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（エネルギーイノベーションプログラム）                 

「新エネルギー技術フィールドテスト事業」基本計画 

 

                            新エネルギー技術開発部 

 

１．制度の目的・目標・内容 

（１）制度の目的 

資源に乏しい我が国が、将来にわたり持続的発展を達成するめには、革新的なエネル

ギー技術の開発、導入・普及によって、各国に先んじて次世代型のエネルギー利用社会

の構築に取り組んでいくことが不可欠である。 

上記課題を克服するための技術を開発する｢エネルギーイノベーションプログラム｣

の一環として、本制度を実施する。 

エネルギー基本計画によれば、特に、一定レベルまで確立された新技術等は、性能や

経済性の把握、信頼性の向上のための実証試験が不可欠であり、成果を実環境で使用し

て技術課題を抽出することや、広く社会への普及啓発・広報活動等を通じ、新エネルギー

の導入に必要な情報提供等、必要な環境整備を進めることが重要とされており、フィー

ルドテストの重要度が増している。 

また、２００５年２月に発効した京都議定書により、我が国は２００８年から      

２０１２年までに二酸化炭素等の温室効果ガス排出量を１９９０年比６％削減するこ

とが国際的な責務となっており、この目標を達成するため京都議定書目標達成計画が閣

議決定された。 

このような中で、下記の２０１０年度の導入目標を達成するために、新エネルギー分

野における太陽光発電、太陽熱利用、風力発電及びバイオマス熱利用技術に関する実環

境での適用性について検証し、有効性を実証するとともに、その実証研究において普及

に向けた機器の更なる性能向上・コスト低減を図り、実証研究で得た成果を分析・整理

し、民間企業等に積極的に情報発信を行うといった総合的な取組みが必要である。 

 

２００５年３月総合資源エネルギー調査会答申における２０１０年度の新エネル

ギー導入目標代表値 

  太陽光発電     ４８２万ｋｗ 

  風力発電      ３００万ｋｗ 

  太陽熱利用     原油換算９０万ｋｌ 

  バイオマス熱利用  原油換算３０８万ｋｌ 

(輸送用バイオマス由来燃料５０万ｋｌを含む) 

 

本制度では、新エネルギーに係る実証研究を行う民間企業、ＮＰＯ法人、公益法人、

地方自治体等（以下「民間企業等」という。）から広くテーマを公募し、優れた提案に

対し委託又は助成することにより、太陽光発電、太陽熱利用、風力発電及びバイオマス

熱利用技術の実環境での実証研究を行う。実証研究で得られた成果を分析・整理し、民

間企業等に積極的に情報発信を行うことで、新エネルギー関連技術の性能向上や低コス

ト化を加速して、その普及促進を図ることを目的とする。 

本制度で実証された成果を民間企業等へ積極的に情報発信することにより、上記した

我が国の２０１０年度における導入目標達成に資する。 

 

（２）制度の目標 

本制度では、研究開発から新たに実用レベルに供される新エネルギー技術の実環境で

の適用可能性について検証を行い、普及に向けた機器の更なる性能向上・コスト低減へ
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の課題抽出等を行う。本制度の目標は、個別実証事業ごとに以下の表に定める。 

 

達成目標一覧 

新エネルギー種別 情報発信方法等 達成時期 実施テーマ数 目標値 

太陽光発電 分析結果の公表 

ガイドラインの作

成 

平成 26 年度

平成 19 年度

2,000 事業者

(参考値) 

6.4 万 kW 

(参考値) 

効率向上追求型につ

いては 33万円/kW達成

する 

太陽熱利用 分析結果の公表 

ガイドラインの作

成 

平成 26 年度

平成 21 年度

約 240 事業者

(参考値) 

24,000 ㎡ 

(参考値) 

風力発電検討用 

高所風況精査 

 

取得データをＨＰ

で公表 

平成 22 年度 約 300 地点 ― 

バイオマス熱利

用 

モデル事例を成果

報告会等で公表 

平成 23 年度 約 50 件 ― 

 

（３）制度の内容 

 ①制度の概要 

   本制度では、新エネルギー分野における太陽光発電、太陽熱利用、風力発電及びバ

イオマス熱利用技術の２０１０年度における我が国の導入目標達成に資するため、独

立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ技術開発機構」と

いう。）が推進している事業と整合性があるテーマを対象とし、以下に示す４つの実証

事業を実施する。 

 

  [共同研究又は研究助成] 

   ⅰ)太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

     本事業では、公共施設、集合住宅及び産業施設等において、新技術等を用いた

太陽光発電システムを設置、設置後４年間の実証運転により、その有効性と信頼

性に係る実証研究を行う民間企業等による優れた提案を選定し、ＮＥＤＯ技術開

発機構との共同研究又は研究助成で実施する。 

     共同研究先又は研究助成先から得られたデータを分析・評価し公表するととも

に、ＮＥＤＯ技術開発機構は、普及促進のため、ガイドラインを作成する。 

なお、本事業が対象とする太陽光発電システムは別紙「太陽光発電新技術等フ

ィールドテスト事業実証タイプ分類」を定め、実施する。 

 

   ⅱ)太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 

     本事業では、公共施設、集合住宅及び産業施設等において、中規模太陽熱高度

利用システムを実際に導入し、４年間の実証運転により、その有効性と信頼性に

係る実証研究を行う民間企業等による優れた提案を選定し、ＮＥＤＯ技術開発機

構と共同研究又は研究助成で実施する。 

     共同研究先又は研究助成先から得られたデータを分析・評価し公表するととも

に、普及促進のため、ガイドラインを作成する。 

なお、本事業が対象とする太陽熱高度利用システムについては別紙「太陽熱高

度利用システムフィールドテスト事業実証タイプ分類」を定め、実施する。 
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  [共同研究] 

   ⅲ)風力発電フィールドテスト事業(高所風況精査) 

     本事業は、電力系統における導入制約のない地域等で、風力発電立地が有望と

考えられる地域について２点以上、１年間の高所における風況調査が可能な優れ

た提案を選定し、ＮＥＤＯ技術開発機構との共同研究で実施する。 

共同研究で得られたデータを分析・評価しＮＥＤＯ技術開発機構のホームペー

ジで公表する。 

なお、本事業が対象とする高所風況精査の測定については別紙「風力発電フィー

ルドテスト観測システム分類」を定め、実施する。 

 

   ⅳ)地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業 

     本事業は、バイオマスのエネルギーの利用のうち、エネルギーの特性上利用範

囲が限定される等の課題があるバイオマスについて目に見えるモデル事例を作り

出すとともに、新規技術の有効性と信頼性の実証研究を行う民間企業等で、バイ

オマスエネルギーシステム設備を設置し、設置後２年間データ取得が可能な優れ

た提案を選定し、ＮＥＤＯ技術開発機構との共同研究で実施する。また、バイオ

マスのエネルギー活用に係わる最新の技術情報、賦存量、導入に向けた課題など

を整理し公表する。 

     共同研究で得られた成果を基にモデル事例を作成し、成果報告会等で公表する。 

なお、本事業が対象とするシステムについては別紙「地域バイオマス熱利用フ

ィールドテスト事業実証タイプ分類」を定め、実施する。 

      

②対象事業者 

日本に登記されていて、日本国内に本申請に係る主たる実証試験を行うための拠

点を有し、設置した設備を十分に利用(活用)し、データの取得、整理及び報告でき

る能力を有する民間企業等であること。 

 

  ③実証テーマの実施期間 

実証テーマの実施期間は以下のとおりとする。 

ⅰ)太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

     ６年を限度とする。（設備設置に最大２年、データの採取に４年） 

   ⅱ)太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 

     ６年を限度とする。（設備設置に最大２年、データの採取に４年） 

   ⅲ)風力発電フィールドテスト事業(高所風況精査) 

     ２年を限度とする。 

ⅳ)地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業 

  ４年を限度とする。（設備設置に最大２年、データの採取に２年） 

 

  ④実証テーマの規模、負担割合（共同研究）及び助成率（研究助成） 

実証テーマの規模、負担割合及び助成率は以下のとおりとする。 

ⅰ)太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

     １件当たりの限度額は定めない。 

     共同研究に関するＮＥＤＯ技術開発機構の負担割合は１/２とし、研究助成に関

するＮＥＤＯ技術開発機構の助成率は１/２以内（ただし、対象となる事業費の上

限額を別途定める）とする。 

     なお、共同研究又研究助成別の太陽光発電システム種別については別紙「太陽

光発電新技術等フィールドテスト事業実証タイプ分類」を定め、実施する。 

   ⅱ)太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 
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     １件当たりの限度額は定めない。 

     共同研究に関するＮＥＤＯ技術開発機構の負担割合は１/２とし、研究助成に関

するＮＥＤＯ技術開発機構の助成率は１/２以内（ただし、対象となる事業費の上

限額を別途定める）とする。 

なお、共同研究又研究助成別の太陽熱利用システム種別については別紙「太陽

熱高度利用システムフィールドテスト事業実証タイプ分類」を定め、実施する。

ⅲ)風力発電フィールドテスト事業(高所風況精査) 

     １件当たりの限度額は定めない。 

     共同研究に関するＮＥＤＯ技術開発機構の負担割合は１/２とする。 

ⅳ)地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業 

     １件当たりの限度額は定めない。 

     共同研究に関するＮＥＤＯ技術開発機構の負担割合は１/２とする。 

 

 

２．制度の実施方式 

（１）制度の実施体制 

本制度は、ＮＥＤＯ技術開発機構が、民間企業等（委託先から再委託された研究開発

実施者を含む）から公募によって実証テーマ及び研究開発実施者を選定し、共同研究契

約等を締結し実施する。 

ただし、太陽光発電新技術等フィールドテスト事業及び太陽熱高度利用システムフ

ィールドテスト事業のなかで、既に商品化されているシステムであって、設計、工法等

に工夫を加えることでコスト低減やシステムの効率向上等が期待される実証テーマに

ついては研究助成により実施する。 

 

（２）制度の運営管理 

制度の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及と密接な関

係を維持しつつ、本制度の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的

には、必要に応じて、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会及び技術検討会等、外部

有識者の意見を運営管理に反映させる等を行う。 

 

 

３．制度の実施期間 

本制度の実施期間は、以下のとおりとする。 

ⅰ)太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

     平成１９年度から平成２５年度(新規採択は平成２０年度)までの７年間とする。 

   ⅱ)太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 

     平成１８年度から平成２５年度(新規採択は平成１８年度から平成２０年度)ま

での８年間とする。 

   ⅲ)風力発電フィールドテスト事業(高所風況精査) 

     平成１８年度から平成２１年度(新規採択は平成１８年度から平成２０年度)ま

での４年間とする。 

ⅳ)地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業 

   平成１８年度から平成２２年度(新規採択は平成１８年度から平成２０年度)ま

での５年間とする。 

 

 

 ４．評価に関する事項 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、政策的・技術的観点、事業の意義、成果、導入普及効果等

の観点から、事業評価指針に基づき毎年度事業評価を実施するとともに、事業ごとに研
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究開発期間終了後に外部有識者による事業評価を実施する。 

 

 

５．その他重要事項 

（１）研究開発成果の取扱いについて 

①成果の普及 

得られた研究成果についてはＮＥＤＯ技術開発機構、実施者ともに普及に努めるも

のとする。 

 

②知的財産権の帰属 

共同研究の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・産業

技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第２５条の規定等に基づき、

原則として、すべて委託先に帰属させることとする。 

 

（２）基本計画の変更 

ＮＥＤＯ技術開発機構は、制度の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内外の

研究開発動向、政策動向、施策の変更、評価結果、事業費の確保状況、当該事業の進捗

状況等を総合的に勘案し、制度内容、実施方式等、基本計画の見直しを弾力的に行うも

のとする。 

 

（３）根拠法 

本制度は、 

ⅰ)太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

     「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第１号イ」 

    及び「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第３号」 

   ⅱ)太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 

     「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第１号ロ」 

    及び「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第３号」 

ⅲ)風力発電フィールドテスト事業(高所風況精査) 

     「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第１号イ」 

ⅳ)地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業 

  「独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第 15 条第１項第１号ロ」 

に基づき実施する。 

 

（４）その他 

 本制度は平成１８年度まで以下の基本計画を定めて実施していたテーマを統合して実

施する。 

  ⅰ)太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

ⅱ)太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 

  ⅲ)風力発電フィールドテスト事業(高所風況精査) 

ⅳ)地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業 

 

６．基本計画の改訂履歴 

（１）平成１９年３月、４事業を統合し新たに制定。 

（２）平成２０年３月、太陽光発電新技術等フィールドテスト事業について実証タイプを

追加して改訂。 

（３）平成２０年７月、イノベーションプログラム基本計画の制定により、｢（1）研究開

発の目的｣の記載を改訂。 

（４）平成２１年１月、地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業について技術情報、
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賦存量、課題などの整理を追加して改訂。 

（５）平成２１年３月、事業の実施期間変更とともに達成目標の達成時期を修正して

改訂。 
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（別紙） 

 

「太陽光発電新技術等フィールドテスト事業」実証タイプ分類 

 

「新エネルギー技術フィールドテスト事業」基本計画「１．制度の目的・目標・内容」「（３）制度の内

容」「①制度の概要」「ⅰ太陽光発電新技術等フィールドテスト事業」に基づき定める「太陽光

発電新技術等フィールドテスト事業の実証タイプ分類」は次のとおりとする。 

 

 

  ⅰ)太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

 

    
 

実証タイプ 

 

対象 

 

要件 

 

ＮＥＤＯ負担率 

 

契約形態 

新 型 モジュール採

用型 

新 しい太 陽 電 池 による利 用 用 途 の拡 大

や、従来製品に比して大幅な高効率化・低

コスト化が期待されるシステム 

4kW 以上 １/２  共同研究 

建材一体型 屋根材や窓材等の建築材料としての機能

を持つ太陽電池モジュールを採用したシス

テム、その他、従来にない施 工方 法等によ

り、一層の利用用途拡大が期待されるシステ

ム 

4kW 以上 １/２  共同研究 

新 制 御 方 式 適 用

型 

パワーコンディショナや蓄電装置等、従来

にない性能や機能を向上させた周辺機器を

採用したシステム 

4kW 以上 １/２  共同研究 

小規模多数連系シ

ステム採用型 

多数系統連系の影響を確認することを目

的とした集合住宅の各戸への導入等の小規

模多数連系システムを適用したシステム 

3kW 以下 原則１/２以内 

（ た だ し 、 上 限 額

を設定） 

研究助成 

効率向上追求型 既 に商 品 化 されている太 陽 電 池 であっ

て、設計、工法等に工夫を加えることで、コス

ト低減やシステム効率の向上が期待されるシ

ステム 

10kW 以

上 

原則１/２以内 

（ た だ し 、 上 限 額

を設定） 

研究助成 
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「太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業」実証タイプ分類 

 

「新エネルギー技術フィールドテスト事業」基本計画「１．制度の目的・目標・内容」「（３）制度の内

容」「①制度の概要」「ⅱ 太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業」に基づき定める「太陽熱

高度利用システムフィールドテスト事業実証タイプ分類」は次のとおりとする。 

 

 

  ⅱ)太陽熱高度利用システムフィールドテスト事業 

 

 

実証タイプ 

 

対象 

 

要件 

 

ＮＥＤＯ負担率 

 

契約形態

  

高

度

利

用

実

証

枠 

新技術適用型 

 

新たな機器、利用形態によるシステム

の導入により、更なる用途拡大が図れる

もの、又は大幅な高効率化、低コスト化

が図れると外部審査委員会で認められ

たシステム 

 

有効集熱

面積 

20 ㎡以上

１/２ 共同研究 

新分野拡大型 

 

従来では利用されていない、又は利用

が極めて少ない分野へ導入されたもの

で、太陽熱システムの新分野拡大が期待

されると外部審査委員会で認められた

システム 

 

魅力的デザイ

ン適用型 

建築物としての美観を損なうことな

く、意匠性が高いもので、太陽熱システ

ムの啓蒙普及が期待されると外部審査

委員会で認められたシステム 

 

標

準

化

推

進

枠 

最適化・標準

化推進型 

従来給湯・冷暖房システムで、システ

ムや工法等に工夫を加えることで、効率

向上及びコスト低減が期待されると外

部審査委員会で認められたシステム 

原則１/２以内 

(ただし、上限額

を設定) 
研究助成 
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「風力発電フィールドテスト事業（高所風況精査）」観測システム分類 

 

「新エネルギー技術フィールドテスト事業」基本計画「１．制度の目的・目標・内容」「（３）制度の内

容」「①制度の概要」「ⅲ 風力発電フィールドテスト事業（高所風況精査）」に基づき定める「風

力発電フィールドテスト事業（高所風況精査）観測システム分類」は次のとおりとする。 

 

ⅲ）風力発電フィールドテスト事業（高所風況精査） 

 

観測システム 対象 要件 ＮＥＤＯ 

負担率 

契約形態 

地上高４０ｍクラス 

地上高５０ｍクラス 

地上高４０ｍ（４０ｍ、３０

ｍ、２０ｍの３層） 

地上高５０ｍ（５０ｍ、４０

ｍ、３０ｍの３層） 

における風速及び風向観測 

観測地点２地点以上 

風況観測データの解析・評価

経済性、環境条件の概略評価

  

電力系統における導入

制約のない地域等で、

かつ風力発電立地が有

望と考えられる地域に

おいて２地点以上につ

いて１年間の高所での

風況精査が可能 

１/２ 共同研究 

 

 

 

「地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業」実証タイプ分類 

 

「新エネルギー技術フィールドテスト事業」基本計画「１．制度の目的・目標・内容」「（３）制度の内

容」「①制度の概要」「ⅳ地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業」に基づき定める「地域

バイオマス熱利用フィールドテスト事業が対象とする実証タイプ分類」は次のとおりとする。 

 

  ⅳ) 地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業 

   
実証タイプ 対象 要件 ＮＥＤＯ 

負担率 
契約形態

ユーザー系熱利用システ

ムＦＴ 

・木質系、鶏糞、食品廃棄物など

を原料とし、直接燃焼、熱分解ガ

ス化、メタン発酵などによりエネ

ルギー回収し熱利用を行うシステ

ム。 

・主に廃棄物系バイオマスを由来

とする、バイオエタノール、ＢＤ

Ｆなど液体燃料、メタンガスなど

の気体燃料、炭化物等の固体燃料

を製造するシステム 

 

･ 熱 利 用 量

2100GJ/年以上 

(ただし、燃料化

については個別

対応とする) 

 

・バイオマス依

存率 60％以上 

１/２ 共同研究 

新規エネルギー利用技術

ＦＴ 

・ガス化等物理化学的、メタン発

酵等生物化学的、その他新規性の

あるエネルギー転換プロセスを対

象 

・要素技術においては技術開発段

階を終了しているが実用化・商用

化されていないシステム 

 

・バイオマス依

存率 60％以上 

１/２ 共同研究 

 


