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OUR
MISSION

デバイス分野

激しさを増す国際競争のなかで我が国が勝ち残るため、
我々は IoT 分野のイノベーションアクセラレータとして、
①サイバー・フィジカル融合による我が国社会の高度化に貢献
するとともに、
②それを支える半導体・情報通信分野のサプライチェーンの
強靱化に貢献する。

　スマートフォンやパソコン、各種家電から交通機

関や産業機械など、あらゆる分野に情報処理や制御

を行うための「デバイス」が組み込まれ、社会のさ

らなる高度化・省エネルギー化（Society5.0）が進

んでいます。

IoT 推進部は、我が国がこうした状況を切り拓くフロ

ントランナーとなるために、AI 等を効率的かつ高速

に動作させることができるチップ技術や高速通信を

可能とする制御デバイス、省エネルギーの鍵となる

パワーデバイス、あるいは既存の技術の延長にない

量子コンピュータや脳型コンピュータなど、足下だ

けでなく、５年・10 年以上先にトレンドとなる技術

や産業を想定して、研究開発を推進しています。

※IoT(Internet of Things)：情報伝達機能をモノに組み込み、インターネットとつなぐことで、
　モノからデータを取得したりモノを遠隔操作する仕組みのこと

デバイス

IoT社会の
実現

システム ものづくり
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※NEDOでは研究開発プロジェクトの進行全体を企画・管理するため、必要に応じてプロジェクトマネージャー（PMgr）
やサブプロジェクトマネージャー（SPMgr）を設置しています。

システム分野
　社会が Society4.0 から Society5.0 に移行して

いくためには、デバイスが社会全体に大量に導入さ

れていくだけでなく、それを効率的に運用し、連携し、

制御することが可能となるシステムの存在が必要不

可欠となっています。

一方で、Society5.0 への移行は、社会全体が生み

出すデータ量や通信トラフィックが爆発的に増大す

るということでもあり、情報の処理コスト・エネル

ギーの低減や、膨大な情報を遅滞なく送受信する各

種通信技術、分散処理技術、データ連携技術さらに

はセキュリティ対策技術も不可欠です。IoT 推進部で

は、これらの課題を解決するための各種技術の研究

開発を推進しています。

ものづくり分野
　デバイス、産業機械、航空宇宙などあらゆるもの

づくり現場では、IoT や人工知能、高性能機器・材料

を活用した生産設備の高度化、効率化、省エネルギー

化などが今後さらに重要になってくると考えられて

います。また、近年の複雑化する国際情勢の中で、

我が国産業のサプライチェーンを考える上で不可欠

な半導体の製造能力・拠点を国内に確保することの

重要性も叫ばれるようになりました。

これらの課題を解決するために、IoT 推進部では付加

価値の高い複雑・精密な加工造形技術や革新的な半

導体製造プロセス・装置の開発といった研究開発に

加え、新たなチャレンジとして半導体の安定供給の

ための生産施設整備支援などにも取り組んでいます。
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年 表

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

プロジェクト一覧 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

省エネエレクトロニクスの製造基盤
強化に向けた技術開発事業

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

積層造形部品開発の効率化のための
基盤技術開発事業

産業DXのための
デジタルインフラ整備事業

IoT社会に対応したサイバー・
フィジカル・セキュリティ

フィジカル空間
デジタルデータ処理基盤

ポスト5G情報通信システム基盤強化
研究開発事業

グリーンイノベーション基金事業
（うち半導体・情報通信産業分野）

特定半導体の生産施設整備等の助成業務
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R&Dプロジェクト

■ プロジェクト概要

① 組み込みAI技術等による分散情報処理を実現
② 量子、脳型コンピュータ等の次世代技術を開発
③ 産業応用を加速する課題を後押し

情報社会の到来から、高度な情報通信デバイス、システムに関連する市
場は右肩上がりで拡大しています。これらの基盤となる半導体は、その性
能限界（ムーア則の終焉）が叫ばれるとともに、昨今は世界的に不足する状
況にあります。また、インターネットの利活用が当たり前になったことで、
データ量の爆発的な増加と、その処理による消費電力の増加という社会課
題に直面しています。

本プロジェクトでは、既存の情報処理方法として一般的な、大規模サー
バに情報集約して処理するクラウドコンピューティングではなく、端末
側（エッジ側）でAIを用いて高速かつ省電力な情報処理を実現するための
デバイス、システムを開発する①「革新的AIエッジコンピューティング技
術の開発」と、その産業応用
を後押しするための周辺技術
開発を行う②「AIエッジコン
ピューティングの産業応用加
速のための技術開発」を推進
すると共に、エッジ、クラウ
ドを問わず、ポストムーア時
代に備えて既存の技術の延長
にない技術である量子、脳型、
光分散コンピューティング等
の③「次世代コンピューティ
ング技術の開発」を行い、日
本の情報産業を長期にわたっ
て支える革新技術の創出を目
指しています。

「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」

高度なエッジコンピューティングと
次世代情報産業の基盤技術を開発

事業期間 2016年度～2027年度

2022年度予算額 100.4億円

Point

事業紹介はこちら

PMgr：遠藤 勇徳

PMgr：前田 尋夫

PMgr：岩佐 匡浩
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� R&Dプロジェクト

■ 今後の展望

■ 研究成果

本プロジェクトでは、今後必要と考えられる様々な技術
課題のもとに、2021年度は30件を超える研究開発を実施
しました。以下はその成果の一例となります。

■革新的AIエッジコンピューティング技術の開発：進化型・
低消費電力ＡＩエッジＬＳＩの研究開発

エッジ領域でAI処理を実現するための小型、省エネかつ高
度な処理能力を持つ専用チップ（AIエッジLSI）を試作。AI認
識処理と画像処理で、既存GPUと比較し10倍以上の電力効
率に加え、リアルタイムSLAM※の自己位置推定処理時間に
おいては既存CPUとの比較で1/20の短縮を達成しました。
※リアルタイムSLAM（Simul taneous Loca l i za t ion and 

Mapping）：自分がどこに居て、どちらを向いているのかという
方向認識と、周囲に何があるのかという周辺環境把握を正確に実
行する技術。これが高性能であるほど、自動運転やサービスロボッ
ト等で高度な動作が可能となる。

■次世代コンピューティング技術の開発：未来共生社会に
むけたニューロモルフィックダイナミクスのポテンシャル
の解明

ヒトの脳は、スーパーコンピュータクラスの情報処理を10
～100万倍も効率的に行うことが出来るとされており、その
仕組みを模した脳型情報処理は、省エネルギーと高速処理を
両立するキーテクノロジーの一つとして期待されています。

本テーマでは、脳型コンピューティングを実現するべく探索
的な研究開発として様々な技術を用いた検証を行い、試作し
たデジタルリザバーコンピューティングシステムを実際のロボッ
トに搭載。従来の100倍以上となる処理速度を実現しました。

本プロジェクトの事業期間は最長2027年度となっていますが、各研究開発はそれぞれ設定した技
術課題や、想定する市場投入時期に備え、2020年度～2022年度で区切りを迎える中期間の開発も
あり、今後成果の産業応用が本格的に開始される見込みとなっています。NEDOでは、世界の技術
動向、市場動向にかかる情報収集を行い、こうした中長期の研究開発における目標設定や計画構築
など、必要な情報をフォローし、マネジメントすることで成果の最大化を目指します。

試作したAIエッジLSI。今後は産業分野等で
の実装を進める。

試作した脳型コンピューティングシステムを搭
載したロボット。人間のように、物体を認識し、
想定されていない動作にも予測対応出来る。

●委託先：�ＫＤＤＩ（株）、イーソル（株）、ソニーセミコンダクタソリューションズ（株）、ルネサスエレクトロニクス（株）、慶應義塾、
早稲田大学、中央大学、立命館大学、�（株）OTSL、（株）Preferred　Networks、（株）SIGNATE、（株）アクセル、�
（株）アラヤ、�（株）ティアフォー、（株）ノーチラス・テクノロジーズ、�（株）フィックスターズ、（株）東芝、�
（株）日立製作所、光電子融合基盤技術研究所、産業技術総合研究所、理化学研究所、京都大学、九州工業大学、�
東京工業大学、東京大学、東北大学、日本電気（株）、富士通（株）･･･等

①

②
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R&Dプロジェクト

■ プロジェクト概要

①AIチップのアイディアを実現
②AIチップ開発を加速する開発環境を整備

PMgr：波佐 昭則

事業期間 2018年度～2022年度

2022年度予算額 22.2億円

AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業

革新的AIチップのアイディアを形に

IoT社会の到来で急増した、情報の高度な利活用を促進するには、ネットワークの末端（エッジ）で
AI等の中心的な情報処理を行うことが不可欠です。しかし特にエッジにおいては、電力等の限られ
た資源を用いて効率的に処理を行う必要があり、そのようなAIチップ※１を開発するために、高度な
スキルや高額な設計ツールが必要です。

特に中小・ベンチャー企業にとっては、革新的なアイディアがあるにもかかわらず、それらが新
規参入等の高いハードルになっています。そこで、本事業では、中小・ベンチャー企業が持つアイディ
アを実用化するための設計開発を支援しています。
　※１：AI技術の導入により、実施する演算処理を高速化するなど特化された半導体チップ

事業紹介はこちら

Point

ハードウェアエミュレータ
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� R&Dプロジェクト

■ 今後の展望

■ 研究成果

研究開発項目①： 現在まで延べ17テーマのAIチップに関する研究開発を進め、実施者が持つアイディ
アの実用化を目指してきています。これまでの17テーマの内13テーマが事業を終
了しました。

研究開発項目②： AIチップのための設計基盤技術の開発や導入したEDAツール※２ 、ハードウェアエ
ミュレータ※３ 、標準IPコア※４などを中小・ベンチャー企業などに提供するための
設計拠点の整備を行っています。本拠点（https://ai-chip-design-center.org）は、
2019年10月７日より試験運用を開始しており、中小・ベンチャー企業を中心に
広く公開しています。
また、2021年３月には、AIチップ用のAIアクセラレータ向け評価プラットフォー
ムを活用した評価チップの試作を開始し、2022年３月に、試作した評価チップが
実際に動作することを確認しました。これにより、従来比45％以下の短期間で低
コストのAIチップ設計・評価が可能になります。

研究開発項目①： 2021年度に引き続き、革新的なアイディアを持つ中小・ベンチャー企業の実用化
開発を促進します。

研究開発項目②： 2021年度に引き続き、拠点の整備、AIチップ設計のための共通基盤技術の研究開
発を進めていきます。併せて、実際の利用者からのフィードバックを活用し、よ
り使いやすい拠点として整備していきます。さらに、拠点を活用した人材育成も
行っていきます。

●委託先：産業技術総合研究所、東京大学
●助成先：（株）ソリトンシステムズ、（株）�テクノアクセルネットワークス、�（株）テックイデア、メイビスデザイン（株）�

（2022年４月現在）

　※２： Electronic Design Automationの略。半導体集積回路などの電気系回路設計を自動化・支援・補助する
ソフトウェア

　※３：集積回路レベルからシステム全体までを高速に検証することができる検証装置
　※４：IPは、Intellectual Propertyの略。ある機能を表す半導体集積回路を構成する部分的な回路情報

図　AIアクセラレータ向け評価プラットフォームの実証チップAI-One
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R&Dプロジェクト

■ プロジェクト概要

PMgr：野村 重夫 ①新世代パワー半導体の開発
②半導体製造装置の高度化に向けた開発
③飛躍的な省エネルギー化を実現
④省エネエレクトロニクス製品の製造基盤を強化

事業期間 2021年度～2025年度

2022年度予算額 25.8億円

省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた�
技術開発事業

開発した製品により、�
飛躍的な省エネルギー化を推進

①新世代パワー半導体の開発
既に実用化されているパワー半導体材料と比較して、優れた材料特性を持ち、製造コストを抑え

られる可能性がある酸化ガリウムパワー半導体および自動最適化や故障予知など、高度な自己制御
機能を持った大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体の開発と必要に応じて関連する応用
技術の開発を行います。

Point

事業紹介はこちら

新世代パワー半導体
酸化ガリウムパワー半導体

産業機器向け
1200V　α-Ga2O3 SBD※1

※1：ショットキーバリアダイオード   
（Schottky Barrier Diode）
半導体と金属との接合時に生じる
ショットキー障壁現象を利用した
ダイオード

大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体

従来技術

新構造技術

300mmプロセスを
活用したデジタル回路の混載

300mmプロセスを
活用したAI機能の搭載

 【究極の目標】

アナログ
制御回路

パワー
半導体

デジタル
制御回路

スケーリング
IGBT

デジタル
制御回路

スケーリング
IGBT

デジタル
制御回路

スケーリング
IGBT

AI 回路
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� R&Dプロジェクト

■ 今後の展望

■ 研究成果

②半導体製造装置の高度化に向けた開発
市場規模および市場成長率が大きく、かつ、日本企業の競争力の維持・強化において、重要な半

導体装置の高度化に係る技術の開発を行います。
ドライエッチング装置や露光周辺装置、成膜装置の性能や生産性の向上に必要となる半導体製造

装置の革新的技術を開発します。
また、ポストムーア時代において必要となる次世代製造装置として、後工程における貼り合わせ

技術をはじめとする三次元積層関連装置等の革新的技術を開発します。

2021年度に7つのテーマの技術開発事業を開始しました。 以下は１つのテーマの成果例です。

■大口径インテリジェント・シリコンパワー半導体の開発
　（委託先：九州大学、東京大学、東芝デバイス＆ストレージ（株））

300㎜パワーMOSFET ※２ 、IGBT ※３プロセス要素技術の検証、および新パワーデバイス用シ
リコンウエハでの3.3kV-IGBT試作を開始しました。インテリジェントデジタルゲートのプラット
フォーム仕様を策定し、6.5kV-IGBTデジタル駆動回路の提案、基本実証を行いました。
　※2： 金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) 

半導体材料の表面に酸化膜を形成し両端に金属電極を有す低電圧駆動のトランジスタ
　※3： 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

MOSFETとBIPOLARの複合構造を持つトランジスタ

本事業では、研究開発を行う新世代パワー半導体および半導体製造装置が実用化可能なレベルで
あることを実証します。

本事業により高度化したパワー半導体や半導体製造装置を主要な産業分野や半導体工場に適用す
ることにより、電力変換損失を削減し、CO₂排出量の削減に貢献します。

●委託先：���(株)FLOSFIA、九州大学、東京大学、東芝デバイス＆ストレージ(株)、東京エレクトロン(株)、�
�(株)日立製作所、(株)ニコン、日新イオン機器(株)、キヤノンアネルバ(株)
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R&Dプロジェクト

■ プロジェクト概要

①柔軟・迅速な組換えや制御可能な生産ライン
②複数拠点間の生産設備を一括最適制御・管理
③製造現場の自律的かつ全体最適な稼働の実現

事業期間 2021年度～2025年度

2022年度予算額 6.7億円

PMgr：間瀬 智志 

SPMgr：河﨑 正博 

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
製造現場の革新がもたらす�
製造業のパラダイム変革

新型コロナウイルス感染症の世界的流行のようなサプライチェーン寸
断リスクが発生した場合においても、柔軟・迅速な対応によりサプライ
チェーンを維持できるような「企業変革力」（ダイナミック・ケイパビリ
ティ）の強化は重要な課題です。

本事業では、無線通信技術とデジタル技術の活用により、柔軟・迅速
な組換えや制御が可能な生産ライン等の構築や、IT/OTの連携やデジタ
ルツインの活用等を通じた工場の自律的かつ全体最適な稼働の実現を目
指します。

Point

事業紹介はこちら

As-Is

【従来の生産ライン】

【柔軟・迅速な組換えや制御が可能な生産ライン】

To-Be

11 



� R&Dプロジェクト

■ 研究成果

2021年度に5つのテーマを採択し、事業を開始しました。以下は1つのテーマの成果例です。

■既存生産設備と協働可能な多能工自走ロボットによるダイナミック生産ラインの実現
　（助成先：DMG森精機株式会社/ファナック株式会社）

本テーマでは、1台の自走ロボットを導入するだけで、ライン寸断や設備故障が生じてもロボット
アシストと動的ライン変更により生産活動を維持できる仕組みを構築し、未来の製造ライン実現と
その技術普及を目指します。

2021年度においては、自
走ロボット周辺の位置・物体
情報のマッピングに関して、
ローカル5G環境を整備する事
前検証として、Wi-Fiの3倍以
上の高速アップロードが可能
であることを確認しました。

ま た、 加 工 ア シ ス ト モ
ジュール（アプリ）の一つとし
て、加工機の切りくずの自動
認識を行うために、機械学習
を用いた切りくず堆積特定シ
ステムを開発しました。具体
的には、少量データで判別可
能なDiffernetという手法を採
用し、切りくず堆積領域推定
の正解率85％以上を達成しま
した。

■ 今後の展望

我が国の製造現場において、無線通信技術やデジタル技術を本格的に活用することでダイナミッ
ク・ケイパビリティの強化と脱炭素化の取組としての省エネを目指します。加えて、技術開発成果
の実践導入や先行事例の創出をすることで、国内事業者（ユーザー、メーカー、ベンダー等）の競争
力強化と共に一層の市場獲得につなげます。

●助成先：��DMG森精機（株）、ファナック（株）、三菱重工業（株）、黒木コンポジット（株）、双日（株）、�AeroEdge（株）、�
キクチテクニクス（株）、ヤンマーアグリ（株）、（株）OTSL、丸和電子化学（株）、（株）ロジック・リサーチ

DMG森精機伊賀事業所における伝送速度検証

切りくずの自動認識システムを構築
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R&Dプロジェクト

■ プロジェクト概要

PMgr：三代川 洋一郎
①溶融凝固現象の解明と欠陥発生予測技術
②高度モニタリングおよびフィードバック制御機能
③積層造形部品製作のための開発・評価手法

事業期間 2019年度～2023年度

2022年度予算額 3.5億円

積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業

積層造形技術を活用した部品等の�
開発を促進

金属の積層造形技術は、航空宇宙、産業機器、医
療等の分野での部品加工への適用が期待されていま
す。しかし、付加価値が高い複雑形状や高機能部品
の造形では、品質の再現性確保や開発にかかる時間
とコストが課題となっています。

本プロジェクトでは、金属積層造形における金属
の溶融凝固現象を解明し、プロセス中での高度な計
測・機械制御技術を開発することで、金属の積層造
形部品等の高品質の確保および開発の効率化を目指
します。

具体的には、パウダーベッド方式（レーザービームおよび電子ビーム）での金属積層造形において、
以下の開発に取り組んでいます。

①溶融凝固現象の解明による欠陥発生の予測技術の開発
欠陥の原因となる金属蒸気や金属飛沫（スパッタ）、温度分布、造形面の性状などを観測・計測し、

欠陥発生メカニズムを解明します。さらに、欠陥発生原因と造形条件の関係性を機械学習やシミュ
レーションにより解析して、欠陥発生予測技術を開発します。

②高度モニタリングおよびフィードバック制御機能の開発
造形プロセス中で発生する欠陥をリアルタイムに高精度で検出し、再溶融により欠陥補修するた

めの、高度モニタリングおよびフィードバック制御機能を開発します。

Point

事業紹介はこちら
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� R&Dプロジェクト

■ 研究成果

③積層造形部品製作のための開発・評価手法の開発
欠陥発生の予測技術と高度モニタリング・フィードバック制御機能を用い、造形サンプルの試作

と評価を行いデータを蓄積します。そして、さまざまな造形条件や材料により蓄積したデータをも
とに、ユーザーが積層造形部品を効率的に開発・評価するための手法やシステムを開発します。

①溶融凝固現象の解明による欠陥発生の予測技術の開発
機械学習を利用した欠陥予測のプロトタイプシステムを試作して予測精度80％以上を達成しまし

た。今後は、さらに改良を行い予測精度95％以上を目指します。

②高度モニタリングおよびフィードバック制御機能の開発
金属粉末の敷詰め状態及び造形表面について、精度

10µm以下での三次元計測を実現しました。また、再溶融
により欠陥補修するためのフィードバック制御機能を開発
し、有効性を確認しました。

③積層造形部品製作のための開発・評価手法の開発
これまで開発してきた欠陥予測技術と高度モニタリング・フィードバック制御機能を組み合わせ

たシステムについて、ユーザー検証を進めています。

■ 今後の展望

積層造形技術による部品等の造形の品質の向上、造形プロセスの繰り返し安定性の確保とともに、
積層造形部品製作のための開発・評価手法が確立されることで、積層造形部品の開発期間が１／５
に短縮されることを目指します。

また、それにより2030年度における本システムを搭載した金属３Ｄプリンター*の国内素形材企
業への導入割合10％（事業所ベース）を目指します。

●委託先：技術研究組合次世代３Ｄ積層造形技術総合開発機構
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R&Dプロジェクト

■ プロジェクト概要

① ポスト5G情報通信システム中核技術の開発
② 先端半導体の製造基盤強化への取り組み
③ 次の世代を見据えた先導的な技術の育成

事業期間 2020年度～

基金総額 3,100億円

ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業

５Ｇの拡大期に向けた�
情報通信・製造基盤の強化を目指して

本事業では、世界各国で商用サービスが開始されている第５世代移動通信システム（５Ｇ）に対し
て、「超低遅延」や「多数同時接続」といった特徴を強化した「ポスト５G情報通信システム」の中核と
なる技術を開発します。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する技術
を確保するため、先端半導体の製造技術の開発に取り組みます。これらを通じて、その成果がポス
ト5Gの普及拡大、社会実装に役立てられることを目指します。さらに、5Gの次の移動通信システ
ムの世代を見据え、有望かつ先導的な技術の課題に対しても並行して研究開発を進めていきます。

Point

事業紹介はこちら

15 



� R&Dプロジェクト

■ 今後の展望

■ 研究成果

経済産業省が定める「ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業研究開発計画」に基づき、
公募を複数回行い、累計61テーマ（ポスト５Ｇ情報通信システムの開発：22テーマ、先端半導体製
造技術の開発：10テーマ、先導研究：29テーマ）を採択し、本格的に事業開始しました。以下はそ
の成果の一例となります。

■ポスト５Ｇ情報通信システムの開発　基地局
O-RAN Alliance準拠のフロントホールインタ

フェースによる異なるベンダーの基地局装置間の相
互接続性を検証するための環境を、NECの英国ラボ
と富士通の米国ラボにそれぞれ構築し、グローバル
市場を見据えた研究開発を開始しました。
（写真提供：NEC、富士通）

https://www.nedo.go.jp/news/press/AA5_101467.html

■先端半導体製造技術の開発
経済産業省や産業技術総合研究所と連携し、ポス

ト５Gで必要となる先端的な半導体の製造技術を研
究開発するための拠点整備を進めています。2021
年10月に「先端半導体製造技術つくば拠点 オープニ
ングシンポジウム」を開催しました。
（写真提供：産業技術総合研究所）

「ポスト５Ｇ情報通信システムの開発」に関係するテーマについては、2022年度に研究開発終了を
迎えるテーマもあり、今後、研究開発成果の実用化や市場展開に向けた取り組みが活発に進められ
る見通しです。ＮＥＤＯは、今後も本事業の研究開発成果の最大化および普及に向けて、公募によ
る実施者の採択、開発テーマの進捗状況管理、当該技術分野の調査・広報活動等を実施します。

●委託先：�日本電気(株)、楽天モバイル(株)、富士通(株)、NTTエレクトロニクス(株)、産業技術総合研究所、住友電気工業(株)、�
アイオーコア(株)、KDDI(株)、APRESIA�Systems(株)、アラクサラネットワークス(株)、ソフトバンク(株)、�
(株)Preferred�Networks、沖電気工業(株)、東京工業大学、広島大学、(株)ダイセル、三菱電機(株)、�
ルネサスエレクトロニクス(株)、(株)東芝、(株)日立製作所、北海道大学、(株)エムスクエア・ラボ、情報通信研究機構、�
セイコーNPC(株)、(株)ソシオネクスト、キオクシア(株)、(株)JVCケンウッド、(株)エイビット、等

●助成先：�東京エレクトロン(株)、(株)SCREENセミコンダクターリソリューションズ、キヤノン(株)、�
TSMCジャパン3DIC研究開発センター(株)、先端システム技術研究組合、ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)、
昭和電工マテリアルズ(株)、住友ベークライト(株)、(株)創晶超光、東レ(株)、(株)ダイセル、ギガフォトン(株)、�
新光電気工業(株)、東レエンジニアリング(株)、ヤマハロボティクスホールディングス(株)、等
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R&Dプロジェクト（新規）

■ プロジェクト概要

事業期間 2021年度～2030年度

基金総額 491億円

① 化合物パワー半導体を使った変換器などの損失を50％以上低減
② 従来のSiパワー半導体と同等のコストを達成
③ 8インチSiCウェハの高品質化・低コスト化

�グリーンイノベーション基金事業
／次世代デジタルインフラの構築

次世代グリーンパワー半導体開発

2050年のカーボンニュートラル実現に向け日本政府が策定した「グリーン成長戦略」において、重
点分野のひとつとされる「半導体・情報通信産業」を対象としたプロジェクトです。中でも自動車や
産業機器、電力、鉄道、家電などさまざまな電気機器に使用され、省電力化の鍵となるパワー半導
体に着目し、①化合物材料（SiC、GaN）を用いた革新的なデバイス、モジュールの開発と、②大口
径SiCウェハの開発に取り組みます。パワー半導体の高性能化・高効率化と低コスト化を実現し、普
及拡大と省電力を推進します。

●委託先：（株）オキサイド、Mipox（株）、セントラル硝子（株）、昭和電工（株）
●助成先：ローム（株）、東芝デバイス＆ストレージ（株）、東芝エネルギーシステムズ（株）、（株）デンソー

Point

事業紹介はこちら
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 R&Dプロジェクト（新規）

■ プロジェクト概要

①光電融合技術を適用によるデータセンターの省エネ化を実現
②サーバー構成デバイス（CPU､ アクセラレータ、メモリ等）の光接続技術の開発
③ ②で開発した要素デバイスを光接続したシステム実証を実施

事業期間 2021年度～2030年度

基金総額 885億円

グリーンイノベーション基金事業
／次世代デジタルインフラの構築

次世代グリーンデータセンター技術開発

データセンターの消費電力の約9割を占めるサー
バーなどIT機器の省エネ化のため、サーバーを構成す
る『要素デバイス（CPU、アクセラレータ、メモリなど）』
自体の高性能化・省エネ化技術の研究開発に加え、革
新的省エネのゲームチェンジャーと目されるチップ光
接続化を実現する『光電融合技術』の研究開発、および、サーバーをCPUやメモリなどの機能単位で
分割し、計算負荷に最適配置することでシステム全体の高効率化を図る『ディスアグリゲーション技
術』の研究開発を行います。

本事業では、上記要素デバイスの研究開発にとどまらず、最終的にこれらを組合せたシステム実
証を行い、社会実装に向けた取り組みをすすめていきます。

さらに、データセンターの省エ
ネ化を実現する要素の一つとして
DRAMの大幅な省エネの要請が高
まる中、ゲームチェンジャーとなる
次世代の高速・大容量・低コスト不
揮発性メモリ技術として、単層カー
ボンナノチューブ（CNT）を用いた
抵抗変化型ランダムアクセスメモリ
不揮発性メモリ（NRAM）の研究開
発を行います。

図 本プロジェクトの開発対象

●委託先：アイオーコア（株）（光電融合デバイス開発）
●助成先：�富士通（株）（光スマートNIC,省電力CPU）、富士通オプティカルコンポーネンツ（株）（光スマートNIC）、�

京セラ（株）（光スマートNIC）、日本電気（株）（省電力アクセラレータ,ディスアグリゲーション技術）、�
キオクシア（株）（広帯域SSD）、日本ゼオン（株）（不揮発メモリ）

事業紹介はこちら

光電融合デバイス開発

Point
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■ 今後の展望

■ プロジェクト概要

PMgr：間瀬 智志
①空間情報を簡単に活用できる仕組みを構築
②あらゆる取引のデジタル化を実現
③複数システム連携時の安全性を確保

事業期間 2022年度～2024年度

2022年度予算額 17.0億円

産業DXのためのデジタルインフラ整備事業

「繋がる」を実現するデジタル基盤を構築

新型コロナウイルス感染症対応により欧米諸国は急速にデジタル化が進展しましたが、我が国は
システムの相互連携が進まず、デジタルトランスフォーメーション（DX）の遅れが顕在化しています。
5年後10年後の社会を見据え、企業や業種をまたいだデータ連携を円滑に行うことができるデジタ
ル基盤の構築や、複数のシステムが連携した際のシステム全体の安全性や信頼性の向上は重要な課
題です。

本事業では、そのようなデジタルインフラ整備の対象として、①3次元空間情報基盤※1、②次世代
取引基盤※2、③システム全体の安全性確保、の3つのテーマを掲げ、その社会実装に向けた技術開発
や有効性検証等を実施します。

※1： 3次元空間を空間ボクセルによって分割し、一意のID（空間ID）を定義し、空間IDにより利用者が活用しや
すい形で3次元空間情報を簡単・効率的に取得できる仕組み

※2： 受発注・請求・決済に係る各機能が業種業態をまたいで連携し、あらゆる取引先とのデジタル化された取
引が可能となる仮想的な取引基盤

3次元空間情報基盤により、各種3次元地図や3次元空間情報の活用を容易化・効率化し、ドロー
ン等の自律移動ロボットの安全かつ効率的な運行等の実現や、新たなサービスの創出が期待されま
す。また、次世代取引基盤により、あらゆる取引をデジタル化し、取引関連業務の効率化や、蓄積
した取引データ利活用による新たなサービスの創出が期待されます。

●委託先：2022年度の公募により決定します。

（成果活用例）
多種多様な空間情報（気象、
建物等）との連携により、
多くのドローンの安全かつ
効率的な運行に貢献

空間ボクセル
（イメージ）

R&Dプロジェクト（新規）

事業紹介はこちら
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� 半導体安定供給支援

■ プロジェクト概要

（１）
事業期間 2022年度～

基金総額 6,170億円

（２）
事業期間 2022年度～

2022年度予算額 0.9億円

（１）特定半導体基金事業
　　　 認定事業者が特定半導体生産施設整備等を行うために必要な資金（特定半

導体生産施設整備関係に限る。）に充てるための助成金の交付等
（２）特定半導体利子補給事業
　　　 認定事業者に対して特定半導体施設整備等を行うために必要な資金（生産

関係に限る。）の貸付けを行う金融機関への利子補給金の支給等

「特定半導体の生産施設整備等の助成業務」

（１）特定半導体基金事業
（２）特定半導体利子補給事業

成長戦略実行計画（令和３年６月18日閣議決定）において、デジタル社会を支える高性能な半導体
の生産拠点について国内立地を促進し確実な供給体制を構築することが必要であることが示された
ことを踏まえ、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律（令和２
年法律第37号、以下「５Ｇ促進法」という。）に基づいて、特定半導体の生産施設の整備・生産を支援
する計画認定制度が創設されました。

本業務では、経済産業省と緊密に連携し、５Ｇ促進法第29条の規定に基づき、基金を造成して同
法の認定を受けた事業者（以下「認定事業者」という。）に対して助成金の交付を行い、また、認定事業
者に対して貸付けを行う金融機関への利子補給金の支給の業務を行います。

事業紹介はこちら

Point
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戦略的イノベーション創造プログラム

■ プロジェクト概要

PD：後藤 厚宏
（情報セキュリティ大学院大学 学長）

PMgr：愛知 且英
①信頼の創出・証明
②信頼チェーンの構築・流通
③信頼チェーンの検証・維持

事業期間 2018～2022年度

2022年度予算額 18.22億円

IoT社会に適応したサイバー・フィジカル・セキュリティ�
（SIPセキュリティ）

Society�5.0を支える強靱な
セキュリティ基盤の確立を目指す

背景と目的
IoTの普及・拡大に伴い製品やサービスを製造・流通する過程で不正プログラムの組み込みや改ざ

んが行われるサプライチェーンリスクが顕在化しています。本プロジェクトでは、以下の研究開発
を通じて、IoTシステム／サービスおよび中小企業を含む大規模サプライチェーン全体を守る「サイ
バー・フィジカル・セキュリティ対策基盤」を構築し、実稼働するサプライチェーンに組み込み実用
化することで、サイバー脅威に対するIoT社会の強靭化を図ります。

研究開発の内容

Ａ「信頼の創出・証明」技術の研究開発
個々のIoT機器やサービスのセキュリティを強化し、多様なIoTシステム／サービスやサプライ

チェーン全体のセキュリティ確保を実現する上で必要な信頼創出・証明技術を研究開発します。

Ｂ「信頼チェーンの構築・流通」技術の研究開発
IoTシステム／サービスや調達・構築に関わるサプライチェーンにおいて「信頼チェーン」を構築し、

必要な情報をセキュアに流
通させる技術を研究開発し
ます。

Ｃ�「信頼チェーンの検証・維
持」技術の研究開発
IoTシステム／サービスお

よびサプライチェーンにお
いて、「信頼チェーン」が安
全に運用されていることを
検証し、維持することを可
能とする技術を研究開発し
ます。

Point

事業紹介はこちら
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� 戦略的イノベーション創造プログラム

■ 研究成果

■ 今後の展望

本プロジェクトでは５つのサブテーマを実施しております。以下に２テーマの成果をご紹介致します。

■ IoTサプライチェーンの信頼の基点
IoTシステム/サプライチェーンの信頼の創出のため、信頼の基点たる暗号モジュールとして世界

最小・最速の「外付け可能」な通信暗号化コネクターシステムに変更を開発しました。これにより、
コネクターに組み込むだけでセキュリティの強化が可能です。

■サプライチェーン全体における信頼性確保
事業継続性を確保するために、製品・サービス等がサプライチェーン全体で適切な規程に従って

生成・運用されていることを、容易にかつ効率的に確認し合える仕組みを開発してきました。現在、
その仕組みを実際のビルにて実証（衛生管理のサービスサプライチェーン）評価を行い、参加事業者
から有益なフィードバックを獲得しております。

研究開発した技術の実証実験／フィードバックを繰り返すことで、中小企業を含むサプライチェー
ン全体での本基盤の活用を促し、国内初の高いセキュリティ品質を備えた製品・サービス・システ
ムの社会実装を目指します。

●委託先：�電子商取引安全技術研究組合、産業技術総合研究所、日本電信電話㈱、日本電気㈱、㈱日立製作所、�
㈱KDDI総合研究所、富士通㈱、三菱電機㈱

SCU搭載チップの構成要素SCU搭載チップのコネクターシステムへの適用例
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戦略的イノベーション創造プログラム

■ プロジェクト概要

PD：佐相　秀幸
（東京工業大学 特任教授）

PMgr：平岡　精一
① IoTソリューションを身近な現場に
② フィジカル空間における各種GAPを解消
③ 社会実装を実現するエコシステム

事業期間 2018年度～2022年度　

2022年度予算額 16.1億円

フィジカル空間デジタルデータ処理基盤（SIPフィジカル）

Society�5.0の実現に資する
エッジPFを開発

Society 5.0の実現においてはフィジカル空間処理の高コストや日本のIT人材不足が非常に深刻な
問題です。本研究課題では、サイバー空間とフィジカル空間を容易に連携させることが出来るエッ
ジに重点をおいたプラットフォーム（エッジPF）を開発し社会実装することにより、フィジカル空間
処理のコストを大幅に削減し、中小・ベンチャー企業を含む産業界を活性化します。

具体的には、以下の取組を通じて、
“誰でも”、“容易に”、“低コストで”開
発可能な環境を構築
Ⅰ． 高度なIoT技術者でなくても容

易にIoTソリューションを構築
できる技術・仕組みを開発し、
共通PFとして提供

Ⅱ． 革新的センサー技術や低消費電力
IoTチップの開発・実用化

Ⅲ． ロボット等のIoT機器が入り込
めなかった製造、生産や介護、
交通、その他サービスへの社会
実装技術を開発

センサー、マルチセンシングPF
から、エッジコンピューティング基
盤、アプリケーションまで一気通貫
のすり合わせ実証を進め、エッジ
PFを開発し、エコシステムを実現
します。

Point

事業紹介はこちら
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� 戦略的イノベーション創造プログラム

■ 研究成果

■ 今後の展望

■ SIPフィジカルが目指すエッジプラットフォーム技術の開発
◦ 革新的センサー技術とマルチセンシング制御技術、IoT 構築

のための共通プラットフォーム技術が一体となったエッジプ
ラットフォーム技術を開発しています。

◦ ニーズドリブンな技術開発を実施する研究実施者が互いに連
携し、サブテーマⅠからⅢまで一気通貫の研究開発を実施し
ています。

◦ My-IoT、SRF無線PF、MSM-PFで開発コスト1/10の目標を
達成する見込みです。

■ IoTの構築、導入コストを従来の1/10以下に低減するための
要素技術に関する主な成果
◦ プラットフォーム構築のためのマルチセンシングモジュール
（MSM）のPoCを開始しました。

◦ 剛柔物や不定形物の把持力を検出するコグニティブグローブ
を開発しMSMとの連携動作を確認しました。

◦ 40-60μW/K（1.5cm×1.5cm素子）の常温発電性能を確認し
ました。

◦ 衝突防止・停止、および高精度認識等の自律移動パーソナル
モビリティ技術を確立しました。

◦ 食産業関係3分野において、試作したエンドエフェクターの
実証実験を開始しました。

■ IoT普及を促進するエコシステムを構築
◦ My-IoTコンソーシアムが2021年4月より本格稼働し、「IoT

の民主化」の実現に向けて活動しています。
◦ エッジプラットフォームコンソー

シアム（EPFC）がSIPフィジカルの
出口機関として2022年4月に再ス
タートしました。

安全性・信頼性・省エネ性等を担保するサイバー/フィジカル連携の社会実装技術に関する研究
開発を行います。社会課題解決に資する成功事例を社会に示し、従来参入が難しかった中小・ベン
チャー企業やユーザー事業者の参入を誘発し、IoT導入を促進します。また、出口機関として再ス
タートしたエッジプラットフォームコンソーシアム（EPFC）を通じて、成果の社会実装、標準化推進
や他プラットフォームとの連携、国際連携などの協議を進めます。

●委託先：�九州大学、日本電気㈱、�㈱東芝、㈱デバイス＆システム・プラットフォーム開発センター、東北大学、三井化学㈱、�
立命館大学、山形大学、㈱チトセロボティクス、㈱人機一体、パナソニックホールディングス㈱、スズキ㈱、�
産業技術総合研究所、東京大学、大日本印刷㈱、㈱リコー、コネクテックジャパン㈱

実証実験（料理の盛り付け）

自律移動パーソナルモビリティ

コグニティブグローブマルチセンシングモジュール（MSM）
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広報活動

CEATEC
会　場
幕張メッセ
会　期
2022年10月18日（火）～21日（金）
規　模
全体来場者数14万人以上（2019年：リアル開催）

2019年（上:リアル開催）と

2021年（左:オンライン開催）の様子

CEATECはあらゆる業種・産業を網羅する「Society 5.0※の総合展」です。
2020年、2021年と2年連続で完全オンライン開催となりましたが、2022年は3年ぶりに幕

張メッセで開催します。
2022年のNEDOブースは「社会に実装されるNEDOのIoT技術」をテーマに、NEDOが取り

組むIoT技術の社会実装イメージの体感、デモ展示等を用いて分かりやすく紹介いたします。

※Society 5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、
経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会。
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機構概要  
名称 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（New Energy and Industrial Technology Development Organization）

設立 2003年10月1日（前身の特殊法人は1980年10月1日設立）

目的 非化石エネルギー、可燃性天然ガスおよび石炭に関する技術ならびにエネルギー使用合理化のための
技術ならびに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発、民間において行われる研究 
開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業 
技術の向上およびその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの 
安定的かつ効率的な供給の確保ならびに経済および産業の発展に資することを目的としています。

主な事業内容 技術開発マネジメント関連業務等

主務大臣 経済産業大臣

根拠法等 独立行政法人通則法／国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法

職員数 1,412名（2022年4月1日現在）

予算 約1568億円（2022年度）
※ 上記の他、基金事業を実施

役員 理事長　　石塚 博昭
副理事長　及川 洋
理事　　　小山 和久 ・ 久木田 正次 ・ 弓取 修二 ・ 西村 知泰 ・ 和田 恭
監事　　　中野 秀昭 ・ 江上 美芽

（2022年4月1日現在）

組織図
理事長
副理事長
理事

イノベーション推進部

省エネルギー部

新エネルギー部

グリーンイノベーション基金事業統括室総務部

人事部

経理部

リスク管理統括部

資産管理部

システム業務部

広報部

関西支部

海外事務所

監査室

監事

環境部

技術戦略研究センター

新領域・ムーンショット部
ムーンショット型研究開発事業推進室

ロボット・AI部
AI社会実装推進室

IoT推進部
ポスト5Gプロジェクト推進室

スマートコミュニティ・エネルギーシステム部

蓄電技術開発室
燃料電池・水素室

評価部
プロジェクトマネジメント室

国際部
地球環境対策推進室

材料・ナノテクノロジー部
バイオエコノミー推進室

（2022年4月1日現在）

NEDOのご案内
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●本 部 ●関西支部

●ワシントン

●シリコンバレー

国　内　拠　点

海　外　事　務　所　

●欧 州

●ニューデリー

●北 京

●バンコク

〒212-8554
神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー（総合案内16F）
TEL：044-520-5100（代表） FAX：044-520-5103

〒530-0011
大阪府大阪市北区大深町3-1
グランフロント大阪 ナレッジキャピタル タワーC 9F
TEL：06-4965-2130　FAX：06-4965-2131

1717 H Street, NW, Suite 815
Washington, D.C. 20006, U.S.A.
TEL : +1-202-822-9298
FAX : +1-202-733-3533

10, rue de la Paix
75002 Paris, France
TEL : +33-1-4450-1828
FAX : +33-1-4450-1829

2001 Chang Fu Gong Office Building
Jia-26, Jian Guo Men Wai Street
Beijing 100022, P.R.China
TEL : +86-10-6526-3510
FAX : +86-10-6526-3513

3945 Freedom Circle, Suite 790,
Santa Clara, CA 95054 U.S.A.
TEL : +1-408-567-8033
FAX : +1-408-567-9831 

15th Floor, Hindustan Times House,
18-20 Kasturba Gandhi Marg,
Connaught Place,
New Delhi 110 001, India
TEL : +91-11-4351-0101
FAX : +91-11-4351-0102 

8th Floor, Sindhorn Building Tower 2
130-132 Wittayu Road, Lumphini
Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
TEL : +66-2-256-6725
FAX : +66-2-256-6727

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー
Tel 044-520-5211　Fax 044-520-5212
https://www.nedo.go.jp

IoT推進部 2022年度 事業紹介
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