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令和３年度補正予算・令和４年度当初予算案の概要
⚫ 補正予算と当初予算を合わせて16 か月予算とし、経済産業政策を強力に推進。

⚫ 経済産業省関連の合計額は、67,836億円。※R３年度補正予算額＋R4年度当初予算額案
＜令和３年度補正予算・令和４年度当初予算案のポイント＞
Ⅰ．経済回復に向けた支援
Ⅱ．イノベーションの推進による科学技術立国の実現
Ⅲ．2050 年カーボンニュートラル／2030 年GHG 排出削減目標の実現に
向けたエネルギー基本計画の実現等による「経済」と「環境」の好循環
１．イノベーション等の推進によるグリーン成長の加速
【補正 2,229 億円（再掲含む）】 【当初 4,182 億円（再掲含む）】
２．脱炭素化と資源・エネルギー安定供給確保との両立
【補正 1,186 億円】 【当初 2,528 億円】
３．（略）
Ⅳ．デジタル田園都市国家構想の推進
Ⅴ．経済安全保障の確立
Ⅵ．安心と成長を呼ぶ「人」への投資の強化
Ⅶ．最重要課題：廃炉・汚染水・処理水対策／福島の復興を着実に進める
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Ⅰ．経済回復に向けた支援
コロナ禍の影響により厳しい業況にある中小企業・小規模事業者等に事
業復活支援金を給付するとともに、資金繰りなど必要な支援に引き続き
万全を期す。
コロナ禍の影響を乗り越え、中小企業・小規模事業者等の雇用・技術と
いった経営資源を活かした事業価値の向上を実現するため、事業者に細
やかに寄り添いながら、事業再構築、承継・再生、生産性向上を支援す
る。
併せて、取引適正化対策を強化し、前向きな投資や賃上げが可能となる
環境を整備する。
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１．感染症の影響により厳しい状況にある方々
の事業や生活・暮らしの支援
⚫ 昨今の原油価格の高騰が社会経済活動の再開に水を差さないよう、
激変緩和措置として燃料油に係る負担軽減措置を実施する。また、
高効率な空調・ボイラー・冷凍冷蔵設備等の省エネ設備導入を支援
する。 他
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資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課

コロナ下における燃料油価格激変緩和対策事業
令和３年度補正予算額 800.0億円（うち、300億円は予備費に計上）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

⚫ 現在の原油価格の高騰を受け、コロナ下からの経済回復の重荷になる事
態を防ぐため、業種別の対応に加えて、時限的・緊急避難的な激変緩和
措置を講じます。

⚫ 消費者に効果を迅速に届けるため、ガソリン価格が一定の水準を超えた際
に、元売事業者などに、一定の範囲内で手当を行うことで、ガソリンなどの
燃料油の卸価格抑制を通じて、小売価格の急騰を抑制し、激変緩和を
図ります。

対象期間

⚫ 2021年12月～2022年３月末まで

対象油種

⚫ ガソリン、軽油、灯油、重油

発動条件

成果目標

⚫ 燃料油価格の激変緩和措置を講じることで、原油価格高騰がコロナ下から
の経済回復の重荷になる事態を防ぎ、経済回復の妨げとならないことを目
指します。

⚫ ガソリン価格の全国平均が170円以上の場合、円建ての原油価格の変
動による卸価格上昇分につき、ガソリン・軽油・灯油・重油１リットルあたり
上限５円の範囲内で国が支給。

⚫ 激変緩和の趣旨に即して、支給開始後は、170円から１か月に１円ず
つ段階的に切り上げていく。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助
（基金造成）

国

⚫ 対象期間中にガソリン価格が発動要件を下回った場合は、支給を停止。
支給

民間
団体等

石油元売
事業者等
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省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和３年度補正予算額 100.0億円

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

省エネ設備への更新等を支援

⚫ 世界的に石油、LNG、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エ
ネルギー消費機器の高効率化による燃料・電力の消費抑制を図る
ことが重要です。

対象設備（例）
・省エネルギー性能の高い生産設備やユーティリティ設備等

⚫ 本事業では、上記を踏まえた緊急的な支援として産業・業務部門
における性能の優れた省エネ設備への更新に係る費用の一部を補
助することで、需要側における燃料・電力の消費抑制に資する取組
を促しエネルギーコストの節減を目指します。

【空調】

【業務用冷蔵庫】

【射出成形機】

更新

成果目標

⚫ 性能の優れた省エネ機器への更新支援により、エネルギーミックスに
おける産業・業務部門の省エネ対策中（2,700万kl程度）、省エ
ネ設備投資を中心とする対策（2,177万kl）の達成に寄与します。

工場・事業場等
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助（定額）

国

エネルギー消費効率の向上

補助(定額)

民間企業等

事業者等

エネルギーコスト減
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２．事業再構築・承継・再生を目指す事業者の
後押し
⚫ 新分野展開や業態転換等の果敢な取組を支援する事業再構築補
助金（令和２年度三次補正1 兆1,485 億円）を積み増し、新たに
グリーン成長枠を設け、売上高減少要件を撤廃するなど、中小事業
者等の新たな挑戦を強力に支援する。事業承継・引継ぎ・再生を推
し進める。
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（１）○○局
○○課
中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-○○○○
（２）○○局 ○○課
03-3501-○○○○
（３）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

中小企業等事業再構築促進事業
令和3年度補正予算額 6,123億円
事業の内容

事業イメージ
主な補助対象要件

事業目的・概要

⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、中小企業等が、新分野展開や
業態転換などの事業再構築を通じて、コロナ前のビジネスモデルから転換す
る必要性は、依然として高い状況にあります。

⚫ こうしたことから、令和2年度3次補正予算で措置した中小企業等事業再

構築促進事業について、必要に応じて見直しや拡充を行いながら、中小企
業等の事業再構築を支援し、日本経済のさらなる構造転換を図ってきたと
ころです。

⚫ 本事業について、引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事

業者への重点的支援を継続しつつ、売上高減少要件の緩和などを行い、
使い勝手を向上させます。

⚫ 特に、ガソリン車向け部品から電気自動車等向け部品製造への事業転換

のように、グリーン分野での事業再構築を通じて高い成長を目指す事業者を
対象に、従来よりも補助上限額を引き上げ売上高減少要件を撤廃した新
たな申請類型を創設することで、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切
り拓くための取組を重点的に支援していきます。

成果目標

⚫ 事業終了後3～5年で、付加価値額の年率平均3.0％(一部5.0%)以上

増 加 、 又 は 従 業員 一人 当た り 付加 価 値 額の 年 率平 均 3.0 ％ ( 一 部
5.0％)以上の増加等を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助
（基金積増）

国

前と比較して10％以上減少していること（グリーン成長枠を除く）
② 事業再構築指針に沿った事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること
（補助額3,000万円超は金融機関も必須） 等

補助金額・補助率
申請類型

補助上限額 (※1)

補助率

最低賃金枠
（最低賃金引上げの影響を受け、その原資の確保
が困難な特に業況の厳しい事業者に対する支援）

回復・再生応援枠

500万円、1,000万円、
1,500万円 (※2)

中小3/4、
中堅2/3

（引き続き業況が厳しい事業者や事業再生に取り
組む事業者に対する支援）

通常枠
（事業再構築に取り組む事業者に対する支援）

2,000万円、4,000万円、
6,000万円、8,000万円
(※2)

大規模賃金引上枠
（多くの従業員を雇用しながら、継続的な賃金引上
げに取り組むとともに、従業員を増やして生産性を向
上させる事業者に対する支援）

1億円

中小2/3、
中堅1/2
(※3)

グリーン成長枠
（研究開発・技術開発又は人材育成を行いながら、
グリーン成長戦略「実行計画」14分野の課題の解
決に資する取組を行う事業者に対する支援）

中小1億円、中堅1.5億円

中小1/2、
中堅1/3

（※1）補助下限額は100万円
（※2）従業員規模により異なる
（※3） 6,000万円超は1/2（中小のみ）、 4,000万円超は1/3（中堅のみ）

補助

(独)中小企業
基盤整備機構

① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以

(2/3等)

補助対象経費
中小企業等

建物費、機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービ
ス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費（一部
の経費については上限等の制限あり）

ものづくり等高度連携・事業再構築促進事業
令和４年度予算額 10.2億円（新規）

中小企業庁 技術・経営革新課

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 経済のグローバル化、脱炭素化、デジタル化などが急速に進みつある中、
ウィズ／アフターコロナ時代の経済社会の変化に対応できる事業に大胆
に投資し、経済構造転換及び生産性向上を図ることが必要です。
⚫ その際、他社や研究機関等との連携を通じ、自社の強み／弱みを補
強しつつ、新事業を迅速に実施することが重要です。
⚫ そこで、例えばデータを共有するといった方法により、複数の事業者が
連携し、革新的な製品・サービス開発、生産プロセス等の改善の取組を
行い、連携して生産性を高めるプロジェクトを支援します。
⚫ 特に、「事業再構築指針」の要件を満たす事業計画を策定し、新分野
展開、業態転換、事業・業種転換等に取り組む事業者が連携体に含
まれる場合は、補助上限額を引き上げて支援します。

成果目標
⚫ 補助事業期間終了後、以下の達成を目指します。

・事業計画期間中（補助事業期間終了後３～５年間）に、付加価
値額の年率平均3.0％以上増加、又は従業員一人当たり付加価値
額（労働生産性）の同3.0％以上の増加

条件（対象者、対象行為、補助率等）
定額補助

国国

民間
団体等

補助
2/3以内

中小
企業等

事業イメージ
複数の中小企業等が連携し、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や、新分野展開、業態転換、革新的な製品・サービス開発、生
産プロセス等の改善に取り組むプロジェクトを最大2年間支援します。
連携体

国

中小企業者（代表者）
事務局

中小企業者等
中小企業者等
補助上限

中小企業者等
研究機関等
（任意・補助対象外）

補助率

【１者当たりの基本補助上限額】

従業員数 21人以上：2,500万円、 6～20人：2,000万円
中小企業
5人以下 ：1,500万円
1/2以内
補助上限額
※ただし、１連携体につき1億円が上限。
（連携体）
※事業再構築指針の要件を満たす事業計画に取り組む事業者が含 小規模事業者
2/3以内
まれる場合、補助上限額を1者当たり1,000万円加算。
ただし、その場合でも、１連携体につき1.5億円が上限。
※上記により算定された連携体全体の補助上限額の範囲内であれば、連携体を構成する各事業者の補助
金額は柔軟に設定可能。ただし、その場合でも、1者当たりの補助上限額は、5,000万円以内又は連携体
全体の補助上限額の3/4以内のいずれか低い金額（ただし、2年間合計で8,000万円）とする。

＜想定される取組例（イメージ）＞
・地域の同業同士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。一部の事業者は事業再構築（新分野展開）を行う。
・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、業務効率化を図るとともに、ネットワークを活用して新たな市場に
向けて革新的な製品・サービスの提供を行う。

補助対象経費

機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用
費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、研修費（一部の経費については
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上限等の制限あり）

カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業
令和4年度予算額

製造産業局 自動車課

４.1億円（新規）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 成長戦略実行計画やグリーン成長戦略（令和３年６月）
に掲げた、自動車のライフサイクル全体でのカーボンニュートラ
ル化、2035年までに乗用車新車販売で電動車100％を目
指すという政策目標実現のため、大きな影響を受けるサプラ
イヤー（中堅・中小企業）の事業再構築を支援します。

①サプライヤー相談窓口事業
• 自動車の電動化によって大きな影響を受ける中堅・中小
サプライヤーが、電動化部品の製造へ円滑な事業転換を
行えるよう、伴走型での支援を行います。
• 自動車産業集積地域を中心に存在する地域支援団体
等において、経営課題分析、事業転換に向けた戦略策
定、技術開発、販路開拓・マッチング、設備投資等、サプ
ライヤーが事業再構築を進めるに当たって抱える様々な
経営課題の相談に対応します。
• 加えて、サプライヤーの経営状況に応じて、研修による人
材育成やセミナー等を通じた啓発活動も行います。
②専門家派遣事業
• 相談窓口で聞き取ったサプライヤーの経営課題に応じた
専門家を派遣し、支援を実施します。
• 専門家派遣に当たっては、各地域支援団体等と連携し、
サプライヤーの課題を解決する能力を持った最適な専門
家を、地域の垣根を越えて派遣します。

⚫ 具体的には、電動車、特に電気自動車（BEV）で不要に
なる部品（エンジン部品等）を製造するサプライヤーの電動
車部品製造への挑戦や、軽量化技術をはじめ電動化による
車両の変化に伴う技術適応など、サプライヤーの事業再構築
等をサポートする専門家を派遣します。

成果目標
⚫ 令和４年度～８年度の５年間の事業とし、初年度は専門
家派遣企業100社以上を含む約1000社を支援することで、
電動化に伴う事業転換、自動車サプライチェーン全体での
カーボンニュートラル対応を進めます。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
委託

●今後の経営方針について相談したい
●開発中の部品の技術相談をしたい
●開発中の部品の販路を開拓したい
●必要な設備投資について相談したい

支援

相談窓口

相談受付・実地研修等

専門家派遣依頼
委託

相談

地域支援拠点等
専門家派遣依頼

国

中堅・中小サプライヤー

謝金

民間企業等

専門家

派遣・
支援

サプライヤー
（中小企業等）

専門家マッチング・派遣
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３．生産性向上による成長促進
⚫ コロナの影響の長期化への対応や賃上げ原資の確保等のため、生産
性革命補助金を通じ、設備投資・販路開拓・IT 導入等を促進する。
グリーン・デジタル分野に挑む事業者に対し、新たに「中小企業グリー
ン・デジタル投資加速化パッケージ」として特別枠を設けて設備投資
等を支援する。引き続き、研究開発促進・海外進出支援・DX 等も含
め、生産性の向上を図っていく。
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(1) 中小企業庁 技術・経営革新課
中小企業庁 技術・経営革新課
03-3501-1816
(2) 中小企業庁 03-3501-2036
小規模企業振興課
中小企業庁 小規模企業振興課
(3)
中小企業庁
経営支援課
商務・サービスG サービス政策課
03-3580-3922
(4) 中小企業庁 財務課

中小企業生産性革命推進事業
令和3年度補正予算額 2,001億円
事業の内容

事業イメージ

【各補助事業の内容】
事業目的・概要
⚫ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けつつも、生産性向上に取り組む中小 （１）ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業（ものづくり補助金）
企業・小規模事業者を支援し、将来の成長を下支えします。
⚫ そのため、中小企業・小規模事業者の設備投資、IT導入、販路開拓を支援
する中小企業生産性革命推進事業について、現行の通常枠の一部見直しを
行うとともに、新たな特別枠を創設し、成長投資の加速化と事業環境変化へ
の対応を支援します。
⚫ 加えて、事業承継・引継ぎ補助金を新たに追加し、中小企業の生産性向上
や円滑な事業承継・引継ぎを一層強力に推進します。

中小企業等のグリーン、デジタルに資する革新的製品・サービスの開発又は生産プロセ
ス等の改善に必要な設備投資等を支援するとともに、赤字など業況が厳しい中で生産性
向上や賃上げ等に取り組む事業者を支援します。
申請類型

補助上限額

補助率

通常枠

原則1/2 (※小規模事業
者・再生事業者は2/3)

回復型賃上げ・
雇用拡大枠

750万円、1,000万円、1,250万円 (※従業員
規模により異なる）

2/3

デジタル枠

成果目標
⚫ ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業により、事業終了後４年以内
に、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
⚫ 小規模事業者持続的発展支援事業により、事業終了後1年で、販路開拓
につながった事業者の割合を80％とすることを目指します。
⚫ サービス等生産性向上IT導入支援事業により、事業終了後４年以内に、補
助事業者全体の労働生産性の年率平均3％以上向上を目指します。
⚫ 事業承継・引継ぎ支援事業により、令和４年度末までに約1,500者の中小
企業者等の円滑な事業承継・事業引継ぎを支援します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

運営費
交付金

(独)中小企業
基盤整備機構

定額
補助

補助

民間
団体等

(2/3等)

中小
企業等

グリーン枠

1,000万円、1,500万円、2,000万円 (※同上)

（２）小規模事業者持続的発展支援事業（持続化補助金）
小規模事業者が経営計画を作成して取り組む販路開拓等に加え、賃上げや事業規模
の拡大（成長・分配強化枠）や創業や後継ぎ候補者の新たな取組（新陳代謝枠）、イ
ンボイス発行事業者への転換（インボイス枠）といった環境変化に関する取組を支援します。
申請類型
通常枠

補助上限額

補助率

50万円

成長・分配強化枠

200万円

新陳代謝枠

200万円

インボイス枠

100万円

2/3（※成長・分配強化枠の
一部の類型において、赤字事業
者は3/4）

（３）サービス等生産性向上IT導入支援事業（IT導入補助金）
ITツール※補助額 ：～50万円（補助率：3/4）、50～350万円（補助率：2/３）
※会計ソフト、受発注システム、決済ソフト等

PC、タブレット等補助上限：10万円（補助率：1/2）、
レジ補助上限額：20万円（補助率：1/2）
インボイス制度への対応も見据え、クラウド利用料を２年分まとめて補助するなど、企業
間取引のデジタル化を強力に推進します。
（４）事業承継・引継ぎ支援事業（事業承継・引継ぎ補助金）
補助上限：150万円～600万円、補助率：1/2～2/3
事業承継・引継ぎ後の設備投資等の新たな取組や、事業引継ぎ時の専門家活用費
用等を支援します。また、事業承継・引継ぎに関連する廃業費用等についても支援します。

成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）
令和4年度予算額 104.9億円（109.0億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 我が国製造業の国際競争力強化及び地域経済を支えるサー
ビス業における競争力強化を図るためには、中小企業における
ものづくり基盤技術及びサービスモデルの高度化を図ることが重
要です。

⚫ また、経済成長の源泉である研究開発を通じ、持続的に中小

企業が成長していくためには、補助金等の直接的な支援による
イノベーション創出を図ることのみならず、自立的に中小企業に
おける研究開発が進むためのエコシステムを形成することが極め
て重要です。

⚫ このため、いわゆるサポイン事業及びサビサポ事業を発展させ、

中小企業等が産学官連携で行う高度なものづくり基盤技術
及びサービスモデルの研究開発等を支援します。特に、民間ファ
ンド等からの出資を受けるものについては、重点的に支援します。

成果目標
⚫ 事業終了時点で以下の達成を目指します。
・個々のプロジェクトの研究開発達成度50%超

⚫ 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
・補助事業者全体の付加価値額が15％以上向上 等
条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

委託
補助(原則2/3以内)

中小企業庁 技術・経営革新課

中小企業者
大学、公設試
民間団体等

事業イメージ
国

共同体
中小企業者

中小企業者
大学・公設試等
事業管理機関

協力者
大学・公設試等

• ものづくり基盤技術の高度化及びサービスモデルの高度化を図ること

並びに当該技術等を用いて中小企業等が下請け構造を脱却し、成
長を遂げ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。
• 令和4年度からは、大学・公設試等に対し、研究開発や事業化の進
捗状況等に応じて段階的な補助率を適用するインセンティブ設計を
付加します。
• また、採択された事業者を対象としてハンズオン支援や展示会を開催
することにより、研究開発成果の事業化及び販路拡大を支援します。

✓ 補助上限額：4,500万円（３年間の総額で9,750万円）
✓ 補助率：原則2/3以内 ※課税所得15億円以上の中小企業等は1/2以内
【出資獲得枠（新設）】
研究開発に取り組む中小企業等が自立的に取組を拡大することができ
るエコシステム形成を目的として、民間ファンド等から出資を受ける予定
がある研究開発等について重点的に支援を実施します。
✓ 補助上限額：１億円（３年間の総額で３億円）
✓ 補助率：原則2/3以内 ※課税所得15億円以上の中小企業等は1/2以内
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海外展開のための支援事業者活用促進事業
令和4年度予算額 5.5億円（8.0億円）
事業の内容

中小企業庁 創業・新事業促進課

事業イメージ

事業目的・概要

⚫ 人口減少により国内市場が縮小する中、中小企業者にとって、海外展
開や新事業展開により新たな需要を獲得することが極めて重要となって
います。

⚫ 本事業では、中小企業が海外展開に向けて、新商品・サービスの開発、
販路拡大、ブランディング等に取り組む際に係る費用について一部補助
を行います。その際、海外展開においては現地のマーケットに関する知見
やネットワークを持つ支援機関・支援事業者を活用しながら事業を実施
することが極めて重要であることから、経済産業省が有力な支援機関・
支援事業者を「支援パートナー」として選出・公表し、中小企業と支援
パートナーとの出会いの場を創出します。加えて、これらの取組の効果検
証を行うことによって、より効果の高い海外展開の支援を目指します。

⚫ また、中小企業単独では、海外ビジネスに直結する現地ニーズやトレンド

情報を広く収集することは困難なことから、現地ディストリビューターやマー
ケティング会社からニーズ情報等を入手し、その情報を中小企業の海外
展開に役立てます。
成果目標

(１)JAPANブランド育成支援等事業
• 中小企業者等が、海外市場等の新たな市場の獲得に向けて新商
品・サービスの開発による販路開拓やブランディング等の取組を行う
場合、その経費の一部を補助します。
○補助上限：500万円
（複数者による共同申請の場合は最大、上限2,000万円）
○補助率：2/3以内
（海外展開を見据えた国内販路開拓、
計画3年目の場合は1/2以内）

• 令和４年度においては、海外展開支援に実績のある支援機関・

支援事業者を、中小企業庁が設置する事務局が「支援パート
ナー」として選出・公表します。中小企業者が補助事業に申請する
際には、いずれかの支援パートナーを活用したうえで事業を実施す
ることを要件とします。

⚫ 事業終了５年後の採択事業者全体の労働生産性について、20％向
上を目指します。また、本事業で提供した情報を海外展開事業の具体
的な進展に活用した企業の割合が80％以上となることを目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助（2/3、1/2）
中小企業者 等

（１） 国
（２） 国

委託
補助（定額）

民間事業者 等
（支援パートナー管理事務局）

（独）日本貿易振興機構

(２)現地ニーズ等活用促進事業
• 海外ビジネスに直結するニーズや最新のトレンド情報を、JETROを
通じて、現地のディストリビューターやマーケティング会社から直接入
手し、これらを中小企業が扱いやすい形に加工・編集した上で即座
に情報提供することで、優れた商品やサービスを持つ国内中小企
業の効果的な海外市場開拓を後押しします。

18

Ⅱ．イノベーションの推進による科学技術立国の
実現
コロナ後の新しい社会における成長を牽引する先端技術やイノベーションへ
の民間投資を促進するため、研究開発・実証を推進する。先端科学技
術を始めとする多様な分野に係る研究成果の活用や国際標準の戦略的
な展開等により、国際競争力の強化に資する取組を進める。スタートアッ
プのエコシステム構築やオープンイノベーションを促進する環境を整備する。
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１．科学技術・イノベーションへの投資の強化
⚫ 世界に先駆けた社会課題の解決と経済成長・産業競争力の強化に
貢献するイノベーションの創出に向け、研究開発投資をさらに拡充する。
産総研や大学へのイノベーション拠点の整備や、若手研究者の研究成
果を実用化に結びつけるための企業とのマッチング支援などにより、優れ
た技術の社会実装を推進する。
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カーボンニュートラル促進のための国際標準・認証拠点整備事業
令和3年度補正予算額 138.3億円
事業の内容

事業イメージ
① (国)産業技術総合研究所（FREA）

事業目的・概要

⚫ 近年、国内外で再生可能エネルギーの導入拡大が急速に進み、メ

ガソーラ等の分散電源における大型パワーコンディショナー(PCS)の
需要の高まりにより試験･認証需要が急増しています。さらに、プラン
ト大型化によるPCSの大型化、および系統利用ルールの改定による
多機能化が進み、我が国としても、これらに対応した安全性･性能
評価を行うことが求められています。

⚫ 蓄電池についても、世界的に需要が高まると同時に、全固体電池をは
じめとする次世代蓄電池の技術開発が進む中で、これらに対応し、各
企業の枠を超えた安全性・性能評価が可能な施設が求められています。

⚫ このため、本事業において、試験評価・認証基盤の拠点整備を行い
ます。

拠点場所

産業技術環境局
国際電気標準課
産総研室
基準認証政策課 NITE室
国際標準課

実施内容

(国)産業技術総合研究所（FREA)

PCS

(独)製品評価技術基盤機構（NLAB)

蓄電池

国内

海外

太陽光発電の主力電源化

太陽光発電の急増と大規模化

パワーコンディショナー

（PCS）
直流を交流に変換
周波数・電圧を安定化

PCSの最大試験能力を3 MW→5 MWに増強、大型PCS
試験数を1.5倍にし、安全性･性能評価を実施するとともに、
国際標準提案を見据えた試験評価方法を開発

② (独)製品評価技術基盤機構 (NLAB)

成果目標

⚫ パワーコンディショナーおよび蓄電池分野における、日本発の国際標

準提案、国際標準に基づく認証取得を促進することにより、我が国
の産業競争力の強化、カーボンニュートラルの実現を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

施設整備費補助金
10/10

（国）産業技術総合研究所
（独）製品評価技術基盤機構

提供：エスペック株式会社
テュフズードジャパン株式会社

現行NLABの多目的実験棟

燃焼試験

蓄電池の柔軟な試験評価が可能な多目的実験棟を整備し、
蓄電池の安全性・性能評価に係る様々な試験を実施
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産業技術環境局 大学連携推進室

地域の中核大学の産学融合拠点の整備
令和３年度補正予算額 59.0億円
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 地域経済が、DXやCNの流れに対応しながら成長を続けるため
には、地域企業が大学の強いシーズを充分に活用しながら連続
的なイノベーションを起こしていくことが必要です。

⚫ 地域の中核大学には強みを持つ最先端の研究分野が存在して

いるものの、大学の投資余力不足等によって、研究力の低下、
産学連携機能の低下を引き起こし、研究の社会実装が十分に
進んでいません。

⚫ そのためには、産業界側としても、地域の中核大学の強みを選

択と集中で育てていくことが重要であり、本事業は、強みを有す
る研究分野において、企業と大学等が連携した①共同実験施
設、②インキュベーション施設、③オープンイノベーション推進施
設等の整備を支援するものです。

成果目標
⚫ 大学・国研等に対する企業の共同研究費などの投資額を3倍増
（2014年度比）に寄与します。

（１）企業との共同実験施設・設備等 整備事業
• 大学を、企業の投資を呼び込むための実証フィールドとして整備す

る際の費用を支援します。（例：キャンパス実証にかかる施設整備、安
全確保・法令遵守等のための投資 等）

• 大学の強みのあるシーズを束ねることで、企業の共同研究投資が

加速するよう、体制の整備を支援します。（例：共同研究施設等整
備、個別の研究を束ねる情報基盤の構築 等）

（２）インキュベーション施設等 整備事業

• スタートアップ創出支援のためのインキュベーション施設等の整備を
支援します。（例：イノキュベ-ション施設、試作ラボ等の整備 等）

（３）オープンイノベーション推進施設等 整備事業

• 大学が、地域の課題に対してアカデミアの知を供出し、ステークホル

ダー（地域の企業や行政）とともに解決していくための体制整備を
支援します。（例：コワーキングスペース整備、地域の中核産業人材育成
のための施設・設備整備 等）

• 首都圏から優れた専門人材等を誘致するための施設、企業人材

⚫ 各拠点事業モデルの社会実装（ベンチャー創出、事業化等）に
寄与します。

や次世代を担う若手研究者等の交流を促進させる施設等の整備
を支援します。（例：ワーケーション関連施設等の整備、産学共同人材
育成施設等の整備 等）

条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

定額
補助

民間
団体等

間接補助
・施設：2/3
・設備：定額

大学

企業
等
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２．スタートアップの徹底支援
⚫ J-Startup 企業を中心に国内外展開や事業化等を支援し、スタート
アップのエコシステムの構築・多様化を進める。また、技術イノベーション
の担い手となる研究開発型のスタートアップに対して、シード期から事業
化・社会実装に至るまで成長フェーズに応じた支援を行い、エコシステム
構築に不可欠な成功モデルの創出を図る。
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地域の技術シーズ等を活用した研究開発型スタートアップ支援事業
令和３年度補正予算額

33.5億円

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 日本経済が、DXやCNの流れに対応しながら成長を続けるた
めには、地域に眠る技術シーズ等を十分に活用しながら連続
的なイノベーションを起こしていくことが必要です。そのため、イノ
ベーションの担い手であるスタートアップの徹底支援を通じて、
新たなビジネス、産業の創出を進めることは喫緊の課題です。

⚫ 他方で、地域の技術シーズをスタートアップの創出につなげる

ことや、CNに代表されるようなビジネスモデルの構築が一筋縄
ではいかない領域におけるスタートアップの成長は、先行事例も
限定的であり、容易ではありません。

⚫ そのため、（１）シーズの開発に取り組むスタートアップの創出
支援、（２）シード・アーリー期のスタートアップの迅速なミド
ル・レイター期への移行に向けたビジネスモデル構築に向けた
支援に取り組みます。

成果目標
⚫ 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割以上となることを目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

産業技術環境局
エネルギー・環境イノベーション戦略室
技術振興・大学連携推進課

（１） 補助
（定額）

NEDO
（２） 補助
（2/3）

連携・
支援

スタートアップ

VC・
事業
会社
等

（１）シーズ発掘及びその実用化に向けた支援

• 地域に眠る技術シーズ等を、起業により社会実装するた

めの実用研究フェーズの費用について、ステージゲート型の
補助により支援します。

• 補助率：定額

補助額（上限）：2,000万円

（２）ミドル・レイター期への迅速な移行に向けた
ビジネスモデル構築支援

• 事業シーズを有するスタートアップが事業化・拡大期（ミド

ル・レイタ―期）へ迅速に移行できるよう、 VCや事業会
社等の外部投資家による支援を受けて行うビジネスモデ
ル構築に係る費用を補助します。

• 補助率：2/3

補助額（上限）：2.0億円

※（１）・（２）ともに、以下の要件を満たす案件は採択
審査において加点。
① 環境的価値がつくため、ビジネスモデルの構築に、より
一層の課題があるエネルギー・環境分野の案件
② 技術シーズの活用など、地域の大学や企業等との連
携を行う案件

24

カーボンニュートラル実現に向けたトランジション推進のための利子補給事業
令和4年度予算額

経済産業政策局 産業資⾦課
産業技術環境局

環境経済室

6.4億円（2.0億円）
事業イメージ

事業の内容

⚫ 利子補給方式

事業目的・概要

⚫ カーボンニュートラル実現に向け、着実なCO2削減のための取
組（トランジション）を進めるためには、長期的な目標を見据
えた、長期間にわたる一貫した取組が重要です。

⚫ しかし、我が国では通常3~5年くらいの短中期での経営計画
に基づき事業を行うことが多く、長期での取組を計画的に進め
ることは一般的とは言えません。

⚫ そのため、事業者がカーボンニュートラルの実現に向けた野心
的な目標を掲げ、10年以上の長期的な事業計画の認定
（※） を受けた場合に、その計画実現のために指定金融機関
が行う融資に対する利子補給制度を創設し、事業者による、
長期間にわたるトランジションの取組を推進します。

KPIを達成した場合に利下げを行う成果連動型
※指定金融機関に利子補給を行うことで、国の認定を受けて取組を行う事業
者に対し、最大0.1％幅の利下げを実施（最初のマイルストーンKPIまで）。
※事業計画期間中に複数のマイルストーンとなるKPIを設定。そのマイルストーン
KPIを達成できた場合には、最大0.2％幅までの利下げを実施。
※最長１０年間の利子補給を実施。

⚫ KPIの設定基準

野心的なKPIの設定
※世界的なCO2削減目標との整合性等を勘案し、野心的なKPI設定を求める。
※事業計画の認定に当たり、第三者認証機関による認証を求めることを想定。

⚫ その他

制度活用に当たり、国による事業計画認定、指定金融機関による
融資審査が必要
【成果連動型の利子補給のイメージ】

※産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設する予定。

成果目標

⚫ 令和4年度において、4000億円規模（3年間で1兆円規模）の
融資に対する支援を行うことを目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
返済・利子

国

補給金

出資金

日本政策
金融公庫

利子補給金

指定
金融
機関

民間
事業者等
貸付
（金利引下げ）
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Ⅲ．2050 年カーボンニュートラル／
2030 年GHG 排出削減目標の実現に
向けたエネルギー基本計画の実現等による
「経済」と「環境」の好循環
「2050 年カーボンニュートラル」や「2030 年度に温室効果ガスを2013 年度から
46％削減することを目指し、さらに50％減の高みに向けて挑戦を続ける」といった新た
な方針の実現に向け、グリーン成長戦略、第６次エネルギー基本計画やクリーンエネ
ルギー戦略に基づき、産業構造や社会経済の変革を進める。
特に、再エネの最大限導入や、水素・アンモニアの社会実装の加速化、原子力人材・技
術の維持・強化や小型炉、核融合など原子力イノベーションを促進するとともに、蓄電池、
水素、CCUS、合成燃料、資源循環等の研究開発を進める。また、クリーンエネルギー自
動車の導入促進や充電設備・水素ステーションの整備を推進する。
昨今の燃料価格高騰に迅速に対処するとともに、安全の確保を大前提としつつ、安定的
で安価なエネルギー供給の確保と気候変動問題への対応を進めるS+3E の大原則
を、これまで以上に追求する。
2050 年カーボンニュートラルを見据え、国が掲げた高い目標に向かって、長期に亘る研
究開発・実証事業や、技術の社会実装にコミットする企業等に対し、10 年間で2 兆円
規模の「グリーンイノベーション基金」を活用して、大規模かつ継続的に支援し、官民総力
を挙げて取り組む。
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１．イノベーション等の推進による
グリーン成長の加速
⚫ 産業・業務・家庭・運輸の各部門におけるエネルギー利用効率を向上させる。
⚫ クリーンエネルギー自動車の大胆な導入促進と併せた、充電インフラや水素ステーショ
ンの戦略的な設置を促進し、サプライヤー等の構造転換を支援する。
⚫ 電池の大規模製造立地を促進し、国内サプライチェーンの強靱化を支援する。
⚫ EV の航続距離倍増を実現可能とする全固体電池の2030 年実用化等を目指した
次世代電池の基盤的技術開発を進める。
⚫ 洋上風力や太陽光などの再生可能エネルギーの最大限導入に向けた調査や技術開
発等を行う。
⚫ 水素・アンモニア・洋上風力・太陽光などでも、導入目標、技術開発、国際実証、蓄
電池等による調整力や海底直流送電線を含む系統の整備、導入支援、規制改革
等の政策ツールを総動員した産業育成や社会実装を推進する。
⚫ 原子力の安全性向上・イノベーション推進と原子力立地地域振興策の拡充を行う。
⚫ CCUS に関する技術開発・実証やCO2 を原料としたコンクリート材料の製造等の
カーボンリサイクル技術開発を進める。
⚫ カーボンニュートラル時代において中心的な役割が期待される水素・アンモニアなどのエ
ネルギー供給源等の社会実装加速化に向けた研究開発・実証を行う。
⚫ 高度な資源循環を促進する技術基盤構築に係る研究開発・実証等を行う。
⚫ カーボンニュートラルに向けた民間投資やイノベーションを促進する環境を整備する。他
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省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和３年度補正予算額 100.0億円

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

省エネ設備への更新等を支援

⚫ 世界的に石油、LNG、石炭等のエネルギー価格が高騰しており、エ
ネルギー消費機器の高効率化による燃料・電力の消費抑制を図る
ことが重要です。

対象設備（例）
・省エネルギー性能の高い生産設備やユーティリティ設備等

⚫ 本事業では、上記を踏まえた緊急的な支援として産業・業務部門
における性能の優れた省エネ設備への更新に係る費用の一部を補
助することで、需要側における燃料・電力の消費抑制に資する取組
を促しエネルギーコストの節減を目指します。

【空調】

【業務用冷蔵庫】

【射出成形機】

更新

成果目標

⚫ 性能の優れた省エネ機器への更新支援により、エネルギーミックスに
おける産業・業務部門の省エネ対策中（2,700万kl程度）、省エ
ネ設備投資を中心とする対策（2,177万kl）の達成に寄与します。

工場・事業場等
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助（定額）

国

エネルギー消費効率の向上

補助(定額)

民間企業等

事業者等

エネルギーコスト減
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資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

先進的省エネルギー投資促進支援事業費補助金
令和4年度予算額 253.2億円（325.0億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 工場・事業場において実施されるエネルギー消費効率の高い設備へ
の更新等を以下の取組を通じて支援します。なお、当該支援に必
要な一部業務のサポート事業を実施します。

(A)先進事業
「I．省エネ技術の先進性」、「II．省エネ効果」、「III．導入ポテンシャル」
の観点から事前審査・登録された「先進設備・システム」の導入を重点的に
支援する。

(A)先進事業：高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入
ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な省エネ設備等の導入を行う
省エネ投資について、重点的に支援を行います。
(B)オーダーメイド型事業：個別設計が必要な特注設備等の導入を
含む設備更新やプロセス改修等を行う省エネ取組に対して支援を
行います。
(C)指定設備導入事業：省エネ性能の高い特定のユーティリティ設備、
生産設備等への更新を支援します。
(D)エネマネ事業：エネマネ事業者と共同で作成した計画に基づく
EMS制御や高効率設備の導入、運用改善を行うより効率的・効
果的な省エネ取組について支援を行います。
成果目標
⚫ 令和３年から令和12年までの10年間の事業であり、令和12年
度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促進により、原油換
算で2,155万klの削減に寄与します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助

国

補助(3/4,1/2,1/3,定額)

民間企業等

事業者等

【先進設備・システム登録リスト】

(B)オーダーメイド型事業

既存設備を機械設計が伴う設備又は事業者の
使用目的や用途に合わせて設計・製造する設備
の更新を行う省エネ取組を支援。
(C)指定設備導入事業
従来設備と比較して優れた省エネ設備への更新を支援。
対象設備（例）

【空調】

【業務用冷蔵庫】 【射出成形機】

(D)エネマネ事業
エネマネ事業者（※）の活用による効率的・効果的な省エネ取組を
支援。
※エネルギー管理支援サービ
スを通じて工場・事業場等の
省エネを支援する者。
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資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

住宅・建築物需給一体型等省エネルギー投資促進事業
令和４年度予算額

80.9億円 （83.9億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 大幅な省エネ実現と再エネの導入により、年間の一次エネル
ギー消費量の収支ゼロを目指した住宅・ビルのネット・ゼロ・エネ
ルギー化を中心に、民生部門の省エネ投資を促進します。
① ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH：ゼッチ）の実証支援

②

③

需給一体型を目指したZEHモデルや、超高層の集合住宅におけるZEH
化の実証等により、新たなモデルの実証を支援します。
ネット・ゼロ・エネルギー・ビル（ZEB：ゼブ）の実証支援
ZEBの設計ノウハウが確立されていない民間の大規模建築物（新築：
1万m2以上、既築：2千m2以上）について、 先進的な技術等の組み
合わせによるZEB化の実証を支援し、その成果の横展開を図ります。
次世代省エネ建材の実証支援
既存住宅における消費者の多様なニーズに対応することで省エネ改修の
促進が期待される工期短縮可能な高性能断熱材や、快適性向上にも
資する蓄熱・調湿材等の次世代省エネ建材の効果の実証を支援します。

成果目標
⚫ 令和３年度から令和７年度までの5年間の事業であり、令和
12年度省エネ見通し（約6,200万kl削減）達成に寄与しま
す。
⚫ 令和12年度以降新築される住宅・建築物について、ZEH・
ZEB基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助

国

①需給一体型ZEHモデル(次世代ZEH＋)のイメージ
電力量の把握
太陽熱給湯
太陽光発電

EV充放電設備

制御機能
蓄電池

…４要素のうち１要素以上を採用(次世代ZEH＋の要件)

②ZEB実現に向けた先進的省エネルギー建築物のイメージ
フリークーリング
システム

デシカント
空調システム
更なる再エネ活用
高効率空調
高効率照明

外皮性能の向上
外気負荷削減
コージェネレーション
設備の高度化

地中熱利用の
高度化
高効率熱源

③次世代省エネ建材の実証のイメージ
高断熱ドア

補助（①戸建：定額，集合：2/3以内 ②2/3 ③1/2）

民間企業等

燃料電池

事業者等
ドアの断熱改修

既存壁
壁紙

調湿材

断熱
パネル

蓄熱材

工期を短縮して断熱改修

蓄熱や調湿による消費エネルギー低減
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AI・IoT等を活用した更なる輸送効率化推進事業費補助金
令和４年度予算額 62.0億円（62.0億）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

①新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業

⚫ 運輸部門の最終エネルギー消費量は産業部門に次いで多く、省エネの

実施が急務です。このため、本事業では以下に取り組みます。
①新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業
発荷主・輸送事業者・着荷主等が連携計画を策定し、物流システム
の標準化・共通化、AIやIoT等の新技術の導入により、サプライチェー
ン全体の効率化を図る取組につき、省エネ効果の実証を行います。
②トラック輸送の省エネ化推進事業
車両動態管理システムや予約受付システム等のAI・IoTツールを活用
したトラック事業者と荷主等の連携による省エネ効果を実証します。
③内航船の革新的運航効率化実証事業
内航船を対象に、革新的省エネルギー技術や作業効率改善技術の
導入による省エネ効果の実証を行い、横展開を図ることで、省エネ船
舶の普及・既存船の省エネ深掘りを促進します。
④ビッグデータを活用した使用過程車の省エネ性能維持推進事業
使用過程車の省エネ性能を適切に維持するため、自動車の不具合等
の発生傾向をあらかじめ把握できる環境整備を推進します。
成果目標
⚫ 令和３年度から令和5年度までの３年間の事業であり、令和12年度ま
でに、本事業及びその波及効果によって、運輸部門におけるエネルギー
消費量を原油換算で年間約625.2万kl削減すること等を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

補助：①②（1/2)、④（1/3）

民間団体等
国

民間企業等
補助：③（1/2）

１）連携計画策定
２）物流全体効率化
システム導入
３）AI・IoT等活用
新技術導入

サプライチェーン全体
の輸送効率化
の効率化
RFID等の活用

港湾・貨物駅・メーカー工場等

荷
卸
し

幹線輸送

〇
×
□

〇
×
□

「モノ、取引の動き」の見える化

物流拠点
物流拠点

庫内作業の効率化

入出庫の効率化

小売店・消費者

配送

配送作業の効率化

②

①
作業区分

出荷
出荷
入荷

社名

バース

状態

A社

B

作業中

B社

A

作業中

C社

A

受付済

・・・

AGV(無人搬送車）

ﾄﾗｯｸ予約受付ｼｽﾃﾑ

無人配送ロボット

自動運転配送

②トラック輸送の省エネ化推進事業
通常
動態管理システム活用

（Ⅰ）往路

（Ⅳ）復路

荷物の集荷を
お願いします。

（Ⅰ）往路

（Ⅱ）復路

（Ⅲ）荷物を配送
【着荷主Ｄ】

【発荷主Ａ】

（Ⅱ）新たな荷物の集荷
【発荷主Ｃ】

【着荷主Ｂ】
リアルタイムに位置情報を把握することで、最短
距離、最短時間で向かえる車両の選択が可能
となり、効率性が向上。

発荷主Ｃに寄り
荷物の集荷を
お願いします。

③内航船の革新的運航効率化実証事業
省エネ船型

二重反転プロペラ

ハ
ー
ド
対
策
ソ
フ
ト
対
策

電子制御主機関

革新的な作業効率の改善
AI・IoTを活用した荷役効率化設備等

・海流予測
・風推算
・波浪推算

航海計画
支援システム

離着桟時間・
荷役時間の
縮減等

×
運航効率化

航路最適化

省エネ船舶
の普及
・
既存船に
おける省エネ
深掘り

④ビッグデータを活用した使用過程車の省エネ性能維持推進事業
クラウド型スキャンツール（車両とコネクタで接続し車両内の
電子制御ユニットと通信を行い、解析及び整備するために
使用するツール）の導入支援
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脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促進事業
令和4年度予算額

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

7５.０億円（80.0億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 本事業では、エネルギー基本計画（平成30年7月閣議決定）や、革

新的環境イノベーション戦略（令和2年1月）を踏まえ、脱炭素社会の
実現に向け、業種横断的に省エネに資する技術開発を促進します。

(1)脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社会実装促
進プログラム
(令和３年度~令和17年度)
革新的な省エネ技術の社会実装に向け、長期的な視野にたったテーマか
ら実用化に近いテーマまでの公募型技術開発を実施し、シーズ発掘から事
業化まで一貫して支援を行います。

(1)脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・
社会実装促進プログラム
①個別課題推進スキーム
１年以内
採
択
審
査

F
S
調
査

2年以内
採
択
審
査

3年以内

５年以内

インキュ
ベーション SG審査
実用化開発
研究開発
フェーズ
フェーズ 採択
SG審査
審査

※インキュベーション研究開発
フェーズ単独の実施は不可

(2) 未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発事業
(平成27年度~令和4年度）

工場で有効活用されていない熱を削減・回収・再利用する技術を開発し、
省 エ ネ ・ 省 CO2 の 促 進 を 目 指 し ま す 。 具 体 的 に は 、 高 温 向 け
（1,500℃）断熱材の開発等により、省エネ工場の構築等を実現します。

採択
審査

実証開発
フェーズ

マ
ッ
チ
ン
グ
等

②重点課題推進スキーム
5年以内
採択
審査

フェーズⅠ

事
業
化

5年以内
SG審査

フェーズⅡ

成果目標
(1)我が国におけるエネルギー消費量を2050年に原油換算で約2,000万
kl削減することを目指します。
(2)未利用熱エネルギーの削減・回収・再利用技術の開発・実用化によっ
て、令和12年度において約670万t／年のCO2削減を目指します。

交付金

国

新エネルギー・産
業技術総合開発
(2) 委託、補助(2/3)
機構（NEDO）

熱の利用技術（要素技術の開発）
熱の３Ｒ

条件（対象者、対象行為、補助率等）
(1) 補助(3/4、2/3、
1/2、1/3)

(2) 未利用熱エネルギーの革新的な活用技術研究開発事業

企業
大学等
技術研究組
合、企業等

Reduce
熱の使用量を減らす技術
①断熱

Reuse
熱を再利用する技術
③ヒートポンプ

高性能断熱材

Recycle
熱を変換して利用する技術
②熱電変換
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資源エネルギー庁
省エネルギー･新エネルギー部
省エネルギー課

中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業
令和4年度予算額 8.０億円（8.2億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

⚫ エネルギー利用最適化診断や地域プラットフォームの構築など、中小

エネルギー利用最適化診断
工場・ビル等のエネルギーの管理状況を診
断し、AIやIoTを活用して設備の運用改善
や高効率設備への更新に加え再エネ導入
の提案を行います。

企業等のエネルギー利用最適化を推進するための支援を行います。
（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業
中小企業等の工場・ビル等のエネルギー管理状況の診断、AI・IoT等を
活用した運用改善や再エネ導入等提案に係る経費の一部を国が支援
します。また、診断事例の横展開、関連セミナーへの講師派遣も実施し
ます。
（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

成果目標

⚫ 令和３年から令和７年までの５年間の事業であり、最終的には令和12
年度の省エネ効果238.5万klを目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
（１）エネルギー利用最適化診断事業・情報提供事業

補助

民間企業等

診断・情報提供等
補助（9/10）

・成功事例の横展開
・エネルギー利用最適化関連
のセミナーへの講師派遣

【改善提案例】
・空調の運用改善
・照明の運用改善
・蒸気・温水用配管、バルブ等の保温対策
・再エネ設備の導入支援

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

省エネのみならず再エネ導入等も含むエネルギー利用最適化に向け、中
小企業等が相談可能なプラットフォームを地域毎に構築するとともに、相
談に係る相談窓口や支援施策などをポータルサイトに公開します。

国 （定額）

情報提供

民間企業等

• 地域プラットフォーム構築事業（省エネお助け隊）

中小企業等にとって身近な相談先である自治体、金融機関、中小企業団
体等と連携し、多様な省エネ相談等に対応できるエネルギー関連の専門家
と経営専門家の双方よりエネルギーコストの削減や設備導入に係るアドバイ
スが可能な体制を地域ごとに整備します。

• プラットフォーム情報提供基盤構築事業

地域プラットフォームから地域内の中小企業、自治体及び金融機関等に
省エネ等に関する様々な情報提供を行うとともに、他地域のプラットフォー
ムとの連携を行います。
エネルギーの使用状況を知りたい
コストをかけずに省エネを図りたい
省エネを進めるにあたって資金面のアドバイスが欲しい
省エネ取組の計画を立てたい
設備更新に関してアドバイスを受けたい等

エネルギーに関する悩み・課題の相談

実態に即した省エネ取組の提案

（２）地域のエネルギー利用最適化取組支援事業

補助 民間団体等
補助
国 （定額） 民間企業等 （定額）（地域プラット
フォーム）

コーディネーター

省エネ取組支援
補助（9/10）

事業者

自治体 金融機関
中小企業団体等

情報の相互連携
省エネの専門家

経営の専門家
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省エネルギー設備投資に係る利子補給金助成事業費補助金
令和4年度予算額 1２.３億円（12.3億円）
事業の内容
事業目的・概要
⚫ 省エネ設備の新規導入や、省エネ取組のモデルケースとなり
得る事業等に対して支援を行い、資金調達が障壁になり
二の足を踏んでいる事業者の省エネ投資を促進します。

事業イメージ
支援対象事業例①既設工場への新たなボイラーの増設

増設

⚫ 具体的には、新設事業所における省エネ設備の新設や、

既設事業所における省エネ設備の新設・増設に加え、物
流拠点の集約化に係る設備導入、更にはエネルギーマネジ
メントシステム導入等によるソフト面での省エネ取組に際し、
民間金融機関等から融資を受ける事業者に対して利子補
給を行います。
成果目標
⚫ 平成24年度から令和７年度までの事業であり、令和
12年度までに本事業含む省エネ設備投資の更なる促
進により、原油換算で2,155万klの削減を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

補助

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
省エネルギー課

エネルギー消費効率の
高いボイラー

支援対象事業例②
新設ビルへの設備導入

高効率照明

導入

高効率空調

既設ボイラー

支援対象事業例③
ソフト面での省エネ取組

エネルギーマネジメントシステム

導入

民間団体等

貸付

民間事業者等
返済

①金融機関等の指定
②定額（利子補給金1.0%以内）

民間金融機関等

新設ビル

34

次世代空モビリティの社会実装に向けた実現プロジェクト
令和4年度予算額 29.3億円（新規）
事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要

⚫ 労働力不足や物流量の増加に伴う業務効率化、コロナ渦での非接触
化が求められています。こうした中、次世代空モビリティ(ドローン・空飛ぶク
ルマ)による省エネルギー化や人手を介さないヒト・モノの自由な移動が期
待されています。その実現には、次世代空モビリティの安全性確保と、運
航の自動・自律化による効率的な運航の両立が求められます。

⚫ 本事業ではドローン・空飛ぶクルマが安全基準を満たす機体性能である
かを適切に評価・証明する手法の開発、１人の運航者により複数のド
ローンを飛行させるための技術開発・実証を行います。

⚫ また、空飛ぶクルマの高密度運航や自動・自律飛行に必要な技術開発
を行うとともに、航空機やドローン、空飛ぶクルマが同時に飛行することを
想定し、効率的な空域共有方法の設計・開発・実証等を行い、省エネ
ルギー化と自由な空の移動を実現します。

成果目標
⚫ 令和４年度から８年までの事業期間（５年間）で、技術開発・実証
を通じてドローンのさらなる利活用拡大、大阪関西万博での空飛ぶクルマ
の活用と事業化を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
①委託・補助※

国

交付

国立研究開発法人
②委託
新エネルギー・産業技術
総合開発機構(NEDO) ③委託

製造産業局 産業機械課
次世代空モビリティ政策室

（１）性能評価基準の開発
• ドローン・空飛ぶクルマが第三者上空を飛行するためには、安全基
準を満たす必要があり、そのために機体性能を適切に評価し、安全
性を証明する手法の開発に取り組みます。

• １人の運航者により複数のドローンを飛行させるための技術開発を

行うとともに、同時運航に必要な運航体制の検証、それらの安全
性を評価する手法の開発を実施します。

（２）運航管理技術の開発
• 航空機、ドローン、空飛ぶクルマが同じ空域を飛行する際の空域共
有の方法に関する全体アーキテクチャ設計、技術開発、実証等を
行います。

• また、空飛ぶクルマの高密度運航や自動・自律飛行に必要となる
航法や通信、動態把握等に関する技術開発・検証を行います。

（３）国際標準化
• 上記研究開発成果について、海外発信を進め、国際標準化への
提案を実施し、我が国主導によるルール形成を行います。
渋滞回避

災害時の
物資・人員輸送

過疎地の配送・
移動手段確保

民間企業等
民間企業等
民間企業等

※2/3補助
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（１）（２）製造産業局 自動車課

クリーンエネルギー自動車・インフラ導入促進補助金
令和３年度補正予算額 375.0億円
事業の内容

（３）資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
水素・燃料電池戦略室

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、環境性能に優れた
クリーンエネルギー自動車の普及が重要です。早期に電気自動
車や燃料電池自動車等の需要創出や車両価格の低減を促す
と同時に、車両の普及と表裏一体にある充電・水素充てんインフ
ラの整備を全国各地で進めることが喫緊の課題です。

（１）クリーンエネルギー自動車導入事業
電気自動車

※補助対象例

プラグインハイブリッド自動車

燃料電池自動車

⚫ 本事業では、導入初期段階にある電気自動車や燃料電池自
動車等について購入費用の一部補助を通じて初期需要の創
出・量産効果による価格低減を促進します。

⚫ また、電気自動車やプラグインハイブリッド自動車の充電設備等の
購入費及び工事費、水素ステーションの整備費及び運営費を補
助します。
成果目標
⚫ 「グリーン成長戦略」等における、2035年までに、乗用車新車販
売で電動車100%とする目標の実現に向け、クリーンエネルギー
自動車の普及を促進します。

⚫ また、車両の普及に必要不可欠なインフラとして、充電インフラを

2030年までに15万基、水素充てんインフラを、2030年までに
1,000 基程度整備します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助（定額）

国

（２）充電インフラ整備事業
※補助対象例

急速充電器

普通充電器
（スタンド型）

普通充電器
（コンセント型）

（３）水素充てんインフラ整備事業
【小規模】

【中規模】

【大規模】

※補助対象例

補助（定額,2/3.1/2等）

民間団体等

購入者、設置
事業者等
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(1)製造産業局 自動車課
(2)製造産業局 自動車課
素材産業課
金属課
商務情報政策局 電池産業室

クリーンエネルギー自動車導入促進等補助金
令和4年度予算額 155.0億円（155.0億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 我が国のCO2排出量の約2割を占めている運輸部門のCO2削減の
ため、環境性能に優れたクリーンエネルギー自動車の普及が重要です。
加えて、安全性を向上させる高度な機能や、災害に非常用電源とし
ても活用できる機能を有した車両もあり、クリーンエネルギー自動車の
普及は、社会全体のレジリエンス等向上にも重要です。

（１）クリーンエネルギー自動車導入事業
※補助対象例

燃料電池自動車

電気自動車

⚫ また、こうした自動車の電動化等の鍵となる蓄電池について、安定・
強靱なサプライチェーンを構築することが不可欠です。

⚫ 本事業では、(1)初期需要の創出・量産効果による価格低減のため、

クリーンエネルギー自動車の購入費用の一部、(2)車載用をはじめと
した国内の蓄電池のサプライチェーン強靱化のため、建物・設備への
投資及び生産技術等に関する研究開発費用の一部、を補助します。
成果目標
⚫ 令和3年度から令和7年度までの5年間の事業であり、「グリーン成長
戦略」等における、2035年までに新車販売に占める乗用車を電動
車100%とする目標の実現に向け、クリーンエネルギー自動車の普及
を促進します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助（定額）

（1）

国

（2）

国

クリーンディーゼル自動車

（２）蓄電池の先端生産技術導入・開発促進事業

補助（定額,2/3,1/2等）

民間団体等
補助（定額）

プラグインハイブリッド自動車

購入者等

補助（1/2,1/3等）

基金設置法人

民間企業等

• 先端的な蓄電池・材料の生産技術、リサイクル技術を用い
た大規模製造拠点を国内に立地する事業者に対し、その
ために必要となる建物・設備への投資及びこうした生産技
術等に関する研究開発に要する費用を補助します。
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燃料電池自動車の普及促進に向けた水素ステーション整備
事業費補助金 令和4年度予算額 90.0億円（110.0億円）

（１）資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
水素・燃料電池戦略室
（２）資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課（※）
（※）SS事業者窓口

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 水素を燃料とする次世代自動車である燃料電池自動車（FCV）は、

（１）四大都市圏等を接続
• 民間企業等の取組とも連携しつつ、四大都市圏等を結
ぶ幹線沿いを中心に水素ステーションを整備。

国内外の自動車メーカーによって、開発競争が進められ、日本では、平
成26年12月に世界に先駆けて量産車の販売が開始されました。

⚫ 本事業では、世界に先駆けたFCVの自立的な普及を目指すため、水
素ステーションの整備費用の一部を補助※１することで、水素ステーション
の整備を加速させます。比較的大きな水素需要が見込まれる四大都
市圏を中心とした地域や都市間等を繋ぐ地域に加え、未整備地域につ
いても、地方自治体等との連携を進めつつ、小型の水素ステーションなど、
戦略的な整備を図ります。さらに、従来の乗用車向けに加え、今後普
及が見込まれるFCトラック向けの大規模な水素ステーションや、既設ス
テーションの拡張等の整備費用の一部へも補助をします。

⚫ また、FCVの普及拡大や新規事業者の水素供給ビジネスへの参入促
進を図るため、水素ステーションを活用した普及啓発活動やFCVユー
ザーの情報の収集・共有等、FCVの需要を喚起するための活動に必要
な費用の一部を補助※２します。
※1 1/2～2/3以内（上限有り）
※2 2/3以内（上限有り）

成果目標
⚫ 本事業を通じて、四大都市圏等を中心とした地域において令和７年度

※上記囲み部分は水素
ステーション未整備地
域のイメージを示す

［水素ステーションの整備状況（整備中含む）計169箇所］
・関東圏
： 62箇所
・中京圏
： 52箇所
・関西圏
： 23箇所
・九州圏
： 20箇所
・その他
： 12箇所
※令和３年11月末時点
（幹線沿等）

（２）需要等に応じた異なる仕様のSTを整備
• 将来の自立化を念頭に、供給能力別に水素ステーション
の整備を補助。未整備地域へも戦略的に整備。

までに累計320箇所の水素ステーションの確保を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助（2/3,1/2以内）

補助

国

民間企業等

民間企業等

小規模
水素ステーション

中規模
水素ステーション

大規模
水素ステーション
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カーボンニュートラルに向けた自動車部品サプライヤー事業転換支援事業
令和4年度予算額

製造産業局 自動車課

４.1億円（新規）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 成長戦略実行計画やグリーン成長戦略（令和３年６月）
に掲げた、自動車のライフサイクル全体でのカーボンニュートラ
ル化、2035年までに乗用車新車販売で電動車100％を目
指すという政策目標実現のため、大きな影響を受けるサプラ
イヤー（中堅・中小企業）の事業再構築を支援します。

①サプライヤー相談窓口事業
• 自動車の電動化によって大きな影響を受ける中堅・中小
サプライヤーが、電動化部品の製造へ円滑な事業転換を
行えるよう、伴走型での支援を行います。
• 自動車産業集積地域を中心に存在する地域支援団体
等において、経営課題分析、事業転換に向けた戦略策
定、技術開発、販路開拓・マッチング、設備投資等、サプ
ライヤーが事業再構築を進めるに当たって抱える様々な
経営課題の相談に対応します。
• 加えて、サプライヤーの経営状況に応じて、研修による人
材育成やセミナー等を通じた啓発活動も行います。
②専門家派遣事業
• 相談窓口で聞き取ったサプライヤーの経営課題に応じた
専門家を派遣し、支援を実施します。
• 専門家派遣に当たっては、各地域支援団体等と連携し、
サプライヤーの課題を解決する能力を持った最適な専門
家を、地域の垣根を越えて派遣します。

⚫ 具体的には、電動車、特に電気自動車（BEV）で不要に
なる部品（エンジン部品等）を製造するサプライヤーの電動
車部品製造への挑戦や、軽量化技術をはじめ電動化による
車両の変化に伴う技術適応など、サプライヤーの事業再構築
等をサポートする専門家を派遣します。

成果目標
⚫ 令和４年度～８年度の５年間の事業とし、初年度は専門
家派遣企業100社以上を含む約1000社を支援することで、
電動化に伴う事業転換、自動車サプライチェーン全体での
カーボンニュートラル対応を進めます。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
委託

●今後の経営方針について相談したい
●開発中の部品の技術相談をしたい
●開発中の部品の販路を開拓したい
●必要な設備投資について相談したい

支援

相談窓口

相談受付・実地研修等

専門家派遣依頼
委託

相談

地域支援拠点等
専門家派遣依頼

国

中堅・中小サプライヤー

謝金

民間企業等

専門家

派遣・
支援

サプライヤー
（中小企業等）

専門家マッチング・派遣
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蓄電池の国内生産基盤確保のための先端生産技術導入・開発促進事業
令和３年度補正予算額

1,000.0億円

製造産業局 自動車課
素材産業課
金属課
商務情報政策局
電池産業室

事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要
⚫ 2050年カーボンニュートラル実現のためには、自動車の電動化や再生可能
エネルギーの普及拡大の鍵となる蓄電池について、安定・強靱なサプライ
チェーンを構築することが不可欠です。

リサイクル拠点

⚫ 蓄電池のサプライチェーン強靱化のためには、蓄電池・材料の国内生産基盤
やリサイクル拠点の確保、こうした生産基盤等を活かした研究開発の強化が
重要です。

⚫ 本事業では、我が国における蓄電池のサプライチェーン強靱化のため、国内
で大規模に先端的な蓄電池・材料の生産技術・リサイクル技術を導入する
事業者に対し、そのために必要となる建物・設備への投資及びこうした生産
技術等に関する研究開発に要する費用の一部について、支援を行います。

成果目標
⚫ 「グリーン成長戦略」等に掲げている、2030年までの早期に国内の車載用
蓄電池の製造能力を100GWhまで高めること及び蓄電池のサプライチェーン
強化に向け、蓄電池・材料の大規模製造拠点、蓄電池のリサイクル拠点の
国内立地を促進します。

エネルギー密度の高い

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

リチウムイオン電池

民間企業等

基金設置法人
補助

10/10
補助
セット

・ 建物・設備の導入：1/3以内（補助上限あり）
※補助対象経費の額に応じて段階的に補助率は低減

・ 研究・技術開発費：1/2以内（補助上限あり）

正極材、負極材、セパレータ、
電解液などの材料
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（１）○○局 ○○課
03-3501-○○○○
製造産業局 自動車課
（２）○○局 ○○課
03-3501-○○○○
（３）○○局 ○○課
03-3501-○○○○

電気自動車用革新型蓄電池技術開発
令和4年度予算額 25.0億円（23.8億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 我が国は、気候変動問題への積極貢献として、2050年ま
でに世界で供給する日本車について世界最高水準の環境
性能を実現することを目指しています。そのためには、自動
車の電動化とそのキーテクノロジーとなるバッテリー技術の強
化が必要です。

（１）研究開発対象

• 安価で供給リスクの少ない材料（銅、鉄、亜鉛及び炭素

等）を使用し、高エネルギー密度化と安全性の両立を実
現可能なハロゲン化物電池と亜鉛負極電池を開発。
• 両タイプの電池とも、日本が研究開発をリードしており、日本
に有利なビジネス環境を構築可能。

⚫ バッテリーは、価格低下が進展しているものの、電気自動車
（EV）がガソリン車と同等の価格・スペックを実現するため
には更なる技術革新が必要です。

⚫ 本事業においては、大学、国研、材料・蓄電池・自動車

メーカーで構成される産学連携・企業間連携の研究開発
体制を構築し、コスト・性能の両面でリチウムイオン電池を
凌駕する革新型蓄電池の実用化を目指します。
成果目標
⚫ 令和3年から令和7年までの5年間の事業であり、コスト1万
円/kWh以下、寿命15年以上のEVバッテリーパックの実用
化に資する革新型蓄電池の材料開発～電池設計・試作
～特性評価・解析に関する共通基盤技術を確立します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

(研)新エネルギー
・産業技術
総合開発機構
(NEDO)

委託

大学・国研、
民間企業等

ハロゲン化物電池

亜鉛負極電池

（２）研究開発内容

• 高容量の電極活物質、高イオン伝導性の電解質を開発。

また、これら材料を工業的手法で合成するプロセスを開発。
• 電極活物質、電解質、導電材等が高分散し、良好なイオ
ン・電子伝導ネットワークを有する合剤電極構造を開発。
• 中小型セルを設計・試作し、性能、耐久性、安全性等を
総合的に実証。
• また、放射光・中性子ビーム等、高度解析技術を使用して
セル内部の反応状態の均一性や劣化メカニズムを解明。
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省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業
令和4年度予算額 21.5億円（26.3億円）

製造産業局 素材産業課
製造産業局 自動車課

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

⚫ 蓄電池は我が国が高い競争力を有しており、各種分野での活用が期待さ

れています。しかし、ビジネスの競争環境が激化する中、材料メーカーと電
池メーカー（ユーザ－）との摺り合わせに多くの時間と労力がかけられてい
ることなどが、次世代電池材料の開発及び製品化における課題となってい
ます。

⚫ 本事業では、現行の液系リチウムイオン電池に比べ、エネルギー密度の高
い全固体電池等の材料評価に必要な標準電池モデルや評価設備等を
タイムリーに整備し、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します。

蓄電池の材料評価（イメージ）

• 電池の新材料が、全固体電池材料として有用かを評価するため、標
準電池モデルを開発し、モデルの一部分を新材料に入れ替えて性能評
価する共通基盤を構築。電池・素材メーカー間のすりあわせを高度化。
②蓄電池メーカー（ユーザー）が蓄電池を組んで評価

①各社の最先端の材料を提供
【材料メーカー】

【ユーザー】

正極材
ﾒｰｶｰ

蓄電池
ﾒｰｶｰ

⚫ また、材料メーカーの提案力の強化、ユーザーとの摺り合わせ時間の短縮

化、開発コストの大幅低減及び新製品開発の加速化により、省エネの達
成と脱炭素社会の実現に貢献します。

⚫ 令和4年度において、これまでに確立した技術と導入した設備を活用した
新材料評価、電池の耐久性評価、電池の劣化解析を行います。

摺り合わせによる
負のスパイラル！！

負極材
ﾒｰｶｰ

材料提供

○か×かのみ

電解質
ﾒｰｶｰ

③新たな材料の開発

＊蓄電池全体としての評価

摺り合わせ回数の低減 → 摺り合わせ期間の短縮 → 新製品開発の加速化 → 早期製品化

成果目標

⚫ 平成26年度から令和4年度までの9年間の事業であり、本事業を通じて、
材料の評価基盤を確立し、次世代省エネ型電子デバイスの早期製品化
を促すことにより、令和12年度において約4,300万t/年のCO2削減を目
指します。

材料評価基盤の開発

アウトカム「新産業の創出」

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

(研)新エネルギー
・産業技術
総合開発機構
(NEDO)

委託

民間企業等
例：全固体電池シート成型標準電池モデル 例：次世代自動車用電池の早期実現化
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資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
令和３年度補正予算額 135.0億円
事業の内容

事業イメージ
非FIT/FIP・非自己託送による需要家主導型の導入促進

事業目的・概要

⚫ 2030年の長期エネルギー需給見通しや野心的な温室効果ガス削減目
標の実現に向けては、再エネの拡大・自立化を進めていくことが不可欠で
す。また、需要家である企業等もSDGｓ等の観点から、いわゆるRE100
をはじめとした事業活動に再エネの活用を求められる状況にあります。

⚫ こうした中で、特に、需要家が活用しやすく導入が比較的容易な太陽光
発電の利用拡大が期待されます。しかし、需要家による太陽光発電の活
用は道半ばであり、現時点で必ずしも自立的な導入拡大が可能な状況
には至っていません。

⚫ こうした状況を踏まえ、例えば、発電された電気を長期的に利用する契約
を締結することなどにより、需要家が主体的に発電事業者と連携して行う
太陽光発電設備の導入を支援し、こうしたモデルの確立・拡大を促します。

⚫ 再生可能エネルギーの利用を希望する需要家が、発電事業者や需要家自

ら太陽光発電設備を設置し、 FIT/FIP制度及び自己託送によることなく、
再生可能エネルギーを長期的に利用する契約を締結する場合等の、太陽光
発電設備の導入を支援します。

【主な事業要件例】
・一定規模（２MW）以上の新規設置案件※であること
※同一の者が主体となった案件であれば、複数地点での案件の合計も可
（１地点当たりの設備規模等についても要件化を検討）
※需要地外（オフサイト）に設置され託送されるものであること
・FIT/FIPを活用しない、自己託送ではないこと
・需要家単独又は需要家と発電事業者と連携※した電源投資であること
※一定期間（8年）以上の受電契約等の要件を設定。
・制度と同様に、将来的な廃棄費用の確保の方法、周辺地域への配慮等、
FIT/FIP制度同等以上の取組を行うこと
等

成果目標

⚫ 2030年の長期エネルギー需給見通しの実現に寄与する。

②契約・精算

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助金
（定額）

国

【対象事業スキームイメージ】

需要家

補助
（2/3、1/2）
民間団体

民間企業等

①②の契約等
による紐付け

小売事業者
①契約・精算

発電事業者等
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資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

需要家主導による太陽光発電導入促進補助金
令和４年度予算額 125.0億円（新規）
事業の内容

事業イメージ
非FIT/FIP・非自己託送による需要家主導型の導入促進

事業目的・概要

⚫ 2030年の長期エネルギー需給見通しや野心的な温室効果ガス削減目
標の実現に向けては、再エネの拡大・自立化を進めていくことが不可欠で
す。また、需要家である企業等もSDGｓ等の観点から、いわゆるRE100
をはじめとした事業活動に再エネの活用を求められる状況にあります。

⚫ こうした中で、特に、需要家が活用しやすく導入が比較的容易な太陽光
発電の利用拡大が期待されます。しかし、需要家による太陽光発電の活
用は道半ばであり、現時点で必ずしも自立的な導入拡大が可能な状況
には至っていません。

⚫ こうした状況を踏まえ、例えば、発電された電気を長期的に利用する契約
を締結することなどにより、需要家が主体的に発電事業者と連携して行う
太陽光発電設備の導入を支援し、こうしたモデルの確立・拡大を促します。

ら太陽光発電設備を設置し、 FIT/FIP制度及び自己託送によることなく、
再生可能エネルギーを長期的に利用する契約を締結する場合等の、太陽光
発電設備の導入を支援します。

【主な事業要件例】
・一定規模（２MW）以上の新規設置案件※であること
※同一の者が主体となった案件であれば、複数地点での案件の合計も可
（１地点当たりの設備規模等についても要件化を検討）
※需要地外（オフサイト）に設置され託送されるものであること
・FIT/FIPを活用しない、自己託送ではないこと
・需要家単独又は需要家と発電事業者と連携※した電源投資であること
※一定期間（8年）以上の受電契約等の要件を設定。
・制度と同様に、将来的な廃棄費用の確保の方法、周辺地域への配慮等、
FIT/FIP制度同等以上の取組を行うこと

成果目標

⚫ 令和4年度から4年間を目途に継続して実施する事業であり、2030年
の長期エネルギー需給見通しの実現に寄与する。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助金
（定額）

国

⚫ 再生可能エネルギーの利用を希望する需要家が、発電事業者や需要家自

等

【対象事業スキームイメージ】
②契約・精算

需要家

補助
（2/3、1/2）
民間団体

民間企業等

①②の契約等
による紐付け

小売事業者
①契約・精算

発電事業者等
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再エネ調達市場価格変動保険加入支援事業費補助金
令和３年度補正予算額 4.0億円
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 小売電気事業者が、FIT制度の支援を受けた再エネ電気を
調達する場合、電力調達コストは卸電力市場価格連動とな
ることから、安定的な事業運営のためには、市場価格の変動
リスクへの備えが必要です。

市場変動リスクヘッジのための地域新電力向け民間保険加入促進
民間保険会社

者においては、単独で市場価格変動に対する備えを十分に
行う手段が少ない可能性があります。

⚫ 本事業は事業規模が小さく、リスクヘッジ手段を十分に活用

できていない地域新電力等に対して民間保険への加入を促
すことで、市場価格変動リスクに対応しつつ、安定的な事業
運営を可能とし、地域における再エネの導入促進を実現しま
す。

成果目標
⚫ 令和６年度までに、自治体が出資している地域新電力等の
８割が、民間の市場価格変動保険へ加入することを目指し
ます。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

単価＝市場価格変動料金
F
I
T
発
電
事
業
者

FIT価格

FIT電気

買
取
義
務
者

FIT特定卸供給等

FIT電気

小
売
電
気
事
業
者

電気料金
消
費
者
電気

⚫ 自治体が出資している小売電気事業者や地産地消に取り組む小
売電気事業者等のうち、一定の要件を満たす規模の小さい事業者
を対象とします。

⚫ こうした事業者が再エネ電気を調達（再エネ特定供給等）する場

補助
（1/2）
執行団体

保険料の支払い
※本事業により補助

変動リスクヘッジ

⚫ しかしながら、地域新電力等の規模が小さい小売電気事業

補助

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

小売電気
事業者等

合の市場変動価格リスクに備えるため民間保険に加入した場合、
保険料の一部を補助します。 (※)
※本補助金の対象は令和3年11月26日以降に加入したものとする。
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洋上風力発電人材育成事業
令和4年度予算額 6.5億円（新規）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課 風力政策室

事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要

⚫ 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、再生可能エネルギーを最大限
導入することが必要です。特に、洋上風力発電は、再生可能エネルギー主力
電源化の鍵となっています。

⚫ 大学、高専等の教育機関と産業界が一体となり、学生や社会人等に対して洋
上風力関連スキルの習得やスキル転換を図っていくために、カリキュラム等を開発
する取組に対し、関連費用を支援します。
⚫ 特に、事業開発（ファイナンス・法務含む）・風車設計・建設・メンテナンス等の
分野別に必要となるカリキュラムの策定を支援します。

⚫ 再エネ海域用法の制定や、「洋上風力産業ビジョン」及び「グリーン成長戦略」
における「2030年までに1000万kW、2040年までに3000万～4500万
kWの案件形成」という目標設定に伴い、今後、我が国における洋上風力発
電の導入拡大が見込まれています。

洋上風力関連スキルの例

⚫ 長期的、安定的に洋上風力発電を普及させていくにあたっては、風車製造関
係のエンジニア、洋上工事や調査開発に係る技術者、メンテナンス作業者等、
幅広い分野における人材が必要となります。

⚫ 一方で、現状、日本では、洋上風力に関するノウハウ等の体系化は不十分で
あり、洋上風力に特化した専門的、実践的な教育機関が不足しています。

⚫ このため、本事業では、洋上風力人材育成のための教育プログラムの開発へ
の支援を行うとともに、洋上風力人材の訓練施設等の整備を支援します。

⚫ また、作成したカリキュラムの実施に必要な、風車設備のメンテナンスや洋上作業
に係る訓練を行うための施設等の整備費用を支援します。

成果目標

⚫ 洋上風力人材の育成に資する教育プログラムの開発と訓練施設の整備を４件
程度支援します。

洋上作業の例

高所作業訓練の例

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助（2/3）

補助（定額）

国

民間団体

補助（2/3）

教育機関・
公的研究機関等

民間事業者等
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出所：IWALホームページ

洋上風力発電等の導入拡大に向けた研究開発事業
令和4年度予算額 66.0億円（82.8億円）

事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要

⚫ 洋上風力発電は、世界的にコストの低減と導入拡大が急速に進んでいます。
⚫

⚫

⚫

⚫

陸上風力発電の導入可能な適地が限定的な我が国において、洋上風力発
電の導入拡大は不可欠です。
一方、我が国における洋上風力発電の主力電源化を図る上では、諸外国と
比べて高い発電コスト、低調な設備利用率、自然条件に関する情報の不足、
日本の気象・海象条件に適した洋上特有の技術課題、国内事業者における
実績の不足など、様々な課題を解決していくことが必要です。
さらに再エネ海域利用法の制定により、今後我が国における洋上風力発電の
導入拡大が見込まれる中で、関連産業の競争力強化を図り、もって低廉かつ
強靭なエネルギー供給体制を構築することが重要です。
本事業では、こうした課題を解決するため、以下の技術開発を行います。
①洋上ウィンドファーム開発支援事業
②洋上風力発電低コスト施工技術開発
③次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究
これらの研究開発を実施することにより、我が国の洋上風力発電の更なる導
入拡大、低コストかつ安定的な再エネ電気の供給、風力関連産業の競争力
強化等に貢献します。

成果目標

⚫ 平成20年度から令和6年度までの17年間の事業であり、令和6年度までに、
本事業を通じて、我が国の気象・海象条件に適した洋上風力発電に関する技
術・システム等（9件）を確立し、2030年のエネルギーミックスの実現に貢献し
ます。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

委託・補助（1/2）
新エネルギー・産業
技術総合開発機構
（NEDO）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課 風力政策室

民間企業等

（１）洋上ウィンドファーム開発支援事業
⚫ 洋上風力発電事業の実施のために必要な基礎調査等を実施します。
⚫ 令和4年度は、前年度に続き、一般海域における、気象・海象などの情報を
効率的に収集する方法を策定するとともに、洋上風力発電設備を設置する
ために必要な、気象・海象等の基礎的な調査を行い、公開可能な材料とし
て取りまとめます。
※委託

（２）洋上風力発電低コスト施工技術開発
⚫ 我が国の海底地形・地盤に適した洋上風力発電設備の
基礎構造、施工技術等の実証を行います。
⚫ 令和4年度は、前年度に実施した試験海域に向けた機器
の設計製作等に続き、実海域での実証を行います。
※補助（1/2）

（３）次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究
⚫ 令和4年度は、令和３年度事業から継続して、軽量化パッシブヨー制御の要素
技術に着目した係留方式等による、先進的な低コスト浮体式洋上風力発電シス
テムの実証を行います。
※委託
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資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課 風力政策室

洋上風力発電の導入拡大に向けた調査支援事業
令和4年度予算額 2.1億円（新規）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

（１）洋上風力発電の導入拡大に向けた制度運用検討業務

⚫ 洋上風力産業ビジョン（第1次）に掲げる、2030年までに1,000万kW、

• 国による系統暫定確保の実現に向けた調査や、これまで

2040年までに浮体式も含む3,000万kW～4,500万kWの案件形成の
実現に向けて、計画的・継続的な案件形成及び事業実現を進めるため、
国による系統暫定確保スキームの具体化に向けた検討や、これまでの実
績を踏まえた案件形成に係る課題検証等を行うほか、促進区域において
事業を行う者を選定するための公募における評価支援を行います。

の促進区域の指定状況・公募手続きの状況を踏まえた、
今後の洋上風力発電の導入拡大に向けた課題の整理
及び改善に向けた検証（国による系統暫定確保スキー
ムの具体化等）を行います。

（２）洋上風力発電事業者選定に係る公募評価支援業務

【実施する事業】
① 国による系統暫定確保を行うための可能性調査及び系統暫定確保スキーム
やその他洋上風力の導入拡大に向けた制度運用に関する課題整理・検証
② 洋上風力発電事業者を公募により選定する際の評価支援

成果目標
⚫ 2030年における1,000万kWの洋上風力の案件形成
を目指します。

• 促進区域に指定された海域で実施される公募において、

事業者から提出される公募占用計画を適切に評価した
上で事業者の選定を行うため、専門的な知見を持つ民
間事業者に評価の支援を委託します。

系統暫定確保に向けた検討資料（例）

再エネ海域利用法に基づく
案件形成状況

条件（対象者、対象行為、補助率等）
委託

国

民間企業等
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太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業
令和4年度予算額 30.5億円（33.0億円）
事業の内容

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギー課

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 本事業は、太陽光発電の長期安定電源化に資するため、発
電設備の信頼性・安全確保、資源の再利用化を可能とする
リサイクル技術、出力の変動を高度に予測するための発電量
予測技術、系統影響緩和のための技術の開発等を行い、太
陽光発電の安定的な主力電源としていくことを目指します。

⚫ また、 2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、太陽
電池の多様な可能性を追求し、更なる導入拡大や利活用
拡大を図るため、２種類の電池を積層して組合せ、効率的
に光を吸収することを可能とするタンデム型などの高効率太陽
電池の要素技術の開発等を行います。

（１）信頼性・安全性確保技術、マテリアルリサイクル技術の開発等

• 信頼性・安全性確保のためのガイドライン策定や、
太陽光モジュールを適正に分離・回収するための
リサイクル技術の開発等を行います。
• 電力市場への統合に向け、太陽光発電の出力
変動への対応に必要な発電量予測技術の高度
化や太陽電池の評価方法の確立など先進的な
共通基盤技術の開発を行います。
• 令和4年度はガイドライン作成のための実地試験、
リサイクルモジュールの分析・評価、モジュール回
収システムの構築、発電量予測の高度化を行い
ます。

＜太陽光パネルの素材＞

（出典：デュポンHP）

リサイクル率の向上

（２）太陽光発電の系統影響緩和のための技術実証等

成果目標
⚫ 令和2年度から令和6年度までの5年間の事業であり、太陽
光発電の長期安定電源化や導入可能量の大幅拡大に資
する６件の技術の確立を目指します。

• 太陽光発電による電力系統への影響を緩和するため、発電量予測技術も活用

条件（対象者、対象行為、補助率等）

• ２種類の電池を積層して組合せるタンデム

交付金

国

委託・共同研究・補助
（2/3、1/2）
新エネルギー・産業
技術総合開発機構
（ＮＥＤＯ）

民間企業、
大学等
【民間企業等】
共同研究(2/3､1/2)、補助(1/2)
【大学等】 委託

しながら、太陽光発電の出力変動を踏まえて最大限調整力として活用できるよう
な制御技術の実証等を行います。
• 令和4年度は太陽光発電による調整力の確保に向けた実証を進めます。

（３）太陽光発電の導入可能量拡大に向けた技術開発
型の積層技術の開発や、高い変換効率を
維持・向上させながら少ない材料で効率的に
超高効率な太陽電池を実現する技術など、
太陽電池の更なる高付加価値化や高度化
等に資する技術の確立を目指します。

• 令和4年度は基盤再利用のための装置開

発や、セル・モジュール構造の最適設計・積
＜タンデム型太陽電池の断面図イメージ＞
層技術の開発等を実施します。
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産業保安グループ 電力安全課

小出力発電設備等保安力向上総合支援事業
令和4年度予算額 ３.0億円（新規）
事業の内容
事業目的・概要
⚫ カーボンニュートラル実現に向けて、再エネ発電設備のさらな
る導入が期待されています。一方で、近年、太陽電池パネ
ルの飛散や風力設備のタワー倒壊等、小出力発電設備の
損壊により社会的影響を及ぼした事故が発生しています。

⚫ 公共の安全を確保しつつ、再エネ発電設備の導入を最大

限進めるためには、小出力発電設備の保安を確立させるた
め、竣工時の設備の確認が必須です。

⚫ 本事業では、電気設備保安担当者の育成や、小出力発

電設備の設置状況を把握するデータベースの構築により、小
出力発電設備による公衆被害を低減するための体制構築
を支援します。

成果目標
⚫ 本事業を通じ、小出力発電設備の保安活動を適切に進め
ることで、設備の事故率の低減を目指します。

事業イメージ
（１）小出力発電設備の保安人材育成事業

• 小出力発電設備の設置者は保安に詳しくないことが多く、
竣工時の設備確認等の保安活動をサポートする能力の
ある者の育成が必要です。
• 設置者を対象とした保安活動の普及啓発を目的とするセ
ミナーの開催や、保安業務担当者の育成により、小出力
発電設備の保安力向上支援を行います。
（2）小出力発電設備データベース構築事業

• 小出力発電設備の設置状況を把握し、設備設置者・占
有者に対して適切な保安活動を促すことが必要です。
• 小出力発電設備の設置状況を集約したデータベースを
構築するため、設備設置者・占有者が簡便に情報登録
できるシステムを整備します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

委託

民間企業等
＜社会的影響を及ぼした小出力発電設備の事故事例＞
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再生可能エネルギー導入加速化に向けた系統用蓄電池等
導入支援事業 令和３年度補正予算額 130.0億円
事業の内容

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 2050年のカーボンニュートラル達成のためには、再生可能
エネルギー（以下再エネ）の導入をさらに加速化させる必
要があります。

⚫ 一方、太陽光・風力等の再エネは、天候や時間帯等の影

響で発電量が大きく変動するため、大量導入が進むと電
力系統の安定性に影響を及ぼす可能性があります。実際
に北海道等の再エネ導入が先行する地域では、これらの
変動に対応できる調整力等が不足しており、再エネ導入の
律速になっています。

⚫ そのため本事業では、電力系統に直接接続する大規模蓄

電池（系統用蓄電池）等を導入する事業者等へ、その
導入費用の一部を補助することで、再エネの大量導入に
向けて必要な調整力等の確保を図ります。

成果目標
⚫ 再エネポテンシャルを最大限発揮するための調整力等を確
保し、2030年の再エネ比率目標36～38％の達成に貢
献します。

系統用蓄電池等の導入支援

• 再エネの出力変動に対応できる調整力等の供出や再エ
ネ余剰電力の吸収が可能な、蓄電池や水電解装置を
導入する際にかかる費用の一部を支援します。

＜蓄電池＞ 補助率：1/2以内又は1/3以内
• 充放電の応答速度が速く、優れた調整力の供出が可能
• 再エネの余剰電力の吸収（蓄電）も可能
＜水電解装置＞ 補助率：2/3以内
• 出力制御により調整力の供出が可能
• 再エネの余剰電力の吸収（水素製造）が可能
系統安定化作用
電力余剰時：蓄電／水素製造
電力不足時：放電

系統用蓄電池

太陽光
電力系統
（送電線）

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助(定額)

国

補助(1/2以内、1/3以内、2/3以内)

民間団体等

民間事業者等

H2
水電解装置

再エネ電力
（不安定）

風力
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再生可能エネルギー大量導入に向けた次世代型ネットワーク
構築加速化事業 令和３年度補正予算額 50.0億円

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
政策課 制度審議室

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ エネルギー基本計画において、2050年カーボンニュートラル及び2030年

長距離海底直流送電システム実用化に向けた実地調査

度の温室効果ガス排出削減目標の実現を目指し、S+3Eを大前提に、
再エネ最優先の原則で再エネの最大限導入に取り組むこととしています。

⚫ その野心的な再エネ目標を達成するためには、電力系統の制約解消の
加速化が重要であり、特に、2030年に向けては、洋上風力等のポテン
シャルの大きい北海道等から、大需要地まで効率的に送電するための直
流送電システムの整備に向けた検討の加速化が不可欠です。

⚫ 直流送電システムの実用化に向けて、ケーブル等の技術や敷設手法の
適用可能性を踏まえつつ、以下の実地調査を行います。
① 海底地形調査
海の深さを測定し、海底地形を把握するための調査を実施します。

⚫ 本事業では、世界的に類例の乏しい大規模な長距離海底直流送電に
ついて、技術や敷設手法の適用可能性を踏まえつつ、計画的・効率的に
整備するための調査等を行うことで、国内電力系統における円滑な整備
計画の立案、海外の整備事業への進出に貢献します。

成果目標
⚫ 本事業を通じてエネルギー基本計画で示された再エネ目標（2030年に

サイドスキャンソナーに
よる海底面調査

マルチビーム測深機

② 海底地質調査
海底面下の地質構造を把握するための調査を実施します。

36%-38%程度）の実現を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
ROV

委託

国

民間企業等

ROV調査による障害物映像

③ 気象海象に関する調査
気象（風況）・海象（波浪、海潮流）に関する調査を実施します。
④ 先行利用状況調査
環境影響調査、地元理解促進活動などを実施します。
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安全性向上等に資する革新的な原子力イノベーション事業
令和３年度補正予算額 20.0億円

資源エネルギー庁 原子力政策課

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 現行軽水炉では、中露が政府ファイナンスをバックに市場を席巻しており、
米英加を始めとした先進国では小型炉、革新炉に活路を見出し、２０３
０年前後の商用化を目指して大規模政府予算を投入して研究開発を加
速しています。

（１）軽水炉の安全性に関する技術開発
• 耐震・安全性強化のための設計強化試験を通じて、自
然災害やテロにも強い高い安全性、カーボンフリーかつ安
定供給の実現性、高い経済性を有する軽水炉のシステ
ムとしての成立性を検証。

⚫ エネルギー基本計画（令和3年10月閣議決定）では、原子力について
は、「安全性等に優れた炉の追求など、将来に向けた原子力利用の安全
性・信頼性・効率性を抜本的に高める新技術等の開発や人材育成を進
める」としています。

⚫ 本事業では、2050年カーボンニュートラルのための原子力オプションの確保、
革新炉導入を視野に、軽水炉の安全技術開発を行いつつ、小型モジュー
ル炉、高温ガス炉、高速炉、核融合等の革新炉の技術開発を実施します。

成果目標
⚫ 軽水炉：将来的な革新炉開発にも資する安全技術の成立性を確認。

⚫ SMR ： 試 験 ・ 開 発 計 画 立 案 を 通 し て 実 証 炉 開 発 の 見 通 し を 得 る 。
高温ガス炉：燃料製造立地の成立性を確認。

⚫ 高速炉：海外開発協力を行いつつ、大型機器の短期間・低コスト製造工
法を確立。

（２）SMR・高温ガス炉開発に資する技術開発
• SMRについて、自然循環等の安全技術開発について解
析評価を実施。
• 高温ガス炉燃料製造における海外立地FSを実施。
（３）高速炉日米協力に資する革新技術試験
• 高速炉開発協力のため、日米共通基盤としてナトリウム
試験施設の整備や設計・試験活動を加速。
• 大型機器の要求精度緩和技術の確立。
（４）原子力利用を支えるサプライチェーン強化
• 原子力産業全体の強化のため、米欧核融合ベンチャーと
の共同プロジェクトに参画し、機器納入を目指す国内大
学発ベンチャー等の開発支援を加速。

⚫ 核融合：米欧核融合ベンチャーへの機器納入に向けた試験設備の整備。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

委託

民間企業等
補助(1/2, 2/3)

補助(定額)

国

民間団体等

民間企業等

耐震・安全性強化のた
めの設計強化試験

高速炉日米協力の
ための試験施設整備・
設計加速
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資源エネルギー庁 原子力政策課

原子力の安全性向上に資する技術開発事業
令和４年度予算額 23.3億円（25.0億円）
事業の内容
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

○事故耐性に優れた燃料被覆管の開発

⚫ エネルギー基本計画（平成30年7月閣議決定）では、「万が一の事故のリ

スクを下げていくため、過酷事故対策を含めた軽水炉の一層の安全性・信頼
性・効率性向上に資する技術の開発を進める」こととしています。

⚫ 東京電力福島第一原子力発電所の事故で得られた教訓を踏まえ、現在判
明している知見に基づき原子力発電所の安全対策高度化に向けた対策が
講じられていますが、今後も更なる安全性向上に向けて取組を加速させてい
くことが必要です。

⚫ 軽水炉安全技術・人材ロードマップ（平成27年6月総合資源エネルギー調

査会自主的安全性向上・技術・人材WG策定、平成29年3月改訂）にお
いて、当省が取り組むべきであり、かつ優先度が高いとされた課題の解決等に
向けて、研究機関やメーカー等が実施する原子力安全の高度化に資する技
術基盤の整備、技術開発を支援します。

⚫ 令和4年度は、過酷事故時に損傷しにくい新型燃料の部材開発をはじめとし
た、原子力の安全性向上に資する技術開発を20件程度実施します。

成果目標

• 過酷条件においても損傷しにくい新型燃料
部材を既存の軽水炉に導入し、過酷事故
時に適切な事故対応のための猶予期間を
確保することを目指し、新型燃料部材を既
存軽水炉で使用できる形で設計・製造する
ために必要となる技術基盤を整備します。

○燃料集合体内冷却水の気液二相流挙動解明に向けた研究開発

• 燃料集合体内気液二相流の挙動解明に必
要な試験を計画・実施し、熱水力解析手法
の高度化に資する気液二相流データベースを
構築することで、軽水炉のさらなる安全性・信
頼性の向上に寄与する。

⚫ 平成24年度から令和5年度までの事業であり、原子力の安全性を高める技
術基盤を整備し、民間企業等の取組を支援することにより、本事業を通じて
開発された複数件の技術について、事業終了までに、実際に利用可能な技
術になることを目指します。

• 原子力施設の安全性を確保するため、既

条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

委託、補助1/2

国

民間企業等
補助(1/2, 2/3)

補助(定額)

民間団体等

○浜岡原子力発電所実機材料を用いた材料劣化調査研究

民間企業等

設原子力プラント材料の強度を正確に把
握することは重要です。廃止措置プラントで
ある浜岡原子力発電所から材料を採取し、
劣化状況等の調査を行います。

試験体採取
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資源エネルギー庁 原子力政策課

高速炉に係る共通基盤のための技術開発委託事業
令和４年度予算額 43.5億円（43.5億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 高速炉は資源の有効利用・放射性廃棄物の減容化・有害度低減の

国内の高速炉開発の技術基盤を維持

３つの意義を有しており、仏国や米国、ロシア、中国などの諸外国にお
いて、研究開発が進められています。
⚫ 我が国でもエネルギー基本計画（平成30年7月閣議決定）で「高速
炉等の研究開発に取り組む」とされており、本事業は、戦略ロードマップ
（平成30年12月原子力関係閣僚会議決定）を受けた多様な高
速炉概念に幅広く適用できる共通基盤技術の整備を目的とします。

⚫ 令和４年度は、規格基準用試験を含む高速炉等の共通課題に向け
た基盤整備、試験装置整備を含む安全性向上に関わる要素技術開
発、枢要技術の確立、試験研究施設の整備、および将来の核燃料
サイクルの検討に資する、使用済MOX燃料に関する開発を進めます。
多目的高速試験炉等のナトリウム冷却高速炉に関する日米間協力
や日仏間高速炉協力も活用し、基盤整備を効率化を目指します。

成果目標
⚫ 平成25年度からの成果（安全設計ガイドラインの検討、日仏協力に
よる高速炉開発）を活用し、令和2年度～6年度までの事業により、
高速炉共通技術の開発を行います。本事業を通じて、原子力イノベー
ションに貢献する技術的な基盤や要素技術・枢要技術、試験研究施
設、再処理技術の獲得・整備を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
委託

国

民間企業等

ⅰ.共通課題に向けた基盤整備
●炉型によらない課題に対応するための
評価・シミュレーションツール（熱流動を
解析するコード等）を整備
●安全基準や構造・材料等の規格基準
を整備

ⅱ.安全性向上に係る技術開発
●自然循環による除熱や、炉心損傷
事故対策など高速炉の安全性を向
上させる技術開発
●高出力化等による経済性向上技
術開発

ⅲ.枢要技術の確立

ⅳ.試験研究施設の整備

・実験データ
・運転データ
・設計データ 等
もんじゅ

日仏協力

●将来の高速炉で重要となる技術を確立し、
将来活用できる形で知見・ノウハウを集約。

大洗・AtheNa

燃料試験設備

●民間企業の開発を支える、熱流動や
燃料の試験のための研究施設を整備

ⅴ.再処理技術開発
●様々な使用済MOX燃料に関するデータ整備

基盤整備を効率化

アウトカム：民間企業等の開発に活用
枢要技術やデータベースの利用、試
験研究施設を利用した試験、評価ソ
フトウェアの利用、要素技術の適用に
より、様々な革新炉の可能性を発掘

日米協力
多目的試験炉等、
米国のリソースを活用

日仏協力
ソフトウェア・試験データ
高速炉運転経験
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電源立地地域対策交付金
令和４年度予算額 730.4億円（754.8億円）

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
電力基盤整備課

事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要

⚫ 発電用施設等の設置及び運転の円滑化を図るため、発電用
施設等が立地する地方公共団体に対し、出力、発電電力量
等によって算出される交付限度額の範囲内で交付金を交付し
ます。
⚫ この交付金は、電源立地地域における住民の生活の利便性の
向上や産業振興を目的として行われる各種の事業の費用に充
てることができます。

公共用施設に係る整備、維持補修及び維持運営事業

企業導入・産業活性化に資する事業
⚫ 企業の導入促進のための事業
⚫ 地域の産業の近代化及び活性化のための事業 等

成果目標

⚫ 住民の生活の利便性の向上や産業振興を目的として行われる各
種の事業への支援を通じ、すべての交付先の自治体において発
電用施設の設置・運転の円滑化について地域住民の理解の促
進を図ります。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

⚫ 地域の産業振興に資する事業

⚫ 地域の特性を活用して当該地域の魅力を向上する事業

都道府県
交付

⚫ 社会福祉施設、教育文化施設又はスポーツ・レクリエーション施
設の整備及び運営 等

地域活性化に資する事業

都道府県
国

福祉対策に資する事業

市町村
交付

⚫ 地域の自然環境等の維持・保全及び向上を図る事業 等

市町村

給付金交付助成事業 等
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水素、燃料アンモニア導入及びCCUS適地確保体制構築事業
令和３年度補正予算額 40.0億円
事業の内容
事業目的・概要
⚫ 国際競争力をもった日本の上流開発企業の創出と
2050年カーボンニュートラル実現に向けた日本のエネ
ルギー安定供給のための体制の構築に向けて、日本の
上流開発企業が脱炭素燃料・技術の開発権益等を
獲得し、かつ経済性のあるCCUS事業を展開することを
目指します。

⚫ 日本企業が海外において行う脱炭素燃料・技術の開
発権益等の獲得を目的としたプロジェクトのFS・実証・
設備導入を支援します。

⚫ 上流CCUSのクレジット化も視野に入れて、世界の脱

炭素燃料、技術開発状況や各国政策、国際金融市
場等といった世界動向の把握、戦略の策定及び実行
を目的とした調査を行います。

資源エネルギー庁
資源・燃料部石油・天然ガス課

事業イメージ
（１）脱炭素燃料・技術の開発権益等の獲得支援事業

• 海外において日本企業が行う脱炭素燃料・技術の開発

権益等の獲得を目的としたプロジェクトについて、独立行
政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構が技術支援
を行うとともに、FS・実証・設備導入に係る費用の一部を
支援します。

（２）二国間クレジット制度等制度設計及び脱炭素燃料・
技術開発状況等の動向調査事業
• 上流CCUSのクレジット化も視野に入れて、世界の脱炭素
燃料、技術開発状況や各国政策、国際金融市場等と
いった世界動向の把握、戦略の策定及び実行を目的とし
た調査を行います。

成果目標
⚫ 2023年度までに、日本企業（及び相手国企業）が
各プロジェクトの最終投資決定をすることを目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
(1)交付金

国

(２)委託費

独立行政法人
石油天然ガス・金属鉱物資源機構
民間企業等

脱炭素燃料・技術の例（イメージ）
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CCUS研究開発・実証関連事業
令和4年度予算額 8２.３億円（60.3億円）
事業の内容

資源エネルギー庁資源・燃料部
石油・天然ガス課
03-3501-1817

事業イメージ

事業目的・概要
我が国の2050年カーボンニュートラル実現に向け、二酸化炭素分離回収・貯
留 有 効 利 用 技 術 （ Carbon dioxide Capture Utilization and
Storage：CCUS ）の早期実用化を図るため、以下の事業を実施します。

（１）苫小牧での大規模実証
CCS大規模実証試験において、CO2の海底下貯留の許認可を規定する海
洋汚染防止法を遵守すべく、引き続き圧入したCO2の分布及び海域の状況を
監視（モニタリング）します。

（２） CO2長距離輸送実証

○CCS実証実験を実施中
○2016年度に圧入・貯留を開始し、
2019年11月に30万トン圧入を達成
○圧入終了後も海防法に基づき、貯留
モニタリング、周辺海洋環境調査を継続

世界に先駆け、船舶による液化CO2の長距離輸送の実証をします。

（３）安全なCCS実施のためのCO2貯留技術の研究開発
CO2貯留技術に関する安全性を担保した、低コストかつ実用規模の安全管
理技術の確立を目指した研究開発を実施します。

（４）CO2の集約・利用技術開発
苫小牧CCUS・カーボンリサイクル実証拠点化に向けたCO2の有効利用（メタ
ノール合成等）に関する調査研究やCO2大量排出源からCO2を分離・回収し
集約する技術、シナリオの調査を実施します。

成果目標
（1）2030年までのCCS事業化を目指します。
（2）2025年度までに実用規模の安全管理技術の確立を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

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)

委託

民間企業等

＜令和4年度の実施内容＞
（１）①苫小牧沖地中に圧入したCO2のモニタリング、周辺海域の海洋環境
調査等を継続
②CCUS/カーボンリサイクル実証拠点化に向けた事業環境整備
③CCUS事業に関する社会的受容性の醸成に向けたPA活動
（２）出荷受入基地におけるCO2液化設備、貯槽、昇圧加温設備等の建設
および船上カーゴタンクの研究開発
（３）①安全性確保のための最適なモニタリング技術・手法の開発
②貯留層の不確実性などを考慮してCCSの事業性を総合評価するため
の貯留層管理技術の開発
（４）火力発電所などにおけるCO2排出削減ならびに有効利用による低炭素
化に向けた、CO2回収設備・精製設備、分離回収したCO2の地域集
約・供給に係る調査、CO2を利用したメタノール合成等に関する詳細設
計ならびに調査研究
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資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課
資源・燃料部 石油精製備蓄課

カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発事業
令和4年度予算額 169.5億円（161.5億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 「エネルギー基本計画」（平成30年7月）において、火力発電は環境負荷低減を
図りつつ有効利用していく方針であり、2050年に向け、火力の課題解決方針とし
て脱炭素化への挑戦が示されています。
⚫ 「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」（令和元年6月）において、気候
変動問題の解決に不可欠である非連続なイノベーションの実現のためCCUS／
カーボンリサイクルを含めたあらゆる選択肢を追求する方針が示されています。
⚫ 本事業では、上記方針に基づき、火力発電の抜本的なCO2削減のためCO2分
離回収型IGFC(※)実証、そこから排出されたCO2の有効利用に向けたカーボンリ
サイクル技術の開発を実施します。
⚫ また、再生可能エネルギーの大量導入に向けた火力発電の急速負荷変動対応技
術、CO2フリーアンモニア混焼技術といった火力発電の脱炭素化、環境負荷低減
の技術開発を実施します。
⚫ 令和4年度は、CO2分離回収型IGFCの実証試験を実施します。カーボンリサイク
ル技術については、炭酸塩化や化学製品原料化、燃料化に係る技術開発を実施
するとともに、広島県大崎上島での実証研究拠点の整備及び実証研究を進めま
す。アンモニア混焼技術については、実機での実証試験の実施に向け、設備の設
置・改良等に着手します。
成果目標
⚫ 2016年度から2022年度までの7年間で、本事業によりIGFC等の新たな発電技
術を確立します。商用機段階の送電端効率で、IGFCは55％程度（現状:USC
40％）の高効率化を目指します。また、2025年頃のアンモニア混焼率20％の達
成、2030年頃のカーボンリサイクル関連技術の確立を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

新エネルギー・産業
技術総合開発機構
（NEDO)

委託・補助

民間企業等

（１）カーボンリサイクル技術開発
• IGFC の 基 幹 技術 で あ る酸 素 吹 き IGCC

（石炭ガス化複合発電）からのCO2分離
回収技術に関し、発電側の負荷変動への
追従性等について実証試験を実施。また、
CO2分離回収型酸素吹きIGCCに燃料電
池 設 備 を 追 設 し て 、 CO2 分 離 回 収 型
IGFCとしてのプロセスの最適化等について
実証試験を実施。

IGFC実証

• 回収したCO2をメタン（CH4）やコンクリー

ト、化学製品原料、液体燃料等に転換・再
利用するカーボンリサイクル技術に関し、低コ
スト化や低エネルギー化するための技術開
発を実施。また、広島県大崎上島に実証
研究拠点を整備し、実証研究を実施。

（２）火力発電の高効率化・低炭素化に向けた技術開発
• CO2フリーなアンモニア（NH3）の火力発電への20%混焼に関し、燃焼の
安定性、排ガスの低NOx化等について実機での実証試験を実施。

• 再生可能エネルギーの大量導入に向け、火力発電の負荷変動対応による
影響評価等を実施。
微粉炭＋１次空気
アンモニア
燃焼用空気
燃焼安定性向上

NOx低減

NOxの還元領域

収熱向上

※IGFCとは、石炭をガス化し、燃料電池・ガスタービン・蒸気タービンの3種の発電形態を組み合わせたトリプルコンバインドサイクル発電技術。
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コンビナートの水素、燃料アンモニア等供給拠点化に向けた
支援事業 令和３年度補正予算額 70.0億円
事業の内容

資源エネルギー庁 資源・燃料部 政策課
石油精製備蓄課
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課
製造産業局 素材産業課

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 石油精製業者においてカーボンニュートラル（以下:CN）を目指した脱炭
素化の事業転換が急務です。コンビナートは、石油精製業を始めとした重
厚な産業の集積、パイプラインによる関連産業との連結、港湾等の輸送
拠点といった特性があり、そのポテンシャルを最大限活用していくことは、我
が国の燃料政策の観点から重要です。

⚫ さらに、コンビナートは水素や燃料アンモニア等の脱炭素燃料の受入・供給
拠点として高いポテンシャルを有しているため、脱炭素燃料の利活用を拡
大するには、コンビナートを活用することが非常に効果的です。このポテン
シャルを活用するにあたって、コンビナート内で各社が実施する設備導入の
みならず、関係事業者が共有するインフラ部分の整備が重要になります。

＜設備導入支援＞
コンビナートにおけるカーボンニュートラル化の拠点となる事業者に対して、
コンビナート内で関係事業者が共有するインフラ部分の整備に係る設備
導入の取組を支援します。

NH3

NH3

NH3
H2
H2
H2

⚫ 本事業では、コンビナート内における共有インフラに対する設備導入支援
を行い、CN化の拠点となるコンビナートのモデルケースを創出します。創出
されたモデルを全国のコンビナートへ横展開していくことで、コンビナート内で
のCNの実現、さらにはコンビナートが水素や燃料アンモニア等の脱炭素燃
料の受入・供給拠点となることを目指します。

H2
コンビナート

CO2回
収装置
アンモニアバーナー

水素液化機等

脱水素プラント

NH3

成果目標
⚫ 事業モデルを確立することで、コンビナート内でのCNの横展開に資するとと

H2

H2
NH3

H2

（主な支援対象）

もに、コンビナートが水素や燃料アンモニア等の脱炭素燃料の供給拠点と
なることに貢献する。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

補助

民間団体等

補助(１/3)

民間企業等

燃料用タンク

パイプライン

水素取り出し装置等
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資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
水素・燃料電池戦略室

水素社会実現に向けた革新的燃料電池技術等の
活用のための研究開発事業 令和4年度予算額 79.1億円 (66.7億円)
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

①基盤技術開発（委託）

⚫ 我が国は水素・燃料電池技術において、特許出願数等で世界をリードしていますが、諸外
基礎科学原理の
革新的な燃料電池技
国が水素利用の拡大に向け、本分野の研究開発を強化する中、我が国も燃料電池技術（例） 触媒の低コスト化
の解析(水電解)
(PEFC)
術の開発 (SOFC)
等の研究開発の一層の強化が重要です。
貴金属（白金）
⚫ このため、固体高分子形燃料電池(PEFC)及び固体酸化物形燃料電池(SOFC)の大量 白金層断面図
非貴金属等触媒
普及と用途拡大に向け、高効率・高耐久・低コストの燃料電池システム等の実現のための
研究開発を行います。
⚫ また、水電解についても、その逆反応である燃料電池の研究開発と連携することで、新規
参入を促し、基盤的な技術も含めた産業競争力強化を図ることが重要です。
①基盤技術開発
最新鋭のガスタービンコンバイン
ドサイクル（GTCC）を超える 研究機関や企業から研究
✓ 燃料電池部材・機器等を共通化・標準化するための解析・評価プラットフォームを構築し、 高コストな白金触媒を非貴金
データや材料の提供を受
属材料に代替し低コスト化を図 発電効率65％超の固体酸化
参加企業の裾野拡大とFCスタック全体の生産技術開発と低コスト化を図ります。
け、劣化メカニズム等を解
るとともに、高効率・高耐久性を 物形燃料電池のセルスタックの
✓ 大型FC車両の普及を加速化させるべく、長時間の高負荷運転等を可能とする冷却効
析し、その結果をフィード
開発
両立させる電極触媒の開発
率向上を実現する高温運転に対応したFCスタックの開発を行います。
バックする手法の開発
✓ 水電解装置の大型化等の技術開発のみならず、膜や触媒などの改良もコスト低減等に
②多用途活用のための生産技術開発（補助）
寄与するため、装置への実装も見据えた要素技術の研究開発を行います。
（例）
②多用途活用のための生産技術開発
製造プロセス・
製品化
✓ 燃料電池、移動体用水素タンクや水電解等の多様な用途での活用に向け、製造プロセ
アプリケーション技術開発
ス等の技術開発や技術実証を行います。
✓ 令和4年度は重機、ドローン用燃料電池の開発をはじめとして、燃料電池等の多用途展
開に向けた開発事業への取組を拡大します。

成果目標

⚫ 令和2年度から令和6年度までの5年間の事業であり、PEFCについては、低コスト化・
高出力・高耐久性を実現する要素技術の確立を、 SOFCについては、普及拡大が期
待される業務・産業用燃料電池の高効率・高耐久システムを目指します。
⚫ 水電解については、要素技術の研究開発を通じて更なる耐久性向上、高効率化、低
コスト化を図ります。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

設計フィードバック
・材料創成プロセス
-新材料の組合せ

・MEA製造
-電解質膜(PEM)
-電極
-拡散層

・セルスタック
-出力特性
-効率性
-耐久性

・FCモジュール
組立て
- システム制
御

高度な生産技術によるコスト低減・
アプリケーションの多様化

委託・補助（1/2以内）

新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

民間企業等
出典：トヨタ自動車

JR東日本

京セラ

三浦工業
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産業活動等の抜本的な脱炭素化に向けた水素社会
モデル構築実証事業 令和４年度予算額 73.1億円（73.1億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課
水素・燃料電池戦略室

事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要

⚫ 余剰再エネ等から水素を製造するPower-to-Gas技術は、国内水素

①再エネ由来水素製造技術・システム構築実証【委託】

製造基盤を確立する上で極めて重要です。

ＦＨ２Ｒ

⚫ そのため、水電解装置による水素製造コストの低減を図る観点から、福
島水素エネルギー研究フィールド（FH2R）を活用し、稼働率向上と電
力価格が安価な時間帯での稼働を両立する、水電解装置の柔軟な運
転技術の確立に取り組みます。

⚫ また、水素を日常の生活や産業活動で利活用する「水素社会」の構築
に向けては、水素の製造、輸送・貯蔵、水素利活用まで一気通貫した
水素サプライチェーンを構築することが重要です。

• 福島県浪江町に開所した世界有数
の水電解装置を備える「福島水素エ
ネルギー研究フィールド（FH2R）」
において、電力需給等に応じて水素
の製造・貯蔵を最適化する新たなエ
ネルギーマネジメントシステムの技術
実証を実施。

FH2R
出典：東芝エネルギーシステムズ（株）

⚫ そのため、コンビナートや工場、港湾等において、全国に先んじて様々な
①水素製造源、②輸送・貯蔵手段、③水素の利活用先等を組み合わ
せたモデルを構築し、全国での水素の社会実装に向けて、効率良く水素
供給コストを削減し、システムとして知見を蓄積することを目指します。
成果目標

②水素社会モデル構築実証【補助、委託】
• モビリティ、産業プロセス等の様々な分野において、FH2R等の水素を活
用し、水素社会のモデルを構築するための技術実証を実施。

⚫ 本事業は5年間の事業であり、令和４年度は福島県において、
Power-to-Gas技術やFH2Rで製造した水素等を活かした水素利
活用の実証を実施します。

⚫ また、水素製造、輸送・貯蔵及び利用技術を組み合わせた総合的な
エネルギーシステムについて、社会実装のためのモデルを確立します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

委託、補助(2/3以内)
新エネルギー・産業技術
総合開発機構(NEDO)

定置用FC

再エネ由来水素/
副生水素/海外水素

FCV

FCフォークリフト

駅

水素ST

FCバス

工場

• コンビナートや工場、港湾等において、発電、熱利用、運輸、産業プロ
セス等で大規模に水素を利活用するための技術実証を実施。

民間企業等
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資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課
資源・燃料部 石油精製備蓄課

カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発事業
令和4年度予算額 169.5億円（161.5億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 「エネルギー基本計画」（平成30年7月）において、火力発電は環境負荷低減を
図りつつ有効利用していく方針であり、2050年に向け、火力の課題解決方針とし
て脱炭素化への挑戦が示されています。
⚫ 「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」（令和元年6月）において、気候
変動問題の解決に不可欠である非連続なイノベーションの実現のためCCUS／
カーボンリサイクルを含めたあらゆる選択肢を追求する方針が示されています。
⚫ 本事業では、上記方針に基づき、火力発電の抜本的なCO2削減のためCO2分
離回収型IGFC(※)実証、そこから排出されたCO2の有効利用に向けたカーボンリ
サイクル技術の開発を実施します。
⚫ また、再生可能エネルギーの大量導入に向けた火力発電の急速負荷変動対応技
術、CO2フリーアンモニア混焼技術といった火力発電の脱炭素化、環境負荷低減
の技術開発を実施します。
⚫ 令和4年度は、CO2分離回収型IGFCの実証試験を実施します。カーボンリサイク
ル技術については、炭酸塩化や化学製品原料化、燃料化に係る技術開発を実施
するとともに、広島県大崎上島での実証研究拠点の整備及び実証研究を進めま
す。アンモニア混焼技術については、実機での実証試験の実施に向け、設備の設
置・改良等に着手します。
成果目標
⚫ 2016年度から2022年度までの7年間で、本事業によりIGFC等の新たな発電技
術を確立します。商用機段階の送電端効率で、IGFCは55％程度（現状:USC
40％）の高効率化を目指します。また、2025年頃のアンモニア混焼率20％の達
成、2030年頃のカーボンリサイクル関連技術の確立を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

新エネルギー・産業
技術総合開発機構
（NEDO)

委託・補助

民間企業等

（１）カーボンリサイクル技術開発
• IGFC の 基 幹 技術 で あ る酸 素 吹 き IGCC

（石炭ガス化複合発電）からのCO2分離
回収技術に関し、発電側の負荷変動への
追従性等について実証試験を実施。また、
CO2分離回収型酸素吹きIGCCに燃料電
池 設 備 を 追 設 し て 、 CO2 分 離 回 収 型
IGFCとしてのプロセスの最適化等について
実証試験を実施。

IGFC実証

• 回収したCO2をメタン（CH4）やコンクリー

ト、化学製品原料、液体燃料等に転換・再
利用するカーボンリサイクル技術に関し、低コ
スト化や低エネルギー化するための技術開
発を実施。また、広島県大崎上島に実証
研究拠点を整備し、実証研究を実施。

（２）火力発電の高効率化・低炭素化に向けた技術開発
• CO2フリーなアンモニア（NH3）の火力発電への20%混焼に関し、燃焼の
安定性、排ガスの低NOx化等について実機での実証試験を実施。

• 再生可能エネルギーの大量導入に向け、火力発電の負荷変動対応による
影響評価等を実施。
微粉炭＋１次空気
アンモニア
燃焼用空気
燃焼安定性向上

NOx低減

NOxの還元領域

収熱向上

※IGFCとは、石炭をガス化し、燃料電池・ガスタービン・蒸気タービンの3種の発電形態を組み合わせたトリプルコンバインドサイクル発電技術。
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廃プラスチックの資源循環高度化事業
令和３年度補正予算額 46.0億円

産業技術環境局 資源循環経済課

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、
付加価値の最大化を図る循環経済（サーキュラー・エコノ
ミー）への移行に向けた動きが世界的な潮流となりつつある
中で、海洋プラスチックごみ問題を契機として、廃プラスチック
の資源循環の高度化への取組が急務となっています。
⚫ 我が国では、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する
法律（令和３年法律第60号。以下「プラスチック資源循環
促進法」という。）」が成立し、自主的な取組を基本としつつ、
あらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組を促進す
るための措置を講じることとしました。
⚫ 本事業では、企業の意欲的な取組を後押しするため、廃プ
ラスチックの資源循環の高度化に資する取組を支援すること
を通じて、民間企業による廃プラスチックの高度な資源循環
の自律的取組への移行を実現します。
成果目標

⚫ 2030年度までに、プラスチックの資源循環に係る施策についての
2030年度のマイルストーン及び温室効果ガス削減目標の達成
に貢献するとともに、サーキュラー・エコノミーのビジネスモデルの構
築・横展開を実現します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
定額補助

補助（1/2等）

民間団体等
国

委託（⑵の一部）

民間企業等

廃プラスチックの資源循環高度化事業
⑴ プラスチック使用製品の設計・製造に当たって、環境配慮設計に
取り組む企業の設備投資等を支援します。

（例）プラスチック資源循環促進法のプラスチック使用製品設計指
針への適合を目指して設備の導入等を行い、従来の環境配慮
設計に比べて先進的なプラスチック使用製品の設計・製造を実
施する。
＜付け替えボトル＞
＜詰替パウチ＞

⑵ ワンウェイプラスチックの製造・提供に当たって、ワンウェイプラスチッ
クの使用の合理化に取り組む企業のための実証や設備投資等を
支援します。
（例）ワンウェイプラスチックの薄肉化、軽量化、原材料の種類の工
夫等を目指して設備の導入等を行い、プラスチック資源循環促
進法の判断基準に係る目標の達成に資するワンウェイプラスチッ
クの製造・提供を実施する。
＜プラ使用量削減＞

＜木製カトラリー＞

＜竹製歯ブラシ＞

⑶ 廃プラスチックの高度選別及び高度なリサイクル技術を実証する
ために必要となる設備投資等を支援します。
（例）これまでは焼却や埋立て処理をしていた廃プラスチックをリサイ
クルするために設備の導入等を行い、高度選別や基礎化学品へ
のリサイクル（ケミカルリサイクル）又は高物性再生材へのリサイ
クル（マテリアルリサイクル）を実施する。
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資源循環システム高度化促進事業
令和4年度予算額 3.2億円（5.7億円）

･産業技術環境局 資源循環経済課
①、②製造産業局 金属技術室
③資源エネルギー庁 鉱物資源課
・商務情報政策局 情報産業課

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
●国内外の地上資源の高度活用システムを構築し、国際的に需要の増大が
見込まれる有用金属の安定確保及び省資源・省エネルギー化を実現するた
めの技術開発及び実証事業を行います。
●具体的には、安価で高品質なリサイクル材の安定的な生産・供給を実現する
ため、廃小型家電等を製品レベル・部品レベルで自動選別するプロセス及び
高効率な製錬プロセスなどを構築するための研究開発を行うことで、世界に
先駆けた高効率かつ省エネルギー効果の高い資源循環システムの構築を行
います。
●製品・部品の物理選別技術（①及び②）は、令和３年度に開発を終了し
ます。高効率な金属製錬技術（③）については、令和3年度までに得られ
た知見に基づき、令和4年度では、目的元素の分離条件の最適化とともに
連続試験装置によるスケールアップの検討等を行います。動静脈産業の情報
連携システム（④）について、動脈産業側から提供される情報量に応じた
実機での分離・選別性能の検証を踏まえ、動静脈連携を実現するためのシ
ステム構築を目指した開発を実施します。

製品
製品設計と
処理工程が
合っていない

量・質が
製造ニーズに
合っていない

製造と再資源化
プロセスの連携

製錬

解体・選別

都市鉱山 手動で 有用金属を回収し 再生材
きれていない
（廃家電類） 非効率
課題解決に向けた
技術開発

動脈産業

低温焙焼
ⅰ.鋳型分離／ⅱ.溶融塩

再資源化

連携

成果目標
●令和4年度までの6年間の事業であり、技術・システム導入により、中間処理
コストを1/2に低減、レアメタル製錬コストを1/2-1/3に低減、動静脈情報連
携システムを構築をします。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

(研)新エネルギー・産
業技術総合開発機構
(NEDO)

製品販売

④動静脈情報
連携システム
開発

製錬所

備
蓄

廃製品群
自動・自律型リサイクルプラント

①,②,③
ⅰ)、ⅱ）
④委託

③高効率製錬
技術開発

製錬原料プール

民間企業等
①廃製品自動選別技術開発

②廃部品自動選別技術開発
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産業技術環境局 資源循環経済課

プラスチック有効利用高度化事業
令和4年度予算額 11.9億円（12.0億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ プラスチックはその高い機能性から、社会生活の様々な場面で利用が急速
に進んだ素材です。しかし、需要増大に伴い、原料調達、製造、加工及
び廃棄処理の過程でのエネルギー消費、CO2排出の増大や、プラスチック
ごみによる海洋汚染が社会課題となっています。

（１）リサイクル高度化促進技術開発基盤構築
高効率にエネルギーが
循環するサーマルリカバリー
基礎化学品への 高物性再生材への
ケミカルリサイクル マテリアルリサイクル

⚫ 特に近年は、上記課題の解決がSDGsに資するため、リサイクルの徹底・
素材転換を求める機運が高まる中、対策を進めていく好機にあります。

⚫ 本事業ではこうした機運を捉え、回収された廃プラスチックの高度なリサイク

化石資源
消費

ルを促進する技術基盤構築を通して、プラスチックの資源効率や資源価値
を高めると共に、海洋生分解性プラスチックの市場拡大のため、海洋生分
解性プラスチック導入・普及を促進する技術基盤構築を行います。

⚫ 令和4年度は、(1)リサイクル高度化促進技術については、ラボからベンチ
スケールでの検討を基に、更なるスケールアップに向けた機器設計に着手し、
高効率選別システムと多様なリサイクル手法の連携的な開発を行います。
また、(2)海洋生分解性プラスチック技術については、生分解機構の解明
に向けてラボ・フィールド試験等を踏まえたモデル構築および、安全性・物理
特性の評価を踏まえた新素材の開発等を開始します。

成果目標
⚫ 令和2年度から6年度までの事業であり、2030年までに714万CO2トン/

年の削減を目指すと共に、2020年代初頭には海洋生分解性プラスチッ
クに係るISO提案に向けた評価手法の確立を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
交付金

国

委託

NEDO

国研、大学、企業等

素材製造 製品製造

使用

高度選別

廃プラス
チック

廃棄

エネルギー消費
CO2排出

バイオマス
原料

高品質・安全な海洋生分解性
プラスチック製造高度化

海洋流出

海洋生分解性プラスチックの
技術・安全性評価基盤

（２） 海洋生分解性プラスチック技術開発基盤構築
（１）リサイクル高度化促進技術開発基盤構築

• 様々な廃プラスチックを汚れや複合品などの品質に応じて最適に循環させ、省エネル

ギー・CO2 排出抑制を実現するための、高度選別・高物性材料再生・基礎化学品
化・高効率エネルギー循環などの基盤技術を開発。

• 資源循環に関する知見・ノウハウの集約・提供、開発環境整備、人材育成を促進。
（２） 海洋生分解性プラスチック技術開発基盤構築

• 海洋生分解性プラスチックの海洋での生分解機構の解明を通し、技術・安全性の評
価手法確立に加え、革新的な技術・新素材の開発を行い、知見・ノウハウの蓄積・提
供、人材育成を通して技術開発基盤を構築。
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基礎素材産業の低炭素化投資促進に向けた設計・実証事業
令和３年度補正予算額 61.0億円

製造産業局 素材産業課
製造産業局 金属課

事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要
⚫ 日本のCO₂排出量のうち、約１／４を基礎素材産業
（鉄鋼業、化学工業、窯業・土石業、パルプ・紙・紙加工
業）からの排出が占めており、こうした基礎素材産業の脱
炭素化に向けた対策が急務です。

⚫ 基礎素材産業からのCO₂排出は、製造プロセス及びエネ

ルギー利用による二つの排出源があり、カーボンニュートラル
化に向けては、この二つの対策に取り組む必要があります。

⚫ このため、CO₂排出に関する2030年度の政府目標も踏ま
え、緊急的な対策として、①基礎素材産業各社が保有す
る石炭等火力自家発電所の燃料転換、②製鉄用設備
の低炭素化改修に向けた事業実施可能性調査に係る費
用の一部を補助します。

成果目標
⚫ FS調査については、燃料転換等に向けた詳細設計等の次
の段階に進むことを目指します。

事業実施可能性調査支援事業

• エネルギー多消費産業である基礎素材産業各社が実施

する石炭等火力自家発電所の燃料転換やCO₂排出量
の多い製鉄用設備（高炉・コークス炉等）の低炭素化
改修（廃プラの利活用や電気炉化など）に向けた事業
実施可能性調査（実証・設計含む）に係る費用の一
部を補助します。
＜燃料転換等に向けたFS調査＞
・燃料の転換、廃プラ等の利活用による影響、効果等の検
証・実証
・低炭素設備の導入による効果の検証・実証
・燃料転換等後のランニングコスト等の試算
・燃料転換等に向けた設備の詳細設計
等

【燃料転換イメージ】

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助（定額）

国

補助（2/3）

民間団体等

基礎素材産業

例）高炉（石炭を使って鉄鉱石を鉄に変える炉）
において、廃プラを利活用することで石炭・コーク
スの使用量を抑制

【製鉄用設備の低炭素化改修イメージ】
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サプライチェーン上不可欠性の高い半導体の生産設備の脱炭素化・刷新事業
令和3年度補正予算額

商務情報政策局 情報産業課

470.0億円

事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要

①マイコン等

⚫ デジタル化やグリーンイノベーションへの対応により、半導体が国民生活で

世界的な半導体不足の中で100万台を超える自動車の減産な
どの影響を与え、また医療機器等も含め様々な電子部品の動作
に必要不可欠。

担う機能が増大する中、機能毎に作り込まれた固有の半導体の利用も
拡大しております。このような固有の半導体は、一般に代替が困難であり、
安定供給の確保が安全保障上、非常に重要となっております。

⚫ 実際に国内では、老朽化した設備が原因の工場火災などが相次ぎ、そ
れが原因で、自動車・家電をはじめあらゆる電子機器等の国内生産に
多大な混乱を起こしています。このようなサプライチェーン上の不可欠性に
鑑み、事故や災害等によるリスクへの適切な対処が喫緊の課題となって
おります。

⚫ 本事業では、国民生活への影響や経済的な損失が大きく公益性が高い
半導体（マイコン、パワー半導体、アナログ半導体）を安定的に供給す
るための製造設備の入替・増設にかかる事業費を支援します。

②パワー半導体
電動車や風力発電等向け電力制御デバイスとして、今後のカー
ボンニュートラル実現に必要不可欠。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

③アナログ半導体

センサ等で取り込んだ現象をロジック半導体に伝える半導体であり、
あらゆる機器に使用される。
民間企業等

自動車

5Gインフラ

風力発電

IoT機器

汎用半導体の生産設備の刷新（補助）
供給に問題が生じれば、需要家サイドの事業が一斉に停止する可能性が高く、
国民生活への影響や経済的な損失が大きい半導体（マイコン、パワー半導体、
アナログ半導体）の製造設備を支援対象とする。
【補助対象】半導体メーカによる、著しい生産性向上等により安定供給に資する
製造設備の入替・増設の事業費

成果目標

⚫ 今後到来する自動運転・IoT時代に備え、半導体サプライチェーンの
強靭化を実現し、安定供給の確保を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

【補助上限額】150億円
【要件】①、②のいずれかを満たし、③および④の基準を満たす、設備の入替・増
設事業を対象とする。
OR

補助(1/3)

国

【補助率】 １／３

民間企業等

①製造コストの低減
②従来品よりも高付加価値な半導体の製造設備導入
AND
③サプライチェーン上の不可欠性
④設備刷新による生産プロセスの脱炭素化
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資源エネルギー庁 長官官房 国際課
資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・
天然ガス課
資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネル
ギー部 政策課 国際室
通商政策局 アジア大洋州課

アジアグリーン成長プロジェクト推進事業
令和３年度補正予算額 50.0億円
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ パリ協定の目標達成に向け、世界全体でのカーボンニュー
トラル（CN）の実現する必要があり、その実現には、先進
国のみならず、途上国の積極的な取組が必要です。

（１）個別プロジェクト支援及び具体的成果の広報
• ASEANを含むアジア地域の国々からのニーズ等を踏まえ
て、国がその重要性を判断してプロジェクトを支援します。
加えて、そのプロジェクトの成果を補助対象国や他国へと
国が主体的に広報していきます。

⚫ CNに向けたアジアの現実的なトランジションに対する日本の

支援パッケージ「アジア・エネルギー・トランジション・イニシア
ティブ（AETI)」を本年５月に発表し、多くの国から支援要
請が寄せられています。

⚫ 本事業では、アジア地域のCNに資するプロジェクトへの支

援を行うことで、世界のCN達成への貢献、及び日本企業
の脱炭素技術・インフラの海外展開を目指します。
成果目標
⚫ 国内市場のみならず、新興国等の海外市場を獲得し、ス
ケールメリットを活かしたコスト削減を通じて国内産業の競
争力を強化。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
1．個別プロジェクト支援事業
定額補助

国

補助（1/1, 1/2, 2/3）
※補助はプロジェクト支援事業のみ

民間企業等

民間企業等

2．ASEANを中心とするアジア各国のニーズ調査
拠出金

国

日ASEAN経済産業協
力委員会（AMEICC）

（２）ASEANを中心とするアジア各国のニーズ調査
• AMEICCにおける、ASEAN各国の政府やシンクタンク等
とのネットワーク及び関連産業分野の知見・活動を通じ、
CNに資するプロジェクトに関するアジア各国のニーズを調
査します。
＜AMEICCの位置づけ＞

＜2021年経済大臣会合＞

日・ASEAN経済大臣会合
（AEM-METI)
日・ASEAN経済産業協力委員会
（AMEICC)
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産業技術環境局 環境経済室

カーボンニュートラル・トップリーグ整備事業
令和３年度補正予算額 10.0億円
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

カーボンニュートラル・トップリーグとカーボン・クレジット市場の創設

⚫ 2050CNに向けて「経済と環境の好循環」を実現するためには、「成長に
資する」カーボンプライシングとして、①2050CNを目指す企業が、国の
指針を踏まえ意欲的なCO2削減目標を設定し、目標達成のためのクレ
ジット取引等を行い、国が実績を確認する排出量取引制度（カーボン
ニュートラル・トップリーグ）と、②企業が国際的に通用するクレジットを国
内で調達できる市場（カーボン・クレジット市場）の創設が必要です。

⚫ カーボンニュートラルを巡り、各国政府は様々な新しい挑戦を試行段階
で展開しています。日本が、世界のCNをめざし、「経済と環境の好循環」
を達成するためには、グローバルビジネスの変化を踏まえつつ、上記のカー
ボンニュートラル・トップリーグとカーボン・クレジット市場の具体化についても、
スピード感を持って政策対応することが必要です。

⚫ 上記政策対応として、制度詳細検討に向けた調査分析を行うとともに、
国内外の参加企業を募るためのPR、排出量取引のシステム実証等を
行います。
成果目標
⚫ トップリーグ参加企業500社（海外企業50社含む）
⚫ トップリーグ参加企業間での排出量取引について、令和３年度中に取
引システムの実証を開始する
条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

委託

民間企業等

（１）制度詳細等の調査分析・制度の対外PR・制度運営
• トップリーグ参加企業が野心的なCO2削減目標を設定するために踏まえるべき
国としての指針について、カーボンニュートラルに向けた技術の社会実装の進捗
度合い等の主要業界ごとの産業特性や、国際比較を踏まえた設定を行うべく、
必要な調査分析を行う。
• 更に、実効性を高めるためには、高い削減目標を掲げる企業が数多く参画する
ことが不可欠であるため、シンポジウムの開催等のPR活動を行う。また、安定的
な制度運営を行うための事務局を設置する。

（２）排出量取引システム実証
• カーボン・クレジット市場におけるトップリーグ参加企業間での排出量の移転につ
いて、システム実証を行う。
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国内における温室効果ガス排出削減・吸収量認証制度の
実施委託費 令和4年度予算額 4.9億円（3.8億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 2050年カーボンニュートラルや2030年の新たな温室効果ガ
ス削減目標には、省エネの深堀りや再エネの最大限の活用
が求められます。

⚫ 本事業では、地球温暖化対策計画において、2030年削
減目標の実現に向けた施策として位置づけられている「J-ク
レジット制度（以下、Jクレ）」を引き続き環境省、農林水
産省と共同で運営します。

⚫ Jクレは、省エネ・再エネ設備の導入、森林整備等による温

室効果ガスの排出削減量をクレジットとして認証する制度で
あり、創出されたクレジットは市場で売買され、カーボンオフ
セット等に活用されます。

⚫ 更なるJクレ活用のため、サプライチェーン全体でカーボンニュー

トラルを進める業種を対象に、IT技術を活用した排出量の
見える化の基盤整備にも取り組みます。
成果目標
⚫ 令 和 12 年 度 （ 2030 年 度 ） ま で に 、 累 計 750 万 ト ン
（1500万トンを環境省と折半）のクレジットを認証します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
委託

国

民間企業等

産業技術局環境局 環境経済室

J-クレジット制度
国
プロジェクト
登録

プロジェクト
計画書

モニタリング
報告書

クレジット
認証

J-クレジットを創出する事業者等
コージェネ

バイオマスボイラー

太陽光発電

→省エネ・再エネ設備の導入等により排出削減
＜メリット＞
・ランニングコストの低減効果
・クレジット売却益 等

クレジット
購入

資金循環

クレジット
売却

J-クレジットを活用する事業者等
＜メリット＞
・温対法の調整後温室効果ガス排出量の報告
・カーボン・オフセット、CSR活動
・低炭素社会実行計画の目標達成
・共同省エネルギー事業の報告
・CDP・SBT・RE100等の国際的イニシアティブへの報告 等
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産業技術環境局 環境経済室

クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業
令和4年度予算額 3.0億円（3.0億円）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ カーボンニュートラルの実現のためには、世界全体で拡大してい
るESG資金を、省エネやエネルギー転換など着実な低炭素化
に向けた「トランジション（移行）」や「革新イノベーション」に誘
導することが必要です。

⚫ 令和3年5月、政府は、脱炭素に向けた移行に取り組む企業
の資金調達を支えるため、「クライメート・トランジション・ファイナ
ンス基本指針」を策定しました。

⚫ 本事業では、主に、一足飛びでは脱炭素化できない温室効

果ガス多排出産業（鉄鋼、化学、電力、ガス、石油、セメン
ト、製紙・パルプ等）を対象に、「トランジション・ボンド」や「トラ
ンジション・ローン」等、新たな金融商品による資金調達を促進
するため、モデル事例を公募し、トランジションへの適合性評価、
分野別ロードマップ作成・更新や情報発信等を実施します。

成果目標
⚫ 令和5年度までに30件のトランジション・ボンド発行ス
キームの確立を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
委託

国

補助

民間企業等
執行団体

補助

モデル性審査、分野別
ロードマップ作成等

民間企業等
適合性評価等

国
①補助
民間調査会社・
評価機関 等
分野別ロードマップ
等の検討会

②モデル事例に応募

証券会社等

④トランジション・
ボンドの発行等

事業会社
③評価（認定）

民間調査会社等はモデル事例の公募・選定・実施、適合性
評価等を行う。

⇒ モデル事例の創出・発信、過年度に策定した分野別ロー
ドマップ更新等を通じて、トランジション・ボンドの発行等を
促進。
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２．脱炭素化と資源・エネルギー安定供給確保
との両立
⚫ 分散型エネルギーリソースの活用やSS・製油所をはじめとする燃料供給
体制の強化等による脱炭素化とレジリエンスの向上の両立や社会的重
要インフラの災害対応能力を強化する。 他
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地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金
令和３年度補正予算額 29.5億円

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課

事業の内容

事業イメージ

⚫ 地域における再生可能エネルギー等の分散型エネルギーリソースの活用

再生可能エネルギー等を活用した
地域マイクログリッド構築支援事業

事業目的・概要
に向けては、地域における地産地消による効率的なエネルギー利用、レ
ジリエンス強化等に資するマイクログリッドを含む自立・分散型エネルギー
システムの構築等が期待されています。他方、マイクログリッドの構築に
向けては、技術面、経済性等の観点で課題もあります。

⚫ 令和4年度の配電事業ライセンスの施行も見据え、本事業による支援

地域マイクログリッド構築支援事業
• 地域にある再生可能エネルギーを活用し、平常時は下位系統の潮
流を把握し、災害等による大規模停電時には自立して電力を供給
できる「地域マイクログリッド」を構築しようとする民間事業者等に対し、
構築に必要な費用の一部を支援します。【補助率：2/3以内】

を通じ、事業者によるマイクログリッド内の需要と分散型エネルギーリソー
スによる供給の調整に要する基盤技術の構築を進めます。

大規模停電時に遮断

地域の再エネ
バイオ発電

⚫ さらに、災害時にも地域の再生可能エネルギー等の分散型エネルギーリ
ソースの活用を可能にするよう、配電網等を活用した「地域マイクログリッ
ド」の構築を進め、その事業性や関係者との調整に関する知見を蓄積
し、共有することで、地域で分散型エネルギーリソースの価値を活用する
マイクログリッドの構築に寄与します。
成果目標

需給
調整力

コジェネ

需給調整
システム

大規模
停電時
に遮断

蓄電池

エネルギーの真の地産地消
大規模
停電時
に遮断

地域の需要

※固定価格買取制度の認定対象設備は補助対象経費に含まない

⚫ 「地域マイクログリッド」の先例モデル構築を通じて、地域のレジリエンスを
高めるとともに、マイクログリッドの収益性を見据えた自立的拡大や優れ
たエネルギーシステムの構築・共有を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助(定額)

国

補助(2/3以内)
民間事業者等（地方公
民間団体等
共団体との共同申請）

地域マイクログリッド構築による効果
• 大規模停電からの早期復旧や防災機能の維持を通じた、地域のレ
ジリエンスの向上。
• 令和４年度から施行される「配電事業」と「特定卸供給事業（アグ
リゲーター）」等の制度とも組み合わせた、マイクログリッド内の分散
型リソースの地産地消や地域内の再エネの有効活用。
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災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の
推進事業費補助金
令和３年度補正予算額 32.4億円
事業の内容

資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 災害時において、道路等が寸断した場合に、LPガス充填所
やサービスステーション（SS）などの供給側の強靱化だけでは
燃料供給が滞る可能性があることから、需要家側においても
自家発電設備等を稼働させるための燃料を「自衛的備蓄」と
して確保することは、災害時における施設機能の継続を確実
にする有効な方策です。

分散型エネルギーであるLPガス・石油製品を利用した、LPガス
タンク、石油タンク、自家発電設備等の設置を支援します。
需要家側への燃料備蓄の推進
社会的重要インフラ

⚫ このため、避難所や多数の避難者・避難困難者が発生する
施設等の社会的重要インフラへの燃料備蓄を推進すべく、LP
ガスタンクや石油タンク等の設置を支援します。

成果目標
⚫ 多数の避難者が発生する避難所等への導入を促進するた
め、社会的重要インフラにLPガス・石油製品の「自衛的備
蓄」を促し、災害対応能力の強化を目指します。

医療・福祉施設

避難所

多数の避難者、避難困難者が発生する施設

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助
（定額）

国

民間団体
等

補助
(2/3、1/2)

民間企業等

LPガスタンク

石油タンク

自家発電設備

75

災害時の強靱性向上に資する天然ガス利用
設備導入支援事業費補助金
令和3年度補正予算額 29.0億円

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
ガス市場整備室

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 近年、地震や集中豪雨、台風などの大規模災害の発生頻度が高くなっ
ており、停電により社会経済活動や市民の生活環境に甚大な影響が及
ぶ事態が生じています。このため、災害発生時でも、強靱性の高い中圧
ガス導管や耐震性を向上させた低圧ガス導管でガスの供給を受ける施
設に、災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス利用設備を普及
させることが重要です。

ガス製造事業者のLNG基地等
ガス導管

民間事業者等

⚫ また、天然ガスは化石燃料の中で燃焼時の単位あたりのCO2排出量が
最も少ないなど、優れた環境特性を持っており、環境対策の観点からも
天然ガス利用設備の普及促進も着実に進めていくことが重要です。

⚫ 本事業では、災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス利用設備
の導入等を行う事業者に対し補助することで、災害時の強靱性の向上
及び平時からの環境対策を図ります。

＜災害時にも対応可能な天然ガス利用設備＞

成果目標
⚫ 避難所等の災害対応能力の強化を目指します。
ガスコージェネレーション
システム

条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

民間企業等

民間企業等
補助
（定額）

ガスエンジン・ヒート
ポンプ・エアコン

補助

・大都市・地震エリアの中圧ガス導管供給施設 1/2
・上記以外の中圧・低圧ガス導管供給施設 1/3

＜補助対象＞
中圧ガス導管又は低圧ガス導管でガス供給を受けている、避難所・
防災上中核となる施設等に、災害時にも対応可能な天然ガス利用
設備の導入等を行う民間事業者等。
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資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課

脱炭素社会における燃料安定供給対策事業
令和３年度補正予算額 180.0億円
事業の内容

事業イメージ
脱炭素社会における燃料安定供給対策

事業目的・概要

⚫ 2035年乗用車新車販売の電動車100％化目標を受け、国内ガソリン需要の
減少が一層加速するとともに、人手不足の深刻化が見込まれます。他方、HV等

【事業イメージ】

への給油や停電時の医療機関等への燃料緊急配送等、石油製品の供給は

大気中に放出されるガソリンベーパー
を回収することで、PM2.5等の大気
汚染物質を抑制。
また、回収したガソリンベーパーを、圧
縮・冷却することで液化させ、再利用
することで経済性を向上。

日々の国民生活や経済活動、さらには激甚化・頻発化する災害時の対応に不

可欠です。

⚫ こうした中、EV等の新たな燃料供給に備えつつも、ガソリンなどの既存の燃料需要
に対して安定供給を継続するため、ＳＳの供給継続に資する設備の導入を支援
ベーパー回収設備

します。
脱炭素社会における燃料安定供給対策

給油許可システムをデジタル化すること
により、ＳＳスタッフの省人化等の業
務効率化に貢献。

脱炭素社会における事業見通しを策定することを前提として、ＳＳのデジタル化に
資する設備や配送効率化に資する設備、計量器や地下タンク・配管などの設備
等への設備投資を支援します。
給油許可に用いるタブレット端末型装置
（可搬式の制御装置）

成果目標

⚫ カーボンニュートラル社会に向けたＳＳの事業再構築を図り、今後も残り続ける石
油製品の需要に対して安定供給を確保できる体制を確保します。
タンク内の在庫情報を取得。在庫情
報をモニタリングすることで、最適な配
送タイミングを把握し、効率的な配送
を実現。

条件（対象者、対象行為、補助率等）

国

補助
（10/10）

民間
団体等

補助
（2/3）

揮発油
販売業者等

灯油タンクスマートセンサー
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蓄電池等の分散型エネルギーリソースを活用した次世代技術
構築実証事業 令和4年度予算額 46.2億円（45.2億円）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
(1)(3) 新エネルギーシステム課
(2) 省エネルギー課、新エネルギーシステム課

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 蓄電池等の分散型エネルギーリソース（DER）は、電力
需給ひっ迫対応や新たに開始された需給調整市場等にお
いて活用が進んでいます。今後のFIP制度の導入等も踏ま
え、再エネ導入拡大と電力安定供給の実現等のためにも、
DERの更なる活用機会の拡大が期待されています。
⚫ そのため、DERを活用した新たなビジネスモデル構築を行う
べく、再エネも含めたDERのアグリゲーション技術の確立、制
御技術の高度化、再エネを有効活用するための電動車等
の電力需要シフト、系統混雑対策にDERを活用するローカ
ルフレキシビリティ等の技術の実証・開発を行います。
⚫ 本事業を通じ、DERの活用拡大と再エネ有効活用の環境
を整備し、アグリゲーション関連ビジネスの発展を通じた、
カーボンニュートラルの達成に貢献します。
成果目標
⚫ 本事業は令和3～5年度の3年間の事業であり、令和4年
度は、今後開設予定の電力市場要件等に即したアグリ
ゲーション技術の構築や新規アグリゲーターの育成、電動車
を用いた充電シフト実証の規模拡大等を行います。またロー
カルフレキシビリティの実現に必要な技術開発を行います。
条件（対象者、対象行為、補助率等）

（1）再エネ発電等のアグリゲーション技術実証
• FIP制度の開始に伴う発電計画の作成やインバランス回
避等に必要となる再エネとDERを組み合わせた制御技術
や、再エネ発電量・卸市場価格の予測技術等の実証
• 需給調整市場や容量市場等の電力市場において、より
高度化が求められるDER制御技術の実証

補助((1),(2))

国
交付((3))

（2）ダイナミックプライシングによる電動車の充電シフト実証

• 再エネの供給量に応じた卸電力市場価格等に連動して

電動車の充電タイミングをシフトする取組の拡大とビジネス
モデルの検証

（3）DERを活用したローカルフレキシビリティ技術開発
• 電力系統の混雑等の情報とDERによる需要創出を組み
合わせ、送配電設備の容量制約等を回避し、再エネの
最大限の有効活用を促進する仕組みの検証
<様々なアグリゲーション関連ビジネス>
再エネアグリゲーション等による
小売電気事業者への供給力提供

補助（定額、1/2以内、1/3以内）

民間団体等

民間事業者等

NEDO

民間事業者等
委託

アグリゲーター

太陽光

風力

蓄電池

DERの需要創出等による
送配電事業者への
ダイナミックプライシングを
系統混雑回避と再エネ有効活用
より高速な調整力等の提供 活用した充電シフト
（ローカルフレキシビリティ）
アグリゲーター

需要負荷 蓄電池 燃料電池

小売電気
事業者

電動車

アグリゲーター

コジェネ 蓄電池 太陽光
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地域共生型再生可能エネルギー等普及促進事業費補助金
令和4年度予算額 7.8億円（34.7億円）
事業イメージ

事業の内容
事業目的・概要

⚫ 地域の再生可能エネルギーの活用は、地域の効率的なエネルギー利用、
地域振興、非常時のエネルギー源確保に効果的です。系統線活用型
の面的利用システムは、自営線と比較し工事の小規模化等が期待さ
れますが、実例がないことに伴う、技術面の知見不足、収益面の事業リ
スクが不透明なことが自立的普及の妨げとなっています。

⚫ 2022年度より開始予定の配電事業が創設され、また福島新エネ社会
構想では再エネの地域循環モデルの構築が掲げられるなど、地域の再エ
ネを活用する事業への期待が高まっています。

⚫ 本事業では、配電ライセンスの令和４年度からの施行も見据え、地域

(１）再生可能エネルギー等を活用した
地域マイクログリッド構築支援事業
（１）ー１ 構築事業
• 地域にある再生可能エネルギーを活用し、平常時は下位系統の潮
流を把握し、災害等による大規模停電時には自立して電力を供給
できる「地域マイクログリッド」を構築しようとする民間事業者等に対し、
構築に必要な費用の一部を支援します。【補助率：2/3以内】
（１）－２ 導入プラン作成事業
• 地域マイクログリッド構築に向けた導入可能性調査を含む事業計画
「導入プラン」を作成しようとする民間事業者等に対し、プラン作成に
必要な費用の一部を支援します。【補助率：3/4以内】

で分散型エネルギーリソースの価値を活用する地域マイクログリッドの着
実な構築を目指します。

大規模停電時に遮断

地域の再エネ

成果目標

バイオ発電

⚫ 令和4年度までの12件程度の先例モデル構築を通じて、地域マイクロ
グリッドの制度化及び自立的拡大を目指します。また、このような地域
共生の取組を毎年5件程度顕彰し全国展開を図ることで、再エネ事業
における地域共生の取組の定着を目指します。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助(定額)

国
国

需給
調整力

コジェネ

需給調整
システム

大規模
停電時
に遮断

蓄電池

エネルギーの真の地産地消
大規模
停電時
に遮断

地域の需要

※固定価格買取制度の認定対象設備は補助対象経費に含まない

（１）補助(2/3、3/4)
民間事業者等（地方公
民間団体等
共団体との共同申請）

（２）委託

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課

民間企業等

（２）地域共生型再生可能エネルギー顕彰事業

• 地域に根差し信頼される再生可能エネルギーの拡大を目的に、地域

共生に取り組む優良事業を顕彰します。また、当該取組の全国への
普及展開のための広報活動を実施します【委託】
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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4年度予算額 75.0億円（122.3億円）
事業の内容

資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油精製備蓄課

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 石油は、引き続き、国民生活・経済活動に不可欠なエネルギー源であり、
今後も国内の安定供給体制を確保する必要があります。

⚫ しかしながら、石油コンビナートは、国内石油需要の減少、国際競争の

（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
の脱炭素化に向けた実証事業・技術開発を支援します。
＜想定される支援例＞

激化、自然災害の激甚化等の事業環境の変化に加え、カーボンニュート
ラルの実現に向けて大きな変化を求められています。

太陽光パネル

⚫ こうした中でも、引き続き、国内における石油の安定供給を確保するため、
強靱な石油供給体制の維持・強化や製油所等の脱炭素化に向けた以
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取組や製
油所の脱炭素化に向けた取組
・特別警報級の大雨・高潮等に対する製油所のレジリエンス強化を図る
ための取組
・石油供給アセット等を有効活用し、カーボンニュートラル社会に対応した
製油所等の事業再構築を図るための取組

成果目標
⚫ コンビナート内外の事業者間連携や製油所の脱炭素化に向けた実証事
業等を実施し、製油所の一層の生産性向上を目指します。

⚫ 特別警報級の大雨・高潮等を想定した強靱化対策を実施し、製油所
の一層のレジリエンス強化を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助(定額)

国

補助(1/3、1/2、2/3）

民間団体等

石油精製業者等

（２）石油コンビナートの強靱化推進事業
• 特別警報級の大雨や高潮等を想定した、製油所の排水
設備の増強等を支援します。
＜想定される支援例＞
製油所の排水設備の増強
特別警報級の大雨等の発生時
における製油所機能の低下・
停止を防ぐために、排水処理
能力を増強。

（３）石油コンビナートの事業再構築促進事業
• 石油供給アセット等を有効活用し、カーボンニュートラル社
会に対応した製油所等の事業再構築を促進するため、石
油供給アセットの改修等を支援します。
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災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事業費
令和4年度予算額 6.7億円（10.8億円）
事業の内容

資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課

事業イメージ

事業目的・概要

⚫ カーボンニュートラルに移行する中でもハイブリッド車や非常用発電設備等

の燃料需要があるため、災害時には、住民生活や復旧活動を支えるガソ
リン・軽油等の燃料供給拠点となるサービスステーション（SS)の機能を
確保することが重要になります。近年頻発する災害等を踏まえ、SSの災
害対応能力を更に強化するため、以下の事業を実施します。

（１）SS等における災害対応能力強化に係る設備導入支援
災害時に備えた、SSにおけるガソリン、軽油等の石油製品の十分な在庫
量を確保するための地下タンクの入換・大型化等の支援を実施します。ま
た、津波被害地域等における燃料供給の早期再開を目的とした災害時
専用臨時設置給油設備の導入、災害時にSSに浸水被害が生じた場合
に燃料供給を継続するための防水型計量機の導入等を支援します。
（２）緊急時の石油製品供給に係る研修・訓練等の支援
災害時に円滑な対応ができるよう、住民拠点SS等における発電設備の
稼働訓練、自衛隊や自治体等と連携した災害対応車両への給油訓練
等の実地訓練及び自家発電設備の点検研修等の実施を支援します。
成果目標

（１）SS等における災害対応能力強化に係る設備導入支援
災害時専用臨時設置給油設備の整備

地下タンクの入換・大型化

内殻
外殻

検知層

鋼製一重殻タンクの撤去及び
大型二重殻タンクの設置

（２）緊急時の石油製品供給に係る研修・訓練等の支援

• 石油組合と地元自治体の総合防災訓練
• SSの従業員等を対象とした災害時対応実地訓練
• 自衛隊や自治体等と連携した災害対応車両への緊急給油訓練 など

⚫ 本事業において支援を行ったSS等の燃料供給拠点が災害時に適切に

稼働することによって、燃料の安定供給の維持に貢献することを目指し
ます。
条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助
（１）
補助
（10/10,3/4,2/3,
民間
揮発油
1/2,1/4）
国 （定額（10/10）） 団体等
販売業者等
ああ

（２）

国

補助
（定額（10/10））

民間企業等

災害対応車両への緊急給油訓練

自衛隊を交えた石油組合と地元自治体の
総合防災訓練

災害時の石油製品の
安定供給体制を構築
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災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の
推進事業費補助金
令和4年度予算額 37.5億円（42.0億円）

資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課
資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
政策課

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 災害時において、道路等が寸断した場合に、LPガス充填所
やサービスステーション（SS）などの供給側の強靱化だけで
は燃料供給が滞る可能性があることから、需要家側におい
ても自家発電設備等を稼働させるための燃料を「自衛的備
蓄」として確保することは、災害時における施設機能の継続
を確実にする有効な方策です。

分散型エネルギーであるLPガス・石油製品を利用した、LPガス
タンク、石油タンク等の設置を支援します。
需要家側への燃料備蓄の推進
社会的重要インフラ

⚫ このため、避難所や多数の避難者・避難困難者が発生する
施設等の社会的重要インフラへの燃料備蓄を推進すべく、
LPガスタンクや石油タンク等の設置を支援します。

成果目標
⚫ 多数の避難者が発生する避難所等への導入を促進するた
め、社会的重要インフラにLPガス・石油製品の「自衛的備
蓄」を促し、災害対応能力の強化を目指します。

商業施設

公共施設

多数の避難者、避難困難者が発生する施設
自治体における防災の拠点となる施設

条件（対象者、対象行為、補助率等）
補助
（定額）

国

民間団体
等

補助
(定額、2/3、1/2)

民間企業等

LPガスタンク

石油タンク

附帯設備
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災害時の強靱性向上に資する天然ガス利用
設備導入支援事業費補助金
令和4年度予算額 6.7億円（9.1億円）

資源エネルギー庁 電力・ガス事業部
ガス市場整備室

事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要
⚫ 近年、地震や集中豪雨、台風などの大規模災害の発生頻度が高くなっ
ており、停電により社会経済活動や市民の生活環境に甚大な影響が及
ぶ事態が生じています。このため、災害発生時でも、強靱性の高い中圧
ガス導管や耐震性を向上させた低圧ガス導管でガスの供給を受ける施
設に、災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス利用設備を普及
させることが重要です。

ガス製造事業者のLNG基地等
ガス導管

民間事業者等

⚫ また、天然ガスは化石燃料の中で燃焼時の単位あたりのCO2排出量が
最も少ないなど、優れた環境特性を持っており、環境対策の観点からも
天然ガス利用設備の普及促進も着実に進めていくことが重要です。

⚫ 本事業では、災害時にも対応可能な停電対応型の天然ガス利用設備
の導入及び機能維持・強化を行う事業者に対し補助することで、災害
時の強靱性の向上及び平時からの環境対策を図ります。

＜災害時にも対応可能な天然ガス利用設備＞

成果目標
⚫ 令和3年度から令和7年度までの事業であり、令和4年度は31箇所、
事業終了の令和7年度までに780箇所への設備導入を目指します。

条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

民間企業等

民間企業等
補助
（定額）

補助

・大都市・地震エリアの中圧ガス導管供給施設、
天然ガスステーションの整備 1/2
・上記以外の中圧・低圧ガス導管供給施設1/3

ガスコージェネレーション
システム

ガスエンジン・ヒート
ポンプ・エアコン

ディスペンサー、圧縮機等

＜補助対象＞
中圧ガス導管又は低圧ガス導管でガス供給を受けている、避難所・
防災上中核となる施設・天然ガスステーション等に、災害時にも対応
可能な天然ガス利用設備の導入及び機能維持・強化を行う民間事
業者等。
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資源エネルギー庁 資源・燃料部
石油流通課

地域における新たな燃料供給体制構築支援事業費
令和4年度予算額 6.4億円（新規）
事業の内容

事業イメージ

事業目的・概要

⚫ 地域の燃料供給体制については、電動車の普及等による石油製品の需要減や後

継者・人手不足等により供給体制が脆弱になる地域が増加していくことが懸念され
ます。こうした中で、ＳＳは石油製品の安定供給を担いながら、石油製品販売以
外のサービスにも取り組むことで、燃料供給体制を確保することが必要です。さらに、
民間ＳＳの経営努力によってはＳＳの維持が困難な場合には、自治体主導によ
り地域の燃料供給体制の確保が必要となります。こうした課題に対応すべく、以下
の取組を行います。
（１）先進的ＳＳ事業モデル構築等支援
ＳＳの総合エネルギー拠点化、地域コミュニティ・インフラ化、多機能化、
ＡＩ等を活用した業務効率化のため、先進的なビジネスモデルの構築等を支
援します。
（２）自治体によるＳＳ承継等に向けた取組の支援
自治体主導による燃料供給体制の確保を円滑化させるため、①自治体に
よる燃料供給に関する計画策定に要する経費、②当該計画に基づく、設備
整備・撤去費用を支援します。
（３）ＳＳ人材高度化支援
ＳＳの人材確保等のために、ＳＳの従業員のスキル向上を目的とした人材
育成研修を支援します。

成果目標
⚫ 先進モデルの創出や自治体主導によるＳＳ承継等を通じて、地域の燃料供
給体制を確保します。

補助

補助

（定額(10/10)）

（10/10､3/4､1/2）

民間
団体等

⚫ 先進的なビジネスモデルの実証事業等の経費を支援します。
⚫ 実証事業等の成果については、広く共有することで、我が国全体の燃
料供給体制の再構築につなげていきます。

（２）自治体によるSS承継等に向けた取組の支援

⚫ 自治体主導による、地域内のＳＳの承継や集約化等に関する計画

の策定を支援します。
⚫ 当該計画に基づくＳＳの承継、移転、集約化等に伴う、ＳＳの設備
整備費用や設備撤去費用等を支援します。

利便性の高い場所に移転したＳＳの例（宮城県七ヶ宿町）

（３）SS人材高度化支援

条件（対象者、対象行為、補助率等）
国

（１）先進的ＳＳ事業モデル構築等支援

⚫ 次世代自動車整備技能、車のコーティング、タイヤ交換等の研修を

通じて、ＳＳ従業員のスキルを向上させ、ＳＳの人材確保を図ります。

自治体
民間団体等
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