
ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現プロジェクト
令和３年度予算案額 40.0億円（40.0億円）

製造産業局 産業機械課
03-3501-1691

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

物流やインフラ点検分野等の省エネルギー化の実現に向けて、小口輸送

や点検作業を行うロボット・ドローンの活躍が期待されています。

 そのため本事業では、物流やインフラ点検等の分野で活用できるロボット・

ドローンの社会実装を世界に先駆けて進めるため、分野に応じて求められ

る機体性能の評価手法や運航管理と衝突回避の技術開発を行います。

開発されたロボット・ドローン技術やシステムの今後の国際標準化に向けた

取組を併せて実施することで、世界の省エネに貢献するとともに、我が国発

の省エネ製品・システムの市場創造・拡大を実現します。

 また、ドローンが大型化し人が乗ることが可能ないわゆる“空飛ぶクルマ“を

活用した社会の実現に向け、離着陸時等の安全性と効率性を実現する

運航技術の開発及び落下時の安全システム等の開発に向け、先導調査

研究を行います。

（１）性能評価基準等の開発

• 物流やインフラ点検等の各分野の特性に応じた機体の性能やセキュリティ
対策を評価する手法や、その基準を満たすためのドローンの省エネルギー技
術等の開発を行います。

（２）運航管理と衝突回避の技術開発

• 同じ空域を飛行する多数のドローンの運航を管理するシステムの社会実装
に向けた開発・実証、飛行する機体を遠隔から識別・把握するための技術、
他の機体や地上の建物等との衝突を回避する技術等の開発を行います。

（３）国際標準化の推進

• 上記開発成果の海外発信を進め、今後の国際標準化活動につなげます。

• 技術開発スピードが速く、デファクトスタンダード獲得が鍵を握るロボットにつ
いては、世界の最新技術を日本に集め、日本発のルールで開発競争が加
速する仕掛けを構築します（World Robot Summit等）。

国

交付 民間企業等

※大企業1/2補助、中小企業2/3補助

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)

民間企業等

民間企業等

①委託・補助※

②委託・補助※

③委託

運航管理システム

物流 災害対応 インフラ点検

実証拠点
福島ロボットテストフィールド

衝突回避技術 国際標準化

性能評価基準

成果目標

 2022年（令和4年）の有人地帯での目視外飛行（レベル4）の実現

を目指し、令和３年度は、福島ロボットテストフィールド等を活用した実証

等を行い、ロボットやドローンの社会実装に向けた事業環境整備や国際

標準の獲得を推進します。（事業期間：平成29年度～令和3年度）

（４）空飛ぶクルマの先導調査研究

• 離着陸時等の安全性と効率性を実現する運航技術の開発及び落下時の
安全システム等の開発に向け、先導調査研究を行います。

民間企業等
④委託



Connected Industries推進のための
協調領域データ共有・AIシステム開発促進事業
令和３年度予算案額 21.0億円（21.5億円）

商務情報政策局 情報経済課
03-3501-0397

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国
交付

⺠間企業等

事業イメージ

事業⽬的・概要
 データを巡るグローバル競争の主戦場は、バーチャルデータからリアルデー

タを活⽤したビジネスに移⾏しています。ここで⽇本の強みである現場の
良質なデータを活かし、データを介して機械、技術、⼈などが繋がること
で、新たな付加価値創出と社会課題解決を⽬指す「Connected
Industries」の実現が重要です。

本事業では、企業の垣根を越えた、協調領域におけるデータ共有・連
携を促進し、そのデータをAI等の先端技術を⽤いて利活⽤することで、
世界に先駆けた新たなデジタルサービスを創出することを⽬指します。

具体的には、Connected Industries重点5分野(「⾃動⾛⾏・モビリティ」

「ものづくり・ロボティクス」「素材・バイオ」「プラント・インフラ保安」「スマートライフ」)において、
①事業者間のデータ共有プラットフォームの本格構築を⽀援し協調領
域データの利活⽤環境を整備すると同時に、②そのデータ等を⽤いた
国際競争⼒のあるAIシステム（クラウドを⽤いてサービス提供するも
の）の開発を⽀援します。

成果⽬標
重点5分野で、それぞれで２以上の国際競争⼒のあるAIシステム

（クラウドを⽤いてサービス提供するもの）の創出を⽬指し、令和4年
度以降速やかに事業化に⾄る段階まで開発を進めます。

• AIベンチャーを中⼼とした、国際競争⼒のあるAIシステム（クラウドを⽤いてサービス
提供するもの）の開発

(研)新エネルギー・
産業技術総合開発

機構(NEDO)

補助
(2/3、1/2)

委託

• Connected Industries重点5分野の協調領域におけるデータ共有プラットフォー
ム構築及びグローバルな連携を⾒据えたプラットフォーム間連携

• システム間で連携する際のアーキテクチャ（共通技術仕様）を踏まえて構築を⾏う。

（２）AIシステム開発⽀援事業

（１）データ共有プラットフォーム構築事業

社会課題解決型のAI開発

AIシステム

他業界データPF

海外データPF

⼤企業A ⼤企業B

データ共有
プラットフォーム

AIベンチャー主体

リアルデータの共有・連携

…

⼤⼿企業を含めた
多様な企業の参画

【取組事例】
 AIによるバイオ⽣産システムを実現す

るため、バイオ系主要企業４社が微⽣
物及び培養データを共有

 より精度の⾼いプラントの腐⾷予測を
⾏うために、プラントの運転・点検記録
等の設備データを業界全体で共有

【取組事例】
 防犯・家畜・モニタリング (インフラ監視) 

等の業界横断型の異⾳検知AIの開発
 液体や粉末の秤量など、複雑な動作を

可能とするロボット⽤AIの開発
 異業種間での共同配送のため、物流⽤

パレットのデータを⽤いた最適なマッチング
を実現するAIの開発



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3年度予算案額 58.0億円（50.0億円）

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ
事業⽬的・概要
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基盤技術、⾃律・リモート技術、センシング技術
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
次世代中核技術開発に取組み、AI技術等を駆使した
Intelligence of Things 社会の実現を⽬指します。
具体的には、⼈との協調性や信頼性を実現するAIシステ
ムの研究開発や、⾃律・リモートシステムに必要なAI技術
の研究開発を⾏います。さらに、信頼性を担保して⾼精
度にリアルデータを取得するためのセンシングデバイス・シス
テム開発を実施します。

成果⽬標
次世代AI基盤技術開発は令和２〜6年までの5年間、
AI社会実装技術開発は平成30~令和4年までの5年間、
AI活⽤による⾰新的リモート技術開発は令和３〜6年ま
での4年間の事業であり、これらの研究開発の成果を活⽤
して、９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）
⾰新的センシング技術開発は令和1~6年の6年間の事
業であり、⺠間企業等が開発する⾰新的センシング技術
について、事業終了後5年以内の実⽤化率25％以上の
達成を⽬指します。（令和11年度⽬標）

（３）⾰新的リモート技術の基盤形成

国 ⺠間企業・
⼤学等

委託(研)新エネルギー・産業技術
総合開発機構(NEDO)

交付⾦

（４）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に加えて、信頼性
評価・向上技術の開発を実施。リアルデータのフロンティアを
開拓し、新たなサービス市場の創出・獲得を⽬指す。
⾰新的センサデバイスの開発
信頼性評価・向上技術の開発

0

社会変⾰に対応し、空間・時間の制
約から解放されたリモート環境での、
社会・経済活動の実現のため、遠隔
に位置する⼈と機械とをAIでつなぐ境
界領域の基盤的技術を構築

産業技術環境局
産業技術プロジェクト推進室
03-3501-9221

（１）次世代AI基盤技術開発
AI技術を実世界に広く浸透させるために必要となる⾼度な
基盤技術開発を実施。AI中核センターを中⼼として、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の構築を⽬指す。

（２）AI社会実装事業
産学官連携研究開発でAI技術社会実装の優良事例を創出

 AI技術を駆使した⼈間の状態や感情の推定
 ⾼度な感覚情報の提⽰と伝達



戦略的基盤技術⾼度化・連携⽀援事業
令和3年度予算案額109.0億円（131.2億円）

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816

事業の内容 事業イメージ

成果⽬標
戦略的基盤技術⾼度化⽀援事業及び商業・サービス競争⼒
強化連携⽀援事業においては事業終了後5年時点で以下の
達成を⽬指します。
・事業化を達成するプロジェクトが50％超
・売上累計額が総予算投⼊額の150％超
・補助事業者全体の付加価値額が15％以上向上
・補助事業者全体の給与⽀給総額が7.5%以上向上 等

（1）戦略的基盤技術⾼度化⽀援事業（サポイン事業）

• 精密加⼯、表⾯処理、⽴体造形などのものづくり基盤技術の向
上を図ることを⽬的として、中⼩企業等が、⼤学・公設試等と連
携して⾏う、研究開発、その成果の販路開拓に係る取組等に対
して最⼤3年間の⽀援を実施します。

• また、ものづくり中⼩企業のビジネスマッチングサイトである「サポイン
マッチ・ナビ」について、事業者同⼠のマッチングの機会を増やすこと
や展⽰会への出展を⽀援すること等を通じ、研究開発成果の事
業化及び事業拡⼤を後押しします。

（2）商業・サービス競争⼒強化連携⽀援事業（サビサポ事業）

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国
中⼩企業・⼩規模事業者

⼤学、公設試
⺠間団体等

(1)(2)委託
(1)(2)補助(原則1/2,2/3)

事業⽬的・概要
我が国の経済を活性化するためには、事業者の⼤部分を占め
る中⼩企業等を重点的に⽀援していくことが重要であり、中⼩
企業等を中⼼とした継続的なイノベーション創出に向けた⽀援
の強化が必要です。
このため、中⼩企業等におけるイノベーションの創出を図るべく、
中⼩企業等が産学官連携して⾏う研究開発や新しいサービス
モデルの開発等のための事業を⽀援します。

補助上限額︓4,500万円
※３年間の総額で9,750万円、単年度で4,500万円を超えない範囲で
補助を受けることが可能

補助率︓原則2/3以内

• 中⼩企業が、異分野の中⼩企業や⼤学・公設試等と連携し、
⾰新的なサービスモデルの開発等を⾏う取組について、最⼤2
年間の⽀援を実施します。
補助上限額︓3,000万円

※2年度⽬は初年度の交付決定額を上限

補助率︓ 1/2以内 ※AI・IoT等の先端技術活⽤の場合は2/3以内



ものづくり・商業・サービス⾼度連携促進事業費
令和3年度予算案額 10.4億円（10.1億円）

中⼩企業庁 技術・経営⾰新課
03-3501-1816

地域経済産業グループ
地域企業⾼度化推進課
03-3501-0645

事業イメージ

（１）企業間連携型
（補助上限額︓2,000万円／者、 補助率 中⼩ 1/2以内 ⼩規模 2/3以内）

（２）サプライチェーン効率化型
（補助上限額︓１,000万円／者、 補助率 中⼩1/2以内⼩規模2/3以内）

(1)中⼩企業等
国

(2)幹事企業等

幹事企業等（⼤企業を含む）が主導し、中⼩企業等が共通システムを⾯
的に導⼊し、データ共有・活⽤することでサプライチェーンを効率化する取組
等を⽀援します。（連携体は１０者まで。）
※幹事企業が⼤企業の場合、当該⼤企業は補助⾦⽀給の対象外。
※企業間連携型は、参画企業全ての事業計画の策定が必要である⼀⽅、サプライチェーン

効率化型は、幹事企業が代表して事業計画を策定することが可能。

⺠間団体等

事業の内容
事業⽬的・概要
中⼩企業等が⾏う、⾰新的なサービス開発、試作品開発、⽣産プロセ

スの改善に必要な設備投資等を⽀援する、いわゆる「ものづくり補助⾦」
において、複数の事業者が連携する取組を⽀援します。

 「コネクテッド・インダストリーズ」の取組※を⽇本経済の⾜腰を⽀える中
⼩企業等にも広く普及させるべく、事業者間でデータを共有・活⽤す
ることで⽣産性を⾼める⾼度なプロジェクトを⽀援します。
※ ⼈、モノ、技術、組織等がデータを介してつながることにより新たな価値創出を図る取組。

 また、地域経済への波及効果をより⾼めるため、地域経済牽引事業
計画の承認を受け、連携して事業を⾏う中⼩企業等による設備投資
等を⽀援します。

加えて、幹事企業等が主導し、中⼩企業のデジタル化を加速すべく、
前向きな投資を⾏う中⼩企業等を束ねて共通システムを⾯的に導⼊
し、⽣産性向上を推進する取組を⽀援します。

積極的な賃上げや被⽤者保険の任意適⽤に取り組む事業者や、より
多くの事業者が参画する連携体を構成してプロジェクトに取り組む事業
者を優先的に⽀援します。

成果⽬標
事業終了後３年で以下の達成を⽬指します。

・補助事業者全体の付加価値額が年率平均３％以上向上
・補助事業者全体の給与⽀給総額が年率平均1.5%以上向上
・付加価値額年率平均3%以上向上及び給与⽀給総額年率平均
1.5％以上向上の⽬標を達成している事業者割合65％以上

複数の中⼩企業等がデータを共有し、連携体全体として新たな付加価値の
創造や⽣産性の向上を図るプロジェクト⼜は、地域未来投資促進法に基づく
地域経済牽引事業計画の承認を受けた事業者が、連携して新しい事業を⾏
い、地域経済への波及効果をもたらすプロジェクトを最⼤２年間⽀援します。
（連携体は５者まで。）

定額補助

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）
＜想定される取組例（イメージ）＞
・サプライチェーンを構成する事業者間で受発注情報や在庫情報を共有す
るネットワークシステムを構築し、業務を効率化
・⽣産管理システムを導⼊して各⼯場の⽣産プロセスを効率化

＜想定される取組例（イメージ）＞
・地域の同業他者で顧客情報や在庫情報等を共有するシステムを構築し、
経営資源をシェアリング
・地域経済牽引事業計画の承認を受けた⾷品加⼯事業者とワイナリー事
業者が、特殊⾷品加⼯機を導⼊し、連携して地域特産のぶどうを活⽤した
新商品開発に取組み、観光客誘致及び地域の観光産業を活性化。

補助（原則1/2）



⾰新的ロボット研究開発等基盤構築事業
令和3年度予算案額 6.6億円（3.5億円）

事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

事業イメージ
事業⽬的・概要
 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。
具体的には、以下の取組を実施します。

（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、当該環境の実現に向
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つつ、研究を推進します。

成果⽬標

（１）①、（２）
製造産業局 ロボット政策室
03-3501-1049

（１）②
商務・サービスグループ 物流企画室
03-3501-0092

 （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する。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。
また、本事業の成果を活⽤し、2030年を⽬途に、ロボットの動作作業の省エネル
ギー化を⽬指す（効率を現状の1.5倍）。

（１）ロボットフレンドリーな環境の実現

ハンドリング関連技術
⽤途に応じた最適なエンドエフェクタ適⽤技術及
びエンドエフェクタ知能化技術を確⽴。

導⼊や仕様変更の負担が限りなく少ないロボット
システム（ティーチングレスロボット）技術の確⽴。

⼈の⼿の働きを模倣した機構
把持からモノ情報の

取得・利⽤

遠隔制御技術
あたかもその場にいるような⾼臨場感が得られる
遠隔制御技術や遠隔操作⽀援技術を確⽴。 ロボット管理・操作のためのIF 脳モデルの構築から指⽰の学習

ロボット新素材技術
ロボットに⽤いられる素材の「軽い」、「⼩さい」、
「柔らかい」の実現。 ロボット⽤センサへの応⽤開発

汎⽤動作計画技術

学習による汎⽤作業計画
シミュレーションによる
作業計画作成

施設管理

薬剤などの搬送

ロボットと施設との連携インターフェースや、施設設
計の標準化を進め、ロボットが活動しやすい施設内
環境を整備。

⼩売・飲⾷

店舗での在庫確認

ロボットが、店舗内において在庫管理、品だし、
レジ決済をするための商品画像の開発を実施。

⾷品

弁当の盛り付け

惣菜盛り付け⼯程等、多くの⼈⼿を要する⼯程に
ついて、ロボットで実現しやすい盛付⽅法の開発や、
安価な省⼈化・無⼈化ラインの開発を実施。

ビルにおける清掃

店舗での⾷器洗い

※下記画像はイメージ

（２）要素研究開発の例

①屋内環境の整備

②屋外環境の整備
⾃動配送ロボット等を活⽤した配送の実現に向け、
制度設計⽅針の策定等に向けた関連調査・研究
開発を実施。 公道⾛⾏による配送

国

⺠間企業等定額補助 ⺠間団体等

NEDO ⺠間団体等

(1)①

(1)②技術開発、(2)
⺠間企業等

(1)②調査
委託

交付

補助(2/3)

(1)②補助(1/2)

(2)補助(2/3)



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 令和3年度予算案額 16.5億円（17.0億円）

事業の内容 事業イメージ

(1)(2) 産業技術環境局
産業技術プロジェクト推進室
03-3501-9221

(３) 製造産業局 自動車課
03-3501-1690

(３) 製造産業局 産業機械課
03-3501-1691

事業目的・概要

少子高齢化が急激に進展する中で、日本の強みであるロボット技術
等とAI技術を活用・融合させ、顕在化する様々な社会課題を解決
することが急務となっており、特にものづくり現場等の実世界における
AI技術の早期の社会実装が強く求められています。

本事業では、「生産性」や「空間の移動」といった重点分野において、
省力化や最適化を通じたエネルギー需給の高度化に貢献するAI技
術の実装加速化に向けた研究開発・実証とともに、そこで得られる
データも活用しつつ、AI導入を飛躍的に加速させる基盤技術を開発
します。

 また、製品の多品種化・短サイクル化・規制強化等、製造業を取り
巻く環境が厳しさを増す中、これまで設計や製造現場に蓄積されてき
た「熟練者の技術・暗黙知（経験や勘）」の伝承・効率的活用を
支えるAI技術を開発し、生産性向上による抜本的な省エネ化を実
現します。

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

分野で導入され生産性が向上することにより、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。

国 民間企業・
大学等

委託
(研)新エネルギー・産業技術
総合開発機構(NEDO)

交付金

（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人工知能技術により、
設計、加工等の工程における生産性向上を目指す。

研究開発の例
• 自動車における設計リスク評価業務の判断支援を行うAI開発
• 金型加工等における技能・ノウハウを体系化し、意思決定を支援す
るAIプラットフォームの構築

（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

「生産性」、「空間の移動」分野において、AI技術の実フィールドでの実
証を完了し技術の有効性を検証することを通じ、複数の応用分野で
のAI導入を推進する。
研究開発の例

条件（対象者、対象行為、補助率等）

（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技術を現場に導入するま
での期間を短縮する。
研究開発の例
• ＡＩ学習におけるハイパーパラメータ調整や、深層学習モデルの構造
について要求精度や計算量に応じて自動的に最適設計する技術な
ど、ＡＩ開発において人手での試行錯誤を要する工程を自動化し、
ＡＩ導入を加速化する技術開発

風車における
風況の予測

土砂運搬の自動化
オンデマンド
乗り合い交通



製造産業局 ものづくり政策審議室
03-3501-1689

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

今後、今般の新型コロナウイルス感染症の世界的流行のよ
うな不測の事態が発生した場合においても我が国の製造事
業者がサプライチェーンを維持するためには、企業間、企業
内、製造現場といった各レイヤーにおいて、柔軟・迅速な対
応によりこれに対応する「企業変革力」（ダイナミック・ケイパ
ビリティ）を強化する必要があります。

こと製造現場では、5G等の無線通信技術の活用により、
柔軟・迅速な組換えや制御が可能な生産ラインを実現する
ことが重要であり、これは生産ラインや工場の省エネの促進
にも資するものです。

以上を踏まえ、所要の研究開発を推進し先行事例の創出
や実用化を図ることで、将来の関連市場獲得や、我が国の
製造事業者全体のダイナミック・ケイパビリティの強化及び省
エネ促進の実現を目指します。

成果目標

本事業による技術開発成果の実用化を通じて、令和12
年度において年間413万t-CO2の排出削減を目指します。 • 異なる生産設備等を一括で最適制御するためのプログラ

ム開発

• クラウド上からの制御指示を個々の生産設備等に正確か
つ迅速に伝達するための技術の開発

想定される研究開発課題の例

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3年度予算案額 10.2億円（新規）

従来の生産ライン

本事業で目指す姿

 加工順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実現
を目指す。

補助
（1/2, 2/3）

国 民間企業等
（研）新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

交付金



高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティ
ングの技術開発事業 令和3年度予算案額 99.8億円（94.2億円）

商務情報政策局 情報産業課
03-3501-6944

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

事業イメージ

事業目的・概要

 IoT社会の到来により急増した情報を効率的に活用するためには、従来の

サーバ集約型のクラウドコンピューティングに加えて、ネットワークのエッジ側で

中心的な情報処理を行うエッジコンピューティングにより、情報処理の分散

化を実現することが不可欠です。また、情報処理の高速化や省エネルギー

化の重要性が高まる中、半導体の開発指標とされてきたムーアの法則の終

焉が叫ばれ、既存技術の延長による性能の向上は限界を迎えつつあります。

 エッジ側でAI処理を実現するためには、小型かつ省エネルギーながら高度な

処理能力を持つチップと、それを用いたコンピューティング技術が必要です。ま

た、クラウド側においても、増加が著しいデータの処理電力を劇的に低減す

るためには、従来の延長線上にない新たな技術の実現が求められます。

本事業では、エッジ側で動作する超低消費電力コンピューティングや、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等の実現に向けて、

ハードとソフトの一体的な技術開発を実施し、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、再興を目指します。

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、IoT社会をエッジ

からクラウドまで高度化する基盤技術を確立し、省電力化を実現します（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）。

大学・研究
機関・民間
企業等

交付金 (研)新エネルギー・産
業技術総合開発機構

（NEDO）

次世代コンピューティング技術の開発（委託）

•高速化と省エネ化を両立する技術として、新原理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）や、先進的コンピューティング技
術（光エレクトロニクスコンピューティング技術 等）の開発を実施。

委託

革新的AIエッジコンピューティング技術の開発（委託）

•電力等の制限が厳しいエッジ側において、AIを用いたデータ処理等を効率
的かつ省エネルギーで実現するため、革新的AIチップに係るコンピューティン
グ技術の開発を実施。

令和３年度の実施内容



AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業
令和3年度予算案額 20.9億円（20.5億円）

事業の内容 事業イメージ
事業⽬的・概要
 IoT社会の到来により急増した情報を効率的に処理するため、ネット
ワークのエッジ側で中⼼的な情報処理を⾏うエッジコンピューティングの重
要性が叫ばれています。エッジコンピューティングにおいては、⼩型かつ省
エネルギーでAI処理を実現する⾼性能なAIチップが不可⽋です。

我が国のベンチャー企業等においては、チップ技術に関する蓄積等、新
たなビジネスを創出するイノベーションの種が存在しています。しかしながら、
競争⼒のあるAIチップを開発するためには、開発に必要な知⾒・ノウハウ
に加えて、⾼額の設計ツールや検証装置等が必要であり、これがAIチッ
プ開発及びそのビジネス化に向けた⾼いハードルとなっています。

本事業では、⺠間企業等が持つAIチップのアイディアの実⽤化に向けて、
開発に必要な設計ツール等の開発環境、⼤学や研究機関等が開発し
た共通基盤技術、開発に必要な知⾒・ノウハウ等を提供することにより、
⺠間企業等のAIチップ開発を加速し、イノベーションを実現します。

成果⽬標
平成30年度から令和4年度までの5年間の事業であり、本事業におい
て⺠間企業等が開発する技術の実⽤化率5割以上を⽬指します。

商務情報政策局 情報産業課
03-3501-6944

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 (研)新エネルギー・産
業技術総合開発機構

(NEDO)

交付
①補助（2/3・1/2）

⺠間企業等
②委託

⼤学・研究
機関等

PoCギャップ
（※）

AIチップ
プロトタイプ完成

・設計ツール
・検証装置
・設計ノウハウ
・基盤技術 等

ビジネス化

試作

国内ベンチャー・中⼩を含む
⺠間企業等

AIチップに関するアイディア

①AIチップに関するアイディア実⽤化に向けた開発

• ⺠間企業等が持つアイディアを実⽤化するため、本事業により整備する開発環境等
を活⽤して、AIチップ開発を実施。

②AIチップ開発に必要な環境整備、共通基盤技術の開発

• AIチップ開発に必要な開発環境（設計ツール 等）を整備。
• ⾼機能なAIチップ開発に資する基盤技術を開発。
• AIチップ開発に取り組む⺠間企業等に対して、開発環境、基盤技術、専⾨的な知
⾒・ノウハウ等を提供。

知⾒・ノウハウ
基盤技術

設計ツール
検証装置

※アイディアの実現可能性を検証するためのハードル。



事業の内容

条件（対象者、対象⾏為、補助率等）

国 ⺠間
企業等

交付⾦

補助

事業イメージ

研究開発型スタートアップ⽀援事業
令和3年度予算案額 21.4億円（27.5億円）

産業技術環境局技術振興・⼤学連携推進課
03-3501-1778
中⼩企業庁技術経営⾰新課
03-3501-1816

事業⽬的・概要

成果⽬標
①事業年度毎の⽀援終了1年以内に次のステージの資⾦調達に成功する割合
が5割
②NEDOが本事業を開始する前と⽐較して、認定VCの研究開発型スタートアッ
プに対する投資額が2倍

 Society5.0の実現に向け、イノベーションの担い⼿であるスタートアップ企業は重
要な存在です。特に、研究開発型スタートアップは、スピード感を持った果敢な研
究開発により技術的優位な⽴場を構築できるため、技術イノベーションの担い⼿
として期待される存在で、その創出や成⻑のための環境整備が重要です。

 しかしながら、研究開発に要する期間の⻑さ、資⾦調達の難しさ、成功ノウハウ
蓄積の少なさなど、研究開発型スタートアップを取り巻く環境は依然として厳しく、
⾃律的・連続的に創出・成⻑が繰り返される「エコシステム」の構築には未だ⾄っ
ていません。

 このため、本事業では、将来的にJ-startup(※)対象企業に選出されるような、
急成⻑の可能性を秘めた研究開発型スタートアップに対し、その事業段階に応じ
た⽀援を関係者のコミットを得ながら実⽤化開発等に係る費⽤等を⽀援すること
(STS/PCA)や、⺠間有識者の知⾒も活⽤しつつ、政策課題から研究開発テー
マを設定し、技術的実現可能性調査から⽀援すること (SBIR)で、成功モデル
の創出と関係者の定着を通じたエコシステムの構築を⽬指します。

（研）新エネルギー・
産業技術総合開発
機構(NEDO)

委託・補助

＜SBIR＞
• ⺠間有識者等の知⾒も活⽤しつつ、政策課題から研究開発型スタートアップに適した研究開
発テーマを設定し、技術的実現可能性調査から⽀援する。

• 本事業において技術的実現可能性調査を⽀援した事業者が、研究開発や事業化を⾏うに
際しては、本事業のみならず、各省庁が⾏う関連事業と連携するなど、関係する府省庁間に
おいて横断的・⼀体的な⽀援を⾏う。

＜STS／PCA＞
• NEDOが認定したVCからの出資を受けた研究開発型スタートアップ（STS）や事業会社や
研究機関と共同研究等を⾏う研究開発型スタートアップ（PCA）に対し、事業フェーズに応
じた以下の⽀援を実施する。

 実⽤化開発費、共同研究費等の補助
 社会実装（量産化）段階に⾄る実証研究開発の補助 等

※「J-Startup」とは、グローバルで活躍できるスタートアップ企業を官⺠により集中⽀援する取り組みです。



石油コンビナートの生産性向上及び強靱化推進事業費
令和3年度予算案額 122.3億円（40.0億円+臨時・特別の措置235.0億円）

資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油精製備蓄課 03-3501-1993 

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

石油製品は今後も重要なエネルギー源としての役割を果たす必要があり、

引き続き国内の安定供給を確保する必要があります。

 しかしながら、石油製品の供給拠点である石油コンビナート等の石油供

給インフラは、２つの課題に直面しています。第一に、国内の石油需要の

減少、アジア諸国の石油コンビナートとの国際競争の激化、世界的な脱

炭素化の潮流といった事業環境変化への対応、第二に、頻発・激甚化

する自然災害への備えです。

 こうした課題に対応するため、石油コンビナート等の生産性や危機対応
力の向上に資する以下の取組を官民連携で推進します。
・コンビナート内外の事業者間連携による生産性向上のための投資や製

油所のゼロエミッション化に向けた取組
・地震・津波に加え、特別警報級の大雨・高潮等に対する製油所等の
レジリエンス強化を図るための取組

成果目標

 コンビナート内外の事業者間連携や製油所のゼロエミッション化に向けた

実証事業等を実施し、製油所の一層の生産性向上を目指します。

製油所等における地震・津波対策及び大雨・高潮等対策を実施し、製

油所等の一層のレジリエンス強化を目指します。

１．石油コンビナートの立地基盤整備支援事業

• コンビナート内外の事業者間連携を支援するほか、製油所のゼロエ
ミッション化に向けた実証事業・技術開発を支援します。

２．石油供給インフラ強靭化事業

• 特別警報級の大雨・高潮等を想定した製油所の排水設備の増強
等や、大規模地震等を想定した油槽所等の耐震・液状化対策等を
支援します。

（製油所の排水設備の増強）

国 石油精製業者等

補助(定額)

民間団体等

補助(1/2、2/3)

太陽光パネル

＜想定される支援例＞

＜想定される支援例＞
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