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１．目的・概要
第４世代移動通信システム（４Ｇ）と比べてより高度な第５世代移動通信システム（５Ｇ）
は、現在各国で商用サービスが始まりつつあるが、更に超低遅延や多数同時接続といった機
能が強化された５Ｇ（以下、「ポスト５Ｇ」）は、今後、工場や自動車といった多様な産業用
途への活用が見込まれており、我が国の競争力の核となり得る技術と期待される。
本事業では、ポスト５Ｇに対応した情報通信システム（以下、
「ポスト５Ｇ情報通信システ
ム」
）の中核となる技術を開発することで、我が国のポスト５Ｇ情報通信システムの開発・製
造基盤強化を目指す。
具体的には、ポスト５Ｇ情報通信システムや当該システムで用いられる半導体等の関連技
術を開発するとともに、ポスト５Ｇで必要となる先端的な半導体を将来的に国内で製造でき
る技術を確保するため、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。

２．目標
本事業全体の目標として、以下の通り、アウトプット目標及びアウトカム目標を定める。
なお、研究開発内容に変更が生じた場合には、必要に応じて、本目標を見直す。
＜アウトプット目標＞
① ポスト５Ｇ情報通信システムに活用可能な技術の開発件数：７件（２０２６年度）
② 先端半導体製造技術を開発する拠点（ライン）の構築件数：１件（２０２６年度）
＜アウトカム目標＞
本事業で開発した技術の実用化率（※）：５０％以上（２０２６年度末）
※開発した技術が実用化に至ったテーマ数／先導研究以外の採択テーマ数

３．研究開発内容
（１） 研究開発項目
以下①～③の項目について、研究開発を実施する。研究開発項目は、技術動向や市場動向
等を踏まえ、必要に応じて柔軟に追加・変更する。
また、研究開発項目毎もしくは個々の開発テーマ毎に開発目標を設定し、研究開発の進捗
状況管理の一環として、当該目標の達成状況を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）が評価する。必要な場合には、開発目標の見直しを行う。
① ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託）
情報通信ネットワークを構成する各要素（コアネットワーク、伝送路、基地局）について、
以下の技術開発に取り組む。なお、
【システム技術開発】は、対応する開発テーマの類型が「シ
ステム技術開発」であることを表す。
（a） コアネットワーク
ポスト５Ｇのコアネットワークには、多様なサービスの要求に対応しつつ、膨大な
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トラフィックを可能な限り省電力かつ低コストで効率的に処理するため、仮想化や計
算リソース管理等に関する高度な技術が求められる。また、低遅延や高信頼といった
要求に対応するため、将来的には、巨大な単一のデータセンタで処理を行う形から、
地理的に分散した複数の計算リソースを活用し、クラウドベースでコアネットワーク
を実現する形へと形態が大きく変化する可能性がある。このため、多様なサービスの
要求に対応する上で適切なシステム構造とすることに留意しつつ、仮想化や計算リソ
ース管理等に関する高度な技術を備えるとともに、クラウドベースでも動作が可能な
コアネットワークのソフトウェア技術等を開発する。
具体的な開発テーマは、以下の通りとする。
（a1）クラウド型コアの高度化技術の開発【システム技術開発】
＜開発対象＞

３ＧＰＰの仕様（リリース１５～１７）に準拠し、クラウド基盤上で動作する
５Ｇコアを実現するソフトウェア技術
＜開発目標＞

Ｕ－ｐｌａｎｅにおける単位計算リソース当たりのユーザデータの処理性能
（※）：研究開発開始時点で普及している製品（クラウド基盤上での動作を前
提としていないもの）と比較して同等以上
※例えば、
「Ｇｂｐｓ／ＣＰＵコア」で表される処理性能。

Ｃ－ｐｌａｎｅにおける単位計算リソース当たりの制御信号の処理性能（※）：
研究開発開始時点で普及している製品（クラウド基盤上での動作を前提として
いないもの）と比較して同等以上
※例えば、
「ＴＰＳ／ＣＰＵコア」で表される処理性能。ＴＰＳは、Ｔｒａｎｓａｃ
ｔｉｏｎ Ｐｅｒ Ｓｅｃｏｎｄを表す。
（a2）クラウド型ネットワーク統合管理・自動最適化技術の開発【システム技術開発】
＜開発対象＞

情報通信ネットワークの機能がクラウド基盤を利用して提供されることを前提
として、ＯＳＳ（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｓｙｓｔｅｍ）及び
ＭＡＮＯ（Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｏｒｃｈｅｓｔ
ｒａｔｉｏｎ）に、アプリケーションの要求に応じたネットワークスライスを
無線アクセスネットワーク（ＲＡＮ：Ｒａｄｉｏ Ａｃｃｅｓｓ Ｎｅｔｗｏ
ｒｋ）からコアまでエンドツーエンドで生成・管理する機能や、情報通信ネッ
トワークから収集した情報を基にリアルタイムで品質の監視・劣化予測等を行
う機能及び当該予測等に基づきリアルタイムで計算リソースの最適配置を行う
機能等を搭載するためのソフトウェア技術
※ＯＳＳは、情報通信事業者等による情報通信ネットワークの運用を支援するシス
テムを表す。
※ＭＡＮＯは、ＮＦＶ（Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｆｕｎｃｔｉｏｎｓ Ｖｉｒｔｕａｌｉ
ｚａｔｉｏｎ）において、ＮＦＶＩ（ＮＦＶ Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）、
やＶＮＦ（Ｖｉｒｔｕａｌ Ｎｅｔｗｏｒｋ Ｆｕｎｃｔｉｏｎ）、ＯＳＳ等に
指示を出しながら、ネットワークサービスやそれに必要な計算リソースの統合的
な管理・制御を担うシステムを表す。
※ＮＦＶは、従来は専用装置により提供されていた情報通信ネットワークの機能を
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汎用サーバによる仮想化基盤上でソフトウェアとして実現する方式を表す。ＮＦ
ＶＩは、物理的な計算リソースを仮想化された計算リソースとして扱うための仮
想化基盤を表す。ＶＮＦは、ＮＦＶＩ上で動作する仮想化された情報通信ネット
ワークの機能を表す。
＜開発目標＞

５Ｇ情報通信ネットワークの構築及び運用に関する自動化率（※）：研究開発
開始時点の自動化率と比較して３０％以上向上
※構築及び運用に必要な全作業量（例えば、「工数（人日）」で表される作業量）の
うち、自動化可能な作業量の割合を表す。
（b） 伝送路
ポスト５Ｇの伝送路には、データ伝送の遅延を短く保ちつつ、膨大なトラフィック
の増加に対応するため、光伝送装置の大幅な性能向上が求められる。このため、伝送
路上の光信号を高速で電気信号に変換（及びその逆変換）することが可能な光伝送装
置、光伝送装置内においてデジタル信号の高速処理を担うＤＳＰ（デジタル・シグナ
ル・プロセッサ）
、膨大な情報を高速かつ省電力で書込み・読出し可能な不揮発性メモ
リ等に関する技術を開発する。
具体的な開発テーマは、以下の通りとする。
（b1）光伝送システムの高速化技術の開発【システム技術開発】
＜開発対象＞

１波長当たり最大伝送速度１Ｔｂｐｓ以上の光伝送装置を実現する技術（当該
装置を実現するためのデバイス・ソフトウェア等を含む）

伝送路運用（伝送品質、伝送リソース、消費電力 等）の自動最適化技術
＜開発目標＞

光伝送装置における１ポート（１Ｔｂｐｓ以上）の消費電力性能：１２０ｍＷ
／Ｇｂｐｓ以下
（b2）光伝送用ＤＳＰの高速化技術の開発
＜開発対象＞

デジタルコヒーレント光伝送で用いる最大伝送速度１Ｔｂｐｓ以上のＤＳＰを
実現する技術
＜開発目標＞

ＤＳＰの消費電力性能（Ｗ／ｂｐｓ）
：研究開発開始時点で普及している製品と
比較して１／５以下
（b3）微細化の進展に対応した高速不揮発性メモリ技術の開発
＜開発対象＞

５ｎｍ以降のロジック半導体製造プロセスに対応した不揮発性メモリアレイを
実現する技術（当該メモリアレイを実現するための素子を含む）
※当該メモリアレイを用いることにより実現可能な新たな光伝送技術についても、
必要に応じて、開発対象に含めることが可能。
＜開発目標＞

メモリアレイの１ビット当たり書き込み時間：１０ｎｓ以下

メモリアレイの１ビット当たり書き込みエネルギー：１ｆＪ以下
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メモリアレイの書き換え可能回数：１０１５回以上

（c） 基地局
ポスト５Ｇの基地局には、広帯域である高周波数帯の無線リソースを有効利用する
ため、多数の端末との同時接続を実現する高度なビーム制御が求められる。また、基
地局内で膨大な信号を低遅延で処理するため、基地局内部においても高い伝送速度を
確保することが求められる。加えて、遠方まで届きにくい高周波数帯の電波の利用に
より基地局の設置数が増加するため、基地局の無線ユニットやそこで用いられる高周
波デバイス等の高出力化・小型化による省電力化、またソフトウェア化の進展による
コスト低減等が求められる。このため、高度なビーム制御機能を備え、省電力性能等
に優れた基地局、基地局のソフトウェア化、基地局に搭載される高出力・小型の高周
波デバイスや基地局内部の光配線化等に関する技術を開発する。
また、近年、基地局を構成する装置間の接続インターフェイスをオープンにするこ
とにより、複数のベンダーの装置で基地局を構成し、調達の多様化を実現するための
取組が進められているが、実際に多様なベンダーの多様な装置間での相互接続性を確
保する上では、検証に必要なプロセスやツールが整備されていない等、技術的なハー
ドルが存在している。このため、装置間の相互接続性の評価・検証等を行うための技
術を開発する。
具体的な開発テーマは、以下の通りとする。
（c1）仮想化基地局制御部の高性能化技術の開発【システム技術開発】
＜開発対象＞

３ＧＰＰの仕様（リリース１５～１７）に準拠し、ネットワークスライシング
に対応した５Ｇ基地局制御部を汎用ハードウェア上で実現するソフトウェア技
術
※５Ｇ基地局制御部は、
「ＣＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ Ｕｎｉｔ）及びＤＵ（Ｄｉｓｔｒ
ｉｂｕｔｅｄ Ｕｎｉｔ）
」を表す。
＜開発目標＞

５Ｇ基地局制御部に関する単位伝送速度当たりのＣＡＰＥＸ（設備投資コスト）
及びＯＰＥＸ（運用コスト）（円／ｂｐｓ）：研究開発開始時点で普及してい
る製品（専用ハードウェアで機能を実現するもの）と比較して３０％以上削減

多数同時接続もしくは超低遅延の実現に寄与する５Ｇ基地局制御部の中核技術
に関する性能：研究開発開始時点で普及している製品（専用ハードウェアで機
能を実現するもの）と比較して３倍以上（※）
※例えば、
「５Ｇ基地局への端末の同時接続数：研究開発開始時点で普及している製
品（専用ハードウェアで機能を実現するもの）と比較して３倍」といった形で設
定。
（c2）基地局無線部の高性能化技術の開発【システム技術開発】
＜開発対象＞

３ＧＰＰの仕様（リリース１５～１７）に準拠し、ビームフォーミング機能を
備えた５Ｇ基地局無線部を実現する技術（当該装置を実現するためのデバイス・
ソフトウェア等を含む）
※５Ｇ基地局無線部は、ＲＡＮの機能を低いレイヤ（Ｌｏｗｅｒ Ｌａｙｅｒ）で
分割する場合には「ＲＵ（Ｒａｄｉｏ Ｕｎｉｔ）
」、高いレイヤ（Ｈｉｇｈｅｒ
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Ｌａｙｅｒ）で分割する場合には「ＲＵ及びＤＵ」を表す。
＜開発目標＞

５Ｇ基地局無線部の単位システム容量当たり装置サイズ（ｍ３／（ｂｐｓ／Ｈｚ
／ｋｍ２）
）及び消費電力（Ｗ／（ｂｐｓ／Ｈｚ／ｋｍ２））
：
（Ａ）研究開発開始時点で普及している製品と比較して装置サイズ１／２以下
かつ消費電力同等以下
又は
（Ｂ）研究開発開始時点で普及している製品と比較して装置サイズ同等以下か
つ消費電力７０％以下
※システム容量は、単位面積当たり・単位周波数帯域当たりの伝送速度（ｂｐｓ／
Ｈｚ／ｋｍ２）を表す。

多数同時接続もしくは超低遅延の実現に寄与する５Ｇ基地局無線部の中核技術
に関する性能：研究開発終了時点で想定される世界最高水準の性能（※）
※例えば、
「５Ｇ基地局への端末の同時接続数：Ｘ台／ｋｍ２」といった形で設定。
（c3）基地局装置間の相互接続性等の評価・検証技術の開発
＜開発対象＞

Ｏ－ＲＡＮのインターフェイス仕様に準拠した装置について、異なるベンダー
の装置間の相互接続性及び当該接続が情報通信ネットワーク全体に与える影響
を評価・検証するための技術（評価・検証等に必要なプロセス、ツール、ソフ
トウェア等を含む）

当該技術を開発するための評価・検証環境の設置
※複数のベンダーの装置で基地局を構成する取組を、国際的に普及させる観点から、
当該評価・検証環境は、原則として海外に設置し、海外のユーザーのニーズを取
り込みながら開発を実施する。
＜開発目標＞

海外における評価・検証環境の設置件数：１件以上

開発した技術を用いて相互接続性等の評価・検証を行った装置の組み合せ：
１０通り以上
（c4）高周波デバイスの高出力・小型化技術の開発
＜開発対象＞

高出力の基地局向け高周波ＧａＮデバイスの製造に用いる基板の結晶成長技術

当該技術を用いて製造する基地局向け高周波ＧａＮデバイス（Ｓｕｂ－６ＧＨ
ｚ帯向けデバイス及びミリ波帯（２８ＧＨｚ以上）向けデバイス）を実現する
技術
※当該デバイスを利用した増幅器や、基地局への当該増幅器の搭載を効率化する上
で有効なモジュール化技術等についても、必要に応じて、開発対象に含めること
が可能。
＜開発目標＞

Ｓｕｂ－６ＧＨｚ帯向け高周波ＧａＮデバイスの出力電力密度：２５Ｗ／ｍｍ
以上

ミリ波帯向け高周波ＧａＮデバイスの出力電力密度：１２Ｗ／ｍｍ以上
（c5）高温動作可能な光接続技術の開発
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＜開発対象＞

基地局（ＲＵ）のアレイアンテナシステム内に搭載可能なシリコンフォトニク
ス光トランシーバを実現する技術

当該トランシーバをＲＵのアレイアンテナシステム内に搭載し、アレイアンテ
ナとその制御回路等を光配線により接続するための実装技術（実装に必要なモ
ジュール化を含む）
※アレイアンテナシステムとは、アンテナアレイとその制御回路等から成るシステ
ムを表す。
＜開発目標＞

光トランシーバの消費電力性能：４ｍＷ／Ｇｂｐｓ以下

光トランシーバの最大伝送速度：１Ｔｂｐｓ／ｃｍ２以上

光トランシーバが正常動作可能な環境温度：１００℃以上
② 先端半導体製造技術の開発（助成）
情報通信システムにおいては、装置内で信号の処理を行う半導体が極めて重要な役割
を担う。現在、日本国内には、ポスト５Ｇを含む情報通信システムにおいて必要となる先
端的なロジック半導体等（以下、
「先端半導体」
）の製造能力が無く、供給安定性等の観点
で脆弱な状況にある一方で、ポスト５Ｇ以降の情報通信システムにおいては、先端半導体
の重要性が更に増していくと考えられる。
このため、将来的に、情報通信システムで用いられる先端半導体を国内で製造できる技
術を確保するため、先端半導体の製造技術の開発に取り組む。具体的には、パイロットラ
イン（一部の製造工程から成るリサーチラインを含む。
）の構築等を通じて、国内にない
先端半導体及びその周辺部材（ロジック半導体と組み合わせて動作するメモリや光デバ
イス等に関する技術、ロジック半導体を含む複数の半導体の実装技術等を含む。
）の製造
技術を開発する。
③ 先導研究（委託、助成）
研究開発項目①②に関係するものであって、ポスト５Ｇでは実用化に至らない可能性
があるものの、ポスト５Ｇの後半から５Ｇの次の通信世代に掛けて有望と考えられる技
術課題について、先導的な研究開発に取り組む。研究開発項目①に関係する技術課題は委
託事業、研究開発項目②に関係する技術課題は助成事業として実施する。
本研究開発項目では、研究開発終了時点において、実用化を前提とした研究開発への移
行に向けた根拠データの取得等により、技術の確立の見通しを付けることを開発目標と
する。必要に応じて、この見通しを付けるためのより詳細な開発目標を開発テーマ毎に設
定する。
（２） 研究開発期間
研究開発項目①～③は、原則として以下の期間で実施することとし、必要な場合には、個々
の研究開発の性質等に応じて、柔軟に対応するものとする。
なお、研究開発終了時点で実用化に向けた課題が残る場合であって、終了時継続評価（実
施者の希望を踏まえて評価の実施有無を判断）の結果、必要性が認められた場合には、追加
的に継続研究開発（原則３年以内。ただし、基金設置期間に限る。）を実施することとする。
継続研究開発を希望する可能性がある場合、実施者は、公募に対する提案書に、想定される
継続研究開発の内容、想定される追加的な実施者及び再委託先、想定される研究開発費を記
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載することとする。
① ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託）
研究開発開始時点から原則３年（３６か月）以内とする。
② 先端半導体製造技術の開発（助成）
研究開発開始時点から原則５年（６０か月）以内とする。
③ 先導研究（委託、助成）
研究開発開始時点から原則３年（３６か月）以内とする。

４．成果最大化に向けた仕組み
社会への研究開発成果の普及を強く促すため、以下の取組を実施する。これらの取組の具
体的な実施方法については、事前に NEDO が経済産業省商務情報政策局（以下、
「商務情報
政策局」
）に相談した上で、商務情報政策局が決定する。
（１） ユーザーのニーズ把握
研究開発の開始時点から、研究開発成果を利用するユーザーとの意見交換を行うとともに、
ユーザーによる試作品の評価（利用サービスの提供を含む。）を積極的に実施することにより、
研究開発期間全体を通じて、ユーザーのニーズ（技術面、コスト面 等）を適切に把握する。
当該ニーズを踏まえ、必要に応じて、研究開発内容を柔軟に見直すことにより、研究開発の
方向性を最適化する。
特に、研究開発項目①における「システム技術開発」の開発テーマについては、研究開発
成果を海外に広く展開する観点から、国外ユーザーとの意見交換や当該ユーザーによる評価
を重点的に実施する。
（２） 研究開発期間中の製品化
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ユーザーによる試作品の評価等を通じて、研究開発期間中に製品化の見込みが得られたも
のについては、研究開発期間中であっても研究開発の内容から一部を切り出し、早期の製品
化に取り組む。
（３） 民間企業等による市場展開を促す仕組み
研究開発項目①における「システム技術開発」の開発テーマ（但し、ステージゲート審査
等により、商務情報政策局及び NEDO の判断によって研究開発期間の途中で終了した開発テ
ーマを除く）については、実施者に対して市場展開を強く促す観点から、以下の研究開発費
返還制度を適用する。
＜研究開発費返還制度＞
実施者は、公募に対する提案時に、以下に掲げる算出方法により費用対効果指標を設
定することとし、費用対効果指標の設定値（以下、「設定値」）が１．０を超える場合に
限り、提案を認める。その後、２０２７年度を目途に、費用対効果指標の達成状況を評
価し、費用対効果指標の実績値（以下、「実績値」）が設定値を下回る場合には、実施者
は NEDO に対して「委託費受領額×返還率」の金額を返還する。
委託費受領額は、各開発テーマにおいて実施者が受領した全委託費から、加速など予
算配分の増加額及び継続研究開発において受領した委託費を差し引いた金額を表す（研
究開発費返還制度において、委託費受領額は常に同じ意味で用いる）
。
返還率は、以下に掲げる方法により算出する。
達成状況の評価に用いる設定値は、提案時点の設定値を原則とするが、研究開発期間
中の引き上げ、もしくは、著しい経済情勢の変動、天災地変その他不可抗力（パンデミ
ック、紛争、政変、技術潮流の著しい変化 等）、又は研究開発開始時点で予測すること
のできない事由であって実施者の責任によらない事情があると商務情報政策局及び
NEDO が認めた場合の引き下げについては、変更を認める。
なお、高い目標への挑戦を促す観点から、設定値に応じて、開発テーマの予算規模（実
施者による提案１件当たりの提案時委託費（継続研究開発において想定される研究開発
費は含まない）の上限）を決定するとともに、採択後に行われる開発テーマの加速など
予算配分の増加や縮小、継続研究開発の必要性を判断する終了時継続評価に反映させる。
本制度を実施する上で必要な事業情報については、必要に応じて、実施者に対して提
供を求める。
【費用対効果指標（設定値及び実績値）の算出方法】
（a1）クラウド型コアの高度化技術の開発：
４Ｇコア及び５Ｇコア用ソフトウェアの売上高増加額／予算額
（a2）クラウド型ネットワーク統合管理・自動最適化技術の開発：
ＯＳＳ及びＭＡＮＯ用ソフトウェアの売上高増加額／予算額
（b1）光伝送システムの高速化技術の開発：
１波長当たり最大伝送速度２００Ｇｂｐｓ以上の光伝送装置の売上高増加額／予
算額
（c1）仮想化基地局制御部の高性能化技術の開発：
４Ｇ基地局及び５Ｇ基地局の売上高増加額／予算額
（c2）基地局無線部の高性能化技術の開発：
同上
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※予算額は、設定値を算出する場合には提案時委託費、実績値を算出する場合には委託
費受領額をそれぞれ表す（研究開発費返還制度において、予算額は常に同じ意味で用
いる）
。
※費用対効果指標は、小数点以下第２位を四捨五入して算出。
※売上高増加額は、原則として、
「２０２４年度から２０２６年度における各年度の売
上高のうち、最も高いもの」から「研究開発開始前年度及び前々年度における売上高
の平均値」を差し引いた金額を指す。
※実施者が財務諸表等の作成において採用している会計期間が政府の会計年度（４月
１日～翌年３月３１日）と異なる場合であって、前者の期末が後者の年度末よりも前
である場合には、前者の会計期間における売上高を用いて費用対効果指標を算出する
ことができる。
※上記の売上高については、製品単体の他、必要に応じ、当該製品の導入等に係るシス
テム構築費、工事費、保守費、管理費、サービス利用料等を含めることができる（但
し、製品単体の売上高以外を含める場合には、製品単体の売上高とその他の売上高の
それぞれを明示することとし、必要な場合には、その他の売上高の内訳も提示するこ
ととする）
。また、売上高に、実施者の子会社や関連会社の売上高を含める場合は、原
則として連結決算における売上高を用いる。なお、売上高の計上方法は設定値と実績
値の算出時で、同じ条件で算出する。
【返還率の算出方法】
 ４．０ ＜ 実績値
： ０％
 １．０＜ 実績値 ≦ ４．０： （４０ － １０ × 実績値）％
 実績値 ≦ １．０
： ５０％
（４） 民間企業等による負担
研究開発項目②及び研究開発項目③のうち助成事業として実施する開発テーマについては、
助成率（１／２）を導入し、民間企業に対して自己負担を求める。ただし、学術機関等（国公
立研究機関、国立大学法人、公立大学法人、私立大学、高等専門学校、独立行政法人及びこ
れらに準ずる機関。（以下、「学術機関等」））に対する共同研究費については、定額助成とす
ることが出来るものとする。
また、研究開発項目①及び研究開発項目③のうち委託事業として実施する開発テーマにつ
いて、研究開発計画で設定した予算規模を超える研究開発費が必要となる場合には、予算規
模を超える費用（以下、「自己開発投資額」）を自己負担すること及び研究開発終了後に当該
負担の実績（以下、
「実負担額」
）及びその内訳を NEDO に対して報告することを、実施者が
採択時に誓約することを条件として、実施を認める。なお、研究開発終了時点で、実負担額
が「自己開発投資額 ×（委託費受領額／提案時委託費）」を下回る場合には、実施者は NEDO
に対してその差額を返還する。なお、実施者が自己開発投資額を負担して実施する研究開発
においても、NEDO からの委託費により取得・導入した機械装置、設計ツール、ソフトウェ
ア等は、使用可能とする。

５．実施者の採択
本事業における研究開発の実施者は、NEDO が公募（必要に応じて、複数回実施）により
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採択する。
（１） 予算規模
研究開発項目①～③における開発テーマは、以下の予算規模（実施者による提案１件当た
りの提案時委託費及び助成費（NEDO 負担額、以降も同じ定義とする）の上限。継続研究開
発において想定される研究開発費は含まない）を原則として提案を公募する。
なお、公募による実施者の採択後、必要に応じて、以下の予算規模に限らず、研究開発の
進捗や成果、情勢変化を踏まえた最新の事業化見通しとこれに向けた取組状況、費用対効果
等を踏まえ、各開発テーマの予算配分の増加・縮小を実施する。
① ポスト５Ｇ情報通信システムの開発（委託）
提案１件当たりの提案時委託費は、原則として以下を上限とする。
なお、
「システム技術開発」の開発テーマについては、研究開発費返還制度の一環とし
て、以下の方法で設定した変動率を導入するとともに、研究開発期間が１．５年（１８か
月）以下の場合を除き、研究開発開始からステージゲート審査後３か月までに計上可能な
提案時委託費は、研究開発期間全体の８割を上限とする。ただし、実施者の採択後、必要
に応じて、予算配分の増加を実施する場合はこの限りではない。
（a1）クラウド型コアの高度化技術の開発： ７５億円×変動率
（a2）クラウド型ネットワーク統合管理・自動最適化技術の開発： ７５億円×変動率
（b1）光伝送システムの高速化技術の開発： ７５億円×変動率
（b2）光伝送用ＤＳＰの高速化技術の開発： １００億円
（b3）微細化の進展に対応した高速不揮発性メモリ技術の開発： ２０億円
（c1）仮想化基地局制御部の高性能化技術の開発： ４０億円×変動率
（c2）基地局無線部の高性能化技術の開発： ７５億円×変動率
（c3）基地局装置間の相互接続性等の評価・検証技術の開発： ７５億円
（c4）高周波デバイスの高出力・小型化技術の開発： ２５億円
（c5）高温動作可能な光接続技術の開発： ５０億円
【変動率の設定方法】
 ４ ＜ 設定値
： １００％
 １ ＜ 設定値 ≦ ４： （６０ ＋ １０ × 設定値）％
 設定値 ≦ １
： ０％
② 先端半導体製造技術の開発（助成）
提案１件当たりの助成費は、原則として２５０億円以下とする。
③ 先導研究（委託、助成）
提案１件当たりの提案時委託費及び助成費は、原則として３億円以下とする。
（２） 採択方法
公募要領に合致する提案を対象に、一次採択審査及び二次採択審査を行った上で、実施者
を採択する（本事業を実施する上で必要となる調査等に関する実施者を採択する際には、一
次採択審査を行わない。）
。一次採択審査は、施策目的との合致性等の観点から、商務情報政
策局が行う。一次採択審査通過者に対する二次採択審査は、技術面等の観点（技術の実用化
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の観点を含む）から、NEDO もしくは NEDO が設置する採択審査委員会が行う。NEDO は、
二次採択審査の結果を商務情報政策局に対して報告し、商務情報政策局から承認を受けた後、
実施者の採択を速やかに決定し、実施者に対して採択決定通知を発出する。なお、採択に当
たっては必要な条件（研究開発項目③「先導研究（委託、助成）」として採択すること 等）
を付して条件付き採択とする場合がある。
採択審査は非公開であり、外部からの審査経過に関する問合せには応じないこととする。
採択審査に当たって必要な場合には、提案者に対して、商務情報政策局または NEDO からヒ
アリング等を実施する。
公募の締切から採択決定までの期間は、原則として５５日以内とする。採択結果について
は、NEDO がホームページ等を通じて公表する。

６．実施体制等
（１） 役割分担
本事業では、商務情報政策局が研究開発の方針決定等、NEDO が研究開発の進捗状況管理
等、公募により採択された実施者が研究開発の実施を担う。
商務情報政策局は、本事業を実施する上での重要な方針（研究開発計画、予算配分 等）
を決定するとともに、研究開発の進捗や技術動向・市場動向等を踏まえ、必要に応じて、研
究開発計画等の見直しを行う。また、事業を円滑に進める観点から、必要に応じて NEDO や
実施者に対して指示を行う。
NEDO は、本事業を実施するための基金の設置及び当該基金の適切な管理、公募による実
施者の採択、契約締結・助成金交付を行う。また、本事業の研究開発成果の最大化に向けて、
実施者による研究開発の進捗状況管理（実施者による研究開発の進捗状況の把握、実施者に
対する必要な指示、各種委員会の開催を通じた評価 等）や調査等、また、当該成果の普及
に向けた広報等を実施する。
研究開発の実施者は、実用化や社会実装を見据えて研究開発に取り組む。当該実施者は、
企業や研究機関等（以下、
「団体」）のうち、原則として日本国内に研究開発拠点を有するも
のを対象とし、単独又は複数で研究開発を実施する。ただし、研究開発を実施する上で、国
外の団体の特別な研究開発能力や研究施設等を活用する必要がある場合には、当該団体と連
携して研究開発に取り組むことができる。
なお、本事業の実施に関する詳細（公募の進め方、採択審査における審査基準、各種委員
会やステージゲート審査等を含む研究開発の進捗状況管理の方法、調査・広報の内容、研究
開発費返還制度における費用対効果指標の達成状況の評価方法 等）については、NEDO が
商務情報政策局に相談の上、商務情報政策局が決定する。
また、NEDO は提案者及び実施者から受領した資料や営業秘密に係る情報（事業化計画や
売上高 等）については、組織内の実施体制を適切に構築した上、機密保持のために十分な
措置を講ずるものとする。
（２） 研究開発の進捗把握・管理
NEDO は、研究開発の実施者と緊密に連携し、各開発テーマの研究開発の進捗状況を把握
する。また、外部有識者等で構成する委員会を組織し、定期的（年 1 回程度）に評価を実施
し、開発目標の達成見通しを常に把握するとともに、予算の必要性や実施体制の妥当性を精
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査する。また、各開発テーマの研究開発の進捗状況、開発目標の達成見通し、成果の事業化
の見通し等について、定期的に商務情報政策局に報告し、商務情報政策局からの指示に従い、
必要に応じて、開発テーマ毎の予算配分の増加や縮小、実施体制の再構築等を行う。
また、研究開発を効率的かつ効果的に実施するため、商務情報政策局からの指示に従い、
各開発テーマの研究開発開始から終了までの中間時点（研究開発項目①③：研究開発開始時
点から１．５年後、研究開発項目②：研究開発開始時点から２．５年後）を目途に、ステージ
ゲート審査を実施する。当該審査を通過しなかった開発テーマについては、審査後３か月を
目途に研究開発を終了する。当該審査を通過した開発テーマについても、審査結果を踏まえ、
必要に応じ、研究開発の加速、縮小、実施体制の変更（例：再構築、統合 等）
、実施形態の
変更（研究開発項目①から③への変更 等）等を行う。なお、当該審査等の委員会での評価
に当たっては、研究開発の進捗や成果、情勢変化を踏まえた最新の事業化見通しとこれに向
けた取組状況、費用対効果等に係る総合的な評価を行う。
（３） 調査・広報
NEDO は、本事業で取り組む技術分野について、国内外の技術動向、政策動向、市場動向
等について調査（本事業において委託事業として実施）を行い、研究開発成果の最大化に向
けた方策を分析・検討する。また、NEDO は、シンポジウムの開催等を通じて、本事業の研
究開発成果の普及に向けた広報に取り組む。

７．その他
（１） 研究開発成果の取り扱い
実施者は、研究成果の普及に努め、NEDO は、実施者による研究成果の広範な普及の促進
に努める。
本事業の成果に依る知的財産や研究開発データの取り扱いについては、経済産業省が定め
る「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン」及びその別冊
である「委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」に従うこと
を原則する。NEDO が委託を行って実施する開発テーマについては、開発テーマ又は開発テ
ーマを構成する研究項目ごとに知財委員会を委託先に設置し、知財委員会において、研究開
発成果に関する論文発表及び特許等（以下、
「知財権」）の出願・維持等の方針決定等のほか、
必要に応じて、知財権の実施許諾に関する調整等がなされるよう、NEDO が助言・指導を行
う。
（２） 実施期間
本事業を終了する時期は未定とし、５年に１回、見直しを行う。
（３） 事後評価
事後評価は、本事業の終了後に経済産業省が行う。
（４） 研究開発計画の見直し

13

商務情報政策局は、研究開発の進捗や技術動向・市場動向等を踏まえ、必要に応じて、研
究開発計画（研究開発項目、研究開発期間、開発目標、実施体制 等）を見直す。
＜研究開発計画の策定・見直しの履歴＞
 ２０２０年４月１３日
策定
以上
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