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1
※ 四捨五入の結果、合計が一致しない場合がある。
※ ３１年度要求の総額については調整中のため暫定値。

３１年度
概算要求

３０年度
当初予算

２9年度
補正予算

２９年度
当初予算

産業技術関係予算
（科学技術関係予算） ７，２８８億円 ６，６９７億円 １,９８３億円 ６,３７２億円

うち一般会計 １，７１３億円 １，４０７億円 １,８６２億円 １,３２０億円

うち科学技術振興費 １，３３８億円 １，０５４億円 ２５３億円 １,０１０億円

うち特別会計
（エネ特会、復興特会等） ５，５７４億円 ５，２９０億円 １２１億円 ５,０５２億円

経済産業省 産業技術関係予算について（暫定値）
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・ 植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発事業 30.0億円（24.0億円）
・ 計算科学等による先端的な機能性材料の技術開発事業 27.5億円（26.5億円）
・ 機能性合金開発の効率化のための材料探索基盤技術の開発事業 9.0億円（新規）

Ⅰ．コネクテッド・インダストリーズを推進する革新的技術開発の推進(1/3)
コネクテッド・インダストリーズを推進する革新的技術開発として、（１）ＡＩ、IoT、ロボット等を活用した第４次産
業革命の実現、（２）健康医療分野の活性化、（３）グリーン成長戦略に向けた次世代エネルギー・環境技術
開発を推進する。

3
※ 事業額は小数点第一位を四捨五入

※ カッコ内は平成30年度当初予算額を記載

(1)ＡＩ、IoT、ロボット等を活用した第４次産業革命の実現

・ 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／AIチップ開発加速のための
イノベーション推進事業 108億円（108億円）

 IoT社会の到来により増加した膨大な量の情報を効率的に活用するため、ネットワークのエッジ側で動作する小型・超低消費電力の
高性能AIチップや、クラウド側で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た技術開発を実施。

・ 省エネ型IoT社会実現のための超微小量センシング技術の開発事業 13.0億円（新規）
・ 生体情報を活用した健康長寿社会実現のための超微小量センシング技術の開発事業 5.0億円（新規）
 蓄電池の残量を高精度に把握し蓄電した電気を徹底的に使い切る、パンデミックを予防するためウイルスの種類も含めたリアルタイム
モニタを可能とするなど、これまで十分に把握することができなかった超微小信号を省エネルギーかつ低コストで安定的に検出可能な小
型・軽量センサモジュールの開発を行う。

・ 次世代人工知能・ロボット中核技術開発 62.0億円（56.9億円）
・ 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 25.0億円（5.0億円）

・ Connected Industries推進のためのグローバルSaaS創出事業 40.3億円（新規）
 重点５分野（自動走行、ものづくり/ロボット、バイオ/素材、スマート保安、スマートライフ）を中心に、データ共有等を通じた協調領域
拡大や、AIベンチャー等と連携したデータ活用・サービス開発を支援。

 場面や人の行動を理解し柔軟に対応する人工知能や、これを支える精密制御技術など、人
工知能・ロボット技術における中核的な技術の開発を産学官の連携で実施し、人工知能技術
とロボット要素技術の融合を目指す。また、AIの説明性や信頼性向上に係る基盤技術の開発
や実証的プロジェクトを行うことで、日本が強みを持つものづくり技術等への実装を目指す。



4※ 事業額は小数点第一位を四捨五入 ※カッコ内は平成30年度当初予算額を記載

(2) 健康医療分野の活性化

・ 次世代電動航空機に関する技術開発事業 8.1億円（新規）

・ 政府衛星データのオープン＆フリー化及びデータ利用環境整備・
データ利用促進事業費 13.5億円（12.0億円）

 政府衛星データのオープン＆フリー化を行うとともに、AI等が活用可能な
データプラットフォームの開発を行う。また、衛星データ活用スキル習得機会
の拡大や、衛星データと他のデータを統合した新たなアプリケーション開発
の実証を行う。

・ 先進的医療機器・システム等技術開発事業 34.8億円（新規）
我が国に強みがある技術を組み合わせた先進的な医療機器・システ
ム等や、医療機器の基盤となる技術の開発を支援する。また、開発
された医療機器・システム等の承認審査を迅速に行うための医療機
器開発ガイドラインを策定する。

・ 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
38.0億円（32.2億円）

(1)ＡＩ、IoT、ロボット等を活用した第４次産業革命の実現

・ 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
46.0億円（32.0億円）

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応用技術の開発、再生医療等製品の安全
性、有効性等の評価手法の開発や開発業務受託機関（CRO）等
と連携した製品開発の体制整備等の支援、高品質な遺伝子治療薬
を製造するために必要な高度製造技術開発等を進める。

・ 認知症対策官民イノベーション実証基盤整備事業11.9億円 (新規)
 ステークホルダー間での連携や社会実装を進めるべく、特に超早期の
リスク低減・予防、生活支援・社会受容の領域において、優先的に
取り組むべき課題の整理を行いつつ、アカデミア・企業・自治体・介護
事業者等の連携を通じた実証を実施し、世界に先駆けた基盤の整
備を目指す。

・ 次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業
62.0億円（57.6億円）

厚生労働省と連携して策定した、ロボット技術の介護利用における
重点分野を対象に、ロボット介護機器について開発を支援するととも
に、効果の評価を実施する。また、安全基準の策定や海外認証制
度との連携を推進する。さらに、高齢者や障害者の自立の促進、活
動を広げる製品や介護者の負担の軽減等の福祉用具の研究開発
に加え、新たな社会課題・ニーズに対応した福祉用具の開発・実用
化の支援を実施する。

・ロボット介護機器・福祉用具開発標準化事業 15.2億円(12.0億円)

・ 健康・医療情報を活用したヘルスケア・イノベーション基盤整備事業
11.4億円（7.0億円）

 電気で推進力を担う電動航空機市場を獲
得するため、高出力で軽量な蓄電池・モー
ターなどのコア技術ならびに電気推進システム
技術の開発を行い、平成42年以降に市場
投入予定の次世代航空機に必要な技術を
世界に先駆けて実証する。

Ⅰ．コネクテッド・インダストリーズを推進する革新的技術開発の推進(2/3)

 物流やインフラ点検等を効率化で
きるロボットやドローンの社会実装
に向けて、性能評価基準や複数
機の運航を管理するシステム等を
開発し、その成果を国際標準化に
つなげる。



革新型
蓄電池 エネルギー密度:500Wh/kg

革新型蓄電池の車載・実用化により、
EVの航続距離はガソリン車並に

航続距離 1000㎞程度

現行
ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ
電池

2030年頃

航続距離400km
エネルギー密度:200Wh/kg

・ 超低消費電力型光エレクトロニクスの実装に向けた技術開発事業 17.5億円（13.5億円）
・ 資源循環システム高度化促進事業 11.7億円（10.3億円）

・ 環境調和型プロセス技術の開発事業 45.0億円（30.0億円）
・ 省エネ型化学品製造プロセス技術の開発事業 25.0億円（20.0億円）
・ 高機能なリグノセルロースナノファイバーの一貫製造プロセスと部材化技術の開発事業 11.0億円（8.0億円）

5
※ 事業額は小数点第一位を四捨五入 ※カッコ内は平成30年度当初予算額を記載

(3) グリーン成長戦略に向けた次世代エネルギー・環境技術開発の推進

・ CCS研究開発・実証関連事業 76.3億円（93.0億円）／CO2貯留適地の調査事業 5.5億円（5.5億円）

・ 革新型蓄電池実用化のための基盤技術の開発事業
37.0億円（31.0億円）

・ 省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業 27.6億円（20.0億円）
 車載用全固体リチウム蓄電池等の、今後の市場の急拡大が予想される次世代省エネ型電子デバイス用の材料評価に必要な評価設
備等を整備し、材料メーカーとユーザーが共通活用できる材料評価基盤を世界に先駆けて確立する。

・ 水素エネルギー製造・貯蔵・利用等に関する先進的技術開発事業 14.0億円（9.0億円）
 水素製造技術として、メタンの熱分解等低コストで大量の水素製造を実現する水素製造技術に関する実現可能性調査や、再生可能
エネルギーを用いた水の電気分解による水素製造方法の高度化に向けた基盤技術の研究開発等、CO2フリー水素供給システム実現
に貢献する技術開発を行う。

Ⅰ．コネクテッド・インダストリーズを推進する革新的技術開発の推進(3/3)

 現行のリチウムイオン電池（現行LIB）に比べ、新原理に
より性能を大幅に向上させた革新型蓄電池の共通基盤技
術の研究開発を行い、世界に先駆けた次世代車載用蓄
電池の実用化を加速する。

 2020年（平成32年）頃の二酸化炭素回収貯留（CCS）技術の実用化に向けて、製油所の排出ガスから分離回収したCO2を
地中へ貯留（年間10万t-CO2規模）する実証試験や将来的なCO2長距離輸送の方法について検討を行う。併せて、CO2の分
離回収コストの低減のための高効率な回収技術の実用化に向けた研究開発、及びCO2圧入に伴うCO2漏出等の環境に影響を与え
ない、安全管理技術の研究開発を実施する。



・研究開発型スタートアップ支援事業 29.0億円（17.0億円）
 将来的に急成長の可能性を秘めた研究開発型のスタートアップ
に対し、NEDOを通じて支援人材、ベンチャーキャピタル、研究
機関、事業会社等の協力を得ることを条件に、実用化開発等
に係る費用等を支援する。

Ⅱ．イノベーションを生み出す環境整備
 イノベーションを生み出す環境整備に向け、（１）J-Startupを中心とした研究開発ベン
チャーエコシステムの構築・強化、（２）国際標準化や国際連携の推進、国研の体制構築
などイノベーションを生み出す環境整備、（３）2050年を見据えた非連続的な研究開発を
推進する。

6※ 事業額は小数点第一位を四捨五入 ※カッコ内は平成30年度当初予算額を記載

・戦略的国際標準化加速事業等 53.4億円（50.4億円）
 モノやサービスをつなぐための異業種間連携や先端技術のルール整
備が必要な分野等について、アジア諸国等との共同研究や関連技
術情報や実証データの収集、国際標準原案の開発・提案等を行う。
また、国際標準化戦略に係る調査研究、標準化の戦略的活用に
係る啓発・情報提供、次世代標準化人材の育成等を行う。

・産業技術総合研究所運営費交付金 621億円（619億円）
・地球温暖化対策における国際機関等連携事業費（ICEF開催等）

12.9億円（5.5億円）

(1)J-Startupを中心とした研究開発ベンチャー
エコシステムの構築・強化

(2)国際標準化や国際連携の推進、国研の体制構築など
イノベーションを生み出す環境整備

・エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術
先導研究プログラム 49.5億円（30.2億円）

 2050年までに温室効果ガスを大幅に削減するなど、エネルギー・
環境分野の中長期的な課題を解決するため、技術シーズだけでな
く、社会的ニーズに基づき革新的な技術・システムの開発を行う。

・新産業創出に向けた新技術先導研究プログラム
24.0億円（5.0億円）

(3) 2050年を見据えた非連続的な研究開発



・廃炉・汚染水対策事業等 165.2億円（平成29年度補正：175.6億円）
 中長期ロードマップに基づき、福島第一原子力発電所の廃炉・汚染水対策を進めていく上で、技術的に難易度
が高く、国が前面に立って取り組む必要のある研究開発やモックアップ試験施設等の運営を支援する。

 産総研の福島再生可能エネルギー研究所（福島県
郡山市）が保有する設備やノウハウを活用し、被災地
企業が有する再生可能エネルギー関連技術シーズの
開発・技術支援等を行うことにより、被災地における新
たな再生可能エネルギー産業の創出を目指す。

Ⅲ．福島をはじめとする被災地の復興加速
 「中長期ロードマップ」に基づき、福島第一原発の廃炉・汚染水対策を安全かつ着実に進
める。

 また、産業技術総合研究所（産総研）の福島再生可能エネルギー研究所において、被
災地企業の再生可能エネルギー関連技術シーズの開発・技術支援等を行う。
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・被災地企業等再生可能エネルギー技術シーズ開発・
事業化支援事業 7.8億円（9.3億円）【復興特会】

※ 事業額は小数点第一位を四捨五入
※ カッコ内は平成30年度当初予算額を記載

実験別棟
実証フィールド

スマートシステム
研究棟

研究本館

被災地企業

産総研
FREA

地元大学等

技術シーズの開発・
事業化支援

本事業を通じた
人材育成
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