係の確認



② 公募

2-1. 戦略目標

2-2. 研究領域の概要／募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針

2-3. 募集説明会資料・動画

2-4. （2,3期生公募領域のみ）過去年度採択情報・総括総評

− 「戦略目標の達成に貢献」といったプログラム共通の項目もありますが、

「研究提案者は、提案研究の内容、研究姿勢や他の研究者との議論・

相互触発の取り組みを通じて、当該さきがけ・ACT-X 研究領域全体の発展

ならびに関係研究分野の継続的な発展への貢献が期待できる存在」といった

プログラム固有の項目もあります。

− この観点を軸として、領域の目的に合わせて特に重視する点等を決め、

選考をしています。

2. 応募する研究領域の募集方針（募集HP等で公開）

1. 応募するプログラムの「選考の観点」（募集要項に明記）

研究提案を作成する際、特に目を通していただきたいもの



② 公募

2-2. 研究領域の概要／募集・選考・研究領域運営にあたっての研究総括の方針

の見方

 研究領域の概要

領域通期で内容は変わりません。

 募集選考領域運営にあたっての

研究総括の方針

過年度の選考結果を反映して

変更することがあります。



③ 書類選考

（※）第一段選考について （募集要項より）

研究領域ごとに、応募件数等に応じて、第一段選考を行うことがあります。

第一段選考では、主として応募研究領域の趣旨に合致しているか（研究領域の目的達成への

貢献が見込めるか）、及び CREST、さきがけ及びACT-X 制度の趣旨に合致しているかの観

点で行い、それらを満たす研究提案についてのみ書類選考を行います。 いずれの研究領域で

この第一段選考を行うかは、公表しません。

 多数の研究提案を評価する研究総括、領域アドバイザーの視点や、第一段選考

（※）の可能性を考慮し、要点の掴みやすい提案書の作成を心がけましょう。

提案書の様式には「要旨」や「研究期間内の達成目標（100字以内）」等の

項目がありますので、ご活用ください。

 研究提案書中の文字や図表はカラーの状態で評価がなされますが、低解像度

でも見やすい図表を使うなど、ご配慮ください。

提案書作成にあたって



④ 面接選考会

 研究提案が戦略目標や研究領域の方向性にマッチしているかどうか

 （さきがけ・ACT-X）領域活動や当該分野への貢献が期待される人物で

あるか

 研究計画や研究体制は適切かどうか

等、「選考の観点」に沿って研究総括・領域アドバイザーが面接をします。

実際の面接選考会会場の例

コの字テーブルに

研究総括、領域アドバイザーが

着席します



⑤ 選考結果公開

https://www.jst.go.jp/pr/info/info1393/index.html

JSTからプレスリリースを発出します。



⑤ 選考結果公開

1. 採択課題

2. 総評

3. 研究総括・副研究総括、領域アドバイザーおよび外部評価委員

を、各プログラムのウェブサイトで公開します。

https://www.jst.go.jp/kisoken/crest/application/2019/190919/190919.htmlCREST
さきがけ

ACT-X

https://www.jst.go.jp/kisoken/presto/application/2019/190919/190919.html

https://www.jst.go.jp/kisoken/act-x/application/2019/190919/190919.html

2019年度の選考結果



⑤ 選考結果公開

2. 総評

各研究領域の研究総括が、その年度の選考を振り返る文書で

 応募件数、採択件数

 領域としての選考の観点

 研究提案がどのようなものだったか

 次年度の募集に期待すること

等が書かれます。

次年度も公募のある領域の場合、次の研究提案書の作成方針を定める材料にも

なります。

（「②公募」の2-4.に書いた「総括総評」がこれに相当します。）



⑤ 選考結果公開

研究提案をいただいた方には、採択・不採択のご連絡だけでなく

選考結果のフィードバックをおこなっています。

 書類選考

− 書類採択・面接対象者 … メールでご連絡いたします

− 書類不採択者 … 不採択通知、不採択理由を書面で送付いたします

 面接選考

− 採択者 … メールでご連絡し、後日採択通知と総括コメントを書面で

送付いたします

− 面接不採択者 …不採択通知、不採択理由を書面で送付いたします



募集・選考に関する連絡・お問い合わせ

募集・選考期間の連絡事項は、

 戦略的創造研究推進事業の募集ホームページ
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
のトップページ「更新情報」

 Twitter（ @JST_Kisokenkyu）

にて公開しています。

ご不明な点がございましたら、募集ホームページに記載している問い合わせ先へ

ご連絡ください。

rp-info@jst.go.jp


