
（９）世界と感動を共有
するコンテンツ創造
及び情報活用技術

（７）大量の情報を
瞬時に伝え

誰もが便利・快適
に利用できる次世
代ネットワーク技術

（８）人の能力を補い
生活を支援する
ユビキタスネットワー
ク利用技術

（１０）世界一安全・安
心な ＩＴ社会を実現す
るセキュリティ技術

（３）次世代半導体の国際
競争を勝ち抜く超微細化・
低消費電力化及び設計・

製造技術

（５）世界に先駆けた
家庭や街で生活に役
立つロボット中核技術

（６）世界標準を目指す
ソフトウェアの
開発支援技術

（４）世界トップを走り続け
るためのディスプレイ・スト
レージ・超高速デバイスの

中核技術

科学科学

継続的イノベーション
を具現化するための

科学技術の研究開発
基盤の実現

（１）科学技術を牽
引する世界最高水
準の次世代スー
パーコンピュータ

社会社会

すべての国民が ＩＴの恩恵

を実感できる社会の実現

産業産業

革新的 ＩＴ技術による

産業の持続的な発展
の実現

（２）次世代を担う
高度ＩＴ人材の育成

平成１９年度

情報通信分野における

戦略重点科学技術の概要

（優先順位付け報告時点）

平成１８年１２月１９日

第３期科学技術基本計画の期間中の

情報通信分野における戦略重点科学技術
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戦略重点科学技術（１）
科学技術を牽引する世界最高水準の次世代スーパーコンピュータ

世界最先端・最高性能の汎用「次世代

スーパーコンピュータ」の開発・整備及び

利用技術の開発・普及を行う。

次世代スーパーコンピュータの開発・利

用プロジェクトを平成１８年度より開始し、

平成２２年度に運用開始、平成２３年度に

システム強化を図り、平成２４年度に評価

まで完了する。さらに、画期的な次世代材

料の設計や新薬の革新的な設計などを

可能とするシミュレーションを実現し、要素

技術を高性能コンピュータ、情報機器へ

活用する。

酵素・触媒反応物質設計

提供：分子科学研究所

カーボンナノチューブ

ライフサイエンス

提供：東京大学・理化学研究所

次世代スーパー
コンピュータ

ナノテクノロジー

科学科学

対象となる施策（平成１９年度）

最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用 【文部科学省】 概算要求額： 8,700百万円

世界最高水準の専門スキルを持つのみ

ならず、高度ＩＴ社会に対応した幅広い

知見と高いリーダーシップを持ち、企業等

において先導的役割を担い、ＩＴを活用

した高い付加価値を創造できる、いわゆる

高度ＩＴ人材を育成する。

高度ＩＴ人材を育成するための体系的

な取組みを大学院において育成するため

の拠点の形成を支援する。 これにより、

１０年後の我が国の科学技術の研究開発

と産業活動を担う人材の育成を行う。

戦略重点科学技術（２） 次世代を担う高度ＩＴ人材の育成
科学科学

対象となる施策（平成１９年度）

先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム

【文部科学省】 概算要求額： 1,050百万円

大学院
（情報系）

人材育成拠点

大学院

（理工学系）
大学院
（経営系）

高度セキュリティ人材高度セキュリティ人材

大学院
（経済系）連 携

連携

連
携

連携

大学院
（法律系）

連 携

産業界産業界産業界

第一線の技術者 等

社会人

社会人
入学

◎財政支援
◎プログラム推進のための検討
「先導的情報通信人材育

成推進委員会」

・拠点大学の選定
・人材育成プログラムの評価

等

連携・支援

文部科学省文部科学省文部科学省
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集光ミラー
反射型マスク

次世代半導体の国際競争を勝ち抜くた

めに、世界に先んじて量産につなげる、

超微細化プロセス技術、設計・開発支援

技術などを構築する。

また、環境と経済の両立を達成するため

の、低消費電力化技術を確立する。

戦略重点科学技術（３）次世代半導体の国際競争を勝ち抜く
超微細化・低消費電力化及び設計・製造技術

産業産業

対象となる施策（平成１９年度）

ＭＩＲＡＩプロジェクト
【経済産業省】 概算要求額： 6,400百万円

極端紫外線（EUV）露光システム開発プロ

ジェクト 【経済産業省】 概算要求額： 1,700百万円

次世代プロセスフレンドリー設計技術開発
【経済産業省】 概算要求額： 990百万円

半導体アプリケーションチッププロジェクト
【経済産業省】 概算要求額： 2,150百万円

極端紫外線（ＥＵＶ）露光装置新構造トランジスタ基盤技術

ひずみシリコン

ゲート絶縁膜

ゲート長

ひずみ SOI

トランジスタ

ゲート長 36 nmゲート長ゲート長 36 nm36 nm

酸化膜

（シリコン・ゲルマニウム）

ひずみＳＯＩ トランジスタ

1980 1985 1990 1995 2000 2005
0%
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60%

70%

（年）

シェ ア
国籍別半導体出荷額推移

［出所：ガートナーデータクエスト］

米州企業

日本企業

欧州企業

アジア・パシフィック企業

トンネル障壁

エミッター電極 コレクター電極ベース電極

強磁性体 非磁性体強磁性体

２つのトンネル障壁に

挟まれた強磁性体中に
現れるスピン偏極量子

準位を伝導路に利用

駆動回路 バックライトユニット

冷陰極管

フロントパネル
液晶パネル
TFTパネル
カラーフィルタ
位相差フィルムなど

光学部材
反射板

拡散板・輝度

向上フィルム
など

戦略重点科学技術（４） 世界トップを走り続けるための
ディスプレイ・ストレージ・超高速デバイスの中核技術

産業産業

スピントランジスタ

（構造例）

液晶ディスプレイパネルの構成

対象となる施策（平成１９年度）

高機能・超低消費電力コンピューティング

のためのデバイス・システム基盤技術の

研究開発 【文部科学省】 概算要求額： 600百万円

スピントロニクス不揮発性機能技術プロ

ジェクト 【経済産業省】 概算要求額： 840百万円

次世代大型低消費電力ディスプレイ基盤

技術開発 【経済産業省】 概算要求額： 1,300百万円

我が国が世界最高水準の技術を持ち、

世界市場において激しい競争を行っている

ディスプレイ、ストレージ、超高速デバイス

等のデバイスにおいて、その技術を維持・

発展させ、将来の国際競争にも勝てるよう

にするため、低消費電力化を含めた、

中核となる技術を構築する。

プラズマディスプレイ
パネル
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市場ニーズに基づき、サービス分野に

おいて、将来、ロボットを活用して達成す

べきミッションを設定した上で、これを達成

するために必要な基盤的ロボットシステム

及び要素技術を開発する。

実際の生活空間でロボットを使うサービ

ス事業において、誤作動防止などの安全

技術及びリスクアセスメント、安全運用

ルールの策定等の安全性確保の手法を

開発する。

戦略重点科学技術（５）
世界に先駆けた 家庭や街で生活に役立つロボット中核技術

産業産業

対象となる施策（平成１９年度）

ネットワーク・ヒューマン・インターフェースの総合的な研究開発 【総務省】 概算要求額： 400百万円

次世代ロボット知能化技術の開発 【経済産業省】 概算要求額： 2,100百万円

サービスロボット市場創出支援事業 【経済産業省】 概算要求額： 440百万円

戦略的先端ロボット要素技術開発プロジェクト 【経済産業省】 概算要求額： 1,210百万円*

シーリングカメラ 屋内測位センサ（スードライトなど）

RFID
タグ・リーダ

RFIDタ
グ

掃除ロボット

ホームネットワーク

ここを掴ん
で下さい

生活モニタ

RFIDタグ

RFIDタグ

RFIDタグ

２０２５年における生活支援ロボットの利用シーン例

*印：戦略重点科学技術会議の対象が概算要求額の一部の施策

○組込みソフトウェア（ハードウェアを制御するソフトウェア）

の開発力を強化するソフトウェア開発手法やその可視化技

術及び高信頼な基盤ソフトウェア等の研究開発を行う。 組

込みシステムは我が国の自動車産業、情報家電産業の多く

を支える基盤技術。組込みシステムは、我が国が国際競争

力を持つ数少ないソフトウェア分野の一つである。

○ソフトウェアの信頼性及び生産性を向上させる研究・手法

開発や、情報アクセスの集中管理を可能とする仮想化技術

の開発を通じ、ソフトウェア産業のみならず、ソフトウェアに

益々依存していくと予想される我が国産業全体の競争力強

化及び我が国経済社会システムの信頼性確保を図る。

戦略重点科学技術（６）
世界標準を目指すソフトウェアの開発支援技術

１台の自動車に最大７０～８０もの組込みシステム

エンジン制御
システム

パワーステアリング

エアバッグ

オートエアコン

ドアロック

コントロール

電動格納式
ミラー

自動車内の組込みシステム

対象となる施策（平成１9年度）

○ソフトウェア構築状況の可視化技術の研究開発

○セキュアプラットフォームプロジェクト
○情報家電センサー・ヒューマンインターフェイスデバイス活用技術開発
○産学連携ソフトウェア工学の実践のうち
①産学連携ソフトウェア工学の実践事業
②産学連携ソフトウェア工学の実践拠点

○オープンソースソフトウェア活用基盤整備事業

【経済産業省】 概算要求額： 1,500百万円

【経済産業省】 概算要求額： 508百万円

【経済産業省】 概算要求額： 1,975百万円*
【経済産業省】 概算要求額： 1,000百万円*

産業産業

【文部科学省】 概算要求額： 150百万円

【経済産業省】 概算要求額： 879百万円*

*印：戦略重点科学技術会議の対象が概算要求額の一部の施策
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