
令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

エネルギー安全
保障・資源の安
定供給の確保

メタンハイド
レートといった
国産海洋資源、
レアメタル・レ
アアースといっ
た鉱物資源の開
発の推進

国内⽯油天然ガ
スに係る地質調
査・メタンハイ
ドレートの研究
開発等事業

継続 275.0 272.7

⽇本周辺海域に⼀定の資源量が期待される在来・⾮在来型の
⽯油・天然ガスを安定的なエネルギー資源として利⽤可能と
するため、エネルギー基本計画等に基づき、資源量調査、技
術開発等を実施する。
(1)国内⽯油天然ガス基礎物理探査
(2)国内⽯油天然ガス試錐⽀援
(3)メタンハイドレートの研究開発

組織

資源エネルギー庁
資源・燃料部⽯油・
天然ガス課
資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課

経済社会課題解決への⼤胆な官⺠投資
炭素中⽴社会の
実現

エネルギー需給
構造の転換

太陽光発電の導
⼊可能量拡⼤等
に向けた技術開
発事業

継続 34.0 30.5

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、太陽光発電設備
の信頼性・安全確保、資源の再利⽤化を可能とするリサイク
ル技術の開発、出⼒の変動を⾼度に予測するための発電量予
測技術、系統影響を緩和する技術の開発、また、太陽電池の
更なる導⼊拡⼤を図るための⾼効率化や低コスト化等を⾏
い、太陽光発電の⻑期安定電源化に資することを⽬的とす
る。
（１）信頼性・安全性確保、マテリアルリサイクル技術の開
発等
（２）系統影響緩和のための技術実証等
（３）太陽光発電の導⼊可能量拡⼤に向けた技術開発

研究者

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新エネルギー課

持続的な成⻑を可能とする経済社会の実現

コロナ禍・ウクライナ情勢による資源・物資の供給制約及び物価上昇など現下の経済状況に対する適確な対応
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

再⽣可能エネル
ギーの⼤量導⼊
に向けた次世代
型ネットワーク
構築加速化事業 新規 30.0 ー

エネルギー計画で⽰された、S+3Eを⼤前提に、再エネ最優
先の原則で再エネの最⼤限の導⼊に取り組むためには、電⼒
系統の制約解消の加速化が重要である。その中でも特に、洋
上⾵⼒等のポテンシャルの⼤きい北海道等から、⼤需要地ま
で効率的に送電するための直流送電システムの整備に向けた
検討の加速化が不可⽋である。世界的に類例の乏しい⼤規模
な直流送電システムについて、計画的・効率的に整備するた
めの技術開発や調査等を⾏うことで、国内事業の円滑な整
備、海外の整備事業への進出を⽬的とする。
（１）海底地形、海底地質等の調査
（２）敷設・防護⼿法等に関する技術開発

ー

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
制度審議室

⾼速炉に係る共
通基盤のための
技術開発委託事
業 継続 55.9 43.5

⾼速炉は資源の有効利⽤・放射性廃棄物の減容化・有害度低
減の３つの意義を有しており、仏国や⽶国、ロシア、中国な
どの諸外国において、研究開発が進められている。我が国で
もエネルギー基本計画で「⺠間の創意⼯夫や知恵を活かしな
がら、国際連携を活⽤した⾼速炉開発の着実な推進」とされ
ており、本事業は、戦略ロードマップを受けた多様な⾼速炉
概念に幅広く適⽤できる共通基盤技術の整備を⽬的とする。

研究者
資源エネルギー庁
原⼦⼒政策課

競争的な⽔素サ
プライチェーン
構築に向けた技
術開発事業

新規 88.7 ー

安定的で安価な⽔素の供給基盤を確⽴するため、⽔素を製
造・貯蔵・輸送・利⽤するための設備や機器、システム等
（タンク、充填ホース、計量システム等）の更なる⾼度化・
低廉化・多様化につながる研究開発等を⽀援するとともに、
規制改⾰実施計画等に基づき、⼀連の⽔素サプライチェーン
における規制の整備や合理化、国際標準化のために必要な研
究開発等を⾏うことを⽬的とする。
①国際⽔素サプライチェーン（液化⽔素運搬船による海上輸
送技術等）、②国内⽔素サプライチェーン（⽔素導管による
陸送技術等）、③⽔素ステーション（⽔素充填技術等）、④
共通基盤（⽔素に適した鋼材等）の４つの分野において、以
下の取組を⾏う。
（１）⽔素関連技術の⾼度化等につながる研究開発等
（２）規制適正化・国際標準化のために必要な研究開発等

ー

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新エネルギーシステ
ム課
⽔素・燃料電池戦略
室

炭素中⽴社会の
実現

エネルギー需給
構造の転換
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

⽔素社会実現に
向けた⾰新的燃
料電池技術等の
活⽤のための技
術開発事業 継続 84.0 79.1

本事業は、エネルギー基本計画や⽔素・燃料電池戦略ロード
マップ等で定めるシナリオに基づき、2030年以降の⾃⽴的普
及拡⼤に資する⾼効率、⾼耐久、低コストの燃料電池システ
ムを実現するための基盤技術、多⽤途展開のための技術並び
に⼤量⽣産を可能とする⽣産プロセス⼜は検査技術、システ
ム化技術等の開発を実施する。これにより、⽔素利⽤の⾶躍
的拡⼤と⽔素社会構築の促進、燃料電池と⽔電解分野の関連
技術および製品の世界市場におけるイニシアチブを獲得する
ことを⽬的とする。
（１）共通課題解決型基盤技術開発
（２）⽔素利⽤等⾼度化先端技術開発
（３）燃料電池の多⽤途活⽤実現技術開発

研究者

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新エネルギーシステ
ム課
⽔素・燃料電池戦略
室

化⽯燃料のゼ
ロ・エミッショ
ン化に向けた持
続可能な代替航
空燃料(SAF)・
燃料アンモニア
⽣産・利⽤技術
開発事業

継続 82.0 70.8

2050年カーボンニュートラルへの移⾏を実現するためには、
エネルギー部⾨の取組が重要となり、化⽯燃料由来のCO2排
出削減に向けた取組が必要不可⽋である。特に、航空分野に
ついては、国際⺠間航空機関（ICAO）において、国際航空分
野のCO2排出量を増加させないという⽬標が設定されてお
り、CO2排出削減に寄与する「持続可能な航空燃料
（SAF）」の技術開発を加速させる必要がある。また、アン
モニアは燃焼させてもCO2を排出せず、カーボンニュートラ
ルに向けて有望な燃料であり、燃料として利⽤すること等に
係る技術開発に取り組み、化⽯燃料由来のCO2排出削減をさ
らに推し進めることを⽬的とする。
（１）SAF⽣産技術開発
（２）燃料アンモニア⽣産・利⽤技術開発

研究者

資源エネルギー庁
資源・燃料部精製備
蓄課
資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課
資源エネルギー庁
資源・燃料部⽯油・
天然ガス課

カーボンリサイ
クル・次世代⽕
⼒発電の技術開
発事業 継続 180.0 169.5

S+3Eを⼤前提に、2050年カーボンニュートラル実現に向
け、⽯炭とバイオマスの混合燃料によるガス化などの次世代
の⾼効率⽯炭⽕⼒の更なる低炭素化やCO2を排出しないアン
モニア混焼等の技術開発を実施する。また、カーボンリサイ
クル技術ロードマップに基づき、CO2削減が達成されるこ
と、既存の商品と価格競争⼒を持てるよう低コスト化するこ
とを⽬標に、⽕⼒発電所等から発⽣するCO2の分離・回収技
術や有効利⽤技術といったカーボンリサイクルに係る技術開
発を実施する。

研究者
資源エネルギー庁
資源・燃料部
⽯炭課

炭素中⽴社会の
実現

エネルギー需給
構造の転換
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新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

炭素中⽴社会の
実現

エネルギー需給
構造の転換

脱炭素社会実現
に向けた省エネ
ルギー技術の研
究開発・社会実
装促進プログラ
ム

継続 70.0 75.0

本事業では、エネルギー基本計画や、⾰新的環境イノベー
ション戦略を踏まえ、脱炭素社会の実現に向け、業種横断的
に省エネに資する技術開発を促進することを⽬的とする。
開発段階に合わせた４つのフェーズ毎の⽀援や、重点課題に
関する⻑期的な視点での技術開発を⽀援する。
(１)個別課題推進スキーム：①FS調査②インキュベーション
研究開発③実⽤化開発フェーズ④実証開発フェーズ
(２)重点課題推進スキーム

研究者

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
省エネルギー課

チップレット設
計基盤構築に向
けた技術開発事
業

新規 25.0 ー

デジタル化の進展に伴う情報量の急増により効率的な情報処
理が求められており、クラウドデータセンターに加え、端末
側でも分散して情報処理を⾏うエッジコンピューティングの
開発が進んでいます。⾼度なエッジコンピューティングに
は、AIも含めた半導体の⾼性能化に加え、多数の端末で⽤い
られるため低コスト化も必要である。性能とコストの両⽴に
は、集積回路を構成するCPUやGPU等の要素をパーツ毎に最
適な微細度で設計し、⾼性能動作が可能な配置で3次元実装
するチップレット技術が重要である。本事業では、チップ
レット技術の実⽤化に向けた設計基盤技術とエッジコン
ピューティングで⽤いるAI半導体を開発する。
（１）チップレット型カスタムSoC基盤設計技術開発
（２）AI半導体チップなどの技術開発

ー
商務情報政策局
情報産業課

省エネAI半導体
及びシステムに
関する技術開発
事業

新規 80.0 ー

デジタル化の進展に伴う情報量の急増により、効率的な情報
処理が求められており、クラウドデータセンターに加え、端
末側でも分散して情報処理を⾏う、エッジコンピューティン
グの開発が進んでいる。エッジコンピューティングの⾼性能
化のためには、半導体の微細化技術に加えて、特定⽤途向け
に特化したAI半導体とCPU等を組み合わせたヘテロジニアス
コンピューティング技術が必要である。本事業では、主要な
⽤途におけるAI半導体の⾼度化及びそれを組み込んだヘテロ
ジニアスコンピューティングチップに加えて、これらを活⽤
したシステムの開発を⽬的とする。
（１）⾰新的AI半導体・システムの開発
（２）ヘテロジニアスコンピューティング技術の開発

ー
商務情報政策局
情報産業課

データ主導のデ
ジタル社会の実
現

デジタル産業基
盤の強化
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新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

デジタル産業基
盤の強化

量⼦・AIハイブ
リッド技術のサ
イバ−・フィジ
カル開発事業 新規 15.0 ー

ユーザー市場での量⼦･AI技術の事業化の促進に向けて、セン
シング、計測、製造プロセス技術等のフィジカル領域での⽇
本の強みを⽣かしつつ、最先端の量⼦･AI技術、計算資源、
フィジカル領域のデータを組み合わせた量⼦・AI融合型コン
ピューティングシステムのアプリケーション開発を実施する
とともに、ユースケースの創出を推進することを⽬的とす
る。
（１）量⼦・AIアプリケーション開発、実証
（２）量⼦・AIの最適化等に向けた標準ライブラリの開発

ー

産業技術環境局
研究開発課
産業技術プロジェク
ト推進室

デジタルインフ
ラ及び事業環境
の整備

無⼈⾃動運転等
のCASE対応に
向けた実証・⽀
援事業

継続 74.0 58.5

運輸部⾨は、我が国のCO2排出量の約2割を占める分野であ
り、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、着実にCO2
排出削減に取り組む必要がある中で、コネクテッド
(Connected)、⾃動運転(Automated)、サービス化(Shared
＆Service)、電動化(Electrified)という「CASE」の技術の早
期社会実装を促すことにより、運輸分野のCO2削減に貢献す
ることを⽬的とする。
①無⼈⾃動運転サービス実装推進事業
②シミュレーションによる安全性評価⼿法開発事業
③MaaS(Mobility as a Service)の社会実装加速に向けた実証
事業
④健全な製品エコシステム構築・ルール形成促進事業

組織
製造産業局
⾃動⾞課

データ主導のデ
ジタル社会の実
現
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概算
要求額
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前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

次世代空モビリ
ティの社会実装
に向けた実現プ
ロジェクト

継続 35.0 29.3

労働⼒不⾜や物流量の増加に伴う業務効率化等が求められる
中、次世代空モビリティ(ドローン・空⾶ぶクルマ)による省
エネルギー化や⼈⼿を介さないヒト・モノの⾃由な移動が期
待されている。本事業ではドローン・空⾶ぶクルマが安全基
準を満たす性能であるかを証明する⼿法の開発、1⼈の運航
者が複数のドローンを⾶⾏させる技術およびその安全性を評
価する⼿法の開発を⽬指す。
また、空⾶ぶクルマの⾼密度運航や⾃動・⾃律⾶⾏に必要な
技術開発を⾏うとともに、航空機やドローン、空⾶ぶクルマ
が同時に⾶⾏することを想定し、効率的な空域共有⽅法の開
発・実証等を⾏い、省エネルギー化と⾃由な空の移動の実現
を⽬的とする。
（１）性能評価⼿法の開発
（２）運航管理技術の開発
（３）国際標準化・海外制度・技術に係る海外動向調査

組織

製造産業局
産業機械課
次世代空モビリティ
政策室

⾰新的ロボット
研究開発等基盤
構築事業

継続 18.3 9.5

我が国における⼈⼿不⾜への対応に加えて、昨今の新型コロ
ナウイルス感染症の拡⼤を契機にあらゆる産業分野で「遠
隔」「⾮接触」「⾮対⾯」を実現することが求められている
状況も踏まえて、幅広い産業分野へのロボットの導⼊を進め
ていく。
（１）サービスロボットの社会実装に向けて、ユーザーの業
務フローや施設環境の変⾰を含むロボットフレンドリーな環
境の実現が必要である。このため、ユーザー、メーカー、シ
ステムインテグレーター等が連携し、①屋内環境、②屋外環
境のそれぞれにおいて、ロボットフレンドリーな環境の実現
に向けて研究開発等を実施する。
（２）多品種少量⽣産にも対応可能な産業⽤ロボットの実現
に向け、鍵となる、「ハンドリング関連技術」、「遠隔制御
技術」、「ロボット新素材技術」、「汎⽤動作計画技術」等
の要素技術に係る基礎・応⽤研究について、産業界と⼤学等
研究機関とが協調して推進する研究開発を⽀援する。

組織

製造産業局
ロボット政策室
商務・サービスグ
ループ
物流企画室

データ主導のデ
ジタル社会の実
現

デジタルインフ
ラ及び事業環境
の整備
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

予防・健康づく
りの社会実装に
向けた研究開発
基盤整備事業

継続 15.1 13.4

エビデンス構築からエビデンスの整理、社会実装に⾄るまで
の研究開発および基盤整備の⽀援を⾏うことで、エビデンス
に基づいた質の⾼いヘルスケアサービスの社会実装を可能に
する。
また、IoT技術や⽇常の健康データや健診等情報といった
Personal HealthRecord（以下「PHR」)を医療現場等で活⽤
することの有⽤性に関する実証を⾏い、質の⾼いPHRサービ
スの社会実装等に向けたエビデンス構築を⾏う。
①⾮薬物的介⼊⼿法が有⽤な疾患領域におけるエビデンス構
築⽀援事業
②構築されたエビデンスについての社会実装⽀援事業
③IoT技術や健康データ等の活⽤に関する実証事業

研究者
商務・サービスグ
ループ
ヘルスケア産業課

次世代治療・診
断実現のための
創薬基盤技術開
発事業

継続 70.0 58.4

医療の課題として、患者の⽅々のQOL（Quality of Life）を
向上させるとともに、治療の適正化による医療費増加の抑制
を図る必要がある。こうした背景から、個⼈差を踏まえたよ
り効能の⾼い治療を実現する「個別化医療」の推進に向け
て、（研）⽇本医療研究開発機構を通じた医療基盤の技術開
発を⾏い、医療分野の産業発展に貢献する。

研究者
商務・サービスグ
ループ
⽣物化学産業課

再⽣医療・遺伝
⼦治療の産業化
に向けた基盤技
術開発事業

継続 50.9 39.2

再⽣・細胞医療や遺伝⼦治療の技術は、臨床現場における新
たな治療の選択肢や創薬ツールとして期待され、市場の急速
な拡⼤が予想されている。本事業では、再⽣・細胞医療・遺
伝⼦治療の産業化の促進に向け、ヒト細胞加⼯製品や遺伝⼦
治療に⽤いるベクターの製造技術等を開発するとともに、再
⽣医療技術を応⽤した新薬創出や再⽣医療等製品の産業化等
を加速する。これらにより、我が国発の⾰新的医療の社会実
装を図り、拡⼤する世界の医療・医薬品市場の取込みによる
経済成⻑への貢献と、国⺠が健康な⽣活及び⻑寿を享受する
ことの出来る社会（健康⻑寿社会）の実現を⽬指す。

研究者
商務・サービスグ
ループ
⽣物化学産業課

新しい健康社会
の実現

医療・企業と連
携した未来の健
康づくり
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

災害等のリスク
に対して強靱な
社会の実現

成⻑志向型の資
源⾃律経済の確
⽴

プラスチック有
効利⽤⾼度化事
業

継続 15.0 11.9

資源リサイクルにおける温室効果ガス排出量、消費エネル
ギー量を削減するため、回収されたプラスチックについて⾼
度なリサイクルを促進する技術基盤構築を通してプラスチッ
クごみの資源効率や資源価値を⾼めると共に、海洋⽣分解性
プラスチックの市場拡⼤のため、海洋⽣分解性プラスチック
導⼊・普及を促進することを⽬的とする。
（１）リサイクル⾼度化促進技術開発基盤構築
（２）海洋⽣分解性プラスチック技術開発基盤構築

研究者
産業技術環境局
資源循環経済課

カーボンリサイ
クル実現を加速
するバイオ由来
製品⽣産技術
の開発事業 継続 31.0 29.6

バイオプラスチックやバイオ燃料のような⼤規模⽣産から、
機能性物質のような少量多品種⽣産が想定されるものまで、
多様なバイオ⽣産物に必要となる試作・検討が可能なバイオ
ファウンドリ⽣産基盤技術を確⽴する。本事業を通じてバイ
オ⽣産の効率化と低コスト化を進め、バイオ由来製品の普及
拡⼤によるカーボンリサイクルの実現と化学⼯業プロセスの
省エネ化を⽬的とする。
（１）バイオ資源活⽤促進基盤技術開発
（２）⽣産プロセスのバイオファウンドリ基盤技術開発
（３）産業⽤物質⽣産システム実証

研究者
商務・サービスグ
ループ
⽣物化学産業課

エネルギー安全
保障の再構築

資源・燃料供給
網の多様化・強
靱化

海洋鉱物資源開
発に向けた資源
量評価・⽣産技
術等調査事業委
託費

継続 91.0 93.0

我が国周辺海域には海底熱⽔鉱床、コバルトリッチクラスト
等の海洋鉱物が存在し、これらには省エネ機器や再エネ関連
設備等に不可⽋な銅やレアメタルが含まれている。「海洋基
本計画」等に基づき、海洋資源調査船「⽩嶺」等を使⽤した
資源量調査や⽣産技術の検討を⾏い、鉱物資源の安定供給確
保を図ることを⽬的とする。
海底熱⽔鉱床について、資源量評価の精緻化を進めるととも
に、採鉱・揚鉱システム確⽴に向けて掘削機の技術試験を⾏
う。
コバルトリッチクラストについても、EEZ内及び国際海底機
構（ISA）との探査契約により公海に保有する鉱区における
資源量の把握を進めるとともに、専⽤採鉱機の設計・制作を
⾏う。

組織
資源エネルギー庁
資源・燃料部
鉱物資源課

バイオものづくりによる経済成⻑
と気候変動・資源制約等の社会課
題解決の両⽴

国⺠経済を守りながら、未来を切り拓くためのエネルギー需給構造への変⾰
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

エネルギー安全
保障の再構築

安定した電⼒供
給システムの整
備

蓄電池等の分散
型エネルギーリ
ソースを活⽤し
た次世代技術構
築実証事業

継続 59.0 46.2

蓄電池等の分散型エネルギーリソース（DER）は 、電⼒需給
ひっ迫対応や需給調整市場等において活⽤が進みつつあり、
FIP制度の導⼊等も踏まえ、再エネ導⼊拡⼤と電⼒安定供給
の実現等のため、更なる活⽤機会の拡⼤が期待されている。
本事業では、DER の活⽤拡⼤と再エネ有効活⽤に向け、再エ
ネも含めたDERのアグリゲーション技術の確⽴、制御技術の
⾼度化、系統混雑対策にDERを活⽤するフレキシビリティ技
術等の開発・実証を⾏い、アグリゲーション関連ビジネスの
発展とカーボンニュートラルの達成を⽬的とする。
（１）再エネ発電等のアグリゲーション実証
（２）DERを活⽤したフレキシビリティ技術開発（NEDO事
業）

組織

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新エネルギーシステ
ム課

次世代全固体蓄
電池材料の評
価・基盤技術の
開発事業

新規 20.0 ー

現⾏の液系LIB（リチウムイオン電池）を超える性能を引き
出した次世代全固体LIBの早期社会実装と普及に向け、電池
材料の製品化に必要なセル作成・評価を⾏うための標準電池
モデルの開発など、材料評価共通基盤の構築を⽬指す。
本事業で構築する材料評価共通基盤により、将来にわたる継
続的な研究開発を⽀援することで、全固体LIBの開発の加速
とリスク低減、競争⼒の強化を図り、蓄電池産業および素材
産業を活性化させることを⽬的とする。
（１）材料評価基盤技術開発
（２）全固体LIB特有の現象・機構解明
（３）電極・セル要素技術開発

ー

製造産業局素材産業
課
製造産業局⾃動⾞課
商務情報政策局電池
産業室

電気⾃動⾞⽤⾰
新型蓄電池技術
開発

継続 27.0 25.0

今後市場の拡⼤が予想され、かつ我が国に優位性のある次世
代⾃動⾞⽤蓄電池を早期に実⽤化し、⾃動⾞や材料等のサプ
ライチェーンでの⼤きな付加価値を獲得するとともに、電気
⾃動⾞の普及による⼤幅な省エネ化を⽬指す。
本事業では、産学連携・企業間連携の研究開発体制を構築
し、コスト・性能の両⾯でLIBを凌駕する⾰新型蓄電池の実
⽤化を⽬指す。具体的には、安価で供給リスクの少ない材料
を使⽤し、⾼エネルギー密度化と安全性の両⽴を実現可能な
ハロゲン化物電池と亜鉛負極電池を開発する。

研究者
製造産業局⾃動⾞課
商務情報政策局電池
産業室

グリーントラン
スフォーメー
ション(GX)の実
現

エネルギー利⽤
の⾼度化
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

省エネエレクト
ロニクスの製造
基盤強化に向け
た技術開発事業

継続 33.0 25.8

近年、産業のIoT化や電動化が進展し、それを⽀える半導体
関連技術の重要性が⾼まる中、従来から我が国が強みを持
ち、かつ省エネルギー化の鍵になるエレクトロニクス製品
（以下、「省エネエレクトロニクス製品」）が注⽬を集めて
おり、世界各国で取組が強化されている。本事業では、我が
国が保有する⾼⽔準の要素技術等を活⽤し、より⾼性能な省
エネエレクトロニクス製品を開発することで、⾶躍的な省エ
ネルギー化を実現する。また、安定的な供給を可能とするサ
プライチェーンを確保することで、省エネエレクトロニクス
製品の製造基盤強化を⽬的とする。
（１）新世代パワー半導体の開発
（２）半導体製造装置の⾼度化に向けた開発

研究者
商務情報政策局
情報産業課

⾼効率・⾼速処
理を可能とする
次世代コン
ピューティング
の技術開発事業

継続 57.0 100.5

本事業では、新原理技術により⾼速化と低消費電⼒化を両⽴
する次世代コンピューティング（量⼦コンピュータ、脳型コ
ンピュータ等）等の実現に向けて、ハードとソフト双⽅の技
術開発を実施し、ポストムーア時代における我が国情報産業
の競争⼒強化、再興を⽬的とする。

研究者
商務情報政策局
情報産業課

継続 18.1 12.7

産業界においては、短期的に成果の出やすい応⽤研究にシフ
トする企業が多い⼀⽅、⼤学においては基盤的経費の減少に
より、基礎研究が弱体化しており、⽐較的短期間で成果が出
やすく、資⾦も確保しやすい応⽤研究へのシフトが進むこと
が懸念される。そこで、破壊的イノベーションにつながる
シーズ創出をより⼀層促すべく、官⺠が協調して有望なシー
ズ研究を発掘し、これに取り組む若⼿研究者を⽀援する。

研究者

産業技術環境局
⼤学連携推進室
商務・サービスグ
ループ
医療・福祉機器産業
室

官⺠による若⼿研究者発掘⽀援事業

グリーントラン
スフォーメー
ション(GX)の実
現

エネルギー利⽤
の⾼度化
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 2.5 2.5

Society 5.0時代には、⼈材やアイディアの流動性を⾼めた
「産学融合」によるスピード感を持った研究開発が必要であ
り、これらの先導的取組を展開する「ホットスポット」を創
出していくことが必要である。これらの課題に取り組むた
め、産学融合に先導的に取り組み、モデルとなる拠点の形成
⽀援および地域オープンイノベーション拠点の選抜及び⽀援
を推進し、オープンイノベーションの深化とさらなる拡⼤を
⽬指す。
① 産学融合先導モデル拠点創出プログラム（J-NEXUS）
② 地域オープンイノベーション拠点選抜制度（Jイノベ）

組織
産業技術環境局
⼤学連携推進室

継続 4.8 4.8

本事業は、将来の産業・社会のあり⽅を変⾰する、より野⼼
的な構想を国⾃らが掲げ、その実現に向け、世界中からトッ
プ研究者の英知を結集させる仕組みとし、また、失敗も想定
した、より挑戦的な研究開発が推進できるよう、制度運営の
透明性や競争性の確保、ポートフォリオ・マネージメントの
考え⽅を導⼊する等、制度的な⾒直しを図り、関係府省が⼀
体となって研究開発を推進する。
経済産業省が実施する本事業では、国⽴研究開発法⼈新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）における基⾦によ
り、所掌する分野における挑戦的な研究開発を⽀援する。

研究者

産業技術環境局
エネルギー・環境イ
ノベーション戦略室
資源循環経済課

継続 39.2 9.1

新たな産業の創出を⽬指す課題や困難な社会課題、研究現
場・産業界が抱える課題の解決に向け、従来の発想に依らな
い⾰新的かつインパクトある技術シーズや解決策を発掘・育
成するとともに、重要な技術分野の⾒通しを俯瞰し、当該分
野を取り巻く国内外の環境や市場等を把握することを通じ、
国家プロジェクトの⽴ち上げの円滑化・洗練化や、より早い
社会実装に結び付く共同研究等に繋げることを⽬的とする。

研究者

産業技術環境局
産業技術プロジェク
ト推進室
商務・サービスグ
ループ
⽣物化学産業課

産学融合拠点創出事業

ムーンショット型研究開発事業

新産業・⾰新技術創出に向けた先導研究プログラム
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 40.0 54.8

少⼦⾼齢化により⽣産年齢⼈⼝が減少し、また社会が⼤きく
変⾰するなか、顕在化する様々な社会課題を解決するキーテ
クノロジーであるAI技術を、実世界のすみずみまで実装させ
ていくために必要となる次世代AI基盤技術・AIリモート技
術・センシング技術の開発に取り組み、AI技術を根幹とした
Intelligence ofThings 社会の実現を⽬指す。
（１）次世代AI基盤技術開発
（２）⾰新的リモート技術開発
（３）⾰新的センシング技術開発

研究者

産業技術環境局
産業技術プロジェク
ト推進室
製造産業局
ロボット政策室

継続 5.4 3.5

第４次産業⾰命が進展する中、ものづくりの付加価値を⾼め
ていくためには、積層造形技術を積極的に活⽤することが求
められている。しかし、⾦属の積層造形技術は、そもそもの
現象解明の研究さえも⼗分には進んでいないため、付加価値
が⾼い複雑形状部品等の造形では、品質の再現性、均⼀性を
確保することが難しく、新規開発に多⼤なコストと時間がか
かることが課題となっている。本事業は、積層造形における
⾦属の溶融凝固現象を解明するとともに、⾼度な計測・機械
制御技術の開発を通じて、⾼品質な積層造形部品の効率的な
開発を可能とする基盤技術の確⽴を⽬的とする。
(1)溶融凝固現象の解明
(2)⾼度モニタリング及びフィードバック制御機能の開発
(3)積層造形技術による開発・評価⼿法の開発
(4)ユーザー検証

研究者
製造産業局
素形材産業室

IoT社会実現に向けた次世代⼈⼯知能・センシング等
中核技術開発

積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 26.9 19.3

超⼩型・⼩型衛星を多数打ち上げて⼀体的に運⽤する衛星コ
ンステレーションビジネスの世界的な進展により、宇宙産業
のゲームチェンジが起こりつつある。こうした中、我が国の
宇宙活動の⾃⽴性を維持していくため、⾃動⾞分野等の低コ
スト、⾼性能、短納期な地上の⺠⽣技術を活⽤した宇宙⽤部
品・コンポーネントを実⽤化し、これを⽤いた国際的な価格
競争⼒を有する衛星コンステレーションの構築能⼒を確保す
るとともに、衛星コンステレーション等から得られる衛星
データを様々な産業・地域における社会課題解決に活⽤する
ことを⽬的とする。
①宇宙部品の試験環境整備
②宇宙部品の宇宙空間での軌道上実証⽀援
③超⼩型衛星の汎⽤バスの開発・実証⽀援
④衛星データ利⽤環境整備
⑤衛星データ利⽤ソリューション開発⽀援

組織
製造産業局
宇宙産業室

継続 32.0 22.0

Society5.0の具体的なビジョン・ユースケースを描きなが
ら、ルール、システム、技術、ビジネス等の観点も含めて、
社会全体のアーキテクチャを設計して、各者が⾃らの役割を
遂⾏することで世界をリードする新たな産業・サービスを創
出することを⽬指す。アーキテクチャ設計に当たっては、レ
イヤー構造を設計して、協調領域はデジタルインフラとして
整備するとともに、モジュール構造を設計して相互運⽤性を
確保することでサービスの開発・連携を容易にする。社会実
装・普及に向けて、安全性・信頼性の確保とイノベーション
の促進を両⽴するようなインセンティブを含めたカバナンス
構造を設計する。
（１）アーキテクチャの設計・検証
（２）アーキテクチャの実装に向けた研究開発

研究者

商務情報政策局
情報経済課
アーキテクチャ戦略
企画室

宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業
（SERVISプロジェクト）

産業DXのためのデジタルインフラ整備事業
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 48.0 41.8

健康・医療戦略の基本理念である『世界最⾼⽔準の技術を⽤
いた医療の提供』と『経済成⻑への寄与』に貢献するため、
先進的な医療機器・システム等を開発し、国内外への展開・
普及を⽬指す。
加えて、⾼齢化の進展による介護需要の増加により、介護現
場では⼈材の不⾜が深刻化している状況を踏まえ、介護現場
における課題を解決するニーズ由来のロボット介護・福祉⽤
具の開発⽀援を⾏うことにより、介護の⽣産性向上や介護の
質の向上等を実現することを⽬的とする。

研究者

商務・サービスグ
ループ
医療・福祉機器産業
室

継続 1.3 1.1

医療分野における産学の研究開発を推進するため、すでに我
が国にあるデータ基盤と連携しつつ、国⽴研究研究開発法⼈
⽇本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）事業から⽣み出される研
究開発データを、産業界を含めた第三者が利活⽤できるセ
キュリティの担保された基盤を構築する。
具体的には、①データベース管理システム（検索システムな
ど）、②利⽤者に対する⼀元的な窓⼝（事務局機能）、③
Visiting計算環境を含む解析システムを整備し、継続的に運営
を⾏う。

ー

商務・サービスグ
ループ
ヘルスケア産業課
医療・福祉機器産業
室
⽣物化学産業課

継続 55.9 52.9

2050年カーボンニュートラル及びエネルギー・環境分野の中
⻑期的な課題を解決するためには、国家プロジェクトの推進
に加えて、20年後、30年後に新たな成⻑分野を創り出してい
く戦略的な取組みが必要である。このため本事業において、
ハイリスクだがインパクトのある技術の原⽯を発掘し、将来
の国家プロジェクト化やベンチャーによる事業化等を⾒据え
て磨き上げることを⽬的とする。
(1)先導研究
(2)未踏チャレンジ2050
(3)技術戦略策定調査、情報発信事業

研究者

産業技術環境局
エネルギー・環境イ
ノベーション戦略室
総務課国際室

健康・医療研究開発データ統合利活⽤プラットフォー
ム事業

エネルギー・環境分野の中⻑期的課題解決に資する新
技術先導研究プログラム

医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化
事業
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 12.1 14.0

これまで開発が進められてきたAIモジュールやロボット技術
等を活⽤・インテグレートして、従来の⼈による管理では達
成できない更なる省エネ効果を得ることで安定的かつ適切な
エネルギー需給構造を構築するとともに、AI技術の社会実装
を加速し、それによりもたらされる新たな市場シェアを他に
先⾏し、いち早く獲得することを⽬的とする。
（１）AI技術の社会実装に向けたアジャイル型研究開発・実
証（令和４年度終了）
（２）導⼊加速化基盤技術開発
（３）ものづくり現場のAI

研究者

産業技術環境局
産業技術プロジェク
ト推進室
製造産業局⾃動⾞課
製造産業局産業機械
課

継続 7.9 6.7

所要の研究開発⽀援を通じて、新型コロナウイルス感染症の
世界的流⾏や経済安全保障を巡る国際情勢の変化のような不
測のサプライチェーン⼨断リスクが⽣じた場合においても、
その急激な変化に迅速かつ柔軟に対応する「ダイナミック・
ケイパビリティ」を強化し、国⺠⽣活に必要な物資や我が国
の経済基盤を⽀える製品に関わるサプライチェーンの維持・
構築を通じた我が国製造業の産業競争⼒を維持・強化を⽬的
とする。
(1)製造現場における⽣産設備やAGV等の制御とクラウド上の
⽣産システムの連携
(2)複数拠点間の⼀括制御
(3)AI、量⼦技術を活⽤して構築されたデジタルツインによ
る、サイバー空間上でのシミュレーションとそのフィード
バック（製造現場での制御の連携）

研究者
製造産業局
ものづくり政策審議
室

5G等の活⽤による製造業のダイナミック・ケイパビ
リティ強化に向けた研究開発事業

次世代⼈⼯知能・ロボットの中核となるインテグレー
ト技術開発事業
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 8.5 6.4

鋼鉄の1/5の軽さで鋼鉄の5倍以上の強度を持つセルロースナ
ノファイバー（CNF）は⼤気中のCO2を吸収・固着した植
物・天然素材であるため、カーボンリサイクルの⼀端を担う
ことができる。本事業では、CNF製造プロセスにおけるコス
ト低減、製造⽅法の最適化、量産効果が期待できる⽤途に応
じたCNF複合化・加⼯技術等の開発を促進する。あわせて成
果の普及に必要となるCNFの安全性評価やライフサイクルア
セスメント（LCA）評価等を⾏い、社会実装・市場拡⼤を早
期に実現することを⽬的とする。
（１）⾰新的CNF製造プロセス技術の開発
（２）量産効果が期待されるCNF利⽤技術の開発
（３）成果普及に必要となる評価⼿法等の開発

研究者
製造産業局
素材産業課

継続 24.0 22.0

国際的な競争が激化する中、機能性材料の⽣産においても、
エネルギー消費量の削減、開発の加速、少量多品種オンデマ
ンド⽣産等への対応が求められる。
本事業では、これまで経験や勘、ノウハウに基づいて⾏われ
てきた機能性化学品（電⼦材料等）及びファインセラミック
ス（セラミックコンデンサ等）の合成・製造において、計算
科学等を活⽤した⾰新的なプロセスを開発することを⽬的と
する。
（１）機能性化学品の連続精密⽣産プロセスPJ
（２）ファインセラミックスの⾰新製造プロセスPJ

研究者
製造産業局
素材産業課

新規 6.0 ー

モントリオール議定書キガリ改正により我が国では2036年ま
でに代替フロン（HFC）の⽣産・消費量を基準年⽐85%まで
削減する義務があり、さらに2050年カーボンニュートラルで
は排出を全体としてゼロにすることが求められているとこ
ろ、代替フロンに代わるグリーン冷媒・機器の技術開発と社
会実装の加速が急務である。
本事業ではグリーン冷媒の負の側⾯（燃焼性、性能低下）を
認識した上で、有望な冷媒候補の発掘と特性評価、国際規格
化・標準化、製品化を⽬的とする。

ー

製造産業局
化学物質管理課
オゾン層保護等推進
室

炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関
連技術開発事業

先端計算科学等を活⽤した新規機能性材料合成・製造
プロセス開発事業

グリーン冷媒・機器開発事業
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 13.0 13.2

増⼤する航空機需要に対し国際的な要請を踏まえた航空機の
省エネルギー化、CO2排出削減と、我が国航空機産業の競争
⼒の強化・拡⼤を図るため、2030年代以降⼤きく需要増加が
⾒込まれる次世代航空機・エンジンの燃費改善に⼤きく貢献
しうる、超軽量・⾼強度・⾼耐熱・⾼⽣産性を達成する構造
材料の設計・製造基盤技術の確⽴を⽬的とする。

研究者
製造産業局
航空機武器宇宙産業
課

継続 25.0 22.3

航空機の要求に応える電動化のコア技術と、それらをインテ
グレートした新たな電動推進システム技術など、令和12年以
降に市場投⼊予定の次世代航空機に必要な電動化技術を世界
に先駆けて開発し、運輸部⾨のエネルギー使⽤合理化を推進
する。

研究者
製造産業局
航空機武器宇宙産業
課

継続 13.0 7.9

航空機の省エネ、ＣＯ２排出削減に向けては、航空エンジン
向けの⾼機能材料を安定的に確保することが重要であること
から、これまでにない⾼機能材料を開発することで、更なる
省エネルギー化を図ることを⽬的とする。

研究者

製造産業局
航空機武器宇宙産業
課
⾦属課⾦属技術室

継続 4.0 3.5

将来の新エネルギーシステムとして期待されているマイクロ
波⽅式の宇宙太陽光発電システムの実現に必要な研究開発を
⾏うことを⽬的とする。
（１）発送電⼀体型パネルの開発
（２）送電部の⾼効率化
（３）地上における⻑距離送電の実証
（４）マイクロ波無線送受電技術の⺠間転⽤

組織
製造産業局
宇宙産業室

次世代複合材創製技術開発事業

次世代電動航空機に関する技術開発事業

航空機エンジン向け材料開発・評価システム基盤整備
事業

宇宙太陽光発電における無線送受電技術の⾼効率化
に向けた研究開発事業委託費
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

新規 15.7 ー

排出・回収された廃製品に含まれる⾦属やプラスチック等の
各種素材を、デジタル技術も活⽤しながら最⼤限利⽤可能と
する基盤技術開発を実施する。具体的には、廃家電から貴⾦
属、レアメタル、ベースメタル、プラスチック等の資源を余
すことなく資源循環する基盤技術、今後需要が急増すること
が想定される磁性材料に係る省資源化及び精錬に係る技術並
びにアルミスクラップを⾃動⾞の⾞体等にも使⽤可能な素材
（展伸材）へとアップグレードする基盤技術に係る研究開発
を実施する。これらにより、将来、資源⼩国である我が国に
おいて、あらゆる廃製品から資源を再⽣する⾼度な資源⾃律
経済システムの開発を促進し、資源の⾃律性を確保した社会
を⽬指す。
（１）⾼度循環型システム基盤構築
（２）サプライチェーン強靱化に資する未利⽤レアアース分
離精製技術開発
（３）アルミニウム素材⾼度資源循環システム構築

ー

産業技術環境局資源
循環経済課
商務情報政策局情報
産業課
製造産業局⾦属課⾦
属技術室
資源エネルギー庁鉱
物資源課

継続 10.0 9.0

産業界においては、短期的に成果の出やすい応⽤研究にシフ
トする企業が多い⼀⽅、⼤学においては基盤的経費の減少に
より、基礎研究が弱体化しており、⽐較的短期間で成果が出
やすく、資⾦も確保しやすい応⽤研究へのシフトが進むこと
が懸念される。そこで、破壊的イノベーションにつながる
シーズ創出をより⼀層促すべく、官⺠が協調して有望なシー
ズ研究を発掘し、これに取り組む若⼿研究者を⽀援する。

研究者
産業技術環境局
⼤学連携推進室

継続 65.8 73.1

⻑期の⽔素需要に不確実性が伴うなどし、⼤規模なインフラ
投資に踏み出しにくい中でも⽔素供給を拡⼤するため、既存
インフラを最⼤限活⽤しながら供給拡⼤が可能で、需要と供
給が隣接する地域等において、先んじて⽔素の社会実装を進
め、効率良くコストの削減や知⾒の蓄積を図る。そのため、
再⽣可能エネルギーから製造した⽔素等を活⽤することで、
⽔素の製造、貯蔵・輸送、利⽤まで⼀気通貫したサプライ
チェーンを構築し、⽔素社会の先駆けとなるモデルを形成す
ることを⽬的とする。

研究者

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新エネルギーシステ
ム課
⽔素・燃料電池戦略
室

資源⾃律経済システム開発促進事業

産業活動等の抜本的な脱炭素化に向けた⽔素社会モデ
ル構築実証事業

エネルギー・環境分野の官⺠による若⼿研究者発掘⽀
援事業
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 44.8 66.0

再⽣可能エネルギーは、温室効果ガスを排出せず、エネル
ギー安全保障上にも寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭
素の国産エネルギー源である。陸上⾵⼒のポテンシャルが限
定的な我が国において、⾵⼒発電の更なる導⼊拡⼤を図るた
めには洋上への展開が不可⽋となっている。本事業では、我
が国の気象・海象条件に適した洋上特有の技術課題や洋上⾵
⼒発電所に係る技術的・社会的な課題を解決し、我が国の洋
上⾵⼒発電の導⼊促進、発電コストの低減、⾵⾞関連産業の
競争⼒強化等に貢献することを⽬的とする。
①洋上ウィンドファーム開発⽀援事業（委託）
②洋上⾵⼒発電低コスト施⼯技術開発（1/2補助）
③次世代浮体式洋上⾵⼒発電システム実証研究（委託）

研究者

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新エネルギー課⾵⼒
政策室

継続 7.4 13.5

エネルギーの安定供給に加えて、地域に根付く前向きな取組
を後押し、森林・林業等と持続可能な形で共⽣する⽊質バイ
オマス燃料等の安定的・効率的な供給利⽤システムの構築及
び商慣⾏の定着により、⽊質バイオマスのエネルギーの導⼊
拡⼤への⾜掛かりとなることを⽬指す。
(1)新たな燃料ポテンシャル（早⽣樹、広葉樹等）を開拓・利
⽤可能とする”エネルギーの森”実証事業
( 2)⽊質バイオマス燃料の安定的・効率的な製造・輸送等シ
ステムの構築に向けた実証事業
(3)⽊質バイオマス燃料（チップ、ペレット）の品質規格の策
定委託事業

研究者

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新エネルギー課

洋上⾵⼒発電等の導⼊拡⼤に向けた研究開発事業

⽊質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利⽤
システム構築⽀援事業（農林⽔産省連携事業）
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 65.0 55.0

再⽣可能エネルギーの⼤量導⼊のためには、再⽣可能エネル
ギー電源の導⼊に加えて、発電した電気を送電するための
「系統」が重要になるが、再⽣可能エネルギーの⽐率が⾼ま
る中で、「送電線の空き容量の不⾜」、「需要と供給のバラ
ンスの維持」、「系統の技術的な安定性の確保」という系統
上の制約が顕在化している。
このことから、「⽇本版コネクト＆マネージ」の実現、多端
⼦直流送電システムの実⽤化、系統安定化装置の開発等によ
り、系統上の制約の解消を⽬指す。
（１）⽇本版コネクト＆マネージに関する課題解決
（２）多⽤途多端⼦直流送電システムの基盤技術開発
（３）次世代系統安定化技術に向けた研究開発

研究者

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新エネルギー課

地熱・地中熱等導⼊拡⼤技術開発事業

再⽣可能エネルギーの⼤量導⼊に向けた次世代型の
電⼒制御技術開発事業

継続 25.0 28.7

地熱発電は、⾃然条件によらず安定的な発電が可能なベース
ロード電源である。我が国は世界第3位の地熱資源量を有し
ているが、他の再エネに⽐べて開発リスク・コストが⾼いと
いった課題があることから、導⼊が進んでおらず、現在は総
発電量の1%にも満たない状況である。安定的なエネルギー資
源を獲得するため、技術開発によって、地熱資源の探査コス
ト・発電所の設備利⽤率の低下等の課題を解決することを⽬
的とする。また、再⽣可能エネルギー熱は、カーボンニュー
トラル実現に向けたエネルギー需給構造の効率化のために重
要であるが導⼊コスト等に課題があるため、技術開発により
この課題を解決することを⽬的とする。
（１）探査技術の⾼度化
（２）出⼒低下の①回復（⼈⼯涵養技術）、②未然防⽌（⾼
度利⽤化技術）
（３）国⽴・国定公園への①斜め掘り、②環境影響把握
（４）①地熱発電の抜本的拡⼤に向けた⾰新技術（CO2地熱
発電技術、クローズド⽅式地熱発電技術）の検証、②超臨界
地熱発電
（５）再エネ熱利⽤システムの低コスト化技術開発等

研究者

資源エネルギー庁
資源・燃料部政策課
省エネルギー・新エ
ネルギー部
新エネルギー課
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 108.3 82.3

⼆酸化炭素回収・貯留（CCS）は2050年カーボンニュートラ
ルの達成に向けて鍵となる技術であり、北海道苫⼩牧市にあ
る我が国唯⼀のCCS実証試験センターを核として、CCU実証
も可能とすることで、苫⼩牧のCCUS拠点化を⽬指す。本事
業により、CCUSの事業化に不可⽋なCO2⻑距離輸送技術開
発及び安全かつ低コストなCO2貯留技術の研究開発、回収
CO2を利⽤したメタノール合成技術の実証、CCS⼤規模実証
試験で圧⼊されたCO2の監視（モニタリング）、状況分析等
の実施を⽬的とする。
（１）苫⼩牧での⼤規模実証
（２）CO2⻑距離輸送実証
（３）回収CO2利⽤メタノール合成実証事業
（４）安全なCCS実施のためのCO2貯留技術の研究開発

研究者
資源エネルギー庁
資源・燃料部
⽯油･天然ガス課

継続 32.5 23.3

昨年の第6次エネルギー基本計画において、「原⼦⼒につい
ては、引き続き、万が⼀の事故のリスクを下げていくため、
過酷事故対策を含めた軽⽔炉の⼀層の安全性・信頼性・効率
性の向上に資する技術の開発を進める」、さらに、「安全性
等に優れた炉の追求など、将来に向けた原⼦⼒利⽤の安全
性・信頼性・効率性を抜本的に⾼める新技術等の開発や⼈材
育成を進める」こととしている。
東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所の事故で得られた教訓を踏ま
え、現在判明している知⾒に基づき原⼦⼒発電所の安全対策
⾼度化に向けた対策が講じられているが、今後も更なる安全
性向上に向けて取組を加速させていくことが必要である。

研究者
資源エネルギー庁
原⼦⼒政策課

継続 17.0 12.0

エネルギー基本計画において、原⼦⼒については、「放射性
廃棄物の有害度低減・減容化、資源の有効利⽤による資源循
環性の向上、再⽣可能エネルギーとの共存、カーボンフリー
な⽔素製造や熱利⽤といった多様な社会的要請に応えてい
く」としている。本事業では、原⼦⼒技術の⾼度化に資する
技術開発を⽀援することにより、安全性の更なる向上に加
え、再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤や電⼒⾃由化の進展と
いった、社会的な環境変化に対応できる原⼦⼒技術の開発を
⽬的とする。

研究者
資源エネルギー庁
原⼦⼒政策課

ＣＣＵＳ研究開発・実証関連事業

原⼦⼒の安全性向上に資する技術開発事業

社会的要請に応える⾰新的な原⼦⼒技術開発⽀援事業
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 11.5 10.0

原⼦⼒発電所の使⽤済燃料（使⽤済MOX燃料を含む）を再処
理する際には、再利⽤できない⾼レベル放射性廃液を、ガラ
ス固化体の形で処分することとしている。これにより放射性
物質を⻑期間安定的に閉じ込めておくことができ、かつ廃棄
物の体積を減らすことが可能となる。
このガラス固化体の製造技術を改善し、⾼レベル放射性廃棄
物の含有率を⾼めていくこと（⾼充填化）は、今後、地層処
分を効率的に進めていくために必要不可⽋である。
本事業は、使⽤済燃料の再処理において⽣じる様々な種類の
⾼レベル放射性廃棄物の最終処分等に向けた技術的課題の解
決に道筋をつけることにより、核燃料サイクル政策の推進を
⽬的としている。
（１）⾼レベル放射性廃棄物等の減容固化
（２）使⽤済MOX燃料の再処理技術の⾼度化

組織

資源エネルギー庁
電⼒・ガス事業部
原⼦⼒⽴地・核燃料
サイクル産業課

継続 37.0 35.0

⾼レベル放射性廃棄物等の地層処分は、⾼い放射能を有する
放射性廃棄物を地下300m以上の深さに数万年以上に渡って
⼈間環境から隔離する⽬的で実施されるが、将来世代へ負担
を先送りしないためにも、着実に実施する必要がある。そこ
で、処分事業の操業開始までの⻑期的な展開を視野に⼊れ、
具体的な地点を対象とした調査評価のための基盤となる技術
を先⾏的に整備し、処分事業等の円滑化を図るとともに、将
来世代が最良の処分⽅法を選択できるよう、代替オプション
に関する技術開発を並⾏して進めることを⽬的とする。

組織
資源エネルギー庁
電⼒・ガス事業部
放射性廃棄物対策課

継続 2.2 2.2

原⼦⼒発電に伴って発⽣する低レベル放射性廃棄物のうち、
放射能レベルが⽐較的⾼い廃棄物を対象とする中深度処分
（地下70m以上の深さ）に関し、地下空洞型処分施設の閉鎖
後の⼈⼯バリアの⻑期健全性を確認するためのモニタリング
技術を開発を⾏い、中深度処分事業の円滑化を図る。
また、今後廃炉の本格化に伴い発⽣量の増加が⾒込まれるク
リアランス⾦属に関し、廃炉の円滑化や資源の有効活⽤の観
点から、適切な再利⽤⼿法の実証及び確⽴を通じ、更なる再
利⽤の促進を図る。

研究者
資源エネルギー庁
電⼒・ガス事業部
放射性廃棄物対策課

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤
研究委託事業

⾼レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発
委託費

低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発委託費
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（経済産業省関係）
新規
／継続

概算
要求額
（億円）

前年度
予算額
（億円）

概要
応募の主体

（研究者／組織）
担当部署事業名

継続 4.5 5.5

中⼩企業者、試験研究機関（⼤学・TLO等）、中⼩ベン
チャー企業・⼩規模事業者等、⾼い潜在能⼒を有するもの
の、資⾦や⼈材的制約によって、必ずしも⼗全に知財に関す
る活動を実施できていない者に対し、国際的な特許出願⼿続
の簡易化を⽬的とする条約である特許協⼒条約（PCT）の規
定に基づく⼿数料の⼀部に相当する額を交付することで、当
該対象者が海外において知的財産権の戦略的な活⽤をしてい
くための契機となる、特許の国際出願を促進する。

研究者、組織
特許庁
出願課
国際出願室

国際出願促進交付⾦

23 / 83



24 / 83



事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額

本事業は、太陽光発電の長期安定電源化に資するため、以下の事業を実施し

ます。

（１）信頼性・安全性確保、マテリアルリサイクル技術の開発等

信頼性・安全性確保のためのガイドライン策定や太陽光モジュールのリサイクル技

術、太陽光発電の発電量の予測技術等の開発を行います。

（２）系統影響緩和のための技術実証等

太陽光発電による系統影響を緩和するため、太陽光発電の出力変動を踏まえ

て調整力として活用できるような制御技術の開発を行います。

（３）太陽光発電の導入可能量拡大に向けた技術開発

太陽電池の更なる高付加価値化や高度化に資する技術の確立を目指し、タン

デム型の積層技術の開発や超高効率太陽電池の低コスト化に必要な装置開

発等を行います。

2050年のカーボンニュートラル実現に向け、太陽光発電設備の信頼性・安全確

保、資源の再利用化を可能とするリサイクル技術の開発、出力の変動を高度に

予測するための発電量予測技術、系統影響を緩和する技術の開発、また、太

陽電池の更なる導入拡大を図るための高効率化や低コスト化等を行い、太陽

光発電の長期安定電源化に資することを目的とします。

成果目標

令和2年度から令和6年度までの5年間の事業であり、太陽光発電の長期安定電源

化や導入可能量の大幅拡大に資する６件の技術の確立を目指します。

）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー課
太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業

34.0 億円 ( 30.5 億円

国

新エネルギー・産業

技術総合開発機構

（ＮＥＤＯ）

交付金

【民間企業等】

共同研究補助(2/3､1/2)、補助(1/2)

【大学等】 委託

(1),(2),(3)委託・共同研究補助・補助

（2/3、1/2）
民間企業、

大学等

＜太陽光パネルの基本的な構造＞

（出典：デュポンHP）
＜タンデム型太陽電池の構造イメージ＞

リ
サ
イ
ク
ル
率
の
向
上

高
効
率
化
・
低
コ
ス
ト
化
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

資源エネルギー庁省エネルギー・

新エネルギー部制度審議室

（１）海底地形、海底地質等の調査

海底ケーブルの陸上への揚陸部分等について、海の深さや海底面の地質構造を

把握するための調査を実施します。

（２）敷設・防護手法等に関する技術開発

北海道等から大需要地まで効率的に送電する直流海底連系線の整備に向け

て、先⾏して必要となる敷設技術開発等に着手することで、確実な着⼯、コスト

/⼯期⽬標達成、および品質･信頼性の向上を図ります。

エネルギー計画で示された、S+3Eを大前提に、再エネ最優先の原則で再エネの

最大限の導入に取り組むためには、電力系統の制約解消の加速化が重要で

す。

その中でも特に、洋上風力等のポテンシャルの大きい北海道等から、大需要地ま

で効率的に送電するための直流送電システムの整備に向けた検討の加速化が

不可欠です。

世界的に類例の乏しい大規模な直流送電システムについて、計画的・効率的に

整備するための技術開発や調査等を⾏うことで、国内事業の円滑な整備、海外

の整備事業への進出を⽬的とします。

成果目標

本事業を通じてエネルギー基本計画で示された再エネ⽬標（2030年度に36～38%

程度）の実現を⽬指します。

再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代型ネットワーク構築加

速化事業

令和５年度概算要求額 30.0 億円 ( 新規 ）

国 民間企業（調査会社等）

（１）海底地形、海底地質等の調査

NEDO国 民間企業、大学、研究機関等

（２）敷設手法に関する技術開発

交付金

委託

委託
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

高速炉に係る共通基盤のための技術開発委託事業

国内の高速炉開発の技術基盤を維持するために、高速炉等の共通課題に向け

た基盤整備（炉型によらない課題に対応するための評価・シミュレーションツール

を整備。安全基準や構造・材料等の規格基準を整備）と安全性向上に関わる

要素技術開発（自然循環による除熱や、炉心損傷事故対策など高速炉の安

全性を向上させる技術開発。高出力化等による経済性向上技術開発）を拡

充し、枢要技術の確立（将来の高速炉で重要となる技術を確立し、将来活用

出来る形で知見・ノウハウを集約）と試験研究施設の整備（民間企業の開発

を支える、熱流動や燃料の試験のための研究施設を整備）を進めます。また、

将来の核燃料サイクルの検討に資するデータ整備の充実化を行うとともに、日米・

日仏の高速炉協力を活用し、試験データ等に係る知見を充実化することで基盤

整備の効率化を目指します。戦略ロードマップにおける技術絞り込みの過程で概

念設計に必要となるR&D（経済性向上のための燃料高燃焼度化／構造材開

発準備、安全性・信頼性向上のための受動的炉停止／自然循環除熱／耐震

性強化／検査技術の技術見通し確認等）を2023年度末までに完了させま

す。

高速炉は資源の有効利用・放射性廃棄物の減容化・有害度低減の３つの意

義を有しており、仏国や米国、ロシア、中国などの諸外国において、研究開発が

進められています。我が国でもエネルギー基本計画（令和3年10月閣議決定）

で「民間の創意工夫や知恵を活かしながら、国際連携を活用した高速炉開発の

着実な推進」とされており、本事業は、戦略ロードマップ（平成30年12月原子

力関係閣僚会議決定）を受けた多様な高速炉概念に幅広く適用できる共通

基盤技術の整備を目的とします。

成果目標

平成25年度からの成果（安全設計ガイドラインの検討、日仏協力による高速炉開

発）を活用し、令和2年度～6年度までの事業により、高速炉共通技術の開発を行う

ことで、原子力イノベーションに貢献する技術的な基盤や要素技術・枢要技術、試験

研究施設、再処理技術の獲得・整備を目指します。

43.5 億円 ）

資源エネルギー庁原子力政策課

令和５年度概算要求額 55.9 億円 (

委託
国 民間企業等
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

①国際水素サプライチェーン（液化水素運搬船による海上輸送技術等）、②

国内水素サプライチェーン（水素導管による陸送技術等）、③水素ステーション

（水素充填技術等）、④共通基盤（水素に適した鋼材等）の４つの分野に

おいて、以下の取組を行います。

（１）水素関連技術の高度化等につながる研究開発等

水素関連設備の大型化やコスト削減、新たな水素需要の広がりに対応した

水素供給インフラの整備などを支援します。

（２）規制適正化・国際標準化のために必要な研究開発等

規制改革実施計画等に基づき、研究開発が必要な項目について、安全性

を前提としつつ、規制の合理化・適正化を行います。また、水素技術に関連した

研究開発事業と連携し、ISO規格等の提案に結びつける検討を進めるとともに、

国際標準化に必要なデータ取得を行います。

安定的で安価な水素の供給基盤を確立するため、水素を製造・貯蔵・輸送・利

用するための設備や機器、システム等（タンク、充填ホース、計量システム等）の

更なる高度化・低廉化・多様化につながる研究開発等を支援するとともに、規制

改革実施計画等に基づき、一連の水素サプライチェーンにおける規制の整備や

合理化、国際標準化のために必要な研究開発等を行うことを目的とします。

成果目標

令和5年度から令和10年度までの5年間の事業であり、最終的には、①グリーンイノ

ベーション基金事業（大規模水素サプライチェーンの構築）の更なる高度化・多様化

を実現すること、②令和7年頃に水素ステーションの整備費を2億円、運営費を1500

万円まで低減すること、また、③令和９年度までに規制改革実施計画等に基づいた

規制見直しを84件措置することを目指します。

）

資源エネルギー庁省エネルギー・

新エネルギー部

新エネルギーシステム課

水素・燃料電池戦略室
令和５年度概算要求額

競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業

新規88.7 億円 (

液化水素運搬船による

海上輸送技術等の研究開発

FH2Rを基盤とした

水素に関する実証研究促進

国 民間企業等

交付金 （１）補助（1/2以内）、（２）委託
国立研究開発法人新エネル

ギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）

出典：東芝エネルギーシステムズ（株）
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事業目的

事業概要

資源エネルギー庁省エネルギー・

新エネルギー部

新エネルギーシステム課

水素・燃料電池戦略室

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

億円

（１）共通課題解決型基盤技術開発

2030年以降のFCVや業務・産業用燃料電池への実装を目指して、固体高分

子形燃料電池や固体酸化物形燃料電池等に関する要素技術を開発します。

（２）水素利用等高度化先端技術開発

2030年以降の更なる燃料電池システムの低コスト、高性能、高耐久化に資す

る水素貯蔵関連技術や水電解技術等の高度化に資する技術、および当初目

標を凌駕する革新的燃料電池の実現に資する要素技術を開発します。

（３）燃料電池の多用途活用実現技術開発

2030年までの燃料電池システムの多用途展開を目指した技術開発・実証等を

支援します。また、燃料電池および水電解システムのコスト低減を実現するための

革新的な技術等を支援します。

本事業は、エネルギー基本計画や水素・燃料電池戦略ロードマップ等で定めるシ

ナリオに基づき、2030年以降の自立的普及拡大に資する高効率、高耐久、低

コストの燃料電池システムを実現するための基盤技術、多用途展開のための技

術並びに大量生産を可能とする生産プロセス又は検査技術、システム化技術等

の開発を実施します。これにより、水素利用の飛躍的拡大と水素社会構築の促

進、燃料電池と水電解分野の関連技術および製品の世界市場におけるイニシア

チブを獲得することを目的とします。

成果目標

令和2年度から令和6年度までの5年間の事業であり、最終的には、革新的要素技術

を搭載した燃料電池、水素貯蔵技術、水電解システムの市場投入を目指します。

具体的には、2030年度に燃料電池車分野の市場を累計4兆9581億円に、業務産

業用定置用燃料電池市場を累計4660億円に、燃料電池を使用した自動車を除く

新たな移動体の市場を累計1兆6014億円に拡大すること、またアルカリ型水電解装

置のシステムコストを5.2万円/kWに、PEM型水電解装置のシステムコストを6.5万円

/kWにすることを目指します。

水素社会実現に向けた革新的燃料電池技術等の活用のための研究

開発事業

84.0令和５年度概算要求額 ( ）億円79.1

NEDO 民間企業等
交付

委託・
補助(1/2)※

国

※事業(3)のみ
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事業目的

事業概要

資源エネルギー庁資源・燃料部石油・天然ガス課

資源エネルギー庁資源・燃料部精製備蓄課

資源エネルギー庁資源・燃料部政策課
化石燃料のゼロ・エミッション化に向けた持続可能な航空燃料

(SAF)・燃料アンモニア生産・利用技術開発事業

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額 億円 ( 70.8 億円 ）82.0

（１）SAF生産技術開発：３つの技術開発を進め、SAFの製造技術を確立

します。

①HEFA技術（微細藻類培養技術を含む）：カーボンリサイクル技術を活用し

た微細藻類の大量培養技術とともに、抽出した油分(藻油)や廃食油等を高圧

下で水素化分解してSAFを製造します。

②ATJ技術：触媒技術を利用してアルコールからSAFを製造します。

③ガス化・FT合成技術：木材等をH2とCOに気化し、ガスと触媒を反応させて

SAFを製造します。

（２）燃料アンモニア生産・利用技術開発：２つの技術開発を進め、燃料とし

て利用するアンモニアの裾野拡大、低コストでの安定供給を目指します。

①工業炉：燃料アンモニアを工業炉で利用するため、試験炉を設計・製造し、

実用化に向けて燃焼時の課題を解決します。

②ブルーアンモニア製造技術：天然ガス由来のアンモニア製造工程にCO2回収

設備等を設置し、エネルギー効率が高くクリーンなアンモニアを製造します。

（１）SAF生産技術開発

2030年頃の商用化を見据え、2024年度末までに一貫製造プロセスを３件確立する

ことを目指します。

（２）燃料アンモニア生産・利用技術開発

燃料アンモニアの利用・製造システムを確立し、2025年度を目途に、工業炉における

商用プロジェクトの立ち上げや、天然ガス由来のアンモニア製造工程における省エネル

ギー化やCO2削減に資する製造技術の確立を目指します。

2050年カーボンニュートラルへの移行を実現するためには、エネルギー部門の取

組が重要となり、化石燃料由来のCO2排出削減に向けた取組が必要不可欠で

す。特に、航空分野については、国際民間航空機関（ICAO）において、国際

航空分野のCO2排出量を増加させないという目標が設定されており、CO2排出

削減に寄与する「持続可能な航空燃料（SAF）」の技術開発を加速させる必

要があります。また、アンモニアは燃焼させてもCO2を排出せず、カーボンニュートラ

ルに向けて有望な燃料であり、燃料として利用すること等に係る技術開発に取り

組み、化石燃料由来のCO2排出削減をさらに推し進めることを目的とします。

成果目標

（国）新エネルギー・産業技術

総合研究開発機構

（NEDO）

民間企業
交付金

(1)委託、補助（1/2、2/3）

国

(2)委託、補助（1/2）
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事業目的

事業概要

　S+3Eを大前提に、2050年カーボンニュートラル実現に向け、石炭とバイオマス

の混合燃料によるガス化などの次世代の高効率石炭火力の更なる低炭素化や

CO2を排出しないアンモニア混焼等の技術開発を実施します。また、カーボンリサ

イクル技術ロードマップに基づき、CO2削減が達成されること、既存の商品と価格

競争力を持てるよう低コスト化することを目標に、火力発電所等から発生する

CO2の分離・回収技術や有効利用技術といったカーボンリサイクルに係る技術開

発を実施します。

　第6次エネルギー基本計画において、「2050年カーボンニュートラル実現に向け

ては、火力発電から大気に排出されるCO2排出を実質ゼロにしていくという、火力

政策の野心的かつ抜本的な転換を進めることが必要である」とされており、その対

応のための技術等の早期確立を目的とします。

成果目標

　令和5年度から令和8年度までの事業であり、脱炭素型の火力発電の置き換え等に

資する技術開発に取り組むことで、最終的には2050年カーボンニュートラル実現を目

指します。

180.0

資源エネルギー庁資源・燃料部

石炭課カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発事業

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額 ）新規億円 (

燃焼用空気

アンモニア

微粉炭＋１次空気

NOxの還元領域

民間企業等
あ

交付金
委託・補助

（1/2、2/3）

国
新エネルギー・産業

技術総合開発機構

（NEDO）

アンモニア混焼 カーボンリサイクル

ガス

化炉

蒸気

タービン

CO2
分離

回収

大崎クールジェン

研究者・技術者・学者等

大崎上島・
カーボンリサイクル実証研究拠点

ガスタービン
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事業目的

事業概要

開発段階に合わせた４つのフェーズ毎の支援や、重点課題に関する長

期的な視点での技術開発を支援します。

(１)個別課題推進スキーム

①FS調査

②インキュベーション研究開発

③実用化開発フェーズ

④実証開発フェーズ

(２)重点課題推進スキーム

本事業では、エネルギー基本計画（令和３年10月閣議決定）や、革新的環

境イノベーション戦略（令和2年1月）を踏まえ、脱炭素社会の実現に向け、業

種横断的に省エネに資する技術開発を促進することを目的とします。

【事業イメージ】

成果目標

省エネ効果として、2050年度に原油換算で2,000万kl削減することを目標とします。

億円

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

資源エネルギー庁省エネルギー・

新エネルギー部省エネルギー課

脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促

進プログラム

令和５年度概算要求額 70.0 億円 ( ）75.0

国
企業

大学等

補助（3/4、2/3、

1/2、1/3）
交付金

国立研究開発法人新エネ

ルギー・産業技術総合開

発機構（NEDO）
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事業目的

事業概要

成果目標

令和５年度から令和９年度までの５年間の事業であり、事業終了後５年後（令和

１４年度）に開発した技術の実用化率30％以上を目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

デジタル化の進展に伴う情報量の急増により効率的な情報処理が求められてお

り、クラウドデータセンターに加え、端末側でも分散して情報処理を行うエッジコン

ピューティングの開発が進んでいます。高度なエッジコンピューティングには、AIも含

めた半導体の高性能化に加え、多数の端末で用いられるため低コスト化も必要

です。性能とコストの両立には、集積回路を構成するCPUやGPU等の要素を

パーツ毎に最適な微細度で設計し、高性能動作が可能な配置で3次元実装す

るチップレット技術が重要です。本事業では、チップレット技術の実用化に向けた

設計基盤技術とエッジコンピューティングで用いるAI半導体を開発します。

本事業では、以下の取組を行います。

（１）チップレット型カスタムSoC(※)基盤設計技術開発

エッジコンピューティング向けチップレット型カスタムSoCの共通課題となる高効

率アーキテクチャ、回路の設計及び実装基盤技術を開発します。

（２）AI半導体チップなどの技術開発

（１）で開発するチップレット型カスタムSoC基盤にも搭載可能なAI半導体

チップの開発を支援します。

※System on  a Chip：1つのチップ上に、CPUやGPU等の要素を集積して

特定の機能を実現する半導体チップ。

）

商務情報政策局情報産業課チップレット設計基盤構築に向けた技術開発事業

令和５年度概算要求額 億円 ( 新規25.0

民間企業

交付

(1)委託、

(2)補助

（1/2、2/3）
国

新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術

総合開発機構

(NEDO)

民間企業・

大学など
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事業目的

事業概要

省エネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

AI半導体、ヘテロジニアスコンピューティングチップの開発及びこれらを活用したシス

テムの省電力化に向けて、以下の取組を行います。

（１）革新的AI半導体・システムの開発

端末などにおいてAIを用いたデータ処理などを効率的に実現するためのAI半

導体の開発及びそれを活用するシステム技術開発を支援します。

（２）ヘテロジニアスコンピューティング技術の開発

高性能なコンピューティングのために重要な、異種プロセッサの組合せによるヘ

テロジニアスコンピューティングにおいて、性能を最大限に発揮できるチップ設計を

短期間に実現する設計技術の開発。

デジタル化の進展に伴う情報量の急増により、効率的な情報処理が求められて

おり、クラウドデータセンターに加え、端末側でも分散して情報処理を行う、エッジコ

ンピューティングの開発が進んでいます。エッジコンピューティングの高性能化のため

には、半導体の微細化技術に加えて、特定用途向けに特化したAI半導体と

CPU等を組み合わせたヘテロジニアスコンピューティング技術が必要です。本事業

では、主要な用途におけるAI半導体の高度化及びそれを組み込んだヘテロジニ

アスコンピューティングチップに加えて、これらを活用したシステムの開発を目的としま

す。

成果目標

（１）ＡＩ半導体若しくはＡＩ半導体を活用したシステムの５倍以上の低消費電

力化を目指します。

（２）データの収集、蓄積、解析など、IoT社会全体の高度化に資する基盤的な技

術開発を推進し、当該技術におけるエネルギー効率を10倍以上向上します。

本事業で開発した技術の普及により、令和１４年度約1,373万ｔＣＯ2削減しま

す。

商務情報政策局情報産業課

令和５年度概算要求額 80.0 億円 ( ）新規

民間企業・

大学等

交付金

(1)補助
（1/2、2/3）
(2)委託、補助 ※
（1/2）

国

新エネルギー・産業技

術総合開発機構

（NEDO）

※共通基盤技術の場合には委託、実用化時期が近いテーマは補助
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事業目的

事業概要

産業技術環境局研究開発課

産業技術プロジェクト推進室量子・AIハイブリッド技術のサイバ－・フィジカル開発事業

令和５年度概算要求額 15.0 億円 ( ）新規

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

ユーザー市場での量子･AI技術の事業化の促進に向けて、センシング、計測、製

造プロセス技術等のフィジカル領域での日本の強みを生かしつつ、最先端の量

子･AI技術、計算資源、フィジカル領域のデータを組み合わせた量子・AI融合型

コンピューティングシステムのアプリケーション開発を実施するとともに、ユースケース

の創出を推進することを目的とします。

本事業では、量子・AI技術の産業応用による計算能力の飛躍的向上やデータ

利用の高度化により、従来では達成できない、生産性の向上、サービスの最適

化、省エネルギー化等を実現するため、以下の取組を行います。

（１）量子・AIアプリケーション開発、実証：　「素材開発」「製造」「物流」「交

通」といった重点分野における生産性向上や省エネルギー化に資するアプリケー

ション開発と実証

（２）量子・AIの最適化等に向けた標準ライブラリの開発：　量子コンピュータ

と古典AIシステムをシームレスに融合・連動させて実際のビジネスにおける規模・

複雑さに対応するための量子・古典融合共通アルゴリズム等の基盤を開発し、ア

プリケーション開発事業者が共通利用できる標準ライブラリとして整備

成果目標

令和５年度から令和９年度までの５年間の事業であり、本事業の（１）（２）を

通じて開発された量子・AIアプリケーション等が、素材開発、製造、物流、交通といった

様々な分野で導入され、既存のビジネスモデルや運用フローが効率化、省エネルギー

化、時短することで、最終的には令和17年度において約1,845万トン/年のCO2削減

を目指します。

民間企業、研究機

関、大学等

交付金 委託

国
(研)新エネルギー・産業技術

総合開発機構(NEDO)

（１）（２）ともに事業スキームは以下のとおり。
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事業目的

事業概要

）

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

無人自動運転等のCASE対応に向けた実証・支援事業 製造産業局自動車課

令和５年度概算要求額 億円 ( 58.5 億円74.0

①無人自動運転サービス実装推進事業

自動運転レベル４の早期社会実装に向けて、中型バスを想定した先進的な

自動運転サービス実証等を行います。

②シミュレーションによる安全性評価手法開発事業

体系化された交通流シナリオ・シミュレーション等を活用し、自動運転車両の安

全性評価手法を開発し、自動運転の技術標準等に関する国際的議論を主導

します。

③MaaS(Mobility as a Service)の社会実装加速に向けた実証事業

地域・社会課題の解決につながる高度なMaaS実証等を地域単位で実施する

とともに、人手不足等の課題が深刻化する物流分野において、標準的なデータ

利活用のための環境整備等を実施します。

④健全な製品エコシステム構築・ルール形成促進事業

蓄電池等の持続可能な製品エコシステムの構築、サプライチェーン管理・認証

等のシステム構築、運用に係る制度等の形成のための実証等を行います。

運輸部門は、我が国のCO2排出量の約2割を占める分野であり、2050年カー

ボンニュートラル実現に向けて、着実にCO2排出削減に取り組む必要がある中

で、コネクテッド(Connected)、自動運転(Automated)、サービス化(Shared

＆Service)、電動化(Electrified)という「CASE」の技術の早期社会実装を促

すことにより、運輸分野のCO2削減に貢献することを目的とします。

（１）委託事業（①・②・③・④）

先進的な自動運転サービスモデルやMaaSの実証、自動運転安全性評価手法の確

立、カーボンフットプリントの計算等を、民間事業者等に委託します。

（２）補助事業（④）

民間事業者等が電池や自動車のサプライチェーン情報流通プラットホーム構築を行う

ため、実証等に要する費用の２/３を補助します。

成果目標

令和3年度～令和7年度の5年間の事業であり、40箇所以上で無人自動運転サービ

スを実装するとともに、将来的に「グリーン成長戦略」等に掲げる、グリーン化と移動の活

性化の同時実現を目指します。

国 民間企業等民間企業等

補助
（定額）

補助
（2/3）

国 民間企業等
委託
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事業目的

事業概要

製造産業局産業機械課

次世代空モビリティ政策室次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト

令和５年度概算要求額 ( 29.3 億円 ）億円35.0

成果目標

令和４年度から８年までの事業期間（５年間）で、技術開発・実証を通じてドロー

ンのさらなる利活用拡大、大阪・関西万博での空飛ぶクルマの活用と事業化を目指し

ます。

さらに最終的には、以下を目指します。

（１）ドローンの日常社会への浸透を目指し、令和17年度に4,000件/日の飛行計

画通報が行われ、ドローン活用が恒常化した社会の実現。

（２）空飛ぶクルマの旅客輸送サービスの実現を目指し、令和17年度に１日あたり

の旅客輸送便数2,500便の飛行の実現。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

労働力不足や物流量の増加に伴う業務効率化等が求められる中、次世代空モ

ビリティ(ドローン・空飛ぶクルマ)による省エネルギー化や人手を介さないヒト・モノの

自由な移動が期待されています。本事業ではドローン・空飛ぶクルマが安全基準

を満たす性能であるかを証明する手法の開発、1人の運航者が複数のドローンを

飛行させる技術およびその安全性を評価する手法の開発を目指します。

また、空飛ぶクルマの高密度運航や自動・自律飛行に必要な技術開発を行うと

ともに、航空機やドローン、空飛ぶクルマが同時に飛行することを想定し、効率的

な空域共有方法の開発・実証等を行い、省エネルギー化と自由な空の移動の実

現を目的とします。

（１）性能評価手法の開発

ドローン・空飛ぶクルマが第三者上空を飛行するために、機体の安全性を評価・

証明する性能評価手法の開発、また、ドローンの一対多運航を実現するための

技術開発、性能評価手法の開発を実施します。

（２）運航管理技術の開発

ドローン・空飛ぶクルマ・既存航空機の空域共有の方法に関する全体アーキテク

チャ設計、技術開発、実証等を行います。

（３）国際標準化・海外制度・技術に係る海外動向調査

上記研究開発成果について、海外発信を進め、国際標準化への提案を実施

し、我が国主導によるルール形成を行います。また、海外の制度整備や技術開

発の動向調査・検討をするとともに、社会実装に向け、省庁や民間企業との議

論を実施するための協議会の運営を行います。

(2)委託国

交付 新エネルギー・産業

技術総合開発機構

（NEDO）

民間企業等

民間企業等
(3)委託

(1)委託・補助※

（大企業1/2、中小企業2/3）

※ドローン・空飛ぶクルマの機体の性能評価手法の開発、ドローンの一対多運航を実現するための性能評価手法の

開発は委託、ドローンの一対多運航を実現するための技術開発については補助。

渋滞回避 災害時の物資・人員輸送 過疎地の配送・移動手段確保

民間企業等
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事業目的

事業概要
（１）サービスロボットの社会実装に向けて、ユーザーの業務フローや施設環境

の変革を含むロボットフレンドリーな環境の実現が必要です。このため、ユーザー、

メーカー、システムインテグレーター等が連携し、①屋内環境、②屋外環境のそれ

ぞれにおいて、ロボットフレンドリーな環境の実現に向けて研究開発等を実施しま

す。

（２）多品種少量生産にも対応可能な産業用ロボットの実現に向け、鍵とな

る、「ハンドリング関連技術」、「遠隔制御技術」、「ロボット新素材技術」、「汎用

動作計画技術」等の要素技術に係る基礎・応用研究について、産業界と大学

等研究機関とが協調して推進する研究開発を支援します。

我が国における人手不足への対応に加えて、昨今の新型コロナウイルス感染症の

拡大を契機にあらゆる産業分野で「遠隔」「非接触」「非対面」を実現することが

求められている状況も踏まえて、幅広い産業分野へのロボットの導入を進めていき

ます。

成果目標

（1）のプロジェクト終了時（2024年度）までに、屋内においては少なくとも3業種に

おいて、ロボットフレンドリーな環境を備えた社会実装事例を創出します。また屋外にお

いても、自動配送ロボットによる配送サービスの実現を目指します。

（2）のプロジェクト終了時（2024年度）までに、8つの新たな要素技術を確立しま

す。また、本事業の成果を活用し、2030年度を目途に、ロボットの動作作業の省エネ

ルギー化を目指します（効率を現状の1.5倍）。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額

製造産業局ロボット政策室

商務・サービスG物流企画室

億円 ）

革新的ロボット研究開発等基盤構築事業

18.3 億円 ( 9.5

補助(2/3)

民間企業等交付

国 NEDO 民間企業等

民間企業等

補助(2/3、1/2)

委託

定額補助 補助(2/3)

民間企業等 民間企業等
（ロボットユーザー企業等）

（１）②

（１）②

（２）

ロボットフレンドリーな

環境の実現を目指す

分野例

（（１）関連）

自動配送ロボットの公道走行ビルの清掃 惣菜の盛り付け

国

（１）①
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事業目的

事業概要

(

予防・健康づくりの社会実装に向けた研究開発基盤整備事業

13.4

商務・サービスグループ

ヘルスケア産業課

①非薬物的介入手法が有用な疾患領域におけるエビデンス構築支援事業

認知症や心の健康保持増進等の領域で、デジタル等の新しい技術を活用した

介入手法、非医療関係者でも利活用可能な評価指標等に関するエビデンスを

構築します。

②構築されたエビデンスについての社会実装支援事業

構築されたエビデンスの社会実装を推進するため、関連疾患領域の学会等によ

るエビデンスの整理・指針等の作成を支援します。

③IoT技術や健康データ等の活用に関する実証事業

IoT技術を活用し得られた健康データ等の医療現場での活用に関する実証等を

行い、社会実装の促進に向けたエビデンスを構築します。

エビデンス構築からエビデンスの整理、社会実装に至るまでの研究開発および基

盤整備の支援を行うことで、エビデンスに基づいた質の高いヘルスケアサービスの社

会実装を可能にします。

また、IoT技術や日常の健康データや健診等情報といったPersonal Health

Record（以下「PHR」)を医療現場等で活用することの有用性に関する実証を

行い、質の高いPHRサービスの社会実装等に向けたエビデンス構築を行います。

成果目標

令和７年度まで実証を行い、職場等での心の健康保持増進等の各種介入の有用

性に関するエビデンスを構築します。

令和６年度までに、IoT技術等の活用により得られた健康データを医療現場等で活

用する仕組みを確立します。

令和６年度までに、各種実証を通して構築されたエビデンスがヘルスケアサービスとして

社会実装される仕組みを確立します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

億円 ）令和５年度概算要求額 15.1 億円

国
委託(研)日本医療

研究開発機構

補助（10/10）
大学・医療機関・民間企

業等コンソーシアム
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額

（研）日本医療研究開発機構において、「個別化医療」を推進する技術開発

として、新モダリティとして注目されるRNAを標的とした医薬品の創薬技術（令和

３～７年度）、国際競争力のある次世代抗体医薬品の製造技術（令和３

～７年度）、奏効率の低い抗がん剤等に対する患者層別化マーカー探索技術

（令和１～令和５年度）、マイクロバイオーム制御による次世代治療技術

（令和３～８年度）　等の研究開発を進めるとともに、新型コロナウイルス等の

感染症にも対応したバイオ医薬品の技術基盤の確立につなげます。

医療の課題として、患者の方々のQOL（Quality of Life）を向上させるととも

に、治療の適正化による医療費増加の抑制を図る必要があります。こうした背景

から、個人差を踏まえたより効能の高い治療を実現する「個別化医療」の推進に

向けて、（研）日本医療研究開発機構を通じた医療基盤の技術開発を行い、

医療分野の産業発展に貢献します。

成果目標

平成27年度から令和8年度までの12年間の事業であり、バイオ医薬品の国内製造

技術基盤の確立を目指します。具体的には、

○令和12年度（2030年度）までに事業成果である各種技術を活用した我が国発

の核酸標的医薬品シーズの前臨床試験の件数3件

○令和12年度（2030年度）までに事業成果である各種技術を活用した我が国発

の抗体医薬品シーズの前臨床試験の件数5件

等を目指します。

70.0

次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業
商務・サービスグループ

生物化学産業課

億円 ( 58.4 億円 ）

国

（研）日本

医療研究

開発機構

（AMED）

大学・

研究機関

等

定額
補助 委託※

※一部は2/3委託で実施
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額

再生・細胞医療・遺伝子治療分野の産業化を促進するため、（研）日本医療

研究開発機構における以下の取組みを支援します。

（１）有効性、安全性、再現性の高いヒト細胞加工製品の安定的かつ効率

的な製造技術基盤を確立します。【委託】

（２）ヒト細胞加工製品の原料となる細胞の供給環境を整備します。【委託】

（３）再生医療技術を応用し、様々な臓器の細胞を活用した、医薬品の安全

性等を評価するための創薬支援ツールを開発します。【委託】

（４）高品質な遺伝子治療薬を製造するために必要な治療用ベクターの大量

製造技術を確立します。【委託】

（５）再生・細胞医療・遺伝子治療の製品開発を目指す企業等の製造プロセ

ス構築や評価手法の開発、新市場開拓を支援します。【補助】

再生・細胞医療や遺伝子治療の技術は、臨床現場における新たな治療の選択

肢や創薬ツールとして期待され、市場の急速な拡大が予想されています。本事業

では、再生・細胞医療・遺伝子治療の産業化の促進に向け、ヒト細胞加工製

品や遺伝子治療に用いるベクターの製造技術等を開発するとともに、再生医療

技術を応用した新薬創出や再生医療等製品の産業化等を加速します。これら

により、我が国発の革新的医療の社会実装を図り、拡大する世界の医療・医薬

品市場の取込みによる経済成長への貢献と、国民が健康な生活及び長寿を享

受することの出来る社会（健康長寿社会）の実現を目指します。

成果目標

平成27年度から令和9年度までの13年間の事業であり、再生・細胞医療・遺伝子治

療分野の産業化を目指します。具体的には、令和10年度までに本事業（１）～

（５）で支援した再生・細胞医療・遺伝子治療の開発品のうち12件の治験を終了さ

せること、令和10年度までに本事業（３）で開発した創薬支援ツールが10社の製薬

企業等に活用されること、令和7年度までに本事業（４）で開発した技術を活用した

遺伝子治療の臨床研究5件、令和8年度までに本事業（１）（５）で開発した要

素技術を活用したヒト細胞加工製品に関する臨床研究件数・治験届出件数・製品

数及び技術導出総数20件、を目指します。

50.9

商務・サービスグループ

生物化学産業課再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業

億円 ( ）39.2 億円

民間企業

等

定額
補助

委託・

補助（2/3）国

（研）日本

医療研究

開発機構
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事業目的

事業概要

億円 ）

プラスチック有効利用高度化事業
産業技術環境局

資源循環経済課

（１）リサイクル高度化促進技術開発基盤構築：様々な廃プラスチックを汚れ

や複合品などの品質に応じて最適に循環させ、省エネルギー・CO2排出抑制を

実現するための、高度選別・高物性材料再生・基礎化学品化・高効率エネル

ギー循環などの基盤技術を開発します。

（２）海洋生分解性プラスチック技術開発基盤構築：海洋生分解性プラス

チックについて、海洋での生分解機構の解明を通し、技術・安全性の評価手法

確立と国際標準化を行うことに加え、革新的な技術・新素材の開発を行い、知

見・ノウハウの蓄積・提供等 を通して技術開発基盤を構築します。

資源リサイクルにおける温室効果ガス排出量、消費エネルギー量を削減するた

め、回収されたプラスチックについて高度なリサイクルを促進する技術基盤構築を

通してプラスチックごみの資源効率や資源価値を高めると共に、海洋生分解性プ

ラスチックの市場拡大のため、海洋生分解性プラスチック導入・普及を促進するこ

とを目的とします。

成果目標

令和2年度から6年度までの事業であり、2030年までに714万CO2トン/年の削減を

目指すと共に、2020年代初頭には海洋生分解性プラスチックに係るISO提案に向け

た評価手法の確立を目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額 15.0 億円 ( 11.9

交付金

委託・
補助(1/2)

大学、研究開発機関、

民間企業等
国

(国研)新エネルギー・産業技

術総合開発機構(NEDO)
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事業目的

事業概要

31.0

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

商務・サービスグループ

生物化学産業課

バイオ生産の効率化と低コスト化によるバイオ由来製品の普及拡大のため、以下

の取組を行います。

（１）バイオ資源活用促進基盤技術開発

未利用の生物・酵素等を探索する基盤技術を開発し、バイオで生産できる物質

の拡大や物質生産効率の向上に資する生物資源を拡充します。（委託）

（２）生産プロセスのバイオファウンドリ基盤技術開発

企業等が有するシーズのスケールアップ実証やニーズとシーズのマッチングを行うた

めに必要な、データ駆動型の生産基盤技術実証とバイオ物質生産拠点を整備

します。（委託）

（３）産業用物質生産システム実証

製品生産に最適化した微生物等を作成し、効率的な物質生産の実証を実施し

ます。（委託・補助）

バイオプラスチックやバイオ燃料のような大規模生産から、機能性物質のような少

量多品種生産が想定されるものまで、多様なバイオ生産物に必要となる試作・

検討が可能なバイオファウンドリ生産基盤技術を確立します。本事業を通じてバ

イオ生産の効率化と低コスト化を進め、バイオ由来製品の普及拡大によるカーボ

ンリサイクルの実現と化学工業プロセスの省エネ化を目的とします。

成果目標

令和３年度から令和８年度までの6年間の事業であり、カーボンリサイクルや省エネ・

CO2排出量削減に資するバイオ由来製品生産技術を確立し、産業分野における脱

炭素技術の革新的なイノベーションの創出を目指します。具体的には、

（１）バイオ由来製品の試作品数が令和6年度までに3件、令和12年度までに12

件

（２）バイオ由来製品の実生産のための培養の効率化や精度向上に資するため、実

証試験を令和5年度までに20件

カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発事

業

令和５年度概算要求額 億円 ( 29.6 億円 ）

(研)新エネルギー・

産業技術総合開発機

構(NEDO)

大学・民間企業・

国研等

交付金
委託、補助※(大企業1/2,

中小企業2/3)

国

① バイオ資源活用促進基盤技術開発

②生産プロセスのバイオファウンドリ基盤技術開発

③産業用物質生産システム実証

カーボンニュートラル型バイオ産業の創出

生物プロセスを利用する高機能品・バイオ燃料等の有価物を生産、利用

バイオ由来製品生産の共用拠点化

※物質生産実証事業において、研究開発が必要である場合、2年間を上限に委託とし、その後補助に切り替える
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額

海底熱水鉱床について、資源量評価の精緻化を進めるとともに、採鉱・揚鉱シス

テム確立に向けて掘削機の技術試験を行います。

コバルトリッチクラストについても、EEZ内及び国際海底機構（ISA）との探査契

約により公海に保有する鉱区における資源量の把握を進めるとともに、専用採鉱

機の設計・制作を行います。

我が国周辺海域には海底熱水鉱床、コバルトリッチクラスト等の海洋鉱物が存在

し、これらには省エネ機器や再エネ関連設備等に不可欠な銅やレアメタルが含ま

れています。「海洋基本計画」等に基づき、海洋資源調査船「白嶺」等を使用し

た資源量調査や生産技術の検討を行い、鉱物資源の安定供給確保を図ること

を目的とします。

成果目標

海底熱水鉱床については、国際情勢等を睨みつつ、2020年代後半以降に民間企業

が参画する商業化を目指したプロジェクトの開始を目指します。

コバルトリッチクラストについては、2028年末までに総合的に評価・検証し、民間企業に

よる商業化の可能性を追求します。

）

資源エネルギー庁資源・燃料部

鉱物資源課

海洋鉱物資源開発に向けた資源量評価・生産技術等調査事業委託

費

91.0 億円 ( 93.0 億円

国 民間団体等
委託

鉱石を海上に揚げる揚鉱

海底の岩盤を覆う

礫状・層状の鉱石

を効率的に採鉱

海底面に分布

する塊状の鉱

石を効率的に

集鉱

海底熱水鉱床 コバルトリッチクラスト

海洋資源調査船（調査に必要な推進機

能や複数の機器を搭載）

採鉱・揚鉱システム確立に向けた調査・試験

海底熱水鉱床･コバルトリッチクラスト

(水深500～2,000m)
マンガン団塊

(水深4,000～6,000m)
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事業目的

事業概要

（１）再エネ発電等のアグリゲーション実証

①再エネアグリゲーション実証：天候急変等に伴う再エネ発電量の変化を複数

の再エネや蓄電池等のDERを組み合わせて補正する技術や、卸市場価格の動

向に合わせ蓄電池等も活用した売電タイミングのシフトによる収益性の向上、ま

たこれらを支える発電量予測・卸市場価格予測技術等の向上等の検証を行い

ます。

②DERの更なる活用に向けた実証：今後運開する需給調整市場（一次調整

力等）や容量市場（発動指令電源）への対応や、電力需給ひっ迫等に対応

する経済DR等に取り組むアグリゲーターの技術の高度化・育成を行います。

（２）DERを活用したフレキシビリティ技術開発（NEDO事業）

再エネを更に有効に活用するため、蓄電池等のDERを活用して配電系統の混

雑を緩和するフレキシビリティ技術の実用化に向け、DERフレキシビリティシステム

の開発及び実証等を行います。

蓄電池等の分散型エネルギーリソース（DER）は 、電力需給ひっ迫対応や需

給調整市場等において活用が進みつつあり、FIP制度の導入等も踏まえ、再エネ

導入拡大と電力安定供給の実現等のため、更なる活用機会の拡大が期待され

ています。

本事業では、DER の活用拡大と再エネ有効活用に向け、再エネも含めたDER

のアグリゲーション技術の確立、制御技術の高度化、系統混雑対策にDERを活

用するフレキシビリティ技術等の開発・実証を行い、アグリゲーション関連ビジネスの

発展とカーボンニュートラルの達成を目的とします。

成果目標

本事業は令和3年度から令和5年度までの3年間の事業であり、最終年度である令和

5年度は、今後開設予定の電力市場要件等に即したアグリゲーション技術の高度化や

育成、またDERを活用したフレキシビリティ技術の社会実装に向けた技術開発・実証

準備を行い、DERの活用拡大と再エネ有効活用に向けた環境整備を図ります。また、

その中で制御する分散型エネルギーリソースの規模を100MWとすることを目指します。

）

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

資源エネルギー庁省エネルギー・

新エネルギー部

新エネルギーシステム課

蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術構築実

証事業

令和５年度概算要求額 億円 46.2( 億円59.0

委託

(1)補助（定額）

(2)交付金

補助（定額、1/2以内、1/3以内）

民間企業等

NEDO

民間企業等

民間企業等
国
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事業目的

事業概要

20.0

次世代全固体蓄電池材料の評価・基盤技術の開発事業
製造産業局素材産業課

製造産業局自動車課

商務情報政策局電池産業室

（１） 材料評価基盤技術開発

次世代全固体LIB用材料の性能を評価するために、標準電池モデルを始めとす

る評価基盤技術を確立します。

（２） 全固体LIB特有の現象・機構解明

全固体LIBの中のミクロな現象・機構（固体粒子同士が接触する界面で起きて

いる現象や劣化機構等）を解明します。また、そのための高度分析・解析技術

の構築を行います。

（３） 電極・セル要素技術開発

次世代全固体LIBの電極・セルのための新材料を提案するとともに、（２）で得

られた知見に基づき、新材料のポテンシャルを十分に引き出す要素技術の開発

および検証を行います。これにより新たな標準電池モデルの開発など材料評価基

盤技術開発の改良に繋げます。さらに、標準化を想定した試験評価データの蓄

積と試験条件案の策定を行います。

現行の液系LIB（リチウムイオン電池）を超える性能を引き出した次世代全固

体LIBの早期社会実装と普及に向け、電池材料の製品化に必要なセル作成・

評価を行うための標準電池モデルの開発など、材料評価共通基盤の構築を目

指します。

本事業で構築する材料評価共通基盤により、将来にわたる継続的な研究開発

を支援することで、全固体LIBの開発の加速とリスク低減、競争力の強化を図

り、蓄電池産業および素材産業を活性化させることを目的とします。

成果目標

令和5年から令和9年までの5年間の事業であり、本事業を通じて、高性能の全固体

LIBの電動車両への早期社会実装を促すことにより、令和22年度において約1,400

万トン/年のCO2削減を目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額 億円 ( ）新規

交付金 委託
新エネルギー・産業

技術総合開発機構（NEDO）

民間企業

大学等
国

材料評価基盤技術開発

電池内部の現象解明新材料提案・要素技術開発
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

電気自動車用革新型蓄電池技術開発

令和５年度概算要求額 ）

製造産業局自動車課

商務情報政策局電池産業室

27.0 億円 ( 25.0 億円

※大学集中拠点(3大学)、材料メーカー・蓄電池メーカー・自動車メーカー(8企業)、

国研・研究機関・大学等のサテライト(14機関)による産学連携・企業間連携

成果目標

今後市場の拡大が予想され、かつ我が国に優位性のある次世代自動車用蓄電

池を早期に実用化し、自動車や材料等のサプライチェーンでの大きな付加価値を

獲得するとともに、電気自動車の普及による大幅な省エネ化を目指します。

航続距離延長やMaaS対応等、自動車のエネルギー消費量が増大する中、現

行液系LIBではエネルギー密度向上の限界や資源制約が課題となっています。

本事業では、産学連携・企業間連携の研究開発体制を構築し、コスト・性能の

両面でLIBを凌駕する革新型蓄電池の実用化を目指します。具体的には、安

価で供給リスクの少ない材料を使用し、高エネルギー密度化と安全性の両立を

実現可能なハロゲン化物電池と亜鉛負極電池を開発します。
令和3年から令和7年までの5年間の事業であり、コスト1万円/kWh以下、寿命15年

以上のEVバッテリーパックの実用化に資する革新型蓄電池の材料開発～電池設計・

試作～特性評価・解析に関する共通基盤技術を確立します。フッ化物電池において

は、2Ah級の実セルを試作し、1,000Wh/Ｌの蓄電池を実現、亜鉛負極電池におい

ては、5Ah級の実セルを試作し、500Wh/Ｌの蓄電池を実現します。

ハロゲン化物電池亜鉛負極電池
※

交付金
補助

（1/2、2/3）新エネルギー・産業

技術総合開発機構

(NEDO)

民間企業等国
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事業目的

事業概要

（１）新世代パワー半導体の開発

既に実用化が実現している次世代パワー半導体材料と比較して、優れた材料特

性を持ち、製造コストを抑えられる可能性がある酸化ガリウムパワー半導体の開

発に取り組みます。

また、自動最適化や故障予知など、高度な自己制御機能を持った大口径インテ

リジェント・シリコンパワー半導体の開発と必要に応じて関連する応用技術の開発

に取り組みます。

（２）半導体製造装置の高度化に向けた開発

市場規模及び市場成長率が大きく、我が国企業の競争力の維持・強化におい

て重要な半導体製造装置の高度化に係る技術の開発に取り組みます。

近年、産業のIoT化や電動化が進展し、それを支える半導体関連技術の重要

性が高まる中、従来から我が国が強みを持ち、かつ省エネルギー化の鍵になるエレ

クトロニクス製品（以下、「省エネエレクトロニクス製品」）が注目を集めており、

世界各国で取組が強化されています。本事業では、我が国が保有する高水準の

要素技術等を活用し、より高性能な省エネエレクトロニクス製品を開発すること

で、飛躍的な省エネルギー化を実現します。また、安定的な供給を可能とするサ

プライチェーンを確保することで、省エネエレクトロニクス製品の製造基盤強化を目

的とします。

成果目標

令和3年度から令和7年度までの5年間の事業であり、本事業を通じて開発した高性

能の省エネエレクトロニクス製品により、飛躍的な省エネルギー化（令和17年度におい

て約1,440万t/年のCO2削減）を目指します。

33.0

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

商務情報政策局情報産業課省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発事業

令和５年度概算要求額 億円 ( 25.8 億円 ）

民間企業・

大学等

交付金 委託
国

新エネルギー・産業技

術総合開発機構

（NEDO）
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事業目的

事業概要

商務情報政策局情報産業課
高効率・高速処理を可能とする次世代コンピューティングの技術開発

事業

57.0 100.5 億円(

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額

半導体の開発指標たるムーアの法則の終焉が叫ばれ、既存技術の延長は限界

を迎えつつある中、著しく増加するデータの処理電力を劇的に低減できるような新

原理技術の実現が求められています。

　本事業では、ポストムーア時代における我が国の社会課題の解決、さらには情

報産業の競争力強化と再興を目的とし、新原理による次世代コンピューティング

技術（量子コンピュータ、脳型コンピュータ等）のハードウェアとソフトウェアの一体

的技術開発を行います。

　なお、従来のクラウド集約型から処理の分散化を実現し、ネットワークの末端

（エッジ）で中心的な情報処理を行うエッジコンピューティングに向けた「革新的

AIエッジコンピューティング技術の開発」については令和4年度で終了、「ヘテロジニ

アスコンピューティング技術の開発」については、令和5年度以降新規事業「省エ

ネAI半導体及びシステムに関する技術開発事業」へ移管して実施します。

本事業では、新原理技術により⾼速化と低消費電力化を両⽴する次世代コン

ピューティング（量子コンピュータ、脳型コンピュータ等）等の実現に向けて、ハード

とソフト双方の技術開発を実施し、ポストムーア時代における我が国情報産業の

競争力強化、再興を目的とします。

成果目標

平成30年度から令和9年度までの10年間の事業であり、令和9年度までに、既存情

報処理技術に対して100倍の消費電力性能向上を目指します。

（アウトカム指標）令和19年度において約2,729万t/年のCO2削減を目指します。

※「革新的AIエッジコンピューティング技術の開発」による成果も含みます。

）億円

民間企業等
交付金 委託

国

新エネルギー・産業技

術総合開発機構

（NEDO）
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事業目的

事業概要

官民による若手研究者発掘支援事業

億円 ）

産業技術環境局大学連携推進室

商務・サービスグループ医療・福祉機器産業室

令和５年度概算要求額 億円 ( 12.718.1

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）及び国

立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）において、以下の取組を

実施します。

（１）民間の事業化・実用化（社会実装）という目的志向型の研究開発に

向け、イノベーションを創出し得る若手研究者のシーズ研究について公募を行い、

採択された若手研究者には当該研究にかかる研究費を支援します。

（２）民間企業との共同研究等の実施を促進するため、研究費を支援しま

す。（NEDO分のみ）

（３）研究実施者には、民間企業とのマッチングの場を設けるとともに、必要な

アドバイスやハンズオン支援を実施します。

産業界においては、短期的に成果の出やすい応用研究にシフトする企業が多い

一方、大学においては基盤的経費の減少により、基礎研究が弱体化しており、

比較的短期間で成果が出やすく、資金も確保しやすい応用研究へのシフトが進

むことが懸念されます。そこで、破壊的イノベーションにつながるシーズ創出をより一

層促すべく、官民が協調して有望なシーズ研究を発掘し、これに取り組む若手研

究者を支援します。

成果目標

・令和9年度までに助成終了テーマにおける平均特許出願件数1件創出を目指しま

す。

・助成終了後から5年後の時点で、実用化に至った研究テーマの採択件数に占める比

率7.5%以上を目指します。

（３）

委託等

（１）（２）

定額補助

国
交付金

①(研)新エネル

ギー・産業技術総合

開発機構

（NEDO）

②(研)日本医療研究

開発機構

(AMED)

大学等

（若手研究者）

民間企業等

（マッチングサ

ポート機関）

国

企業
大学等の

若手研究者

官民が協調し、若手研究者を発

掘・育成支援

マッチング機能を担う

民間事業者の活用

（スキームイメージ）
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事業目的

事業概要

2.5 億円

産学融合拠点創出事業 産業技術環境局大学連携推進室

① 産学融合先導モデル拠点創出プログラム（J-NEXUS）

産学融合の取り組みを加速するため、地域ブロック（各経産局単位）における

産学官のネットワークをベースに、自治体、経済団体等とも連携し、モデル拠点の

創出に向けた取組として、大学間による企業への提案力の強化、支援の最適化

と広域化を支援します。

② 地域オープンイノベーション拠点選抜制度（Jイノベ）

これまで全国で形成されてきた地域イノベーション拠点の中で特色・強みが鮮明

なものを一体的に評価し格付けすることにより、信用力を高めるとともに支援を集

中させ、トップ層の引き上げや拠点間の競争を促す経済産業省の選抜制度の運

営を担う事業者に対して支援します。

Society 5.0時代には、人材やアイディアの流動性を高めた「産学融合」によるス

ピード感を持った研究開発が必要であり、これらの先導的取組を展開する「ホット

スポット」を創出していくことが必要です。これらの課題に取り組むため、産学融合

に先導的に取り組み、モデルとなる拠点の形成支援および地域オープンイノベー

ション拠点の選抜及び支援を推進し、オープンイノベーションの深化とさらなる拡大

を目指します。

成果目標

・令和8年度までに組織対組織の共同研究等の創出件数60件以上を目指します。

・令和8年度までに拠点運用資金における民間資金の割合90%以上を目指します。

・助成終了後から5年後の時点で、プロジェクト等の資金調達額112.5億円以上を目

指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額 ）2.5 億円 (

国 民間 民間
定額補助 間接補助

（定額）
（スキームイメージ）

評価・選抜

信用力向上、連携促進等

国際

展開

地域

貢献

地域OI

拠点選抜

①

②

技術シーズ

実用化

＆

事業化

産学融合

拠点
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

産業技術環境局

エネルギー・環境イノベーション戦略室

資源循環経済課

本事業は、将来の産業・社会のあり方を変革する、より野心的な構想を国自ら

が掲げ、その実現に向け、世界中からトップ研究者の英知を結集させる仕組みと

し、また、失敗も想定した、より挑戦的な研究開発が推進できるよう、制度運営

の透明性や競争性の確保、ポートフォリオ・マネージメントの考え方を導入する

等、制度的な見直しを図り、関係府省が一体となって研究開発を推進します。

経済産業省が実施する本事業では、国立研究開発法人新エネルギー・産業技

術総合開発機構（以下「NEDO」）における基金により、所掌する分野におけ

る挑戦的な研究開発を支援します。

本事業は、少子高齢化の進展、地球温暖化問題など、我が国が抱える様々な

困難な課題の解決を目指し、世界中から科学者の英知を結集し、関係府省が

一体となって挑戦的研究開発を推進することを目的とします。

成果目標

・2030 年(令和12年)までに、 温室効果ガスに対する循環技術を開発し、 ライフサイ

クルアセスメント LCA の観点からも有効であることをパイロット規模で確認します。

・2030 年(令和12年)までに、環境汚染物質を有益な資源に変換もしくは無害化す

る技術を開発し、パイロット規模または試作品レベルで有効であることを確認します。

ムーンショット型研究開発事業

令和５年度概算要求額 4.8 億円 ( 4.8 億円 ）

国
（研）新エネルギー・産業

技術総合開発機構

(NEDO)
民間企業等

補助 委託

ムーンショット目標４

2050年までに、

地球環境再生に向けた

持続可能な資源循環を実現
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事業目的

事業概要

新産業・革新技術創出に向けた先導研究プログラム

産業技術環境局

　　産業技術プロジェクト推進室

商務・サービスグループ

　　生物化学産業課

令和５年度概算要求額 億円 ( 億円 ）9.139.2

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

本事業では、革新的でハイリスク・ハイインパクトな技術シーズの原石や多様な課

題解決策を発掘・育成し、将来の国家プロジェクトや共同研究等に繋げることを

目的に、重要な研究開発課題に対するフィージビリティスタディとして、以下の取

組を行います。

（１）政策当局も想定しえない革新的なシーズを発掘するため、Request

For Information（RFI）により大学・企業等からシーズを収集し、別途、重

点領域の政策ニーズも収集した上で、研究課題を設定・公募することにより、事

業開始後15年から20年以上先の社会実装を見据えた先導研究を実施。

（２）技術課題や社会課題の解決に向け、多様なアイデアを取り込むため、コ

ンテスト形式により懸賞金型の研究開発方式を導入。思いもよらない解決策を、

共同研究等の次のステップに繋げやすい形で募り、将来の社会課題解決や新産

業創出につながるシーズをいち早く発見。

新たな産業の創出を目指す課題や困難な社会課題、研究現場・産業界が抱え

る課題の解決に向け、従来の発想に依らない革新的かつインパクトある技術シー

ズや解決策を発掘・育成するとともに、重要な技術分野の見通しを俯瞰し、当該

分野を取り巻く国内外の環境や市場等を把握することを通じ、国家プロジェクトの

立ち上げの円滑化・洗練化や、より早い社会実装に結び付く共同研究等に繋げ

ることを目的とします。

成果目標

平成30年度から令和9年度までの10年間の事業であり、最終的には（１）計42件

の国家プロジェクト化と（２）計100件の共同研究等につながる事を目指します。

(研)新エネルギー・産業

技術総合開発機構

(NEDO)

民間企業、

研究機関、

大学等

交付 （１）委託

国
（２）懸賞金、

委託※

※ 課題毎に企画運営事業者を公募し、評価基準設定・競技運営・広報活動などを委託。評価基

準を設定した課題に対して参加者を公募し、参加者の研究開発成果を競技などにより評価基準を

基に順位付けし、目標水準以上の成果をあげた者のうち上位者に懸賞金を支払う。

53 / 83



事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

少子高齢化により生産年齢人口が減少し、また社会が大きく変革するなか、顕

在化する様々な社会課題を解決するキーテクノロジーであるAI技術を、実世界

のすみずみまで実装させていくために必要となる次世代AI基盤技術・AIリモート

技術・センシング技術の開発に取り組み、AI技術を根幹としたIntelligence of

Things 社会の実現を目指します。

本事業では、社会課題解決に向けた次世代AI基盤技術やリモート・センシング

技術等を実世界の隅々まで速やかに実装させていくため、令和5年度は以下３

事業を推進します。

（１）次世代AI基盤技術開発

「人と協調できるAI」「実世界で信頼できるAI」「容易に構築・導入できるAI」に

関する次世代AI基盤技術開発を実施します。

（２）革新的リモート技術開発

新たな行動変容を支える新しい社会・産業のインフラとしてAI技術を駆使したリ

モート化技術の高度化の推進を実施します。

（３）革新的センシング技術開発

リアルデータを高精度・安定的・容易に取得可能とする超微小量センサや過酷環

境用センサ等の開発の支援、信頼性評価・向上技術の確立を実施します。

成果目標

●（１）次世代AI基盤技術開発（令和２～6年度の5年間）、（２）革新的リ

モート技術開発（令和３～6年度の4年間）における研究開発成果を活用し、6件

以上のAIシステム等の研究開発が行われることを目指します。（令和7年度目標）

●（３）革新的センシング技術開発（令和元~6年度の6年間）の事業において民

間企業等が開発する革新的センシング技術から、事業終了後5年以内に3件以上の

実用化の達成を目指します。（令和11年度目標）

産業技術環境局

産業技術プロジェクト推進室

製造産業局

ロボット政策室

億円 ( 54.8 億円 ）

IoT社会実現に向けた次世代人工知能・センシング等中核技術開発

令和５年度概算要求額 40.0

民間企業、研究

機関、大学等

交付金 (研)新エネルギー・産業技術

総合開発機構(NEDO)国
補助

【事業スキーム】

【事業イメージ】

委託
（※１）

※1：(1)、(2)、及び(3)の一部【要素技術開発(1～3年目）及び基盤技術開発】

※2：(3)の一部【技術実証・評価(4～5年目)】

（※２）
（1/2, 2/3）
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事業目的

事業概要

成果目標

令和元年度から令和5年度までの5年間の事業であり、高度な計測・機械制御により、高品質

化・効率化を実現することで、積層造形技術を活用した金属部品等の開発期間を1/5に短縮

することにより、我が国における積層造形技術の普及を目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

第４次産業革命が進展する中、ものづくりの付加価値を高めていくためには、積層造形技

術を積極的に活用することが求められています。しかし、金属の積層造形技術は、そもそも

の現象解明の研究さえも十分には進んでいないため、付加価値が高い複雑形状部品等

の造形では、品質の再現性、均一性を確保することが難しく、新規開発に多大なコストと

時間がかかることが課題となっています。本事業は、積層造形における金属の溶融凝固現

象を解明するとともに、高度な計測・機械制御技術の開発を通じて、高品質な積層造形

部品の効率的な開発を可能とする基盤技術の確立を目的とします。

金属積層造形部品の品質再現性・均一性の確保を可能とする基盤技術を確立するた

め、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）において以

下の項目について研究開発を実施します。

（１）溶融凝固現象の解明（金属が溶けて固まる時の状況を観察・計測し、造形条

件と欠陥の関係性等を解明します）

（２）高度モニタリング及びフィードバック制御機能の開発（造形中の温度・形状等の解

析及び欠陥箇所の補正をリアルタイムに実施するための要素技術を開発します）

（３）積層造形技術による開発・評価手法の開発（造形サンプルの試作及び評価を

行い、最適な造形条件、組織分析、材料特性を研究します。また、積層造形技術を活

用した金属部品開発などを効率的に行うための開発・評価手法を開発します）

（４）ユーザー検証（上記の成果を組み込んだ欠陥予測・造形システムの精度向上の

ため、ユーザーの参画を得て試作・評価を行い、開発成果へのフィードバックを得るとともに

欠陥予測の基礎データを蓄積します）

億円 ）

製造産業局素形材産業室積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業

令和５年度概算要求額 5.4 億円 ( 3.5

NEDO
公的研究機関、民

間企業等

交付金 委託

国

クラウドネットワーク

システム

初期データ
ユーザー企業群

研究機関等

学
習
エ
ン
ジ
ン

デ
ー
タ
処
理

最適な試作方法等の

データ

欠損予測等に必要な

基礎データ

システムと基礎データの蓄積

（４）ユーザー検証のイメージ

＋基礎データ

試作・評価
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事業目的

事業概要

令和５年度概算要求額

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

製造産業局宇宙産業室
宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業

（SERVISプロジェクト）

億円 ( 19.3 億円 ）26.9

宇宙部品の実用化促進及び衛星データの利用促進を目的とし、以下の取組を行いま

す。

①宇宙部品の試験環境整備

試験データが効率的に取得・共有される仕組みのフィージビリティスタディを行います。

②宇宙部品の宇宙空間での軌道上実証支援

国際競争力を持ち得る宇宙部品の軌道上実証を支援します。

③超小型衛星の汎用バスの開発・実証支援

民生技術を活用した宇宙部品を用いた超小型衛星の汎用バスの開発や軌道上実

証を支援します。

④衛星データ利用環境整備

⑤衛星データ利用ソリューション開発支援

特定地域で様々な衛星データを調達して衛星データプラットフォームに搭載し（④委

託）、ソリューション開発を支援します（⑤補助）。

超小型・小型衛星を多数打ち上げて一体的に運用する衛星コンステレーション（※）

ビジネスの世界的な進展により、宇宙産業のゲームチェンジが起こりつつあります。こうした

中、我が国の宇宙活動の自立性を維持していくため、自動車分野等の低コスト、高性

能、短納期な地上の民生技術を活用した宇宙用部品・コンポーネント（以下、「宇宙

部品」という。）を実用化し、これを用いた国際的な価格競争力を有する衛星コンステ

レーションの構築能力を確保するとともに、衛星コンステレーション等から得られる衛星

データを様々な産業・地域における社会課題解決に活用することを目的とします。

※星座・星団の意。衛星データ量拡大と新たな付加価値提供を目指すもの。

成果目標

①令和４年度から６年度までの３年間の事業であり、最終的には宇宙部品試験データが安

価・短納期で取得・共有される仕組みの構築を目指します。

②令和元年度から５年度までの５年間の事業であり、最終的には民生技術を活用した宇宙

部品の実用化数累計５件を目指します。

③令和３年度から７年度までの５年間の事業であり、最終的には低価格・高性能な超小型

衛星の汎用バス（100kg級、6U）実用化数２件を目指します。

④⑤令和４年度から６年度までの３年間の事業であり、最終的には衛星データを活用したソ

リューション3件の事業化を目指します。

民間企業等
①、④委託

国 民間団体等 民間企業
交付

②補助
（1/2又は2/3）

⑤補助（2/3）

NEDO(※) 民間企業
交付

③補助
（1/2又は2/3）

(※)国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

（１）アーキテクチャの設計・検証

DADC※において、自律移動ロボット等の分野で、産学官で連携してユースケー

スの具体化やシステムのプロトタイプ試作を行いながら、アーキテクチャやインター

フェース等をアジャイルに設計します。その結果を踏まえて使用が推奨される標準・

技術の評価を行い、システム連携した場合に全体として円滑に機能するためのリ

ファレンスやルールの策定・公表を行います。（IPA交付金）

※2020年5月に独立行政法人情報処理推進機構（IPA）に設置された、デ

ジタルアーキテクチャ・デザインセンター

（２）アーキテクチャの実装に向けた研究開発

NEDOにおいて、DADCが設計するアーキテクチャの実装に際し、新たに作成ある

いは改良が必要な標準について、研究開発を行います。また、全体の効率や利

便性を大きく左右する技術で、未開発あるいは改善が求められるものや、客観的

な評価を要するものに関して、技術開発や検証を行います。（NEDO交付金）

Society5.0の具体的なビジョン・ユースケースを描きながら、ルール、システム、技

術、ビジネス等の観点も含めて、社会全体のアーキテクチャを設計して、各者が自

らの役割を遂行することで世界をリードする新たな産業・サービスを創出することを

目指します。アーキテクチャ設計に当たっては、レイヤー構造を設計して、協調領

域はデジタルインフラとして整備するとともに、モジュール構造を設計して相互運用

性を確保することでサービスの開発・連携を容易にします。社会実装・普及に向け

て、安全性・信頼性の確保とイノベーションの促進を両立するようなインセンティブ

を含めたカバナンス構造を設計します。

（１）アーキテクチャの設計・検証

（２）アーキテクチャの実装に向けた研究開発

成果目標

令和4年度から令和6年度までの3年間の事業であり、最終的には、３以上の領域

で、その領域でのシステム構築の際に参照すべきアーキテクチャを策定し、制度化又は

標準化を行います。また、当該アーキテクチャをもとに、必要な標準の洗い出しを行い、

体系的な標準化を進めるための体制構築を目指します。

産業DXのためのデジタルインフラ整備事業
商務情報政策局情報経済課

アーキテクチャ戦略企画室

令和５年度概算要求額 億円 ( 22.0 億円 ）32.0

(独) 情報処理推進機構

(研)新エネルギー・産業

技術総合開発機構

交付金
民間事業者等

委託

国

国

交付金
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事業目的

事業概要

48.0

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

商務・サービスグループ

医療・福祉機器産業室医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靱化事業

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）において、以下の取組

を実施します。

（１）我が国の医療機器産業の国際競争力を強化するため、医療のあり方の

大きな転換を実現し新たな市場を切り拓く、最先端の科学技術を駆使した医療

機器・システムの開発を支援します。

（２）将来の医療機器につながる要素技術の研究開発を支援します。

（３）我が国の医療機器産業の競争力の底上げを図るため、協調領域におけ

る基盤的な技術の開発や、医療機器の実用化を促進するための開発ガイドライ

ンの策定等を行います。

（４）介護現場の課題を解決するロボット介護・福祉用具の開発を支援しま

す。また、安全性や効果評価等海外展開につなげるための環境整備を行いま

す。

健康・医療戦略(令和２年３月27日閣議決定、令和３年４月９日一部変

更）の基本理念である『世界最高水準の技術を用いた医療の提供』と『経済成

長への寄与』に貢献するため、先進的な医療機器・システム等を開発し、国内外

への展開・普及を目指します。

加えて、高齢化の進展による介護需要の増加により、介護現場では人材の不足

が深刻化している状況を踏まえ、介護現場における課題を解決するニーズ由来の

ロボット介護・福祉用具の開発支援を行うことにより、介護の生産性向上や介護

の質の向上等を実現することを目的とします。

成果目標

令和元年度から令和６年度までの６年間の事業であり、令和９年度までに５件の医

療機器等の実用化と、９件のロボット介護・福祉用具の実用化を目指します。

億円 ）令和５年度概算要求額 億円 ( 41.8

定額補助

AMED 民間企業等国

（１）補助（2/3）・委託※１

（２）委託

（３）委託

（４）補助（1/3、2/3）・委託※２

※1 企業等には補助、大学・研究機関等には委託

※2 大企業には1/3補助、中小企業には2/3補助、

大学・研究機関等には委託
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事業目的

事業概要

健康・医療研究開発データ統合利活用プラットフォーム事業

商務・サービスグループ

ヘルスケア産業課

医療・福祉機器産業室

生物化学産業課

国立研究研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）が支援した研

究開発から得られたデータの利活用プラットフォームとして、産学の研究開発にお

いて品質管理されたデータを安全・安心かつ効率的に利活用するための基盤を

構築します。

具体的には、①データベース管理システム（検索システムなど）、②利用者に対

する一元的な窓口（事務局機能）、③Visiting計算環境を含む解析システム

を整備し、継続的に運営を行います。

医療分野における産学の研究開発を推進するため、すでに我が国にあるデータ基

盤と連携しつつ、国立研究研究開発法人日本医療研究開発機構（ＡＭＥ

Ｄ）事業から生み出される研究開発データを、産業界を含めた第三者が利活

用できるセキュリティの担保された基盤を構築します。

成果目標

令和５年度以降、システム機能の向上等を図り、データの利活用を推進していきま

す。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額 ）1.3 億円 ( 1.1 億円

国
(研)日本医療研究

開発機構
アカデミア等

補助

（10/10）
委託
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

産業技術環境局産業技術プロジェクト推進室

製造産業局自動車課

製造産業局産業機械課

令和５年度概算要求額 12.1 億円 ( 14.0 億円 ）

次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート技術開発

事業

「生産性」「空間の移動」分野において、AI技術の実証、導入推進、基盤技術

開発を行い、エネルギー需給の高度化に貢献する（１）（２）の取組と、もの

づくり現場に蓄積されてきた「熟練者の技・暗黙知」の伝承・効率的活用を支える

AI技術を開発し、生産性向上による省エネ化を実現する（３）の取組を行いま

す。※（１）AI技術の社会実装に向けたアジャイル型研究開発・実証は令和

４年度終了

（２）導入加速化基盤技術開発：AI技術を適用させる業務分析、データ整

備、AIモジュール開発における学習等を加速させる基盤技術を開発し、 AI技術

を現場導入する期間を短縮する。成果普及および機能向上の目的でアワードを

実施します。※1テーマは令和４年度終了

（３）ものづくり現場のAI：ものづくり現場において、人の判断を支援するAI技

術の活用により、設計、加工等の工程における生産性向上を目指します。

これまで開発が進められてきたAIモジュールやロボット技術等を活用・インテグレー

トして、従来の人による管理では達成できない更なる省エネ効果を得ることで安

定的かつ適切なエネルギー需給構造を構築するとともに、AI技術の社会実装を

加速し、それによりもたらされる新たな市場シェアを他に先行し、いち早く獲得する

ことを目的とします。

成果目標

平成30年度から令和5年度までの6年間の事業であり、最終的には、本プロジェクト

（１）（２）（３）で開発されたAI技術が、「生産性」「空間の移動」等の各分野

で導入され改善することにより、令和12年時点で、CO2排出量を年間約676万トン

削減することを目指します。

民間企業、研究機

関、大学等

交付 委託

国
(研)新エネルギー・産業技術

総合開発機構(NEDO)

（１）（２）（３）ともに事業スキームは以下のとおり。
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

加工順・製品の組換えや個々の生産設備の動作の変更等、柔軟・迅速な組換

えや制御が可能な生産ラインの構築や、製造現場（複数拠点間を含む）の自

律的かつ全体最適な稼働の実現を目指すべく、無線通信技術を活用した所要

の研究開発を実施します。具体的には、（１）製造現場における生産設備や

AGV等の制御とクラウド上の生産システムの連携、(２）複数拠点間の一括制

御、（３）AI、量子技術を活用して構築されたデジタルツインによる、サイバー空

間上でのシミュレーションとそのフィードバック（製造現場での制御の連携）、等を

通じて、工場全体・複数拠点間における異なる生産ラインの一括制御や稼働管

理等の仕組みを検討し、製造現場の自律的かつ全体最適な稼働並びに脱炭

素化の取組として効果的な省力化・省エネ化の実現を図ります。

所要の研究開発支援を通じて、新型コロナウイルス感染症の世界的流行や経

済安全保障を巡る国際情勢の変化のような不測のサプライチェーン寸断リスクが

生じた場合においても、その急激な変化に迅速かつ柔軟に対応する「ダイナミック・

ケイパビリティ」を強化し、国民生活に必要な物資や我が国の経済基盤を支える

製品に関わるサプライチェーンの維持・構築を通じた我が国製造業の産業競争力

を維持・強化を目的とします。

成果目標

令和3年度から7年度までの5年間の事業（1事業の事業期間は最大3年間）であ

り、最終的には、令和12年度中までに、本事業での研究開発成果からの実用化件数

が2件以上となることを目指す。

製造産業局

ものづくり政策審議室

5G等の活用による製造業のダイナミック・ケイパビリティ強化に向けた

研究開発事業

令和５年度概算要求額 7.9 億円 ( 6.7 億円 ）

交付金
補助

（1/2、2/3）新エネルギー・産業

技術総合開発機構

（NEDO）

民間企業等国

加工順や生産設備の

動作の変更等、柔軟か

つ迅速な制御・組換え

が可能な生産ラインの

実現を目指します。
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事業目的

事業概要

製造産業局素材産業課

令和５年度概算要求額 8.5 億円 ( ）6.4 億円

炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連技術

開発事業

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

省CO2や炭素循環社会に貢献するCNFについて、社会実装・市場拡大を早期

に実現させるため、以下の取組を行います。

（１）「革新的CNF製造プロセス技術の開発」：

高コスト原因となっている化学処理プロセス等の飛躍的な改良による大幅なコス

ト削減を支援します。

（２）「量産効果が期待されるCNF利用技術の開発」：

樹脂等とCNFの複合材料を広く普及させていくために、市場の大きい分野での用

途開発を支援します。

（３）「成果普及に必要となる評価手法等の開発」：

CNF利用における信頼性向上のための安全性評価法やライフサイクルアセスメン

ト視点でのCNF含有製品の評価法を開発し、CNF製品の普及促進のため専門

家による支援体制を整備します。

鋼鉄の1/5の軽さで鋼鉄の5倍以上の強度を持つセルロースナノファイバー

（CNF）は大気中のCO2を吸収・固着した植物・天然素材であるため、カーボ

ンリサイクルの一端を担うことができます。本事業では、CNF製造プロセスにおける

コスト低減、製造方法の最適化、量産効果が期待できる用途に応じたCNF複

合化・加工技術等の開発を促進します。あわせて成果の普及に必要となるCNF

の安全性評価やライフサイクルアセスメント（LCA）評価等を行い、社会実装・

市場拡大を早期に実現することを目的とします。

成果目標

令和２年度から令和６年度までの５年間の事業であり、最終的には本事業を通じ

て、石油由来化学品と比較して同等以上の性能を確保しつつ、各用途への利用にお

ける原料転換や自動車部材への導入における軽量化に伴う省エネルギー化等により令

和12年度時点で年間750万トンのCO2削減を目指します。

国
（研）新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）

補助(1/2,1/3)
委託

交付金

民間企業・大学等

（１）低コスト化技術開発 （２）複合化加工技術開発

（３）評価手法等の開発

建材、タイヤ等

CNF複合材

※（１）、（２）については補助（1/2,1/3）、（３）については委託
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事業目的

事業概要

22.0

先端計算科学等を活用した新規機能性材料合成・製造プロセス

開発事業
製造産業局素材産業課

（１）機能性化学品の連続精密生産プロセスPJ

少量多品種の機能性化学品について、フロー式連続精密生産によって高効率に

合成するプロセスを確立するとともに、プロセス・インフォマティクスによって短時間で

合成経路等を探索する技術を確立します。（令和４年度から７年度の４年事

業）

（２）ファインセラミックスの革新製造プロセスPJ

ファインセラミックスについて、製造の各工程における計測技術（焼結現象の可視

化等）と、工程全体を解析できるプロセスシミュレータ等を開発し、６Ｇデバイス

等に求められる「超小型化・高信頼化」に必要な技術を確立します。（令和４

年度から８年度の５年事業）

国際的な競争が激化する中、機能性材料の生産においても、エネルギー消費量

の削減、開発の加速、少量多品種オンデマンド生産等への対応が求められます。

本事業では、これまで経験や勘、ノウハウに基づいて行われてきた機能性化学品

（電子材料等）及びファインセラミックス（セラミックコンデンサ等）の合成・製造

において、計算科学等を活用した革新的なプロセスを開発することを目的としま

す。

成果目標

（１）機能性化学品の連続精密生産プロセスPJ

令和17年度までにバッチ式からフロー式への転換に伴うエネルギー消費・廃棄物削減

の効果により年間482万tのCO2削減に貢献することを目指します。

（２）ファインセラミックスの革新製造プロセスPJ

令和17年度までに室温・低温焼結等の技術確立に伴うエネルギー消費量削減の効

果により年間247万tのCO2削減に貢献することを目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額 24.0 億円 ( ）億円

国 （研）新エネルギー・産業技術

総合開発機構（NEDO）

委託交付金

民間企業・大学等
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

グリーン冷媒・機器開発事業

令和５年度概算要求額

（１）委託事業

市場波及効果を踏まえ、代替冷媒候補が存在しない家庭用エアコン・一部の業

務用エアコン等をターゲットに、①我が国企業が強みを有するHFO系冷媒を用い

た低GWP混合冷媒の組成の早期絞り込み（GWP70程度）、②冷媒の物

性・性能評価、③開発冷媒適用機器の安全性・LCA等の評価を行います。これ

を踏まえ、新たな混合冷媒の共通基盤を完成させることにより、民間企業の機器

開発を後押しします。

（２）補助事業

次世代冷媒への代替が困難な分野において、省電力化の維持・向上を前提とし

つつ、冷凍空調機器や要素機器の高度化開発、冷媒漏えい防止技術の開発

等を支援します。

モントリオール議定書キガリ改正により我が国では2036年までに代替フロン

（HFC）の生産・消費量を基準年比85%まで削減する義務があり、さらに

2050年カーボンニュートラルでは排出を全体としてゼロにすることが求められている

ところ、代替フロンに代わるグリーン冷媒・機器の技術開発と社会実装の加速が

急務です。

本事業ではグリーン冷媒の負の側面（燃焼性、性能低下）を認識した上で、有

望な冷媒候補の発掘と特性評価、国際規格化・標準化、製品化を目的としま

す。

成果目標

令和５年度から令和９年度までの５年間の事業であり、最終的には省エネ化・低温

室効果を両立する新たな混合冷媒及びその適用機器の開発及び普及を目指します。

（令和18年度において、冷媒転換により約556万t/年相当のCO2削減を目指しま

す。）

）

製造産業局化学物質管理課

オゾン層保護等推進室

新規6.0 億円 (

国
(国研)新エネルギー・産

業技術総合開発機構

（NEDO） (2)補助
（1/2）

(1)委託 大学・

公的研究機関等
交付金

民間企業等
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事業目的

事業概要

我が国が強みを有する素材メーカ、製造メーカ、大学等が連携し、2030年以降

の次世代航空機の省エネルギー化を目標に、航空機性能の要求を満たす高強

度・高弾性率・高耐熱といった性能を有するCFRP等複合材の材料評価、高速

成型、接合等の基盤技術研究開発や、ジェットエンジンの燃費改善に資する超

軽量高耐熱セラミック複合材の製造基盤技術の研究開発を行います。

複合材の高生産・低コスト生産技術について、適用部位を明確にし、想定使用環境

下での実用可能性の妥当性を確認しすることで、令和６年度にTRL（Technology

Readiness Level：技術成熟度）５を目指します。

令和７年度に、海外OEMメーカによる実証試験もしくは実証機に研究開発成果を２

件搭載することを目指します。

令和2年度から令和6年度までの5年間の事業であり、最終的には開発成果の次世

代航空機への搭載により、令和22年度において、次世代航空機一機あたり10％の

CO2削減を目指します。

製造産業局

航空機武器宇宙産業課

令和５年度概算要求額 13.0 億円 ( 13.2 億円 ）

増大する航空機需要に対し国際的な要請を踏まえた航空機の省エネルギー化、

CO2排出削減と、我が国航空機産業の競争力の強化・拡大を図るため、2030

年代以降大きく需要増加が見込まれる次世代航空機・エンジンの燃費改善に大

きく貢献しうる、超軽量・高強度・高耐熱・高生産性を達成する構造材料の設

計・製造基盤技術の確立を目的とします。

成果目標

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

次世代複合材創製技術開発事業

新エネルギー・産業

技術総合開発機構

（NEDO）

大学等

交付金

委託

国 補助
（1/2、2/3）

民間企業

複合材（CFRP）

TAPAS2

航空機胴体への複合材適用イメージ
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事業目的

事業概要

25.0

次世代電動航空機に関する技術開発事業
製造産業局

航空機武器宇宙産業課

）

　空飛ぶクルマと呼ばれる小型航空機から大型旅客機まで、将来の航空機に向

けた電動化が大きなトレンドとなり、世界的に競争が加速している。電動化に必

要な高出力で軽量なモーターや蓄電池など、要素技術は日本に優位性があると

ころ、これらの強みを活用し、電気航空機市場を日本が席巻するべく、著しい軽

量化と、高高度・低圧環境下での飛行を実現する電動化コア技術とそれらをイン

テグレーションする技術開発を行います。

令和元年度から５年度までの５年間の事業であり、想定使用環境下での実用可能

性があると判断されるTRL６の達成を目指します。

令和７年度に海外OEMメーカによる実証機に研究開発成果を２件搭載することを目

指します。

億円 ( 22.3 億円

　航空機の要求に応える電動化のコア技術と、それらをインテグレートした新たな

電動推進システム技術など、令和12年以降に市場投入予定の次世代航空機

に必要な電動化技術を世界に先駆けて開発し、運輸部門のエネルギー使用合

理化を推進します。

成果目標

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額

新エネルギー・産業

技術総合開発機構

（NEDO）

民間企業等

交付金 委託

国

（図）次世代電動航空機のコンセプトイメージ
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事業目的

事業概要

航空機エンジン向け材料開発・評価システム基盤整備事業
製造産業局

航空機武器宇宙産業課

金属課金属課金属技術室

複数の金属元素を適切に組み合わせ、適切なプロセスで製造された高機能材

料は、耐熱性、耐摩耗性等の機能を持ち、航空機等の省エネルギー化に寄与し

てきました。

本事業では、エンジン部材の革新的製造プロセスの開発や、合金開発の迅速化

に繋がるデータ駆動型の革新的合金探索手法の開発により、更なる省エネル

ギー化に貢献します。

また、当該材料や部品は、高度な信頼性要求から欧米主導の当局認証が必要

であり、我が国にとって大きな障壁となっていることから、材料の国内共通評価シス

テムの構築に取り組み、国産材料・部材の認証取得を目指します。

令和5年度は、(1)金型など設備設計・製造、(2)設計・製造した機械装置の高

速化・連続化・高品質化のための改造、(3)データベースの構築、部材製造、特

性評価を行います。

令和７年度に、５元素以上で構成される新合金材料を２件開発することを目指しま

す。

令和７年度に、国内エンジンメーカにおける営業活動におけるデータベースを３件構築

し、活用することを目指します。

令和５年度概算要求額 13.0 億円 ( 7.9 億円 ）

航空機の省エネ、ＣＯ２排出削減に向けては、航空エンジン向けの高機能材

料を安定的に確保することが重要であることから、これまでにない高機能材料を開

発することで、更なる省エネルギー化を図ることを目的とします。

成果目標

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

委託

補助
（1/2、2/3）

（研）新エネル

ギー・産業技術総

合開発機構

（NEDO）

民間企業

研究機関

等

交付金

国

航空機エンジンへの適用イメージ 合金探索手法イメージ

タービンディスク
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事業目的

事業概要

( 3.5

宇宙太陽光発電における無線送受電技術の高効率化に向けた研究

開発事業委託費事業
製造産業局宇宙産業室

マイクロ波方式の宇宙太陽光発電システムの中核技術である無線送受電技術

の確立に向け、令和５年度は以下の取組を行います。

（１）発送電一体型パネルの開発：確認試験、総合評価、課題抽出 等

（２）送電部の高効率化：確認試験、総合評価、課題抽出 等

（３）地上における長距離送電の実証：システム製造、組み合わせ試験 等

（４）マイクロ波無線送受電技術の民間転用：展示会への出展、ビジネス化

に向けた研究会の開催 等

将来の新エネルギーシステムとして期待されているマイクロ波方式の宇宙太陽光

発電システムの実現に必要な研究開発を行うことを目的とします。

成果目標

令和元年から令和６年までの６年間の事業であり、最終的には周辺回路を含めた送

電部の変換効率を60％に改善するとともに発送電一体型パネルの重量を36kg/㎡に

改善することを目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

億円 ）令和５年度概算要求額 4.0 億円

民間企業等
委託

国

静止軌道

36,000㎞

（長距離送電実証のイメージ）

1km

程度

マ
イ
ク
ロ
波
送
電

パ
イ
ロ
ッ
ト
信
号

送電部

ビーム方向

制御部

【概要】

地面に送電部を設置して、地上から上空へ送電

し、ビームパターンを測定

【確認事項】

・ビーム形成技術

・ビーム方向制御

技術実証
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事業目的

事業概要

）

（１）令和17年度時点でCO2排出量を最大で更に226万トン削減することを目指し

ます。また、令和17年時点での当該分野におけるグローバル装置シェア50%、市場規模

9000億円の獲得を目指します。

（２）事業終了時点で低コスト、小設置面積でレアアースの回収プロセスの国産化が

可能となる技術の実現を目指します。

（３）令和22年度にはCO2排出量を968万トン/年、令和32年度には1,914万トン

/年削減することを目指します。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

資源自律経済システム開発促進事業

（１）高度循環型システム基盤構築

①自動解体ロボット・選別システム開発、②選別物性分析・循環性情報及び資

源循環設計開発、③オンサイト選別制御・回収最適化開発、④遠隔操業最適

化・動静脈ネットワーク開発を行い、廃家電からの高度な資源循環を実現します。

（２）サプライチェーン強靱化に資する未利用レアアース分離精製技術開発

未利用資源等からの高効率レアアース分離技術開発を行い、レアメタルのサプライ

チェーン強靱化を目指します。

（３）アルミニウム素材高度資源循環システム構築

①不純物の軽減（地金製造時において、不純物除去技術を高度化する技

術）、②不純物の無害化（素材製造時での不純物を含有するアルミニウムの品

質を向上する）に関する技術開発を行い、アルミニウムの高度な循環利用を実現

します。

排出・回収された廃製品に含まれる金属やプラスチック等の各種素材を、デジタル

技術も活用しながら最大限利用可能とする基盤技術開発を実施します。具体的

には、廃家電から貴金属、レアメタル、ベースメタル、プラスチック等の資源を余すこと

なく資源循環する基盤技術、今後需要が急増することが想定される磁性材料に

係る省資源化及び精錬に係る技術並びにアルミスクラップを自動車の車体等にも

使用可能な素材（展伸材）へとアップグレードする基盤技術に係る研究開発を

実施します。これらにより、将来、資源小国である我が国において、あらゆる廃製品

から資源を再生する高度な資源自律経済システムの開発を促進し、資源の自律

性を確保した社会を目指します。

成果目標

令和５年度概算要求額 15.7 億円 ( 新規

産業技術環境局資源循環経済課

商務情報政策局情報産業課

製造産業局金属課金属技術室

資源エネルギー庁鉱物資源課

交付金

（１）（２）委託、
（３）補助（1/2）

(国研)新エネルギー・産業技

術総合開発機構(NEDO)

大学、研究開発機関、

民間企業等
国

事業イメージ
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事業目的

事業概要

）

産業技術環境局大学連携推進室

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

エネルギー・環境分野の官民による若手研究者発掘支援事業

令和５年度概算要求額 10.0 億円 ( 9.0 億円

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）におい

て、以下の取組を実施します。

（１）民間の事業化・実用化（社会実装）という目的志向型の研究開発に

向け、イノベーションを創出し得る若手研究者のシーズ研究について公募を行い、

採択された若手研究者には当該研究にかかる研究費を支援します。

（２）民間企業との共同研究等の実施を促進するため、研究費を支援しま

す。

（３）研究実施者には、民間企業とのマッチングの場を設けるとともに、必要なア

ドバイスやハンズオン支援を実施します。

産業界においては、短期的に成果の出やすい応用研究にシフトする企業が多い

一方、大学においては基盤的経費の減少により、基礎研究が弱体化しており、

比較的短期間で成果が出やすく、資金も確保しやすい応用研究へのシフトが進

むことが懸念されます。そこで、破壊的イノベーションにつながるシーズ創出をより一

層促すべく、官民が協調して有望なシーズ研究を発掘し、これに取り組む若手研

究者を支援します。

成果目標

・令和9年度までに助成終了テーマにおける平均特許出願件数1件創出を目指しま

す。

・助成終了後から5年後の時点で、実用化に至った研究テーマの採択件数に占める比

率7.5%以上を目指します。

国
(研)新エネルギー・

産業技術総合開発

機構（NEDO）

交付金

（１）（２）

定額補助

（３）

委託等

大学等

（若手研究者）

民間企業等

（マッチングサ

ポート機関）

（スキームイメージ）

国

企業

官民が協調し、若手研究者を発

掘・育成支援

マッチング機能を担う

民間事業者の活用

大学等の

若手研究者
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事業目的

事業概要

65.8

資源エネルギー庁省エネルギー・

新エネルギー部

新エネルギーシステム課

水素・燃料電池戦略室

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

運輸や港湾、コンビナート、工場等において様々な①水素製造源、②輸送・貯

蔵手段、③水素の利活用先等を組み合わせたモデルを構築するための水素利

活用技術の開発・実証を行い、水素製造の低コスト化や効率的な水素サプライ

チェーンを構築するとともに、基盤となる技術を確立することで、将来的な水電解

技術の商用化や水素の社会実装に向けた展望を開きます。

長期の水素需要に不確実性が伴うなどし、大規模なインフラ投資に踏み出しにく

い中でも水素供給を拡大するため、既存インフラを最大限活用しながら供給拡

大が可能で、需要と供給が隣接する地域等において、先んじて水素の社会実装

を進め、効率良くコストの削減や知見の蓄積を図ります。そのため、再生可能エネ

ルギーから製造した水素等を活用することで、水素の製造、貯蔵・輸送、利用ま

で一気通貫したサプライチェーンを構築し、水素社会の先駆けとなるモデルを形成

することを目的とします。

•コンビナートや工場、港湾等において、発電、熱利用、運輸、産業プロセス等で大規

模に水素を利活用するための技術実証を実施。

成果目標

令和3年から7年までの5年間の事業であり、水素の社会実装モデルの構築を行い利

用を拡大させることにより、「2030年に水素導入量を最大300万トン/年（グリーン成

長戦略）」を目標とします。

産業活動等の抜本的な脱炭素化に向けた水素社会モデル構築実証

事業

令和５年度概算要求額 億円 ( 73.1 億円 ）

NEDO 民間企業等
交付

補助
（2/3以内）

国
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

我が国の洋上風力発電の更なる導入拡大、低コストかつ安定的な再エネ電気

の供給、風力関連産業の競争力強化等に資するため、以下の事業を行いま

す。

①洋上ウィンドファーム開発支援事業（委託）

②洋上風力発電低コスト施工技術開発（1/2補助）

③次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究（委託）

再生可能エネルギーは、温室効果ガスを排出せず、エネルギー安全保障上にも

寄与できる有望かつ多様で、重要な低炭素の国産エネルギー源です。陸上風力

のポテンシャルが限定的な我が国において、風力発電の更なる導入拡大を図るた

めには洋上への展開が不可欠となっています。本事業では、我が国の気象・海象

条件に適した洋上特有の技術課題や洋上風力発電所に係る技術的・社会的

な課題を解決し、我が国の洋上風力発電の導入促進、発電コストの低減、風

車関連産業の競争力強化等に貢献することを目的とします。

成果目標

平成20年度から令和6年度までの事業であり、本事業を通じて、我が国の気象・海象

条件に適した洋上風力発電に関する技術・システム等（9件）を確立し、2030年の

エネルギーミックスの実現に貢献します。

億円 ）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー課 風力政策室
洋上風力発電等の導入拡大に向けた研究開発事業

令和５年度概算要求額 44.8 億円 ( 66.0

国 民間企業等

交付金 委託・補助（1/2）
新エネルギー・産業

技術総合開発機構

（NEDO）

風況観測設備のイメージ
低コスト施工技術のイメージ
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事業目的

事業概要

再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代型の電力制御技術

開発事業

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

資源エネルギー庁

省エネルギー・新エネルギー部

新エネルギー課

（１）日本版コネクト＆マネージに関する課題解決

既存系統を最大限活用し、一定の制約条件のもと系統への接続を認める「ノン

ファーム型接続」の早期実現を目指します。

（２）多用途多端子直流送電システムの基盤技術開発

洋上風力発電の送電や地域間連系など様々な用途に利用可能な直流送電シ

ステムの実用化に向け基盤技術を開発します。

（３）次世代系統安定化技術に向けた研究開発

インバータ（電子機器）による非同期電源の割合が増える中、安定性を維持す

るための装置の開発や、インバータそのものに安定化機能を持たせるための技術を

開発します。

　再生可能エネルギーの大量導入のためには、再生可能エネルギー電源の導入

に加えて、発電した電気を送電するための「系統」が重要になりますが、再生可能

エネルギーの比率が高まる中で、「送電線の空き容量の不足」、「需要と供給のバ

ランスの維持」、「系統の技術的な安定性の確保」という系統上の制約が顕在化

しています。

 　このことから、「日本版コネクト＆マネージ」の実現、多端子直流送電システム

の実用化、系統安定化装置の開発等により、系統上の制約の解消を目指しま

す。

成果目標

平成27年から令和8年までの13年間の事業であり、最終的には第6次エネルギー基

本計画で示された再エネ比率36～38%程度の達成及び2050年カーボンニュートラ

ル実現を目指します。

令和５年度概算要求額 65.0 億円 ( ）55.0 億円

国
民間企業、大学、

研究機関等

交付金 委託新エネルギー・産業技術

総合開発機構

（NEDO）

１．日本版コネクト＆マネージに関する課題解決

２．多用途経多端子直流送電システムの基盤技術開発

３．次世代系統安定化技術に向けた研究開発

混雑時の出力制御を前提とした新規接続を許容するノン

ファーム型接続の実現に向け、実施した調査を踏まえた

系統における潮流の予測・制御システムの設計及び構築

系統の安定化に必要な機器の開発・実証を行うとと

もに、インバータそのものに安定化機能を持たせる

ための技術等を開発

洋上風力発電の送電や地域間連系など様々な用途に利用

可能な直流送電システムの開発
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事業目的

事業概要

地熱・地中熱等導入拡大技術開発事業
資源エネルギー庁資源・燃料部政策課

省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

令和５年度概算要求額 25.0 億円 ( 28.7 億円 ）

本事業ではこれらの課題を技術開発により解決するべく、下記の事業を実施・支

援します。

（１）探査技術の高度化

（２）出力低下の①回復（人工涵養技術）、②未然防止（高度利用化技

術）

（３）国立・国定公園への①斜め掘り、②環境影響把握

（４）①地熱発電の抜本的拡大に向けた革新技術（CO2地熱発電技術、ク

ローズド方式地熱発電技術）の検証、②超臨界地熱発電

（５）再エネ熱利用システムの低コスト化技術開発等

地熱発電は、自然条件によらず安定的な発電が可能なベースロード電源です。

我が国は世界第3位の地熱資源量を有していますが、他の再エネに比べて開発リ

スク・コストが高いといった課題があることから、導入が進んでおらず、現在は総発

電量の1%にも満たない状況です。安定的なエネルギー資源を獲得するため、技

術開発によって、地熱資源の探査コスト・発電所の設備利用率の低下等の課題

を解決することを目的とします。また、再生可能エネルギー熱は、カーボンニュートラ

ル実現に向けたエネルギー需給構造の効率化のために重要であるが導入コスト等

に課題があるため、技術開発によりこの課題を解決することを目的とします。

成果目標

（１）は令和3年度から3年間、（２）①は平成25年度から11年間、（２）②は

令和3年度から5年間の事業で探査精度の10%向上や設備利用率20％向上を目

指します。（３）は令和3年度から5年間の事業で大偏距掘削2kmの達成等、

（４）は令和7年度までの事業で、革新的地熱発電技術の実現に向けた課題抽出

や基盤技術の確立等を行います。（５）は、令和元年度から5年間の事業で、トータ

ルコスト20％低減、投資回収14年（令和12年度までに8年に短縮化、10kWシス

テムとして250万円以下）を目指します。

国

石油天然ガス・金属鉱物資源

機構（JOGMEC）

交付金
民間企業

大学等
新エネルギー・産業技術総合開発機

構（NEDO）
委託、補助（2/3等）

(1),(2)①,(3)①,(4)①

(2)②,(3)②,(4)②,(5)

(1)探査技術

(2) 評価・管理技術

(3) 大偏距掘削技術、

環境影響把握技術

委託

※NEDO事業のうち、実用化に近い

フェーズの研究開発等の場合は助成

事業として実施
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事業目的

事業概要

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

CCUS研究開発・実証関連事業事業

令和５年度概算要求額 億円 ( ）82.3 億円108.3

資源エネルギー庁資源・燃料部

石油･天然ガス課

2030年までのＣＣＳ事業化に向け、以下の事業を実施します。

（１）苫小牧での大規模実証：CCS大規模実証試験において圧入したCO2

分布の分析及び海域の状況等について、海洋汚染防止法に則り、監視（モニタ

リング）します。

（２）CO2長距離輸送実証：世界に先駆け、船舶による液化CO2の長距離

輸送の実証をします。

（３）回収CO2利用メタノール合成実証事業　：事業所で排出されたCO2を

活用して商用規模のメタノール合成実証を実施します。

（４）安全なCCS実施のためのCO2貯留技術の研究開発　：CO2貯留技術

に関する安全性を担保した、低コストかつ実用規模の安全管理技術の確立を目

指した研究開発を実施します。

二酸化炭素回収・貯留（CCS）は2050年カーボンニュートラルの達成に向けて

鍵となる技術であり、北海道苫小牧市にある我が国唯一のCCS実証試験セン

ターを核として、CCU実証も可能とすることで、苫小牧のCCUS拠点化を目指し

ます。本事業により、CCUSの事業化に不可欠なCO2長距離輸送技術開発及

び安全かつ低コストなCO2貯留技術の研究開発、回収CO2を利用したメタノー

ル合成技術の実証、CCS大規模実証試験で圧入されたCO2の監視（モニタリ

ング）、状況分析等の実施を目的とします。

成果目標

（１）2030年までのCCS事業化を目指します。

（２）2025年度までに実用規模の安全管理技術の確立を目指します。

国
交付金

民間企業

国立研究開発法人

新エネルギー・産業技

術総合開発機構

（ＮＥＤＯ）

委託
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事業目的

事業概要

億円

原子力の安全性向上に資する技術開発事業 資源エネルギー庁原子力政策課

　軽水炉安全技術・人材ロードマップ（平成29年3月改訂）において、当省が取り組む

べきであり、かつ優先度が高いとされた課題の解決等に向けて、研究機関やメーカー等が

実施する原子力安全の高度化に資する技術基盤の整備、技術開発を支援します。さら

に、最後の発電所の建設開始から20年近くが経つ加圧水型軽水炉（PWR）につい

て、国内サプライチェーンの維持・強化を図り、プラント全体で安全性や経済性を高めていく

ため、自然災害やテロにも強い高い安全性、カーボンフリーかつ安定供給の実現性、高い

経済性を有する将来の革新的軽水炉のシステムとしての成立性を検証します。

　令和5年度は、過酷事故時に損傷しにくい新型燃料の部材開発、高経年化対策に必

要な実機試験片を用いた強度試験等の既存軽水炉の更なる安全性向上に係る技術開

発に加え、将来の革新的軽水炉開発に資する安全技術の成立性確認に資するスケール

モックアップ試験を実施する等、原子力の安全性向上に資する技術開発を25件程度実

施します。

　昨年の第6次エネルギー基本計画において、「原子力については、引き続き、万が一の事

故のリスクを下げていくため、過酷事故対策を含めた軽水炉の一層の安全性・信頼性・効

率性の向上に資する技術の開発を進める」、さらに、「安全性等に優れた炉の追求など、

将来に向けた原子力利用の安全性・信頼性・効率性を抜本的に高める新技術等の開

発や人材育成を進める」こととしています。

　東京電力福島第一原子力発電所の事故で得られた教訓を踏まえ、現在判明している

知見に基づき原子力発電所の安全対策高度化に向けた対策が講じられていますが、今

後も更なる安全性向上に向けて取組を加速させていくことが必要です。

成果目標

　平成24年度から令和9年度までの事業であり、原子力の安全性を高める技術基盤を整備

し、民間企業等の取組を支援することにより、本事業を通じて開発された複数件の技術につい

て、事業終了までに、実際に利用可能な技術になることを目指します。

・軽水炉安全に係るシミュレーション手法やデータベース等の成果の数について、事業終了予定

の令和９年度までに２２件を目指す。

・企業の自社事業として引き継がれた技術開発の件数の累計、又は、規格基準への反映や実

用化された件数について、令和９年度までに１０件を目指す。

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

( 23.3 億円 ）令和５年度概算要求額 32.5

事業例：軽水炉の安全性に関する技術開発

耐震・安全性強化のための設計強化試験を通じて、自然災

害やテロにも強い高い安全性、カーボンフリーかつ安定供

給の実現性、高い経済性を有する将来の革新的軽水炉のシ

ステムとしての成立性を検証。

耐震・安全性強

化のための設計

強化試験

補助（定額）

委託※、補助（1/2）

国 民間企業、

民間団体等 民間企業等国

補助（1/2、2/3）

※事業者が直近自ら投資を行うことが難しいような中長期的課題を解決するもので

あって、我が国産業界に広く有益な技術基盤の整備については、委託事業で実施する。
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事業目的

事業概要

資源エネルギー庁原子力政策課社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業

令和５年度概算要求額 億円 ( 12.0 億円 ）17.0

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

（１）安全性・信頼性・効率性の一層の向上に加えて、多様な社会的要請に

も応える原子力技術のフィージビリティスタディ・開発をその技術の成熟度に応じ

て、補助又は委託で実施します。

（２）民間企業等がイノベーションを進めるのに必要となる、共通基盤技術の開

発を、これまでの原子力開発に関する知見や、施設を有する日本原子力研究

開発機構（JAEA）において実施します。

エネルギー基本計画（令和3年10月閣議決定）において、原子力については、

「放射性廃棄物の有害度低減・減容化、資源の有効利用による資源循環性の

向上、再生可能エネルギーとの共存、カーボンフリーな水素製造や熱利用といった

多様な社会的要請に応えていく」としています。本事業では、原子力技術の高度

化に資する技術開発を支援することにより、安全性の更なる向上に加え、再生可

能エネルギーの導入拡大や電力自由化の進展といった、社会的な環境変化に

対応できる原子力技術の開発を目的とします。

成果目標

令和元年から令和９年までの９年間の事業であり、令和９年度までに規格基準への

適用を1件程度目指します。

国

民間団体等 民間企業等
(1)補助(定額)

補助

（2/3、3/4）

JAEA

民間企業等

(2)補助(定額)

(1)委託

※事業者が直近自ら投資することが困難な中長期的課題を解決するもので、

我が国産業界に広く有益な技術基盤の整備については、委託事業で実施。

※一定程度基盤整備を達成した技術開発については、

民間が主導する体制での開発へ積極的に移行するため補助事業で実施。
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事業目的

事業概要

(

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究委託事

業

10.0 億円 ）令和５年度概算要求額 億円11.5

資源エネルギー庁

電力・ガス事業部

原子力立地・核燃料サイクル産業課

本事業では、放射性廃棄物のガラス固化技術の確立のため、以下の事業を行います。

（１）高レベル放射性廃棄物等の減容固化：安定・高充填可能なガラス固化技術の

実用化に向けた技術的見通しを得るため、ガラス固化プロセスの基本設計を行う上で必

要な基盤研究開発。

（２）使用済MOX燃料の再処理技術の高度化：使用済MOX燃料を安全・安定的

に処理するための再処理技術の実用化に向けた技術的見通しを得るための研究開発。

原子力発電所の使用済燃料（使用済MOX燃料を含む）を再処理する際には、再利

用できない高レベル放射性廃液を、ガラス固化体の形で処分することとしています。これに

より放射性物質を長期間安定的に閉じ込めておくことができ、かつ廃棄物の体積を減らす

ことが可能となります。

このガラス固化体の製造技術を改善し、高レベル放射性廃棄物の含有率を高めていくこ

と（高充填化）は、今後、地層処分を効率的に進めていくために必要不可欠です。

本事業は、使用済燃料の再処理において生じる様々な種類の高レベル放射性廃棄物の

最終処分等に向けた技術的課題の解決に道筋をつけることにより、核燃料サイクル政策

の推進を目的としています。

成果目標

最終的な成果として以下を目指すこととし、令和６年度までの事業として要素技術の開発を含

めた基盤研究を実施します。

（１）様々な種類の高レベル放射性廃液等をガラス固化できる技術の実用化の目処を立て、

処分に向けた取り組みを進めます。

（２）使用済ＭＯＸ燃料を安全かつ安定的に処理できる基盤技術の実用化に目処を立て、

使用済MOX燃料の再処理に向けた取り組みを進めます。

【高充填化の効果（イメージ）】
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事業目的

事業概要

）

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

資源エネルギー庁電力・ガス事業

部放射性廃棄物対策課低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発委託費

令和５年度概算要求額 億円2.2 ( 億円2.2

中深度処分施設の閉鎖後の長期的な管理に資するために、実際の地下環境に

構築された中深度処分を想定した実物大の地下空洞を活用し、人工バリアや

周辺岩盤の長期に亘る機能確認方法の確立を行うための技術開発等を行いま

す。

また、クリアランス金属の運搬から前処理、溶融加工といった再利用までのプロセ

スにおいて、安全性や管理手法等の技術的成立性を実証し、安全かつ合理的

な再利用手法を検討します。

原子力発電に伴って発生する低レベル放射性廃棄物のうち、放射能レベルが比

較的高い廃棄物を対象とする中深度処分（地下70m以上の深さ）に関し、

地下空洞型処分施設の閉鎖後の人工バリアの長期健全性を確認するためのモ

ニタリング技術を開発を行い、中深度処分事業の円滑化を図ります。

また、今後廃炉の本格化に伴い発生量の増加が見込まれるクリアランス金属*1

に関し、廃炉の円滑化や資源の有効活用の観点から、適切な再利用手法の実

証及び確立を通じ、更なる再利用の促進を図ります。
*1:放射能レベルが極めて低く、人の健康に対する影響を無視できるレベル以下のものとして、原子

力規制委員会の確認を受けたもの。

成果目標

令和６年度までに、中深度処分で対象とする深度（深度7０ｍ～数百ｍ）に存在

する堆積岩における計測装置の適用性を、実際の試験空洞などにおいて実証します。

また、規制要件も踏まえ、施設設計や安全性も考慮した信頼性の高い設計オプション

を整備します（目標実施項目１５件）。

令和５年度までに、今後のクリアランス金属の再利用実績の積み重ねに向けた指針と

なる再利用手法を実証・確立します（目標実施項目３件）。

民間企業
委託

国

廃棄物の種類と量
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事業目的

事業概要

中小企業等の国際的な知的財産戦略を支援するため、国際的な特許出願手

続を簡易化することを目的とする条約である特許協力条約（PCT）の規定に基

づく手数料について、対象者毎に定められた割合（１／２、２／３または３／

４）に相当する額を交付します。

中小企業者、試験研究機関（大学・TLO等）、中小ベンチャー企業・小規模

事業者等（以下、本資料では「中小企業等」という。）、高い潜在能力を有す

るものの、資金や人材的制約によって、必ずしも十全に知財に関する活動を実施

できていない者に対し、国際的な特許出願手続の簡易化を目的とする条約であ

る特許協力条約（PCT）の規定に基づく手数料の一部に相当する額を交付す

ることで、当該対象者が海外において知的財産権の戦略的な活用をしていくため

の契機となる、特許の国際出願を促進します。

0

成果目標

中小企業等に対し、特許協力条約（PCT）の規定に基づく国際出願手数料等の一

部に相当する額の交付を行うことで、当該対象者が海外において知的財産権の戦略

的な活用をしていくための契機となる、特許の国際出願を促進します。

令和５年度概算要求額

事業の内容 事業スキーム（対象者、対象行為、補助率等）

特許庁審査業務部　出願課

国際出願室国際出願促進交付金

）億円5.5(億円4.5

国中小企業等

① 国際出願

（手数料の納付）

③ 手数料の一部に相当する額

（1/2, 2/3, または3/4）

②交付金申請

【１／２交付の対象者】中小企業、組合、NPO法人、研究開発型中小企業、大学、試

験研究機関等

【２／３交付の対象者】小規模企業（従業員数20人以下（商業・サービス業は5人以

下））、中小ベンチャー企業（設立10年未満、資本金3億円以下）

【３／４交付の対象者】福島復興再生特別措置法の認定福島復興再生計画に基づいて

事業を行う中小企業
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