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CREST「新機能創出を目指した分子技術の構築」研究領域 
さきがけ「分子技術と新機能創出」研究領域 

CREST「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」研究領域 
さきがけ「超空間制御と革新的機能創成」研究領域 

ご来場ありがとうございます 
研究総括による募集説明会 

・ お席は自由となっております。 
・ 会場内での写真撮影やビデオ撮影、録音などはお控えください。 
・ 携帯電話をマナーモードにするか、電源をお切りください。 
・ 本日の説明会資料につきましては、後日JSTのHPにて公開いたします。 

【第一部：分子技術】 

13:00～13:15 事業説明（JST） 

13:15～13:35 CREST「分子技術」領域説明 

          （山本尚研究総括） 

13:35～13:55 さきがけ「分子技術」領域説明 

          （加藤隆史研究総括） 

13:55～14:30 質疑応答 

 

【第二部：超空間制御】 

15:00～15:15 事業説明（JST） 

15:15～15:35 CREST「超空間制御」領域説明 

          （瀬戸山亨研究総括） 

15:35～15:55 さきがけ「超空間制御」領域説明 

          （黒田一幸研究総括） 

15:55～16:30 質疑応答 

 



戦略的創造研究推進事業の概要 

2013年（平成25年） 4月 
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JSTの研究開発スキーム 

 
  新技術シーズ創出研究 
    
   チーム型(CREST) 
   個人型(さきがけ) 
   プロジェクト型(ERATO) 
   特別プロジェクト(ACT-C等) 
  

政策達成に向けた基礎研究 
革新的技術シーズの創生 

イノベーション型研究 企業化開発 戦略的基礎研究 

イノベーションに向けた研究の加速・深化 
革新的技術シーズの育成、分野融合 

新事業の創生・新技術の実用化に向け
た開発・実証試験 

深化・加速 

 SICORP / SICP 

 先端的低炭素化技術開発(ALCA) 

 再生医療実現拠点ネットワーク 

 産学官実用化促進 
 研究開発支援 
 

 研究成果最適展開 
 A-STEP 

COI・戦略イノベーション 

産学共創 

先端計測・分析機器 

先端計測・分析機器 (放射線計測)【復興特会】 
 復興促進【復興特会】 

社会実装 
社会的価値の創造 
人文・社会・自然科学の融合 

社会技術研究開発(RISTEX) 
SATREPS 

社
会 
・ 
産
業 
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戦略的創造研究推進事業（新技術シーズの創出） 
－ 科学研究費補助金と戦略的創造研究推進事業の比較におけるそれぞれの特徴 － 

ボトムアップ型 トップダウン型 
科学研究費補助金 戦略的創造研究推進事業 

研究活動により多様な学術の振興を図る 

学術的に優れた独創的・先駆的な 
    研究に対して補助 

国が戦略目標を提示 

国の政策目標 （科学技術基本計画等） 

研究領域・研究総括等の設定 

個々の研究者の自由な発想に基づく研究提案 

補助金適化法に基づく研究費の交付 

基金化による研究費の柔軟な運用 研究現場における研究者に密接した環境整備 

運営費交付金による研究費の柔軟な運用 
（繰越や合算使用など） 

イノベーションに資する技術シーズを創成する 
研究提案採択 

 

研究総括と職員の二人三脚による研究領域運営 

事業の運営形態 

事業の役割 
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平成24年度戦略目標 
環境・エネルギー材料や電子材料、健康・医療用材料に 

革新をもたらす分子の自在設計『分子技術』の構築 

戦略目標から領域設定へ 
科学技術振興機構 研究開発戦略センター(CRDS) 
平成20年  7月 「物質・材料分野俯瞰ワークショップ」 
平成21年12月 「科学技術未来戦略ワークショップ『分子技術』」 
平成22年  3月 戦略イニシアティブ「分子技術“分子レベルからの新機能創出” 
                       ～異分野融合による持続可能社会への貢献～」 
 
文部科学省 ナノテクノロジー・材料科学技術委員会 
平成23年7月 「ナノテクノロジー・材料科学技術の研究開発方策について＜中間取りまとめ＞」 

CREST「新機能創出を目指した分子技術の構築」（研究総括：山本尚） 
さきがけ「分子技術と新機能創出」（研究総括：加藤隆史） 
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CREST・さきがけ研究領域の運営スケジュール 

中間評価 

1年目採択課題 

2年目採択課題 

3年目採択課題 

事後評価 

1年目採択課題【3年型】 

事後評価 

領域評価 領域評価 

公募採択 

公募採択 

領域評価 

3年目採択課題【3年型】 

2年目採択課題【3年型】 

領域・事前評価 

領域・事前評価 

1年度 3年度 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 2年度 

分子技術 

分子技術 
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研究領域：バーチャル・ネットワーク型研究所 

研究総括 

研究 
代表者 

研究タイプ 1年あたりの研究費 研究期間内の研究費総額 研究期間 

CREST 3千万円～ 
1億円程度／年 1.5~5億円 5年半以内 

さきがけ 1千万円程度／年 3~4千万円 3年半以内 

領域 
アドバイザー 

戦略目標の達成へ 

研究総括 

領域 
アドバイザー 

相互の 
連携 

相互の 
連携 

CREST分子技術
領域では、 
研究費総額が 
3億円を超えた提
案は対象としない 
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CREST 
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） 

（１）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。 

（２）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、研究領域をバーチャル・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。 

（３）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。 

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課題達成型基礎研究を推進。 
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。 
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さきがけ 
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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） 

（１）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。 

（２）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。 

（３）ライフイベントへの対応（なでしこキャンペーン） 
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。 

（４）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。 

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課
題達成型基礎研究を推進し、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。 
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研究領域のこれまでの取り組み 

領域会議（非公開） 
CREST・さきがけ合同： 平成24年10月 
CREST： 平成25年1月 
さきがけ： 平成24年11月、平成25年3月 

 
日本化学会での公開シンポジウム 

 
「革新的分子技術リスト」 （CRESTホームページで公開） 
http://www.mt.jst.go.jp/  
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留意事項1：応募はe-Radよりお願いします 
平成25年1月よりe-Rad新システム移行 → 操作方法の大きな変更 
 操作方法の大きな変更 
 HPをご覧いただき、変更点等にご留意を 

ログインIDをお持ちでない場合 
 所属研究機関による登録手続きが必要 

機関に所属していない場合や海外機関所属の場合 
 研究者本人による登録手続きが必要 

提案締切に充分な余裕のある、e-Rad上の入力作業をお願いしま

す 
 締切直前はアクセスが集中します 

 e-Rad操作マニュアル 
 http://www.e-rad.go.jp/kenkyu/manual/ 
 CREST・さきがけ「募集要項」をよくご確認ください。 
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留意事項2：利害関係に関して 

研究提案者が研究総括（もしくは副研究総括）と利害関

係（「募集要項」ご参照）に当たる場合は、選考対象から

除外されます。 

 

判断が難しい場合は、事前にJSTへご連絡ください。 
5月10日までにご連絡頂いた場合、締切までに回答いたします。 

5月11日以降にご連絡頂いた場合、回答が公募締切後となる場合 
があります。 
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留意事項3：重複応募の制限について 

1. 「CREST」および「さきがけ」の全ての研究領域の中から1件のみ 
応募できます。 
 

2. 現在、次の立場にある方は、原則として「CREST」もしくは「さきがけ」
に応募しないでください（当該研究課題等の研究期間が、平成25年度
内に終了する場合を除く）。 

  a. CREST、さきがけ共通 
• 戦略的創造研究推進事業 ERATO の研究総括 
• 戦略的創造研究推進事業 CREST の研究代表者 
• 戦略的創造研究推進事業 さきがけの研究者 
• 戦略的創造研究推進事業 先端的低炭素化技術開発(ALCA)の研究開発代表者 

  b. さきがけのみ 
• 研究成果展開事業 先端計測分析技術・機器開発プログラムのチームリーダー 
• 研究成果展開事業 戦略的イノベーション創出推進(S-イノベ)プログラムの研究リーダー

※ 研究開発ステージが II 及び III の場合を除く 
• 研究成果展開事業 産学共創基礎基盤研究プログラムの研究代表者 

（以下は抜粋；詳細は募集要項をご確認ください） 
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留意事項3：重複応募の制限について（続き） 

3. CREST に関しては、研究提案者と主たる共同研究者が互いに入
れ替わって、複数件の応募をすることはできません。 
 

4. CRESTに応募する際には、現在さきがけの研究者である方を主
たる共同研究者とすることはできません(さきがけの研究期間が、
平成25年度内に終了する場合を除きます)。また、さきがけに応
募し、かつ主たる共同研究者として参加を予定しているCRESTの
提案課題の両方が今回同時に採択候補となった場合には、
CRESTでの役割を見直すことや、当該研究者が実施する研究を
1件選択する等の調整を行うことになります。  
 

（以下は抜粋；詳細は募集要項をご確認ください） 
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研究提案募集のご案内 

研究提案締切 
 さきがけ： 6月11日（火）正午 
 CREST：  6月13日（木）正午 
   
 ※CREST、さきがけで異なっていますので、ご注意ください。 

（募集HP： http://www.senryaku.jst.go.jp/teian.html） 
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http://www.senryaku.jst.go.jp/teian.html 

問い合わせ 
フォーム 
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補足：選考除外となる場合 

a. 研究提案者等と親族関係にある者。 
b. 研究提案者等と大学、独立行政法人等の研究機関において同一の学科、

研究室等又は同一の企業に所属している者。 
c. 現在、研究提案者が研究総括と緊密な共同研究を行っている場合。または

過去5年以内に緊密な共同研究を行った場合 
(例えば、共同プロジェクトの遂行、研究課題の中での研究分担 

  者、あるいは共著研究論文の執筆等) 
d. 過去に通算10年以上、研究提案者が研究総括と密接な師弟関係あるいは

直接的な雇用関係にあった場合。“密接な師弟関係” とは、同一の研究室

に在籍したことがある場合を対象とする。また所属は別であっても、研究総
括が実質的に研究提案者の研究指導を行っていた期間も含みます。 

研究提案者が研究総括と下記a.～d.のいずれかの関係に該当する場合には、選考対象から除外されます。  

※ 副研究総括を設定している研究領域においては、副研究総括と上記の関係にあるとされる場合にも 
  同様の扱いとなります。 
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