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戦略的情報通信研究開発推進事業とは

戦略的情報通信研究開発推進事業（SCOPE※1）は、情報通信技術（ICT）分野
の研究開発における競争的資金※2です。総務省が定めた戦略的な重点研究
開発目標を実現するために、ICTにおけるイノベーションの創出、研究者や
研究機関における研究開発力の向上、世界をリードする知的財産の創出な
どを目的として、独創性や新規性に富む課題の研究開発を委託する事業
です。

優れた研究成果を生み出す研究開発システムの構築には、競争的な研究環境の醸成
が必要です。そのため、「科学技術基本計画」（平成23年8月閣議決定※3）においては、
競争的資金制度の多様性を確保した上で、制度の一層の改善及び充実に向けた取組を
進める方針が示されています。
SCOPEは、ICT分野における競争的資金として、平成14年度からスタートしました。
本事業では、総務省が定めた国として推進すべきICT政策と整合性を持った「研究開発
戦略マップ※4」に基づき、我が国の復興、再生はもとより、持続的な成長と社会の発展、
安全で豊かな国民生活の実現等に積極的な役割を果たし、我が国の科学技術イノベー
ションの力を高めることを目的として実施しています。

❶ ICTイノベーション創出型研究開発　❷ 若手ICT研究者等育成型研究開発
❸ 電波有効利用促進型研究開発 ❹ 地域ICT振興型研究開発

背景・目的

※１：Strategic Information and Communications R&D Promotion Programme
※２： 競争的資金：研究資金の配分機関が広く研究開発課題を募り、専門家を含む複数の者

による科学的・技術的な観点を中心とした評価に基づいて、提案された課題の中から実
施すべき課題を採択し、研究者等に研究開発資金を配分する制度。

※３：http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon4.html
※４： 総務省情報通信審議会答申　「知識情報社会の実現に向けた情報通信政策の在り方」

別添 (2)　http://www.soumu.go.jp/main_content/000169616.pdf
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国として今後取り組むべき現時点の課題を分類及び整理した「研究開発戦略マップ」において、イノベーションを
創出する独創性や新規性に富む研究開発課題の提案に対して研究開発を委託します。

総務省が設定したICT分野の分類において、独創性や新規性に富む研究開発課題を公募します。各分類の概要は下記のと
おりです。また、各分類に含まれる「研究開発分野」の詳細は、別途配布する提案要領または「 知識情報社会の実現に向けた
情報通信政策の在り方 」を参照下さい。

分類I：グリーンイノベーションの推進
エネルギーの安定確保と両立した低炭素社会の実現とグローバルな気候変動に対応するための研究開発です。▲

この分類に含まれる研究開発分野
　❶ICTの活用による省エネルギー化・低炭素化　❷ICTそのものの省エネルギー化・低炭素化

分類II：ライフイノベーションの推進
ICTを用いて安心とうるおいを与え、健康で自立して暮らせる社会を実現するための研究開発です。▲

この分類に含まれる研究開発分野
　❸ICT による健康で自立して暮らせる社会の実現　❹人と社会にやさしいコミュニケーションの実現、
　❺安心とうるおいを与える情報提供の実現

分類III：社会にパラダイムシフトをもたらす技術革新の推進
情報通信システムの性能や安全・信頼性の抜本的な向上などを目指した高リスクで長期間を要する基礎的・基盤的研究開

発であり、その研究開発成果を発展させて社会での新たな価値創造に繋げていくことが期待されるものです。▲

この分類に含まれる研究開発分野
　❻ネットワーク基盤　❼ワイヤレス　❽セキュアネットワーク　❾宇宙通信システム技術　10革新機能創成技術

分類IV：東日本大震災を踏まえた復興・再生、災害からの安全性向上への対応
情報通信インフラの復旧及び再生並びにその機能性・利便性・安全性の一層の向上、通信・放送ネットワークの耐災害性の

強化等の震災に対応した研究開発です。▲

この分類に含まれる研究開発分野
　11通信・放送ネットワークの耐災害性の強化等
　12災害の状況を遠隔からリアルタイムに把握・蓄積・分析等を可能とするセンサーネットワーク

プログラムの概要

ICTイノベーション創出型研究開発

「ICTイノベーション創出型研究開発」  採択評価の主なポイント
全プログラムに共通な評価の観点（p.7参照）に加え、以下の観点についても評価します。▲

 情報通信分野におけるイノベーションを創出する種となりうる研究開発か
詳細は、公募に際して配布する「提案要領」をご覧下さい。

社会にパラダイムシフトをもたらす
技術革新の推進

東日本大震災を踏まえた復興・再生
災害からの安全性向上への対応

ライフイノベーションの推進グリーンイノベーションの推進

研究開発 4分類

分類
I

分類
III

分類
II

分類
IV

フェーズⅠ：1課題あたり上限500万円（間接経費別途配分）*
フェーズⅡ：単年度1課題あたり上限3,000万円（間接経費別途配分）*

フェーズⅠ： 1か年度*
フェーズⅡ： 最長2か年度*

▲  

研 究 費

▲  

研究期間

＊予算状況等により変更することがあります。
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ICT分野の研究者として次世代を担う若手人材を育成することや、中小企業の斬新な技術を発掘するため
に、若手研究者又は中小企業の研究者（個人又はグループ）が提案する研究開発課題に対して研究開発を委
託します。

以下の「若手研究者の要件」又は「中小企業の要件」のいずれかに該当する研究者が提案する独創性や新規性に富む研究開
発課題に対して、研究資金を配分します。また、ビッグデータを利活用する上で、情報通信技術やビジネスの様々な分野に
おける知識や能力を備えたビッグデータ分析の専門家（データサイエンティスト）が求められていることから、ビッグデータ
の利活用のための研究開発を推進することで、データサイエンティストの育成に貢献します。

若手研究者の要件
研究開始年度の4月1日現在において以下の(1)から(3)のいずれかの条件を満たす研究者であること。
❶ 35歳以下の研究者
❷  40歳以下の研究者であって、出産・育児・社会人経験等、研究に従事していない期間について
　研究提案書に記述し申請する場合
❸ 40歳以下の研究者であって、博士号を取得してから5年以内の研究者

プログラムの概要

若手ICT研究者等育成型研究開発

フェーズⅠ：1課題あたり上限300万円（間接経費別途配分）*
フェーズⅡ：単年度1課題あたり上限1,000万円 （間接経費別途配分）*

フェーズⅠ： 1か年度*
フェーズⅡ： 最長2か年度*

▲  

研 究 費

「若手ICT研究者等育成型研究開発」  評価の主なポイント

▲  

研究期間

全プログラムに共通な評価の観点（p.7参照）に加え、以下の観点についても評価します。▲

 ビッグデータ分析の専門家の育成の可能性
詳細は、公募に際して配布する「提案要領」をご覧下さい。

＊予算状況等により変更することがあります。なお、公募対象はフェーズⅠのみとなります。

プログラムのイメージ

若手研究者 中小企業又は

業種 従業員規模 資本金規模

製造業・その他の業種（下記以外） 300 人以下 3億円以下

卸売業 100 人以下 1億円以下

小売業 50 人以下 5,000 万円以下

サービス業 100 人以下 5,000 万円以下

なお、グループで提案する場合は、以下のいず
れかの条件を満たすこと。

研究代表者が若手研究者の要件により提案する
場合、研究分担者全員が若手研究者の要件のいず
れかの条件又は中小企業の要件を満たすこと。
研究代表者が中小企業の要件により提案する場

合、研究分担者は若手研究者の要件及び中小企業
の要件を満たす必要はない。

中小企業の要件
研究代表者が中小企業に所属すること。なお、

本制度における「中小企業」は、右表に示す「資本
金の基準」又は「従業員の基準」のいずれかを満た
す企業をいう。
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電波の有効利用をより一層推進する観点から、新たなニーズに対応した無線技術をタイムリーに実現する
とともに、電波利用環境を保護するための技術の研究開発課題に対して研究開発を委託します。

周波数を効率的に利用する技術、周波数の共同利用を促進する技術又は高い周波数への移行を促進する技術としておおむ
ね５年以内に開発すべき技術に関する無線設備の技術基準の策定に向けた研究開発課題を公募します。

先進的電波有効利用型
電波の有効利用に資する先進的かつ独創的な研究開発課題を公募します。

若手ワイヤレス研究者等育成型
若手ICT研究者等育成型研究開発に定める若手研究者又は中小企業の要件に該当する研究者が提案する電波の有効利用に

資する先進的かつ独創的な研究開発課題を公募します。

プログラムの概要

電波有効利用促進型研究開発

先進的電波有効利用型 フェーズⅠ：1課題あたり上限500万円（間接経費別途配分）*
 フェーズⅡ：単年度1課題あたり上限3,000万円（間接経費別途配分）*
若手ワイヤレス研究者等育成型 フェーズⅠ：1課題あたり上限300万円（間接経費別途配分）*
 フェーズⅡ：単年度1課題あたり上限1,000万円（間接経費別途配分）*

フェーズⅠ： 1か年度
フェーズⅡ： 最長2か年度

▲  

研 究 費

「電波有効利用促進型研究開発」  評価の主なポイント

▲  

研究期間

全プログラムに共通な評価の観点（p.7参照）に加え、以下の観点についても評価します。▲

 新しい電波利用の実現に向けた研究開発か▲

 以下のいずれかの技術であって、おおむね５年以内に開発される技術として到達目標が明確に設定されているか　

a）周波数を効率的に利用するための技術
　b）周波数の共同利用を促進するための技術
　c）高い周波数への移行を促進するための技術
詳細は、公募に際して配布する「提案要領」をご覧下さい。

必要な電波の幅の圧縮（狭帯域化）や、大容量・高速化により、電波の効率的な利用を図る技術

ch１

ch
１

ch
２

ch
３

ch
４

ch
１’

ch
２’

ch
３’

ch
４’

ch２ ch３ ch４

狭帯域化

制度上の
周波数割当て

地域 Aでの
利用状況

周波数帯 A（既存無線業務用に割当て）

追加

１
周波数を効率的に
利用する技術

既存無線システムに影響を及ぼすことなく、周波数の共用を可能とする技術

ch１ ch２ ch３ ch４

ch１ ch３
追加

２
周波数の共同利用を
促進する技術

技術的に利用が難しいひっ迫の程度が低い、高い周波数の利用を促進するための技術

移行

３
高い周波数への
移行を促進する技術

ch２
未使用

ch４
未使用

高い周波数帯

＊予算状況等により変更することがあります。なお、若手ワイヤレス研究者等育成型の公募対象はフェーズⅠのみとなります。
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ICTの利活用によって地域貢献や地域社会の活性化を図るために、地域に密着した大学や、地域の中小・
中堅企業等に所属する研究者が提案する研究開発課題に対して、研究開発を委託します。

「ICTイノベーション創出型研究開発」（p.3参照）に示したⅠからⅣまでの研究開発課題の分類における12の研究開発分野
における研究開発の課題（分類の融合領域や分類横断的な研究開発課題も含む）のうち、ICTの利活用により地域特有の課題
を解決できるテーマを募集します。

プログラムの概要

地域ICT振興型研究開発

単年度1課題あたり上限1,000万円（間接経費別途配分）＊

最長2か年度＊

▲  

研 究 費

「地域ICT振興型研究開発」  評価の主なポイント

▲  

研究期間

全プログラムに共通な評価の観点（p.7参照）に加え、以下の観点についても評価します。▲

 地域の課題を解決できる可能性（以下のいずれかの点で評価できる課題であること。）
　a）当該地域固有の社会的・経済的課題に対し、情報通信技術の面から解決できる課題であるか。
　b） 研究成果を活用して地場産業の振興、新規事業の創出、地域住民の生活向上等、地域社会・経済活動の活性化に寄与でき

る課題であるか。
　c）地域の研究機関のポテンシャル（人材育成等）の向上に寄与できる課題であるか。
詳細は、公募に際して配布する「提案要領」をご覧下さい。

応募状況と採択数
平成 24年度 平成 23 年度 平成 22 年度

応募件数 採択件数 応募件数 採択件数 応募件数 採択件数

ICTイノベーション創出型研究開発 109 27 112 14 113 11

若手 ICT 研究者等育成型研究開発 35 15 49 11 41 14

地域 ICT 振興型研究開発 70 26 91 26 95 27

ICT グリーンイノベーション推進事業
（旧 PREDICT）＊ － － 22 4 33 4

合　　計 214 68 274 55 282 56

予算額  （継続課題分を含む） 23.4 億円 25.2 億円 23.6 億円

＊予算状況等により変更することがあります。

＊平成24年度よりICTグリーンイノベーション推進事業をSCOPEに統合して継続課題を実施しています。
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評価について

新規課題の公募において提案された研究開発課題について、下記に示す２段階による評価を行い、採択する課題を
決定します。なお、提案する研究費の多寡は、採択評価の結果には影響を与えません。

　全プログラムに共通な評価の観点　 ▲  

ICT分野における技術的・学術的な知見向上の可能性　 ▲  

分類別の技術的観点　 ▲  

提案する達成目標や研究計画の妥当性　 ▲  

提案する予算計画や研究開発実施体制の妥当性

　◇第一次評価
　全ての提案課題について、該当する研究領域の外部専門家により、技術的・学術的な観点から評価します。

　◇第二次評価
専門評価の結果に基づいて一定数に絞り込まれた提案課題に対して、目標設定・実施計画、費用対効果の妥当
性に加え、各プログラムの目的に応じた観点で評価します。

フェーズⅡ及び地域ICT振興型の研究開発課題について、「継続評価」を毎年度末に実施し、その評価結果を次年度
の研究計画の見直しや配分する研究費の額に反映させます。研究開発終了時には「終了評価」、終了して数年経過後
には「追跡評価」を実施します。

フェーズⅠで実施した予備実験、理論検討等の結果を基に、フェーズⅡにおいて優れた成果が得られるかどうかの
実行可能性や実現可能性の検証等を実施し、フェーズⅡで本格的な研究開発を行う課題を決定するための評価を行い
ます。

❶ 公募から採択まで
総務省や他府省（独立行政法人を含む）の競争的資金や各種公募などで実施していない新規の研究開発課題を募集
します。受付終了後、約5ヶ月間の評価期間を経て採択課題を決定します。

❷ 応募方法
応募方法など公募の詳細は、総務省のWebサイトに掲載します。なお、応募は「府省共通研究開発管理システム

（e-Rad）※5」による電子申請に加えて、応募書類を電子メールあるいはCD-RまたはDVD-Rにて送付いただく予定です。

❸ 研究成果について
実施した研究内容や成果などについて詳細に記述した「成果報告書」を各年度末に提出していただきます。また、

研究開発終了後、全研究期間を通じて得られた研究成果について詳細に記述した「終了報告書」を提出していただき、
さらに終了翌年度に開催される「成果発表会」において研究成果の発表を行っていただきます。
研究開発の期間中に得られた成果は、「産業技術力強化法」により、一定の条件を満たしていただくことで、研究

開発を実施した研究機関に帰属することが可能です。
※５：http://www.e-rad.go.jp/

「国の研究開発評価に関する大綱的指針（平成24年12月）」及び「総務省情報通信研究評価実施指針
（平成21年10月）」を踏まえ、以下の評価を実施します。すべての評価において、評価結果は研究代
表者に通知します。

採択評価

継続評価・終了評価・追跡評価

その他

選抜評価（ステージゲート評価）
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