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（新エネルギー技術開発プログラム） 
「地域バイオマス熱利用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・目標及び内容 

１.1 制度の目的 

新エネルギー技術の開発、コスト削減及び利便性や性能の向上を図ることによって、

我が国のエネルギー供給の安定化・効率化、地球温暖化問題（ＣＯ２）・地域環境問題

（ＮＯｘ、ＰＭ等）の解決、新規産業・雇用の創出、水素エネルギー社会の実現等を

図ることを目的として制定されている｢新エネルギー技術開発プログラム｣の一環とし

て実施する。 

バイオマスのエネルギーとしての利用は、近年、製材残材等をガス化発電して電力

として利用する、畜産廃棄物や食品廃棄物等を発酵処理した際に得られるメタンガス

を燃料として利用するなどの取り組みが見られ始めてきたものの、現時点ではこれら

の新たな試みは、経済性の制約、その収集・運搬体制、エネルギー変換技術の確立等

種々の課題があり、本格的導入には至っていない。 

社会環境の変化の中でバイオマスの利活用は注目を集め始めてきたが、まだ廃棄物

として発生したバイオマスの処理を目的とした位置づけが中心であり、バイオマスを

より効果的にエネルギー化しバイオマスエネルギーを石油代替エネルギーとして利用

していくための枠組みは実証試験などを通して構築していく必要がある。 

特に日本では廃棄物発電からの流れと熱を利用しにくい温暖な気候により発電による

エネルギー利用が意識されているが、薄く広く賦存するバイオマスの性格からも熱エ

ネルギーとしての利用方法を確立していくことが不可欠である。 

政府では、２０１０年度におけるバイオマス熱利用導入量として、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)を目標に掲げているが、その有効性に

関する情報が少ない等の理由から、十分に普及が進んでいないのが現状である。 

このため、本事業においては、バイオマスの熱利用に係る熱利用システムを実際に

設置し、熱利用をはじめとするエネルギー利用を 大限行った場合における長期運用

データの収集・蓄積・分析を行い、今後の本格的な導入を促進させ、ひいては政府が

掲げるバイオマスの導入目標達成に資することを目的とする。 

 
１.2 制度の目標 

平成１３年～平成１７年の間の環境エネルギーコミュニティ実証試験事業及びバイ

オマス等未活用エネルギー実証試験事業において、４９件のバイオマスエネルギー利

用システムを設置し、収集・運搬に係わる経済データ、社会システム上の課題、エネ

ルギー変換システムの運転特性・保守費用・経済データ、エネルギー利用に関する利

用率、他のエネルギーとのコスト比較等に関する知見を取得しつつある。 

これまでの事業の有効な側面を継承しつつ、特にバイオマスのエネルギー利用をよ

り有効に導入普及させるためには、十分な認知度もなく、エネルギーの特性上利用範

囲が限定されている等の課題があるバイオマス熱利用の対策が必要である。 

各地域のバイオマス供給可能量又はエネルギー需要等に合わせた実規模により近い実

証設備を平成２０年度までに概略５０件設置し、２０１０年（平成２２年）度までに

大幅な普及の見込まれる熱利用システム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、製品化のための信頼性の実証を行う。 
課題のあるバイオマスのエネルギー利用において、これらの試験設備の運用におけ

る運搬・収集、エネルギー変換、エネルギー利用に係わるデータを収集、蓄積、分析

し総合的に評価することで、国内におけるバイオマスのエネルギー利用に資する情報

として広く公表する。 

 
１.3 制度の内容 
（１）制度の概要 

上記目標を達成するために、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。）は、目に見える形での導入事例を創出すると

ともに運転研究を通して技術の有効性を実証し、長期的に運用できるシステムの構

築・低コスト化／高性能化などの普及を進めるためのシステム作りに資することを目

的としてフィールドテストを共同研究（ＮＥＤＯ技術開発機構負担率１／２）として

実施する。 
公募にあたっては以下の２つの公募枠を設けることとする。 
ⅰ) ユーザー系熱利用モデルフィールドテスト 
目に見える導入事例の創出と必要課題の抽出等を主目的に、２０１０年度までに大

幅な普及が見込まれる熱利用システムとして以下の５分野を具体的に指定し公募を

行う。 
①「木質系バイオマス中小規模直接燃焼システム」 
②「木質系バイオマスコジェネ型システム」 
③「鶏糞燃焼システム」 
④「食品系バイオマスエネルギー化システム」 
⑤「燃料化システム（木質・食廃・畜糞・汚泥）」 

ⅱ) 新規エネルギー利用技術フィールドテスト 
バイオマスのエネルギー利用拡大に資するため、新規技術の導入や従来に比べて大

幅な高効率・低コスト化が期待されるエネルギー利用システムについて公募を行う。 
⑥「新規技術導入システム／従来に比べて高効率・低コスト化を期待できるバイオ

マスエネルギー利用システム」 
 

なお、フィールドテストを通して、各事業者は以下のデータを収集し、個別の課題を

解析するものとする。 
・ バイオマスの収集・運搬に係わる経済データ、法制度上の問題、社会システム上

の特質・問題点等。 
特に木質バイオマスの熱エネルギー利用のための社会システムの課題等。 

・ エネルギー変換システムの変換効率、環境特性、運用パターン等運転特性に係わ

るデータ、運転経費、保守費用等経済的データ、経年劣化等データ。 
・ エネルギー利用に関するシステムの利用方法等に係わる運用データ、外部供給と

のコスト比較データ、法制度等問題点等。 
 

フィールドテストを通じて得たデータはシステム毎、地域特性毎の分析を行い、導入

普及のための問題点等の抽出、評価をＮＥＤＯ技術開発機構が行う。 
分析・評価結果は広く公表してバイオマスのエネルギー利用の普及啓蒙に資する。 

 
（２）対象事業者  

バイオマスのエネルギー化設備を設置しそのエネルギーを十分に利用する計画を有



する民間企業・各種団体等（地方公共団体を含む） 

ａ）上記計画は、共同研究期間内にシステム設置し 2 年間の運転データを採取して

そのデータを解析することが可能なこと。 
ｂ）各年度における、共同研究に係る費用の立替払いをする用意があること。 
ｃ）共同研究業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金・設備

等について十分な管理能力を有していること。 
ｄ）共同研究業務を実施するうえで必要な措置を適切に遂行できる体制を有するこ

と。 
（３）フィールドテストの実施期間 

設置年度を含め３年間。 
（設置１年、データ収集・分析・評価等２年） 

（４）フィールドテストの規模、負担割合 

限度額は定めず、予算の範囲内で提案内容の優れたものを採択する。 

共同研究に関するＮＥＤＯ技術開発機構負担率は１／２ 

 
２．制度の実施方式 
（１）制度の実施体制 

本制度は、ＮＥＤＯ技術開発機構が事業者（地方公共団体、民間事業者等）から公

募によって共同研究テーマ及び共同研究実施者を選定し、共同研究により実施する。 
（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、委員会及び技術検討委員会等、外部有識者の意見を運営管理

に反映させる等を行なう。 
具体的には以下の事項について運営管理を実施する。 

①ホームページ等のメデイアの 大限の活用等により公募を実施する。また、公募

に際しては、機構のホームページ上に、公募の１ヶ月前には公募に係る事前の周

知を行う。また、地方の提案者の利便にも配慮し、地方での公募説明会を積極的

に開催する。 

②機構外部からの優れた専門家・有識者の参画による、客観的な審査基準に基づく

公正な選定を行う。 

③公募締切りから６０日以内での採択決定を目標とし、事務の合理化・迅速化を図

る。 

④選定結果の公開と不採択案件応募者に対する明確な理由の通知を行う。 

 
３．制度の実施期間 

本制度の期間は、平成１８年度から平成２２年度（新規採択は平成１８～２０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、業務方法書第４０条及び事業評価実施規程に基づき、外

部有識者による評価委員会を構成し事業評価を毎年度実施するとともに、技術的及び

政策的観点から、フィールドテスト事業の意義、目標達成度、成果の技術的意義並び

に将来の産業への波及効果等について、フィールドテスト事業の事後評価を平成２３

年度に実施する。なお、評価時期については、当該研究開発に係る技術動向、政策動

向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、適宜見直すものとする。 



 
５．その他の重要事項 

（１） 成果の取扱い 
①成果の普及 

実証試験事業で得られた情報は、バイオマス利用システムの技術開発及び普及

を促進するため、データベースでのデータ提供を積極的に行う。 
②知的財産権の帰属 

委託研究開発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 26 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、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こととす

る。 
  

（３） 根拠法 
本フィールド事業は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法 第１

５条第１項第１号イ及びロに基づき実施する。 
 
６．基本計画の改訂履歴 
（１） 平成１８年３月、制定。 
 



（別紙）実証試験計画 
 

２０１０年度におけるバイオマス熱利用導入目標達成に向けて、バイオマス熱利用設備

の普及促進を推進することを目的として以下のような実証テーマを推奨する。 
 
ⅰ） ユーザー系熱利用モデルフィールドテスト 

目に見える導入事例の創出と必要課題の抽出等を主目的に、２０１０年度までに大幅

な普及が見込まれる熱利用システムとして５分野を具体的に指定し公募を行う。 
 
実証試験項目①「木質系バイオマス中小規模直接燃焼システム」 
１．実証試験の必要性 

国内において も利用可能量が大きいものの広く薄く賦存する木質バイオマスを有

効に利用するためには、各地域の工場などで中小規模のボイラーを設置し熱利用を図る

こと、つまり分散型熱利用の積極的な推進が必要である。 
しかしながら中小規模装置・設備の場合、大規模装置に比べてスケールメリットが得

にくく、エネルギー効率が低くならざるを得ないため、一定以上の効率維持が可能とな

るように安定した運転の実現が求められる上、熱需要規模があまり大きくなく、時間毎、

季節毎の需要変化等による利用上の制約等の課題を有している。また、木質バイオマス

は他のバイオマスに比べ燃焼利用に適した資源であるものの、含水による発熱量低下、

貯蔵管理及び乾燥方法についても課題を有している。 
したがって、こうした課題解決に資するため、各地域における中小規模の熱需要に相

応した規模のボイラーの設置・運営を行い、木質バイオマスの収集・運搬、エネルギー

変換、エネルギー利用等に関するデータの収集・分析・総合的評価を行う実証試験が必

要である。 
  

２．実証試験の具体的内容 
定格バイオマス原料４０トン／日以下、エネルギー効率７０％以上の中小規模ボイラ

ーを設置、木質バイオマスを直接燃焼して熱需用先に対して熱供給を行う。 
その際、乾燥管理工程により含水率を制御した木質バイオマスの供給方法、負荷変動

に合わせた効率的な運用方法、灰・タールを除去し、安定した性能維持が可能となる運

転保守方法等の検討を行うほか、バイオマスの収集運搬等に係わるデータをシステム毎、

地域毎に分析し、導入普及のための課題の抽出・評価等を行う。 
 

３．達成目標 
 木質バイオマスの供給・乾燥管理状況、システムの運転・メンテナンス状況及び得ら

れた熱供給量等のデータを公表するとともに、更なるバイオマスの導入のための課題抽

出と解決の方向性を提案する。 
なお、以下のような条件を満たす運転システムを確立する。 

 ○平均含水率４０％以下の木質バイオマス供給 
 ○年間稼働日数１８０日以上、平均負荷率７０％以上 



実証試験項目②「木質系バイオマスコジェネ型システム」 
１．実証試験の必要性 

 木質バイオマスの利用においては、熱利用のみでなく発電利用のニーズも高く、各地

域の工場などにおいて分散型のコージェネレーションシステムの導入を積極的に推進

していく必要がある。 
しかしながら、バイオマス原料の確保とハンドリング、原料の性状、含水率の管理、

燃焼効率の確保、バイオマス中に含まれる灰・タールの除去及びこれらの後処理が困難

であることや、機器の購入コスト、維持修繕コストが非常に高く、事業性が低いことな

ど、バイオマスの燃焼及び燃焼ガスのエネルギー利用に係わる課題は多い。 
したがって、地域における熱、電力需要に相応したシステム構築と、木質バイオマス

の収集・運搬、エネルギー変換、エネルギー利用に係わるデータの収集、分析、総合的

評価を通じて課題の解決に供するための実証試験が必要である。 
 

２．実証試験の具体的内容 
発電利用のみでなく積極的な熱利用を促進するため、総合エネルギー効率が５０％以

上となるバイオマスコージェネレーションシステムを設置する。 
ガス化の場合はバイオマス原料５～１０トン／日以下程度の規模、燃焼の場合には５

０トン／日以上の規模のコージェネレーションシステムを設置してエネルギー需要先

で利用する。 
その際、乾燥管理工程により含水率を制御した木質バイオマスの供給方法、灰・ター

ルを除去し安定した性能維持が可能となる運転保守方法等の検討を行うことにより、バ

イオマスコージェネシステムの効率的運用を図ることとする。 
また、バイオマスの収集・運搬・確保に係るデータ、熱需要先の負荷データについて

も分析を行い、導入普及のための課題の抽出・評価等を行う。 
 

３ 達成目標 
 木質バイオマスの供給・乾燥管理状況、システムの運転・メンテナンス状況及び得ら

れた熱供給量等のデータを公表するとともに、更なるバイオマスの導入のための課題抽

出と解決の方向性を提案する。 
なお、以下のような条件を満たすコージェネレーションシステムを確立する。 

○総合エネルギー効率５０％以上。 
○連続運転時間１０００時間以上もしくはＤＳＳ運転で全負荷相当運転時間１００

０時間以上 



実証試験項目③「鶏糞燃焼システム」 
１．実証試験の必要性 

 家畜糞尿廃棄物への規制強化、臭気の問題からも鶏糞を堆肥化して処理する方法には

限界があり、その有効な処理方法が求められているところだが、鶏糞は他の家畜糞尿と

比較して含水率が低く、直接燃焼によるエネルギー利用が可能であることから、養鶏関

連工場（養鶏場や飼料工場など）での熱利用が期待でき、エネルギー利用への取り組み

が求められている。 
 

２．実証試験の具体的内容 
鶏糞の収集・運搬システム構築を検証しつつ、総合エネルギー効率が７０％以上の鶏

糞燃焼システムを設置し、熱需要先に対して熱供給を行うとともに、焼却灰を肥料とし

て利用する等の廃棄物の有効利用についても実証を行う。 
また、鶏糞の収集・運搬に係るデータ、熱需要先の負荷データについても分析を行い、

導入普及のための課題の抽出・評価等を行う。 
 

３．達成目標 
 鶏糞バイオマスの収集およびその乾燥管理状況、システムの運転・メンテナンス状況、

そして得られたエネルギー供給量等を報告公開するとともに、更なるバイオマスの導入

のための課題抽出と解決の方向性を提案する。 
なお、以下のような条件を満たす熱利用システムを確立する。 

○エネルギー効率７０％以上（発電を伴う場合には総合エネルギー効率５０％以上） 
○年間稼働日数１８０日以上、平均負荷率７０％以上 

 



実証試験項目④「食品系バイオマスエネルギー化システム」 
１．実証試験の必要性 

食品リサイクル法の施行等により、食品廃棄物の排出抑制・再生利用が求められるよ

うになり、減容化のほか、食品廃棄物（バイオマス）をエネルギー転換し、利用しよう

とする機運が高まっている。特に食品製造工場等では大きな熱需要が期待できることか

ら、発生したバイオマスの効率的なエネルギー化を図ることにより、熱利用のモデル事

業となる可能性が高い。 
しかしながら、食品系バイオマスは含水率が高いものも多い上、種類毎にプロセスが

異なること、工業プロセスの一部であるために低コストかつ食品製造プロセスへの影響

の少ない処理が求められるなどの課題も有している。 
したがって、含水率の高いものについてはメタン発酵を介した熱利用を行い、比較的

含水率の低いものについては直接燃焼による熱利用を行うなど、バイオマス種の特質に

応じた適切なエネルギー変換・利用を検討するために、各種データの収集、分析及び総

合的評価を行う実証試験を通じて課題の解決に供することが必要である。 
 

２．実証試験事業の具体的内容 
メタン発酵の場合には、食品系バイオマス等の可溶化等のメタン化率向上を図りながら

高効率な運転を行い、エネルギー単位あたりのエネルギー抽出量の増加を図る。 
燃焼熱利用の場合には、適切な乾燥工程により含水率を制御した上で燃焼するなどのエ

ネルギー転換の高効率化を図る。 
また、各工場におけるエネルギー需要に応じた効率的な運用、運転保守、残渣および廃

水処理などの後処理を含めたデータをシステム毎に分析し、導入普及のための課題等の

抽出・評価を行う。 
 

３．達成目標 
メタン発酵システム、乾燥及び燃焼システムの運転・メンテナンス状況、エネルギー

供給量等に関するデータを公表するとともに、更なるバイオマスのエネルギー利用のた

めの課題抽出と解決の方向性を提案する。 
達成目標は当該バイオマス原料・プロセスに依存するため、採択案件毎に設定し別表

にて管理する。 



実証試験項目⑤「燃料化システム（木質・食廃・畜糞・汚泥）」 
１．実証試験の必要性 

バイオマスの燃料化（ペレット、チップ、炭化物、エタノール、バイオディーゼル燃

料等の製造）は、輸送・貯蔵が容易となるため、エネルギー転換システムの稼働率向上

に資するほか、他のバイオマス等との混焼・混合利用が可能となるなど、エネルギー密

度の低いバイオマスの利便性・汎用性を高める有用な方法といえるが、化石燃料等、既

存の競合燃料に比して運用面、経済性で劣る等の理由から普及に至っていないのが現状

である。 

したがって、製造コストの低減やシステム運用上の課題解決に供するため、バイオマ

ス由来燃料の製造及び利用システムの実証試験を行うことが必要である。 

 

２．実証試験事業の具体的内容 

以下に例示する燃料製造・利用システムに関する技術的課題及び運用上の課題の抽出

等を行う。 

木質ペレット製造システムを導入・連続運転し、運転実績データのフィードバックに

よる製造コストの低減化を図るとともに、一定量以上のペレットを使用するエネルギー

利用システムのフィールドテストを通じて、システム運用上の課題抽出や利用システム

に 適なペレットの性状・仕様の検討を行うほか、ペレット利用促進に必要な環境整備

の提案を行う。 

資源作物、セルロース系バイオマス起源のエタノールや、廃食油起源等のバイオディ

ーゼル燃料など、バイオマス由来液体燃料の高品質化・低コスト化に資する製造システ

ムのフィールドテストを行い、その技術的課題を抽出するとともに、原料収集面、液体

燃料利用システム運用上における技術的課題等について検証を行う。 

 

3. 達成目標 

バイオマス由来燃料製造における原料調達状況、燃料の性状・仕様、製造システムの

運用状況、燃料利用システムの運転状況、エネルギー供給量等に関するデータを公表す

るとともに、更なるバイオマス由来燃料導入のための課題抽出と解決の方向性を提案す

る。 

 達成目標は当該バイオマス原料・プロセスに依存するため、採択案件毎に設定し別表

にて管理する。 



ⅱ）新規エネルギー利用技術フィールドテスト 
バイオマスのエネルギー利用拡大に資するため、新規技術の導入や従来に比べて大幅

な高効率・低コスト化が期待されるエネルギー利用システムについての公募を行う。 
 
 
実証試験項目⑥「新規技術導入システム／従来に比べて高効率・低コスト化を期待できる

バイオマスエネルギー利用システム」 
１．実証試験の必要性 

 地域・場所によって資源の種類、利用可能量等が多岐にわたるバイオマスのエネルギ

ー利用を社会システムとして定着させるためには、実証試験項目①～⑤のほかにも、各

地域の特性・エネルギー需要等に応じた様々な観点からの検討が不可欠である。 
したがって、新規技術の導入システムや既存システムの低コスト化、高効率化に加え、

有価物併産システムの構築、残渣の有効利用など、社会ニーズに対応したバイオマス利

用システムの実証を行うことが必要といえる。 
 
２．実証試験事業の具体的内容 

以下に例示される実証要素を含むバイオマスエネルギー利用システムについての課

題抽出・評価等を行う。 
○新規に開発されたエネルギー転換・利用技術の実証 
○既存システムに比して大幅な低コスト化・高性能化が期待される技術の実証 
○既存システムの小型化技術の実証 
○残渣処理の低コスト化、副産物の高付加価値化等を通じ、熱利用システム全体の

低コスト化・高効率化が図られる技術の実証 
○環境負荷の大幅な低減が期待される技術の実証 

  
３．達成目標 

上記実証システムに関するバイオマス資源の収集・供給状況、システムの運用状況及

び得られたエネルギー供給量等を公表するとともに、更なるバイオマスの導入のための

課題抽出と解決の方向性を提案する。 
達成目標は当該バイオマス原料・プロセスに依存するため、採択案件毎に設定し別表

にて管理する。 

 
 


