
令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（総務省関係）
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

デジタル変⾰への対応、グリーン化の推進、活⼒ある地域づくり
Beyond 5G (6G) 
技術戦略の推進

Beyond 5G研究
開発促進事業

継続 150.0 100.0

Beyond 5G（6G）に向けた情報通信技術戦略を踏まえ、⾰新
的な⾼速⼤容量、低遅延、⾼信頼、低消費電⼒、カバレッジ
拡張等を可能とする次世代の情報通信インフラを実現するた
めの研究開発及びその成果の社会実装、国際標準化を強⼒に
推進する。

研究者
国際戦略局
技術政策課

グローバル量⼦
暗号通信網の構
築に向けた研究
開発 継続 28.3 27.5

現代暗号の安全性の破綻が懸念されている量⼦コンピュータ
時代において、国家間や国内重要機関間の機密情報のやりと
りを安全に実⾏可能とするため、グローバル規模での量⼦暗
号通信網の実現に向けた研究開発を実施。
・グローバル量⼦暗号通信網構築のための研究開発 13.3億円
・グローバル量⼦暗号通信網構築のための衛星量⼦暗号通信
の研究開発 15.0億円

研究者
国際戦略局
技術政策課

量⼦インター
ネット実現に向
けた要素技術の
研究開発

新規 事項要求 ー

量⼦情報（量⼦ビット）を⽣成・処理する量⼦コンピュー
タ・センサ等を接続する量⼦インターネットの実現に向け
て、量⼦通信基盤として、広域ネットワークにおいて量⼦状
態を維持した⻑距離通信を安定的に可能とするための技術の
研究開発を実施。

ー
国際戦略局
技術政策課
研究推進室

多⾔語翻訳技術
の⾼度化に関す
る研究開発

継続 12.7 12.7
世界の「⾔葉の壁」を解消し、グローバルで⾃由な交流を実
現するため、AIにより会話の⽂脈や話者の意図を補完し、実
⽤レベルの同時通訳を実現するための研究開発を実施。

研究者
国際戦略局
技術政策課
研究推進室

安全なデータ連
携による最適化
ＡＩ技術の研究
開発 新規 10.0 ー

エッジ環境のデータをクラウド等に集約せずにＡＩ学習に活
⽤可能とする連合学習技術と、様々な種類のデータを組み合
わせて学習に活⽤するマルチモーダルＡＩ技術とを合わせ、
実空間に存在する多様なデータを安全に連携させることを可
能とする分散型機械学習技術を確⽴。
これにより、プライバシーデータや機密データ等を含め、我
が国に存在するデータを業界等の垣根を越えてＡＩ学習に活
⽤することを可能とし、より精度の⾼いＡＩによる防災等の
社会的課題に貢献。

ー
国際戦略局
技術政策課
研究推進室

ハード・ソフト
のデジタル基盤
整備

量⼦・AI等の研
究開発
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（総務省関係）
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

リモートセンシ
ングデータの最
適化に関する研
究開発

新規 13.0 ー

ゲリラ豪⾬等による⽔災害被害を最⼩限にするため、NICTが
開発した精密な三次元降⾬観測が可能な気象レーダー「MP-
PAWR」に代表されるリモートセンシング技術による膨⼤な
観測データをリアルタイム伝送するための研究開発を実施。
・リモートセンシング技術のユーザー最適型データ提供に関
する研究開発 13.0億円

ー
国際戦略局
技術政策課
研究推進室

グリーン社会に
資する先端光伝
送技術の研究開
発

継続 14.0 14.0

オンライン化・リモート化の進展や超⾼精細映像、AI等の普
及に伴う通信量及び消費電⼒の急増並びに通信需要の多様化
に対応するため、更なる⾼速⼤容量化、低消費電⼒化を実現
する光ネットワーク技術の研究開発を実施。

研究者
国際戦略局
技術政策課
研究推進室

戦略的な知財取
得・国際標準化
の推進

継続 33.2 34.4

ICT分野における研究開発成果の国際標準化や実⽤化を加速
し、イノベーションの創出や国際競争⼒の強化を図るため、
外国の研究機関との国際共同研究開発を戦略的に実施すると
ともに、５Gの⾼度化等の推進に向けた国際標準化拠点の機
能・体制を整備することで、戦略的な国際標準化・知財活動
を促進。
・戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE） 2.9億円
・5G⾼度化等に向けた総合的・戦略的な国際標準化・知財活
動の促進 9.9億円

研究者
国際戦略局
通信規格課

スタートアップ
創出型萌芽的研
究開発⽀援事業 新規 3.0 ー

先端的なICT の創出・活⽤による次世代の産業の育成を⽬指
し、スタートアップ前のICT 研究開発を⾏う者を⽀援する。
また、（異能vationで培った）全国各地・各分野の⽀援機関
ネットワークを最⼤限に活⽤し、官⺠の適切な役割分担・連
携により、芽出しの研究開発から事業化までの⼀気通貫での
⽀援を⾏う。

ー
国際戦略局
技術政策課

電波の有効利⽤
促進

電波資源拡⼤の
ための研究開発
等

継続 153.7 207.9

無線通信の利⽤拡⼤に伴い、電波資源拡⼤のための技術の研
究開発に加え、逼迫する周波数を有効利⽤するための技術的
条件等に関する検討や試験・分析等を実施。
・電波資源拡⼤のための研究開発 90.8億円

組織
総合通信基盤局
電波部電波政策課

ハード・ソフト
のデジタル基盤
整備

量⼦・AI等の研
究開発
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令和5年度概算要求 ⼤学向け事業⼀覧（総務省関係）
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

ハード・ソフト
のデジタル基盤
整備

電波の有効利⽤
促進

仮想空間におけ
る電波模擬シス
テム技術の⾼度
化

継続 15.0 21.0
無線システムの周波数帯・通信⽅式等を⼤規模かつ⾼精度で
模擬可能な電波模擬システム技術を確⽴するための研究開発
及び総合的な技術試験を実施。

組織
総合通信基盤局
電波部電波政策課
基幹通信室

デジタル実装に
よる課題解決

医療の情報化の
推進

医療・介護・健
康データ利活⽤
基盤⾼度化事業

継続 5.4 4.5
医療・介護・健康データを利活⽤するための基盤を構築・⾼
度化することにより、医療・健康サービスの向上・効率化を
図り、「医療DX」を推進する。

研究者
情報流通⾏政局
情報流通⾼度化推進
室

防災・減災、国⼟強靱化の推進による安全・安⼼なくらしの実現
消防防災⼒・地
域防災⼒の充実
強化

科学技術の活⽤
による消防防災
⼒の強化

消防防災に係る
技術の研究開
発・実⽤化の推
進

継続 4.7 4.7

〇新たな技術の研究開発に対する⽀援に加え、製品化に係る
取組についても⽀援することにより、実⽤化を推進。
・消防防災科学技術研究の推進 1.3億円
〇多様化・⼤規模化する災害に対応する消防現場における効
率的な消防活動を⽀援するため、科学的な研究開発を実施
・ドローン等を活⽤した画像分析等による災害（⼟砂災害
等）時の消防活動能⼒向上に係る研究開発 0.6億円
・救急出動要請件数増⼤期における救急搬送時間短縮⼿法の
研究開発 0.4億円
・消⽕活動困難な⽕災に対応するための消⽕⼿法の研究開発 
0.4億円

研究者

総務課
予防課
消防研究センター
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8

（１）Beyond 5G（6G）に向けた情報通信技術戦略の推進

8

・ Beyond 5G（6G）に向けた情報通信技術戦略を踏まえ、革新的な高速大容量、低遅延、高信頼、
低消費電力、カバレッジ拡張等を可能とする次世代の情報通信インフラを実現するための研究開発
及びその成果の社会実装、国際標準化を強力に推進する。

【予算】革新的な情報通信技術の研究開発推進のための恒久的な基金の造成 事項要求
Beyond 5G研究開発促進事業（電波利用料財源） 150.0億円（４年度 100.0億円）

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり

課題２
オープンネットワーク技術

＜目指すべきBeyond 5Gネットワークの姿＞

＜Beyond 5G研究開発のスキーム＞

１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

［３］Beyond 5G (6G) 技術戦略の推進

＜産業・社会活動の基盤としてのBeyond 5G（6G）＞
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9
１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

（１）グローバル量子暗号通信網の構築に向けた研究開発

9
［４］量子・ＡＩ等の研究開発

・現代暗号の安全性の破綻が懸念されている量子コンピュータ時代において、国家間や国内重要機
関間の機密情報のやりとりを安全に実行可能とするため、グローバル規模での量子暗号通信網の
実現に向けた研究開発を実施。

【予算】 グローバル量子暗号通信網構築のための研究開発 13.3億円（４年度 12.5億円）
グローバル量子暗号通信網構築のための衛星量子暗号通信の研究開発 15.0億円（４年度 15.0億円）

衛星ネットワーク化技術

衛星搭載デバイス・
システム技術

地上系⇔衛星系ネットワーク
連携・構築・運用技術

量子暗号通信の
広域ネットワーク化技術

地上系長距離リンク技術

量子中継器

地上系中継技術

量子通信

量子暗号装置 量子暗号装置

（受信側）（送信側）

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり
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10
１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

（２）量子インターネット実現に向けた要素技術の研究開発

［４］量子・ＡＩ等の研究開発

・量子情報（量子ビット）を生成・処理する量子コンピュータ・センサ等を接続する量子インター
ネットの実現に向けて、量子通信基盤として、広域ネットワークにおいて量子状態を維持した長
距離通信を安定的に可能とするための技術の研究開発を実施。

【予算】 量子インターネット実現に向けた要素技術の研究開発 事項要求【新規】

10Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり

量子コンピュータの広域・並列接続
（分散量子コンピューティング）

時空間同期・コヒーレント光通信

量子センシング
光格子時計

量子暗号通信機器

光子（量子）

量子状態を維持した長距離通信

量子インターネット
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12
１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

（４）多言語翻訳技術の高度化に関する研究開発

［４］量子・ＡＩ等の研究開発

・世界の「言葉の壁」を解消し、グローバルで自由な交流を実現するため、AIにより会話の文脈や
話者の意図を補完し、実用レベルの「同時通訳」を実現するための研究開発を実施する。

【予算】 多言語翻訳技術の高度化に関する研究開発 12.7億円（４年度 12.7億円）

音声入力 ネットワーク上のサーバ
へ入力された音声を送信

音声出力
ネットワーク上のサーバか
ら翻訳された音声が戻って
くる

多言語音声翻訳アプリ

駅までの行き方を
教えてください。

Please tell me
how to get to the station.

ビジネス・国際会議等で議論に
利用できる高精度・低遅延な

同時通訳の実現

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり
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13
１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり

（５）安全なデータ連携による最適化ＡＩ技術の研究開発

13
［４］量子・ＡＩ等の研究開発

・エッジ環境のデータをクラウド等に集約せずにＡＩ学習に活用可能とする連合学習技術と、様々
な種類のデータを組み合わせて学習に活用するマルチモーダルＡＩ技術とを合わせ、実空間に存
在する多様なデータを安全に連携させることを可能とする分散型機械学習技術を確立。
これにより、プライバシーデータや機密データ等を含め、我が国に存在するデータを業界等の垣
根を越えてＡＩ学習に活用することを可能とし、より精度の高いＡＩによる防災等の社会的課題
に貢献。 【予算】 安全なデータ連携による最適化ＡＩ技術の研究開発 10.0億円【新規】
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14
１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

（６）リモートセンシングデータの最適化に関する研究開発

14
［４］量子・ＡＩ等の研究開発

・ゲリラ豪雨等による水災害被害を最小限にするため、NICTが開発した精密な三次元降雨観測が
可能な気象レーダー「MP-PAWR（※）」に代表されるリモートセンシング技術による膨大な観測
データをリアルタイム伝送するための研究開発を実施。

【予算】リモートセンシング技術のユーザー最適型データ提供に関する研究開発 13.0億円
(３年度補正43.9億円の内数)

リアルタイムデータ伝送

データ提供
想定利用者：気象予測や情報
公開を行う公的機関・民間企業等

圧縮

復
元

精密な三次元降雨観測可能なレーダー（MP-PAWR）等の
膨大な観測データを、リアルタイムに伝送するため圧縮して伝送・
復元する技術を研究開発

MP-PAWR 等

（※Multi Parameter Phased Array Weather Rader）

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり
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15

（７）グリーン社会に資する先端光伝送技術の研究開発

・オンライン化・リモート化の進展や超高精細映像、AI等の普及に伴う通信量及び消費電力の急
増並びに通信需要の多様化に対応するため、更なる高速大容量化、低消費電力化を実現する光
ネットワーク技術の研究開発を実施。

【予算】グリーン社会に資する先端光伝送技術の研究開発 14.0億円（４年度 14.0億円）

FTTHサービス ビジネス向けサービ
ス

IoTサービス
４K・８K動画配信な

ど
大規模ウェブ会議な

ど
大量のセンサーな

ど

10テラビット級光伝送技術

• 基幹網の高速・大容量化
（従来の100倍: 100ギガbps  10テラbps）

• 先端微細加工の適用による低消費電力化
（従来の10分の１）

大容量・高多重光アクセス網伝送技術

•アクセス網の高速・大容量化
（従来の100倍: 10ギガbps  1テラbps）

•小型化等による消費電力低減
（従来の10分の１）

［４］量子・ＡＩ等の研究開発

１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり
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16
１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

（８）戦略的な知財取得・国際標準化の推進

16
［４］量子・ＡＩ等の研究開発

・ICT分野における研究開発成果の国際標準化や実用化を加速し、イノベーションの創出や国際競
争力の強化を図るため、外国の研究機関との国際共同研究開発を戦略的に実施するとともに、
５Gの高度化等の推進に向けた国際標準化拠点の機能・体制を整備することで、戦略的な国際標
準化・知財活動を促進。

（b）5G高度化等に向けた総合的・戦略的な国際標準化・知財活動の促進

【予算】 2.9億円の内数（４年度 6.3億円の内数）（a）戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE）

【予算】9.9億円（４年度 9.9億円）

EC MIC

(1) 合意

(3) 共同提案書
作成

(5)研究資金

例）日EU共同研究スキーム

EU域内の研究機関
（大学、企業等）

日本の研究機関
（大学、企業等）

国際共同研究

特許取得

国際標準化

論文発表

社会展開

(2) 共同公募

(4) 共同提案

(5) 研究資金

研究開発戦略、
社会実装戦略と一体となっ
た
国際標準化戦略の検討

標準化に関する情報発信の強化

特許分析を活用した
我が国の優位性等の把握

国際共同研究開発
国際標準化拠点の整備

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり
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17

・先端的な ICT の創出・活用による次世代の産業の育成を目指し、スタートアップ前の ICT 研
究開発を行う者を支援する。また、（異能vationで培った）全国各地・各分野の支援機関ネッ
トワークを最大限に活用し、官民の適切な役割分担・連携により、芽出しの研究開発から事業
化までの一気通貫での支援を行う。

１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

（９）スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業

17
［４］量子・ＡＩ等の研究開発

【予算】スタートアップ創出型萌芽的研究開発支援事業 3.0億円【新規】

中核拠点と支援機関
ネットワーク

(凡例)
金融：金融機関

地公体：地方公共団体
総通局：地方総合通信局等

V.C. 等：ベンチャーキャピタル・
インキュベーターアクセラレーター
企業：地域企業、先端的 ICT 企業等

ICT 研究： ICT に関する大学、研究機関等
領域研究：現場領域に関する大学、研究機関等

その他：NPO、その他の法人等

地公体
企業

ICT研究 V.C. 等

金融

領域研究

総通局

中核
拠点

企業 ICT研究
V.C. 等 その他

領域研究

総通局

企業
領域研究

[ 官民の適切な役割分担・連携により、芽出しの研究開発から産業化まで一気通貫で支援 ] 

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり
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21
１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

（１）電波資源拡大のための研究開発等

21
［７］電波の有効利用促進

（a）電波資源拡大のための研究開発

・無線通信の利用拡大に伴い、電波資源拡大のための技術の研究開発に加え、逼迫する周波数を
有効利用するための技術的条件等に関する検討や試験・分析等を実施。

・周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への
移行を促進する技術について研究開発を行う。

（b）周波数ひっ迫対対策技術試験事務

【予算】90.8億円（４年度 120.7億円）

・電波を有効に利用できる実現性の高い技術について技術的な検討を行うことで周波数
ひっ迫状況を緩和。

電波資源拡大のための研究開発

・周波数を効率的に利用する技術
・周波数の共同利用を促進する技術
・高い周波数への移行を促進する技術

民間等で開発された電波を有効
利用する技術・無線システム

技術基準の策定に向けた試験及び
その結果の分析

・電波を有効に利用できる実現性の高い技術について技術的な検
討を行い、技術基準を策定することで、当該技術の早期導入を
促し、周波数需要の変化に的確に対応し、周波数のひっ迫状況
を緩和

【調査検討】 【試験・分析】
◆混信を与えないための共用条件 ◆技術的条件の試験、分析
◆周波数配置や電波の質等の条件 ◆シミュレーション
◆技術基準評価方法 ◆実証試験

情報通信審議会
試験・分析を踏まえ
技術的条件を検討

電波監理審議会
技術基準の制度化

（省令、告示等改正）

電波有効利用技術の
研究開発 周波数ひっ迫対策技術試験事務 技術基準の策定

電波有効利用技術の
早期導入による

周波数ひっ迫の解消・軽減

【予算】46.6億円（４年度 73.9億円）

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり
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22

（２）仮想空間における電波模擬システム技術の高度化

［７］電波の有効利用促進

・無線システムの周波数帯・通信方式等を大規模かつ高精度で模擬可能な電波模擬システム技術
を確立するための研究開発及び総合的な技術試験を実施。

【予算】仮想空間における電波模擬システム技術の高度化 15.0億円（４年度 21.0億円）

１ ハード・ソフトのデジタル基盤整備

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり
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30
２ デジタル実装による課題解決

（１）医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業

30
［３］医療の情報化の推進

（a）高度遠隔医療ネットワーク実用化研究事業

・医療・介護・健康データを利活用するための基盤を構築・高度化することにより、医療・健康
サービスの向上・効率化を図り、「医療DX」を推進する

【予算】医療・介護・健康データ利活用基盤高度化事業 5.4億円
（４年度 4.5億円）
ICT基盤高度化事業 1.5億円（４年度 0.5億円）

・医師の偏在対策の有力な解決策と期待される遠隔医療の普及に向け、８K内視鏡システ
ムの開発・実証とともに、遠隔手術の実現に必要な通信環境やネットワークの条件等を
整理し、「遠隔手術ガイドライン」の精緻化に寄与する。

（b）医療高度化に資するPHR（※）データ流通基盤構築事業

・日々の活動から得られるPHRデータを医療現場での診療に
活用することで、医療の高度化や診察内容の精緻化を図る
ため、各種PHRサービスから医師が求めるPHRデータを取得
するために必要なデータ流通 基盤を構築する。

専門医による遠隔手術支援

手術室

8K相当の高精細映像

8K映像

支援

支援室

市販4Kレンズ ＋ 8K小型カメラ ＋ 8K高精細化・リアルタイム高速信号処理アルゴリズ
ム

⇒ 8K相当解像度

遠隔地の
高度技能医

現地の
主治医

複数コンソール

遠隔指導

アノテーション 切開の方向や
位置を指導

運動量
食事

体脂肪

PHRサービス
A

（例：健康管理アプリ）

PHRサービス
B

（例：ダイエットアプリ）

多数のPHR利用者

プログラム
医療機器

（例：体重計）

医療機関

マイナポ
API処方情報など連携

保険者

PHRデータ流通基盤

各種PHRサービスから医療現場で必要となる
PHRデータを取得し、各医療機関に提供する

中継サービス

患者

運動量 食事 体脂肪
診療 同意

要求

提供

医療の高度化・
EHRと連携し

診察内容の
精緻化

EHR
（電子カルテ）

Ⅰ デジタル変革への対応、グリーン化の推進、活力ある地域づくり
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11 消防防災力・地域防災力の充実強化

Ⅲ 防災・減災、国土強靱化の推進による安全・安心なくらしの実現

［８］科学技術の活用による消防防災力の強化

（１）科学技術の活用による消防防災力の強化

（a）消防防災に係る技術の研究開発・実用化の推進

・新たな技術の研究開発に対する支援に加え、
製品化に係る取組についても支援することにより、実用化を推進。

【予算】消防防災科学技術研究の推進 1.3億円（４年度 1.3億円）
【消防防災科学技術研究推進制度の研究

成果（高水圧駆動カッター）】【予算】ドローン等を活用した画像分析等による災害（土砂災害等）時の
消防活動能力向上に係る研究開発

0.6億円（４年度 0.6億円）

【予算】救急出動要請件数増大期における救急搬送時間短縮手法の研究開発
0.4億円（４年度 0.4億円）

【熱海市土石流災害
（ドローンを活用し作成した画像）】

【予算】消火活動困難な火災に対応するための消火手法の研究開発
0.4億円（４年度 0.4億円）

【救急搬送時間短縮手法のイメージ】

需要が多い空白地帯へ救急隊を最適配置

【泡消火実験の様子】【令和2年4月宮城県岩沼市で発生した
大規模物流倉庫火災】 16 / 16




