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５．2014 年度産業技術関連予算の概要 

 

 
 
 

 
産業技術関係予算（科学技術関係予算） 

５，４１８億円（５,３２３億円） 
 
  うち科学技術振興費 ※ 

１，０４５億円（１,０１７億円） 
 

 

うちエネルギー対策特別会計 
３，１５１億円（３,０８２億円） 
 

 
※科学技術振興費には科学技術イノベーション創造推進費（内閣府計上）

を含む。（４０．７億円を経済産業省から拠出） 

 
 

※（ ）内は、平成２５年度当初予算額を記載。以下同じ。 

※「○」は一般会計、「●」はエネルギー対策特別会計、「◇」は復興特別会計、

「◎」は平成２５年度補正予算（破線囲い）。 
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Ⅰ 福島・被災地の復興加速 

 

 

○福島・被災地の復興の加速を図ることを最優先とし、被災者の方々

に寄り添いながら、国の責任において復興の加速に取り組んでい

く。 

 

○福島第一原子力発電所の廃炉に向けた「中長期ロードマップ」の

着実な実施に向けて、燃料デブリ取り出しに係る遠隔操作機器・

装置の開発・実証、燃料デブリ性状把握・処置技術の開発、放射

性廃棄物処理・処分技術の開発、汚染水処理対策等を進める。 

 

○加えて、再生可能エネルギーや医療機器・創薬、ＩＴセキュリテ

ィ検証に関する先導的な研究開発・実証を東北の地で行うことに

より、関連産業の集積といった一連の経済効果が被災地に循環す

る環境を整え、被災地の産業復興・雇用創出を図る。 

 

 

◇産総研による福島再生可能エネルギー研究開発拠点機能強化 

１６．１億円（９.０億円） 

被災地の再生可能エネルギー産業の発展(売上高約４０億円

創出見込)を支援すべく、(独)産業技術総合研究所が、今年度に

福島県に整備する研究開発拠点において、地元企業の技術シー

ズ評価や地元大学等との連携による人材育成等を実施。 

 

◇東北復興再生に資する重要インフラＩＴ安全性評価・普及啓発

拠点整備・促進事業 

５．２億円（５．４億円） 

宮城県において、インフラを制御するＩＴシステムのセキュ

リティの国際的な評価・認証機関を３年以内に確立。被災地域

のＩＴ・電機分野での強みを活かした、産学官連携のサイバー

セキュリティ国際拠点の整備を図る。 
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参考：平成２５年度補正予算（平成２５年１２月１３日閣議決定）事業 

 

◎廃炉・汚染水対策事業 

４７８．８億円 

研究開発を促進するため、実現可能性がある技術について、ＦＳ・要

素技術開発を強力に支援する。また、技術的難易度が高く、国が前面に

たって取り組む必要がある①「凍土方式の遮水壁の構築」及び②「より

高性能な多核種除去設備の実現」を図る。 

 

◎福島県における再エネ・ＩＴ等の実証研究・拠点整備事業 

３７７．９億円 

福島県において、東日本大震災からの復興の加速のため、①浮体式洋

上風力発電システムの本格的な事業化を目指した実証、②再エネ用大型

パワーコンディショナの試験評価・研究拠点の整備、③先端情報通信技

術の実証研究拠点の整備を行う。 
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Ⅱ 成長戦略の実現 

 

１．「戦略市場創造プラン」 

 

 

○「日本再興戦略」に示された戦略市場を創造すべく、（１）国民の

「健康寿命」の延伸、（２）クリーン・経済的なエネルギー需給の

実現、（３）安全・便利で経済的な次世代インフラの構築、（４）

世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現、それぞれにつ

いて、達成に向けた研究開発を実施する。 

 

 

 

(１) 国民の「健康寿命」の延伸 

※医療分野の研究開発の司令塔機能の下、執行予定の事業 

○未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業 

３５．０億円（新規） 

我が国のロボット技術や内視鏡技術を活かし、より先端的な手術

支援ロボットの開発や最先端の認知症診断技術の開発など、革新的

な医療機器開発を支援。 

 

 

○次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業 

５２．７億円（新規） 



 

83 

平成２７年にがんの年齢調整死亡率(７５歳未満)を２０％減(平

成１７年比)とすべく、患者に負担をかけずに早期診断を行うため

の生体指標の探索技術、次世代創薬に必要なＩＴ技術、高品質なバ

イオ医薬品製造技術の開発等を実施。 

 

○ロボット介護機器開発・導入促進事業 

２５．５億円（２３．９億円） 

２０３０年に約２,６００億円の市場規模を目指し、厚生労働省

と連携し策定した移動介助、移動支援等の重点分野において、安価

で大量導入可能なロボット介護機器の開発を支援、同時に現場への

導入に必要な基準作成等の環境を整備。 

 

○再生医療の産業化に向けた基盤開発事業 

２５．０億円（新規） 

国内市場を平成３２年で約０.２兆円に拡大すべく、国際標準化

も見据えた高品質なｉＰＳ細胞等の大量培養装置や培地等の技術

を開発するとともに、審査期間短縮のため、再生医療製品特有の安

全性・有効性に関する評価手法を開発。 

 

 

 

参考：平成２５年度補正予算（平成２５年１２月１３日閣議決定）事業 

 

◎ロボット介護機器導入実証事業 

２０．５億円 
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高齢者の自立促進、介護従事者の負担軽減に資するロボット介護機器

の量産化への道筋をつけるため、実際の現場で活用しながら効果検証を

行う等、大規模な実証を行う。 

 

 

 

(２) クリーン・経済的なエネルギー需給の実現 

 

＜未来開拓研究関連プロジェクト＞ 

 

●次世代パワーエレクトロニクス技術開発プロジェクト 

４５．０億円（１９．８億円） 

高電圧で使用でき、耐熱性の高い新材料ＳｉＣ（炭化ケイ素）パ

ワー半導体について、基板の高品質化などの要素技術開発を行う。

加えて、ＳｉＣパワー半導体の製造プロセスの高度化や自動車や鉄

道などへの用途展開を踏まえたパワーエレクトロニクス装置の最

適化やその信頼性評価等の応用開発などを行う。 

 

●再生可能エネルギー貯蔵・輸送等技術開発 

１６．０億円（１１.３億円） 

再生可能エネルギーを有効利用するため、再生可能エネルギ

ーから低コスト・高効率で水素を製造・貯蔵する技術や当該水

素を長距離輸送が比較的容易なエネルギー輸送媒体（エネルギ

ーキャリア）に効率的に転換する技術開発等を行う。 
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●革新的新構造材料等技術開発 

４８．０億円（４０.９億円） 

部素材・製品メーカー、大学等が連携し、軽量化が求められてい

る輸送機器への適用を軸に、強度、延性、靱性等の複数の機能を向上

したチタン合金等非鉄軽金属材料、炭素繊維複合材料、革新鋼板、セ

ラミックス、樹脂等の高性能材料、異種材料の接合技術の開発等を行

う。 

 

●次世代自動車向け高効率モーター用磁性材料技術開発 

３０．０億円（３０.０億円） 

部素材・製品メーカー、大学等が連携し、ジスプロシウム等

のレアアースを使用せず、従来以上に強力な磁性を示す磁性体

の開発を行う。また、その磁性体を用いた高性能モーターを開

発し、国内電力消費の過半を占めるモーターについてエネルギ

ー損失を２５％削減する。 

 

●超低消費電力型光エレクトロニクス実装システム技術開発 

２７．８億円（２４.０億円） 

電気を光に変換する小型チップを開発し、光回路と電子回路

を組み合わせて、機器の省電力、高速、小型化が可能となる光

エレクトロニクス技術を実現することにより、今後情報処理量

が急増すると予想されるサーバ等のＩＴ機器の消費電力を大幅

に削減する。 
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●革新的省エネ化学プロセス技術開発プロジェクト 

２７．９億円（８.１億円） 

エネルギー多消費産業である化学産業の製造プロセスの革新

的な省エネ化を目指すため、革新的触媒技術を活用し二酸化炭

素と水（人工光合成）、砂、非可食性バイオマス原料から化学品

を製造する省エネプロセスを開発するほか、廃水処理と同時に

発電を行う微生物を活用した創電型廃水処理技術を開発する。 

 

＜クリーン・経済的なエネルギー需給を実現するプロジェクト＞ 

 

●エネルギー・環境新技術先導プログラム 

２０．０億円（新規） 

エネルギー・環境分野の中長期的な課題を解決していくため

には、既存技術の延長では不十分であり、従来の発想によらな

い革新的な技術・システムが必要。このため、日本中にちらば

る技術者・技術専門家の知見を活用しながら、まだ見ぬ次世代

の技術シーズを発掘し、先導的な研究を行う。 

 

●次世代型超低消費電力デバイス開発プロジェクト 

４２．０億円（３３．０億円） 

ＩＴ機器の消費電力を大幅に低減させるため、半導体の微細

加工技術の開発により機器の小型化を実現し、低消費電力化の

達成を目指すとともに、新構造・新材料からなる革新的な次世

代デバイス技術を確立する。 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

半導体デバイスの 
・超低電圧化（0.4V 駆動） 
・超低消費電力化（従来比 1/10） 

超低消費電力エレクトロニクス機器の実現 

② 新構造・新材料による低電圧化 

① 微細化による低電圧化 

高密度集積化 
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●環境調和型製鉄プロセス技術開発 

５０．８億円（２７．３億円） 

製鉄プロセスの効率化を図るため、コークス製造時に発生す

る水素を用いた鉄鉱石の還元技術や製鉄所内の未利用熱を利用

した新たなＣＯ２分離・回収技術の開発を行う。 

 

●クリーンディーゼルエンジン技術の高度化に関する研究開発事

業 

５．０億円（新規） 

世界的に排ガス規制が強化されつつある中、世界に先駆けて

クリーンなディーゼルエンジンの開発・導入につなげるため、

大学等のシーズを活用しつつ、ＮＯｘ低減技術、触媒の反応モ

デル等の研究開発を行い、我が国の自動車用エンジン技術の基

盤強化を図る。 

 

●次世代スマートデバイス開発プロジェクト 

１９．９億円（１５．５億円） 

次世代自動車の安全走行制御高度化やネットワーク化のため

の情報処理の高度化と、一層のエネルギー消費効率化を両立さ

せる次世代半導体の技術開発を実施する。 

 

●革新的超低消費電力型インタラクティブディスプレイプロジェ

クト 

１１．４億円（８．０億円） 

有機ＥＬ材料を用いたフレキシブルかつ超低消費電力化が可

能なシートディスプレイの技術開発を行う。 

 

●太陽光発電システム次世代高性能技術の開発 

５８．０億円（７０．６億円） 

コスト削減のため太陽電池のシリコン基板を薄型にする要素

技術の開発、薄膜系太陽電池の生産効率を向上させる生産技術

の開発等を実施する。また、より低コスト化が期待できる有機
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系太陽電池について、実使用環境を想定したシステム開発・実

証を行う。 

 

●革新型蓄電池先端科学基礎研究事業 

３１．６億円（３０．９億円） 

２０３０年に５００Ｗｈ／ｋｇの蓄電池開発を見通すことが

できる革新型蓄電池の実用化に向けた基礎研究や先端解析技術

を駆使した反応メカニズムの解明を行う。 

 

●戦略的省エネルギー技術革新プログラム 

９３．０億円（９０．０億円） 

開発リスクの高い革新的な省エネルギー技術について、シー

ズ発掘から事業化までフェーズに応じて支援を行う提案公募型

研究開発を戦略的に実施する。事業化を見据えた企業に対し、

多段階競争選抜方式（ステージゲート方式）の審査の導入によ

り目標達成を徹底させ、革新的技術の実用化を強力に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●二酸化炭素削減技術実証試験事業 

８５．０億円（１１４．９億円） 

２０２０年頃の二酸化炭素回収・貯留(ＣＣＳ)の実用化に向

けて、ＣＯ２の大規模発生源から分離回収したＣＯ２を地中に

貯留する実証を行う。 

 

  

超高性能真空 

断熱材 

＜開発成果として製品化された事例＞ 

高効率小型蒸気 

発電機 
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●二酸化炭素貯留ポテンシャル調査事業費 

１０．０億円（新規） 

国内におけるＣＣＳの実用化、普及に向け、有望なＣＯ２貯

留地点を特定するため、弾性波探査や掘削調査等を実施する。 

 

●二酸化炭素固定化・有効利用技術実証支援事業 

１．０億円（新規） 

ＣＯ２分離・回収技術をＣＣＳ以外の用途に活用し、また、

ＣＯ２を工業製品の製造等に活用する二酸化炭素回収・利用（Ｃ

ＣＵ）技術を実用化するため、ＣＣＳ技術やＣＣＵ技術につい

て、先進性や波及性が高い民間企業等の技術に対し補助を行う。 

 

参考：平成２５年度補正予算（平成２５年１２月１３日閣議決定）事業 

 

◎革新的製造プロセス技術開発（ミニマルファブ） 

２５．０億円 

クリーンルームを不要とすることにより大幅な省エネが実現でき

る｢革新的製造プロセス｣の基礎的技術を開発し、我が国の半導体開

発や少量生産の半導体を用いる製品等の製造の競争力維持・強化を

図るとともに、半導体製造工程におけるエネルギー消費の大幅な削

減を実現する。 
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◎高温超電導技術を用いた高効率送電システム実証事業 

１５．０億円 

北海道・石狩湾新港地域において、太陽光発電所とデータセンタ

ーの長さ約５００メートルを高温超電導ケーブルでつなぎ、直流で

送電するシステムを構築、通電・課電試験を実施する。また、構築

に伴う道路管理者や電力会社等の関係機関との協議を通じて、制度

面での課題の検証を行う。 

 

 

 

(３) 安全・便利で経済的な次世代インフラの構築 

 

○インフラ維持管理・更新等の社会課題対応システム開発プロジェ

クト 

２２．２億円（新規） 

建設後５０年を迎えるインフラの老朽化に対応するため、インフ

ラの状態を把握できるセンサー、点検・補修を行うロボット等を開

発。２０２０年頃には重要インフラ等の約２割で活用を目指す。 
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○次世代高度運転支援システム研究開発・実証プロジェクト 

８．０億円（新規） 

交通事故の劇的な減少等を目標に、顕在化する前の危険の予測等、

より高度な安全運転支援に必要なセンシング技術の開発等を実施。 

 

(４) 世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現 

 

○三次元造形技術を核としたものづくり革命プログラム 

４０．０億円（新規） 

次世代型産業用３Ｄプリンタ技術・材料の開発を行い、高速化（現

在の１０倍）、高精度化（現在の５倍）、材料の多様化を実現すると

ともに、３Ｄ内外計測の評価基盤等周辺技術等を開発し、ものづく

りの高付加価値化を進める。 

 

○ファインバブル基盤技術研究開発事業 

２．０億円（新規） 

幅広い応用が期待されるファインバブル（ミクロンからナノオー

ダーにわたる微細気泡）について、様々な機能・効果のメカニズム

の解析やファインバブルの生成制御等の基盤技術開発を実施する。
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２．科学技術イノベーション環境の整備 

 

 

○イノベーションは、経済成長の原動力となり、また社会課題の解

決にも資することから、我が国が再び成長センターとなるために

は不可欠である。日本を「世界で最もイノベーションに適した国」

にまで引き上げることにより、世界中の人材を惹きつけ、「新たな

可能性」を切り拓き、イノベーションの発信源となる必要がある。 

 

○そこで、我が国のイノベーションシステムを駆動させるため、産

学官の連携・府省連携の強化に取り組む。 

 

 

○研究開発型ベンチャー支援事業 

５．８億円（新規） 

平成 25年度補正予算で構築する「研究開発型新事業創出支援

プラットフォーム」を活用して、我が国企業、大学、研究機関

等の優れた技術を基にした研究開発型ベンチャーの創出を図る。 

 

○産学連携評価モデル・拠点モデル実証事業 

３．０億円（５．０億円） 

文部科学省と連携し、先行的な大学等の産学連携拠点におい

て、産学連携活動の評価制度を構築する。その際、知的財産の

運用ルールや人材流動化促進等の大学改革のモデルの構築を行

う。また、構築した評価制度の下で実証事業として行う産学連

携活動に対して補助を行う。 

 

○ものづくり中小企業・小規模事業者等連携事業創造促進事業 

１２６．０億円（新規） 

中小ものづくり高度化法に規定する特定ものづくり基盤技術

を全面的に見直し、新たに、環境・エネルギーや医療分野など

の成長分野にも対応した技術を活用した研究・開発及び製品の

販路開拓まで一貫して支援し、数多くのグローバルニッチトッ

プ企業の創出を図る。 
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○科学技術イノベーション創造推進費 

４０．７億円（新規）（内閣府計上、額は経産省拠出分） 

府省の枠を超えて、基礎研究から出口（実用化・事業化）ま

でをも見据えた研究開発等を推進するプログラム（戦略的イノ

ベーション創造プログラム）を実施するため、所要の予算を確

保。 

 

・Ｒ＆Ｄ税制の拡充 

民間研究開発投資を今後３年以内に対ＧＤＰ比で世界一に復

活すべく、増加型上乗せ措置の拡充等を行う。 

 

・世界最速・最高品質の審査のための任期付審査官の確保 

「世界最速かつ最高品質」の特許審査を目指し、任期付審査

官の確保（１００名）など審査体制の整備・強化等を図る。 

 

参考：平成２５年度補正予算（平成２５年１２月１３日閣議決定）事業 

 

◎研究開発型新事業創出支援プラットフォーム 

１０２．０億円 

優れた技術を市場につなげる事業化計画への助言や、事業化する

ために重要となる周辺技術との融合などの促進、実用化開発への支

援を行う仕組みを早急に構築し、新しい技術の実用化を支援。 

 

◎先端技術実用化非連続加速プログラム 

５１．０億円 

シーズ育成や技術開発によって製品化まであと一歩まで来ている

技術のうち、新たな市場を創出・獲得しうる非連続なものに対して、

最終の研究開発プロセスである実証・評価等の支援を実施すること

により、先端技術で新たな市場を創出・獲得しようとするリスクあ

る取組の実現を後押しする。 
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◎独立行政法人施設整備（ＮＩＴＥ、産総研） 

８５．６億円 

消安法等に基づく製品の安全性確保のための試験評価及び世界最

先端の研究開発を持続的に実施するため、(独)製品評価技術基盤機

構(ＮＩＴＥ)製品安全センター本部の移転及び(独)産業技術総合研

究所の施設整備を行う。 

 

◎地域オープンイノベーション促進事業 

３０．０億円 

各地方産業競争力協議会で特定される戦略分野に沿って、地方公

設試験所や大学等に設備を導入し、中小企業の研究開発等の拠点と

なる支援プラットフォームを形成する。 
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３．我が国の優れた技術の国際展開の推進 

 

 

○新興国を中心に世界の市場は急速に拡大しており、この成長市場

の獲得に向けて、世界各国が激しい競争を繰り広げている。 

 

○我が国の高い技術力を海外市場に展開するため、現地の実情に合

わせた研究開発・実証を行うとともに、戦略的な国際標準化を推

進することにより、積極的に世界市場への展開を図る。 

 

 

●省エネルギー等国際標準化・普及基盤事業 

２０．０億円（新規） 

スマートグリッドや省エネ製品など我が国が強みを有する分

野の国際標準原案の開発・提案等を実施する。また、開発した

国際標準について、普及を見据えた実証、試験・認証基盤の構

築等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○戦略的国際標準化加速事業 

１４．８億円（１５．１億円） 

我が国発の技術や製品を国際標準化するため、国際標準原案

の開発・提案等を実施する。また、開発した国際標準について、

普及を見据えた実証、試験・認証基盤の構築等を行う。 

 

＜省エネ製品・技術等のテーマ例＞ 

ＢＥＭＳのシステムセキュリティ 

ＬＥＤ照明等 

省エネ照明 省エネ窓等のグリーン建材 
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●日米等エネルギー技術開発協力事業 
１０．０億円（新規） 

クリーンなエネルギーが供給される社会の実現に向け、米国
等の世界トップレベルの研究機関との国際共同研究を実施する
ことにより、革新的なエネルギー技術の創出、迅速な確立・普
及を目指す。 

 

○高機能ＪＩＳ等整備事業 
３．０億円（新規） 

我が国製造業に強みがある高機能材料などの分野で、ミニマ
ム標準よりも高いレベルの性能・特性を等級別に盛り込んだＪ
ＩＳ（高機能ＪＩＳ）の開発を行う。また、社会ニーズが高く、
安全・安心な社会形成等に資する分野のＪＩＳの開発を行う。 

 

○アジア基準認証推進事業 
１．０億円（１．４億円） 

我が国製品の強みが適正に評価される性能評価方法等をアジ
ア新興国等と共同で開発し、国際標準提案を行うとともに、各
国での標準化に協力する。また、その国際標準に関する各国の
適正な認証システムの構築を図る。 

 

○国際研究開発・実証プロジェクト 
１７．０億円（１９．６億円） 

我が国企業が有する環境分野等の高い技術力をアジアをはじ
めとする海外の潜在市場に展開するため、相手国の技術ニーズ
を的確に把握し、現地の実情に合わせた研究開発・実証を行い、
コスト面も含めた我が国企業の技術の有効性を証明する。 
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●国際エネルギー消費効率化等技術・システム実証事業 

２２０．０億円（２０５．０億円） 

省エネ・再エネ等の国際的な普及の観点から、我が国の技術・

システムについて、海外における共同実証を行う。実証成果を

商業ベースでの普及拡大につなげるため、相手国政府による普

及努力義務等の合意形成を行うとともに、企業のＯＢ人材等を

活用した各種普及支援を徹底し、類似の課題に直面する第三国

への普及に結び付ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地球温暖化対策技術普及等推進事業 

６０．０億円（３５．１億円） 

二国間オフセット・クレジット制度（ＪＣＭ）の実施に合意

した相手国において、低炭素性能に優れた我が国の技術・機器

等の導入によるＣＯ２排出削減のモデル・プロジェクトを行い、

削減効果を計測・検証することで、我が国技術・機器等の高い

排出削減効果を実証し、相手国での普及につなげる。 

 

●地球温暖化対策技術普及等推進事業委託費 

５．０億円（３．２億円） 

相手国の省エネ・低炭素化を図るため、相手国の実情・ニー

 共同実証イメージ 
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ズに合わせて効果的に我が国の技術・製品等を導入し、排出削

減プロジェクトの発掘・組成、同プロジェクトによる排出削減

量評価 方法の検討、相手国政府に対する政策提言を行う。 

 

●二国間クレジット取得等インフラ整備調査事業 

４．４億円（２．７億円） 

二国間オフセット・クレジット制度を運営する二国間合同委

員会やクレジットを管理する登録簿等の制度の基盤整備を行う

とともに、制度の円滑な運営のための国内外の類似制度の調査

や人材育成等の事業を実施する。 

 

参考：平成２５年度補正予算（平成２５年１２月１３日閣議決定）事業 

 

◎グローバル認証基盤整備事業（大型蓄電池） 

８５．３億円 

再生可能エネルギー導入やスマートグリッド構築に資する大型蓄

電池について、海外市場における競争力確保のため、その性能及び

安全性に関する認証を国内で行えるよう、国際的な試験評価拠点を

（独）製品評価技術基盤機構（ＮＩＴＥ）に整備する。 
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