
バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／
地域自立システム化事業性評価（ＦＳ）事業

公募説明会

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー部 バイオマスグループ

日時：平成30年9月14日（金）
会場：NEDO分室

大同生命霞が関ビル12階 （東京都千代田区霞が関1-4-2）
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事業概要
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全体スケジュール

2

年度

地域自立システム化
実証事業

導入要件・
技術指針の策定
に関する検討

地域自立システム化
技術開発事業

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

2回目 (5件採択)

導入要件・技術指針の最新情報を反映した更新

ＦＳ

ＦＳ
ＦＳ

策定

(株)富士クリーン
設計・建設

JFE環境サービス(株)＜旧(株)日本リサイクルマネジメント＞

昭和化学工業(株)

バンブーエナジー(株)

設計・建設

設計・建設

設計・建設

計画・発注

田島山業(株)

ＦＳ

ステージゲート審査
1回目 (6件採択)

3回目 6件採択（ＦＳのみ）

4回目 2件採択(ＦＳのみ）

ステージゲート
通過 ５件

郡山 福岡ワークショップ
仙台

名古屋NEDOフォーラム 技術相談/ヒアリング調査

札幌 岡山

木
質
系
バ
イ
オ
マ
ス

メタン発酵系バイオマス

ＦＳ

実証

Ver.3Ver.2Ver.1Ver.0

5回目 3件採択（ＦＳのみ）

公募

更新

ＦＳ 6回目

要素技術開発公募
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事業性評価（FS）

事業モデル 事業性評価(FS)事業者
メ
タ
ン
発
酵
系

木
質
系

①大規模の都市ごみ系複合処理

②中規模の工業団地系の処理

③小規模の農業残さ系の処理

⑤事業系の熱利用を主体にした
事業

⑥山間地における地域密着型の
事業

⑦工業団地における複合利用事業

⑧木質系小型ガス化

④大型 発電事業

・(株)大原鉄工/(株)いわむろバイオソリューション

・バンブーエナジー(株)/中外炉工業(株)

対象外

・(株)竹中工務店※

・(株)小桝屋/JAゆうき青森/東洋紡エンジニアリング(株)

・熊野原木市場協同組合 他5者

・(株)日本リサイクルマネジメント( ⇒ JFE環境サービス(株))

・サーフビバレッジ(株)・昭和化学工業(株)

・阿寒農業協同組合/北海道エア・ウォーター(株)※

・山陽チップ工業(株)/(株)EECL※

・長野森林組合※

・東海大学＆(株)東急リゾートサービス※

・北海道エア・ウォーター(株)※

・三昌物産(株)/三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)※

・(株)富士クリーン/栗田工業(株)

・バイオマス熱電併給(株)/Ｅ２リバイブ(株)

・田島山業(株)

・(株)日立製作所※
・智頭石油(株)

－

※ 事業性評価(FS)のみ(SG審査なし)

19件実施＋3件実施中

・智頭石油(株) ・坂井森林組合

・(株)インターファーム
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実証事業

事業
分類

事業内容 助成先

平
成
29
年
度
以
前
採
択

1
メタン
発酵系

地域から発生する多種類の混合系バイオマスを乾式メタン発酵
技術により生産したバイオマスエネルギーを周辺地域との連携
により利用拡大を促進するシステムの構築を目指す事業。

(株)富士クリーン

2 木質系
地域で利用可能なバイオマス資源を収集し、既存工場にて珪藻
土原料乾燥のエネルギーとして利用するとともに、その余剰熱
を利用する事業。

昭和化学工業（株）

3 木質系

岡山県倉敷市を中心とする広範囲な地域から発生する発電用
木質バイオマスとは競合しない夾雑物を含む建築廃材や低品
位の木質バイオマスを燃料とするボイラーにてコンビナート内へ
蒸気を供給する事業。

(株)日本リサイクルマネ
ジメント

↓
JFE環境サービス(株)

4 木質系
地域課題である竹を有効利用し、竹加工工場および、原料１次
処理工場にORCユニットによる高効率熱電併給を行う事業。

バンブーエナジー（株）

5 木質系
チッピングロータリー車を活用し、林地残材の現地チップ化を行
い、輸送することで効率的な木質バイオマス燃料化を検討し、
林地残材集材システムを構築、チップの安定供給を図る。

田島山業（株）

- 6
メタン
発酵系

堆肥化が困難な高・中水分の家畜ふん尿由来のバイオガスエネ
ルギーを利用した酪農地域自立システムの構築を目指す事業。

阿寒農業協同組合
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本事業への応募は、ＮＥＤＯへの書類提出に加え、府省共通研
究管理システム（e-Rad）への研究機関及び研究者代表者登録、
応募基本情報の入力が必要です。

e-Rad で登録手続きを行わないと応募ができません。登録手続
きに２週間以上要する場合がありますので、余裕をもって登録手
続きをしてください。（提案書・申請書ご提出日には登録手続きを
完了して下さい。）

※本公募要領での研究者、研究機関は実施者、実施事業者を
示すものとします。

ご注意

ご注意

※研究開発は事業性評価（ＦＳ）を指します。



1. 件名／2.事業の概要

1. 件名： バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／
事業性評価（ＦＳ）

公募要領（本文）p.1
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2.2 事業内容・今回公募する事業テーマ

バイオマスエネルギー利用に係る設備機器の技術指針、システムと
しての導入要件を改訂するため、バイオマス種（木質系、湿潤系、都
市型系、混合系）ごとに、FIT制度や補助金等に頼らない事業を念頭
においた事業性評価（ＦＳ）を実施します。

事業性評価（ＦＳ）では、健全な事業運営を実現するために、
・長期的な燃料調達の計画策定
・長期安定したエネルギーの需要先の確保
・長期安定稼働させるための設備の基本設計
・システム全体のコスト分析
・長期にわたる事業収支
・資金調達の検討

などを実施いただきます。

なお、本公募対象は事業性評価（ＦＳ）のみであり、実証事業は対象外となります。



1. 件名／2.事業の概要 公募要領（本文）p.1

7

バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要件の改訂の為
に、ＮＥＤＯが指定した事業者より、事業性評価（ＦＳ）についてコンサ
ルティングを受けていただきます。（年２回以上）

2.2 事業内容・今回公募する事業テーマ
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2.4 事業規模： ( 2.事業の概要： 事業規模（ＦＳ）※補足 スライド）
事業性評価（FS）： 委託事業（100％ NEDO負担）

短期：1件あたり10百万円以内
長期：1件あたり20百万円以内

1. 件名／2.事業の概要

2.3 期間： NEDOの指定する日から
以下の短期または長期の事業期間のいずれかとする。

公募要領（本文）p.1-2

2.5 報告書

2.6 報告会等の開催
委託期間中又は委託期間終了後に、成果報告を依頼する。

提出方法：「成果報告書・中間年報の電子ファイル提出の手引き」に従って提出のこと。
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

留意点：報告書作成の際には、図表を用いて分かり易く工夫すること。
また、報告書とは別に調査結果をPowerPoint ファイル形式にまとめて提出のこと。

短期：ＮＥＤＯの指定する日から平成31年2月28日（木）
長期：ＮＥＤＯの指定する日から平成31年7月31日（水）以内



3. 応募要件(抜粋)

(１)当該技術又は関連技術の研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標達成及び研
究計画遂行に必要となる組織、人員等を有していること。

(４)企業等が単独でプロジェクトに応募する場合は、当該プロジェクトの研究開発成果の
実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能力を有していること。

(５)研究組合、公益法人等が代表して応募する場合は、参画する各企業等が当該プロ
ジェクトの研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現について十分な能
力を有するとともに、応募する研究組合等とそこに参画する企業等の責任と役割が明
確化されていること。

(６)当該プロジェクトの全部又は一部を複数の企業等が共同して実施する場合は、各企
業等が当該プロジェクトの研究開発成果の実用化・事業化計画の立案とその実現に
ついて十分な能力を有しており、各企業等間の責任と役割が明確化されていること。

(７)本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を有していること。なお、国外の企業等
（大学、研究機関を含む）の特別な知見、研究施設等の活用又は国際標準獲得の観
点から国外企業等との連携が必要な部分を、国外企業等との連携により実施するこ
とができる。

( )NO.は、公募要領（本文）のp.2の「3.応募要件」の番号を示します。

公募要領（本文）p.2
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※本公募では、原則、共同提案は２者以内とし、再委託および共同実施も原則
認めておりません。



● 公募要領に従い提案書を作成し、郵送又は持参にてご提出下さい。
(FAX及び電子メールによる提出は受け付けません)

【提出期限】 平成30年10月9日（火） 正午 必着（郵送・宅配便等含む）

【提 出 先】

（郵送の場合）

〒212-8554 神奈川県川崎市幸区大宮町1310番
ミューザ川崎セントラルタワー 18階
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー部 バイオマスグループ 森嶋・石川・浅野・中島 宛

※『「バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／事業性評価（ＦＳ）」に係る提案書在中」』
と朱記下さい。

（持参の場合）
上記提出期間内の平日 10:00～17:00 （最終日のみ12:00まで）に
16階「総合案内」で受付を行い、下記担当者をお呼び出しください。

担当：新エネルギー部 バイオマスグループ 森嶋、 石川、浅野、 中島

※最終日は、混雑が予想されます。余裕を持ってお越し下さい。

4. 提出期限及び提出先 公募要領（本文）p.3

もりしま

10

いしかわ あさの なかじま

郵送の場合書留等
をご利用ください。
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5. 応募方法 公募要領（本文）p.3

（1）提案書の作成に当たって

提案書のうち表紙、要約版、本文の記載様式は別添１を御参照ください。別添２に
従って研究開発成果の事業化計画書を作成してください。
提案書は日本語で作成してください。
提案書の提出部数は、7部（正1 部、副6 部）及び電子ファイル（CD-R またはDVD-
R）です。
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5. 応募方法 公募要領（本文）p.3-4

（2）提案書に添付する書類

会社案内 1 部（提出先のＮＥＤＯ部課と過去1 年以内に契約がある場合は不要）
直近の事業報告書1 部
財務諸表（賃借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書）（3年分） 1部
契約書（案）について疑義がある場合は、その内容を示す文書2部（正1部、副1部）
主要研究員の研究経歴書（詳細は別添３を参照ください）
ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票（詳細は別添４を参照ください）
e-Rad 応募内容提案書（詳細は(4)を参照ください）
国外企業等と連携している、又はその予定がある場合は当該国外企業等と締結し
た共同研究契約書の写し、若しくは当該国外企業との共同研究の意志を示す覚書
の写し1部

（注）連携している、又は連携しようとしている国外企業等がＮＥＤＯの指定する相手国
の公的資金支援機関（スペイン政府・産業技術開発センター（ＣＤＴＩ）が該当。）の支援
を受けようとしている（又は既に受けている）場合は、ＮＥＤＯが提供する交付申請書

（英文様式）の写し、若しくは既に認証を取得しているのであれば交付決定書及び認定
証（ラベル）の写し1部。詳細はＮＥＤＯホームページにて御確認ください。

ジャパン・スペイン・イノベーションプログラム（JSIP）
http://www.nedo.go.jp/activities/AT1_00469.html



5. 応募方法

（3）提案書の受理等
● 不備がある提案書は受理できません。提案書に不備があり、提出期限までに修正

できない場合は、提案を無効とさせていただきます。その場合は書類を返却します。

（4）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録
● 応募に際し、併せてe-Rad へ応募内容提案書を申請することが必要です。連名の

場合には、代表して一法人から登録を行ってください。詳細は、e-Rad ポータルサ
イトを御確認ください。http://www.e-rad.go.jp/

公募要領（本文）p.4
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（e-Radの注意）
・研究機関登録手続きに時間を要する場合がありますので、公募をお考えの方は、
早めに手続きされることをお奨めします。

・応募内容提案書は代表して一法人からの登録となりますが、法人ごとにIDの
取得が必要となります。

・「研究機関登録→事務代表者ログインID取得→研究者登録→研究者番号
及びログインID・パスワード取得」までの手続きは、既にID等取得済みの場合、
改めて手続きする必要はありません。

・今回の事業への申請に当たって、公募要領を入手し、電子申請を行い、
登録した「応募基本情報」をダウンロードし添付（一式：５ページ）して下さい。



7. 委託先の選定

(1)審査の方法について

外部有識者による採択審査委員会とＮＥＤＯ内の契約・助成審査委
員会の二段階で審査します。
契約・助成審査委員会では、事前審査の結果を踏まえ、ＮＥＤＯが定
める基準等に基づき、最終的に実施者を決定します。
必要に応じてヒアリング審査や資料の追加等をお願いする場合があ
ります。
委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問
い合わせには応じられません。

公募要領（本文）p.4
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7. 委託先の選定

採択審査では、次の視点から審査します。
ⅰ. 事業者評価

・技術的能力、事業性評価（ＦＳ）を遂行する経験・ノウハウを有しているか。
・財務能力（経理的基礎）を有しているか（検討されているバイオマスエネルギー事業規模を実施可能か）
・経理等事務管理、処理能力を有しているか。

ii. 事業化評価（実用化評価）
・収集方法の効率化・低コスト化などバイオマス原料の調達は工夫されているか。
・熱電併給による総合エネルギー利用の高効率化などエネルギー利用の工夫はされているか。
・付帯設備を含めて安定的に稼働できるようにエネルギー変換技術の工夫がされているか。
・新たな市場創出効果などのシステム全体の工夫はされているか。

iii. 企業化能力評価
・バイオマス等、原料の長期確保が見込めるか。
・エネルギーの利用の長期確保が見込めるか。

iv. 技術評価
・長期運用可能となる技術を採用しているか。
・高効率な技術を採用しているか。

v. 社会的目標への対応の妥当性
・バイオマスの利用拡大に貢献するか。（バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要件の改

訂に反映できる要素を持っているか。）

（2）審査基準

vi.その他
・共同提案の場合、各社が相互補完的であるか。

15

公募要領（本文）p.4-5



7. 委託先の選定

（4）スケジュール
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平成30年

9月 10日（月） ：公募開始

9月 14日（金） ：公募説明会（会場：ＮＥＤＯ分室）

10月 9日（火）正午：公募締め切り

10月下旬（予定） ：採択審査（外部有識者による審査）

11月中旬（予定） ：契約・助成審査委員会

11月中旬（予定） ：委託先決定

11月下旬（予定） ：公表（プレスリリース）

平成31年

1月下旬（予定） ：契約

公募要領（本文）p.6



8. 留意事項

（1）契約について

● 新規に業務委託契約を締結するときは、最新の業務委託契約約款を適用します。
また、委託業務の事務処理は、ＮＥＤＯが提示する委託業務事務処理マニュアル
に基づき実施していただきます。

約款 http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/yakkan.html

マニュアル http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual.html

(2) 研究開発独立行政法人から民間企業への再委託

●研究開発独立行政法人から民間企業への再委託又は共同実施（再委託先又は
共同実施先へ資金の流れがないものを除く。）は、原則認めておりません。

（4）事業化計画書

● 契約締結後に業務委託契約約款第27条第2項又は共同研究契約約款第29条第
2項に該当する事象が生じた場合は、速やかに「研究開発成果の事業化計画書」
(別添2)を変更し提出していただきます。

（6）ＮＥＤＯ研究開発プロジェクトの実績調査票の記入について

● 過去に応募者が実施したＮＥＤＯ研究開発プロジェクトについて、「ＮＥＤＯ研究
開発プロジェクトの実績調査票」の提出をお願いいたします。

（本調査は採択審査に活用しますので、必ず提出をお願いいたします）

17
NEDO事業の経験の有無、過去の事業の把握

公募要領（本文）p.6-7



（12）公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応

（13）研究活動の不正行為への対応

（14）国立研究開発法人の契約に係る情報の公表

（15）安全保障貿易管理について（海外への技術漏洩への対応）

（16）検査及び報告の徴収について

● 当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部
又は一部を返還していただくことがあります。

詳しくは、公募要領（本文）p.8～11をご覧ください。

公募要領（本文）p.8-11

18

8. 留意事項



10. 問い合わせ先 公募要領（本文）p.12

19

本事業の内容及び契約に関するお問い合わせは、平成30年9月21日（金）
までに限りＦＡＸにて受付けます。

件名に「バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／事業性
評価（ＦＳ）の公募に関する問い合わせ」と記載の上、以下の宛先にお送りく
ださい。ただし審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません。

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
新エネルギー部 バイオマスグループ 森嶋、石川、浅野、中島
FAX：044-520-5276



１．提案書は、公募要領別添１の記載例に従って記入して下さい。

２．要約版((別添１)p.3)は必ず１枚で作成ください。

３．提案書（別添１）にあたる部分は30ページ以内で作成してください。

図表等を活用し、判りやすく簡潔にまとめて御記載下さい。

４．提案書は、７部（正１部、副６部（コピー））を提出して下さい。

５．提案書は、正１部は白黒片面印刷で作成し、左上ホチキス綴じ(１箇所)にしてください。
副６部は白黒両面印刷で作成し、クリップ留めにして提出して下さい。
（副６部は、ホチキスで綴じないでください）。

６．提案書の下中央にページ番号を入れて下さい。

７．「提案書」、「研究経歴書」の電子ファイル（CD-RまたはDVD-R）を１部提出してくださ
い。（Microsoft Office で編集可能なデータを使用してください。ＰＤＦは不可） なお、
電子ファイルは返却しません。

８．「法人印」・「法人代表者役職印」は、正式に登録されている印鑑を使用してください。

９．複数法人による連名提案の場合、法人ごとに「法人名」「法人代表者名」等を記載した
表紙を作成し、捺印してください。

別添1. 提案書の様式／提案書様式の注意事項

公募要領（別添1）

20



別添1. 提案書作成方法

21

印

印

法人ごとに必要事項を記
入し、捺印

法人ごとに表紙を
作成する

表紙：複数法人での共同提案の場合の提出・記載方法

公募要領（別添１）p.2
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公募要領（別添１）p.7-8

ⅰ)バイオマス原料調達の工夫
計画通りバイオマスエネルギー事業を運営するためには、安定的にバイオマスを調達できる
仕組みをバイオマスエネルギー事業者自身で作ることが必要です。どのような工夫をするの
か記載してください。

提案された事業の事業性評価（ＦＳ）が研究開発の目標となります。

（２）提案するシステムについての工夫の検討項目と検討結果
ⅰ）～ⅳ）について具体的に記載してください。

（１）事業者および地域の優位性、課題
事業者および地域の優位性や課題について記載し、優位性を活かす工夫や、

課題を解決・最小化する工夫について記載してください。

1-2. 研究開発の目標
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公募要領（別添１）p.8-9

ⅱ)エネルギー利用の工夫
例えば、バイオマスエネルギーは電力だけでなく熱としても利用できると全体のエネルギー利
用効率も向上します。提案者がどのようなエネルギー利用の工夫をして、この事業を進めて
行くのか記載してください。

ⅲ）エネルギー変換技術の工夫
所定の稼働率を達成するためには、安定的な原料調達のみならず、エネルギー変換技術を
構成する機器や付帯設備が安定的に稼働する必要があります。変換技術の工夫について記
載してください。

ⅳ）システム全体としての工夫
バイオマスは、何等かの農林水産業やそれに関連する加工産業・廃棄物処理業等の「地域
産業」に付随して発生します。従って、これらを燃料としたバイオマスエネルギー事業は、地域
産業、地域社会との連携が不可欠です。提案者がこの事業を進めるにあたり、地域との連携
による継続的な事業の実現や、事業を通じた地域への貢献および既存の事業への寄与など、
システム全体の検討について記載してください。

（２）つづき ⅰ）～ⅳ）について具体的に記載してください。

1-2. 研究開発の目標



公募要領（別添１）p.9
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（３）提案者情報

公募要領（別添１）ｐ.7の提案者情報の表を埋めてください。

提案者 ○○○株式会社 △△△株式会社

資本金 ○○ 円 △△ 円

従業員数 ○○名 △△名

売上高
〇〇億円/年（平成２９年度）
〇〇億円/年（平成２８年度）
〇〇億円/年（平成２７年度）

△△億円/年（平成２９年度）
△△億円/年（平成２８年度）
△△億円/年（平成２７年度）

経常利益
〇億円/年（平成２９年度）
〇億円/年（平成２８年度）
〇億円/年（平成２７年度）

△億円/年（平成２９年度）
△億円/年（平成２８年度）
△億円/年（平成２７年度）

※大学等の場合は、売上高に「予算規模」を記入して下さい、経常利益は記載不要。

過去3年間の売り上
げ、経常利益を記
載してください。

※3年間の実績がない場合は、可能な範囲で記入して下さい。

1-2. 研究開発の目標

※直近３期分の情報をご記載ください。
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公募要領（別添１）p.10

（４）事業採算性

提案する事業の概要、予算および目標値等、以下の項目を埋めてください。

副生物の売り上げがあっ
た場合など

1-2. 研究開発の目標

想定するバイオマスエネルギー事業

の概要 

提案事業の概要を１～3行で収まる程度に記載ください。 

記載例） 

複合バイオマス原料からのメタン発酵（熱利用と燃料供給） 

想定する事業概算予算 〇〇〇千円/○年（設計・設備費等、実証・試運転経費等） 

うち、初期投資（設備費） 〈Ａ〉 ○.○ 億円   （設計・設備費等） 

事業開始後収入見込み    〈Ｂ〉 ○○ 円/年（外部収入、内部コスト低減額等） 

事業開始後支出見込み    〈Ｃ〉 ○○ 円/年（原料費、運用費、人件費等） 

収益（収入－支出） 〈Ｄ＝Ｂ-Ｃ〉 ○○ 円/年 

  （初期投資÷収益） 〈Ａ÷Ｄ〉 ○.○ 年 

資本金額に対する初期投資比率 ○○％  （初期投資額÷資本金×１００） 

売上高に対する初期投資比率 ○○○○％（初期投資額÷直近３年間の平均年間売上高×１００）

バイオマス種 ○○ 

必要原料量 ○○ t/年 

原料単価 ○○ 円/ｔ 

必要原料費 ○○ 円/年 

運用費（原料費除く） ○○ 円/年 

  内訳１：メンテナンス費用 ○○ 円/年 

内訳２：消耗品費など ○○ 円/年 

内訳３：・・・ ○○ 円/年 

※ユーティリティー費、灰処理費、残渣処理費、廃液処理費、 

支払金利、租税公課、一般管理費、など 

人件費 ○○ 円/年 

人員 運転員：〇〇名、管理部門：〇〇名 

年間電力量（売電） ○○ kWh(電)/年 

電力想定（売電）単価 ○○ 円/kWh(電) 

電力売上 ○○ 円/年 

年間熱量（売熱） ○○ kWh(熱)/年 

熱想定（売熱）単価： ○○ 円/kWh(熱) 

熱売上 ○○ 円/年 

その他売り上げ ○○ 円/年 

  想定単価 ○○ 円/○○ 

年間稼働時間 ○○ 時間/年 

ＦＩＴ適用有無（事業化時） 有 or 無 

その他 上記に記載できないが、事業に貢献する事項など記載したいことが

あれば、記載下さい。 
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（５）事業計画

公募要領（別添１）p.11、別添２

事業性評価（FS）の対象となるバイオマスエネルギー事業の事業計画を含めて
全体スケジュールを記載ください。

1-2. 研究開発の目標

年度 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 平成 36 年度 

事業性 

評価 

(ＦＳ) 

       

 

 

設備 

 

 

事業化 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★□□へ熱供給開始 

△△の設計 

△△の建設 

試運転 

□□へ熱供給テスト 

熱供給能力増強の検討 

事業性評価 



1-3. 研究開発成果の実用化・事業化の見込み

公募要領（別添１）p.11
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事業性評価FS終了後の事業計画を別添2の様式に沿って記載ください。

１．実用化・事業化
研究開発（事業性評価FS）の成果が、当該製品・サービスへどのように反映されるか記載してくだ
さい。

２．実用化・事業化への取り組み
(１)実用化・事業化に向けた計画等

プロジェクト期間終了後5年間までの実用化・事業化を目指し実施する開発計画、投資計画、
実用化・事業化能力等を記載願います。

(２)実用化・事業化を考えるに至った経緯（動機）
実用化・事業化開発を目指した背景等について具体的に記載願います。
〈事業者における研究計画、事業計画等に基づき、どの様な背景で事業を目指すに至ったのか 記載願います。〉

(３)事業として成功すると考える理由
事業の新規性、独創性、他との競争力、実用化・事業化までに想定される課題とその解決方法
など具体的に記載してください。

(４)実用化・事業化計画に対する提案者内におけるコミットメントの状況
実用化・事業化計画について提案者内の販売部門など関連する事業部の責任者等との現時点
でのコミットメント状況について記載願います。

→ （例）需要先とサービスの購入に関して合意が取れているなど。
(5)実用化・事業化のスケジュール

公募要領（別添2）p.1
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1-3. 研究開発成果の実用化・事業化の見込み

３．市場の動向・競争力
実用化を目指す製品・サービスに関して想定される市場規模（百万円）を示し、その根拠を記述し
てください。〈現状、及びプロジェクト期間終了5年後についてそれぞれ記載願います。〉
また、市場における提案者のシェアの推移を見通し、その根拠を記述してください。
競合する他事業と、それに対する本事業の優位性を示し、その根拠を記述してください。
以下2点の観点からそれぞれ記載してください。

①熱や電力もしくは燃料供給に関するエネルギー市場での位置付け
②エネルギー変換設備等導入設備の市場での位置付け、他地点への展開の可能性

→同じような事業モデルを他に展開するなどの計画がありましたら、記載をお願いします。

（記載例）
現在の市場規模 ：○○百万円
5年後の市場規模 ：△△百万円
市場規模算出の根拠 ：～～～～～～
シェア見通しの根拠 ：～～～～～～
競合する他事業 ：～～～～～～
本事業の優位性 ：～～～～～～
優位性の根拠 ：～～～～～～

※現時点での計画で構いません

公募要領（別添2）p.3

公募要領（別添１）p.11



2. 実施体制関連 公募要領（別添１）p.12-13
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8.(5) 主要研究員経歴書の記入（公募要領（本文）p.7）
「各事業項目を超えて統括責任者となる登録研究員等」
となる主要登録研究員について、研究経歴書に記載していただきます。

2-2. 実施体制図 

 

 

 

 

                           

委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）機関ごとに、研究実施場所、実施項目を記載すること。 

                                      

ＮＥＤＯ 

○○組合 

・研究実施場所：○○センター（お台場） 

・研究項目：○○の評価 

 

 

○○株式会社 

・研究実施場所：○○センター（大阪） 

・研究項目：○○の検討 

      ○○の検討 

      ○○の事業性評価 

 

共同提案の場合、他の共同提案先を含めて役割が分かるよう記入ください。
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3-1. 当該提案に有用な研究開発実績

研究開発テーマに沿って、提案する方式又は方法に関する国内外の状況、その中で
の応募者の本研究開発若しくは本研究開発の円滑な遂行に資する関連研究開発の実
績及びその位置づけ等を、研究発表等を引用して記載し、提案内容を遂行できる能力
を有していることを携わるすべての研究機関を対象に説明してください。

公募要領（別添１）p.14

※特に記載なくても構いません。



4-1. 研究開発予算と研究員の年度展開

「間接経費」、「消費税」
を含む金額を記載してく
ださい。（単位： 百万円）

を記載ください。

( )に投入される
研究員の人数
を記載ください。

共同提案の場合は、
研究開発分担項目及
び必要経費を分けて
記入してください。

公募要領（別添１）p.15
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単位：百万円

（ ）内は人数

研究開発項目 30 

年度 

31 

年度 

計 

 

1. ○の事業性評価（ＦＳ） 

 

1-1. ○○○○の調査 

 

 

1-2. ○○○○の開発 

 

 

 

 

 

   

 

合  計 

 

   

 

  

＊＊＊ 

（＊） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊＊＊ 

（＊） 

 

＊＊＊ 

（＊） 

 

 

 

 

 

 

 

  

＊＊＊ 

（＊） 

 

＊＊＊ 

（＊） 

 

 

＊＊＊ 

（＊） 

＊＊＊ 

（＊） 

＊＊＊ 

（＊） 
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4-2. 予算の概算

本事業では研究
開発項目を分担ご
とに分ける必要は

ありません。

総括表
各委託先の概算額を総括してください

公募要領（別添１）p.16

（単位：円、消費税及び地方消費税込み） 

委託先名  計 

１．●●株式会社 **,*** 

２．国立大学法人 ★★大学 **,*** 

合計  **,*** 

うち消費税及び地方消費税 **,*** 

 うちＮＥＤＯ負担総額 **,*** 

 うちＮＥＤＯ負担消費税等額 **,*** 
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4-2. 予算の概算

※ 「業務委託費積算基準」は、
ＮＥＤＯのＨＰに掲載しています。
http://www.nedo.go.jp/itaku-

gyomu/yakkan.html
1. 〔一般用〕業務委託契約標準契約書（約款、

様式、別表及び積算基準）
3. 〔大学用〕業務委託契約標準契約書（大学・国

立研究開発法人等用）（約款、様式、別表及
び積算基準）

「業務委託費積算
基準」に従って、記
載願います。

共同提案の場合は
各々作成ください。

委託先／研究分担先／分室総括表

公募要領（別添１）p.16-20

事業性評価（FS）です
ので、基本的に機械装
置等費は発生しません。

研究開発テーマ：○○○○○の事業性評価（ＦＳ） 

 ●●株式会社 

  単位：円 

項 目    計 

Ⅰ．機械装置等費 － 

１．土木・建築工事費 － 

 ２．機械装置等製作・購入費 － 

 ３．保守費・改造修理費 － 

Ⅱ．労務費 **,*** 

 １．研究員費 **,*** 

 ２．補助員費 **.*** 

Ⅲ．その他経費 **,*** 

 １．消耗品費 **,*** 

２．旅費 **,*** 

 ３．外注費 **,*** 

 ４．諸経費 **,*** 

小計（I＋II＋III） **,*** 

Ⅳ．間接経費（注１） **,*** 

Ⅴ．再委託費・共同実施費 － 

         合計（I＋II＋III＋IV＋Ｖ）（注2） **,*** 

         消費税及び地方消費税（注3） **,*** 

         総     計 **,*** 

 

事業性評価(FS)ですので、 

機械装置等費は原則認め

ていません。 
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5. 類似の研究開発

5-1. 現に実施あるいは応募している公的資金による類似の研究開発
現に実施あるいは応募している公的資金による類似の研究開発がある場

合には、その制度、研究開発テーマ及び内容を説明してください。

公募要領（別添１）p.21
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6. 契約書に関する合意

「○○ ○○（代表者氏名）」は、本研究開発テーマ「○○○○○の
事業性評価（ＦＳ）」の契約に際して、ＮＥＤＯより提示された契約書
（案）に記載された条件に基づいて契約することに異存がないことを
確認した上で提案書を提出します。また、業務の実施においては、Ｎ
ＥＤＯが提示する事務処理マニュアルに基づいて行います。

・ ＮＥＤＯより提示された契約書（案）に記載された条件に基づいて契
約することに異存がない場合は、上記の文章を記載してください。

・ 連名提案の場合は、 『「○○ ○○（代表者氏名）」、「○○ ○○（代
表者氏名）」及び「○ ○ ○○（代表者氏名）」は、』 として、連名提
案者全ての代表者からの合意を得てください。

・ 代表者氏名は、会社、法人としての代表者(代表取締役社長等)の
氏名を記載ください。

公募要領（別添１）p.21



書類 部数 電子ファイル

表紙 （別添１：2ページ目） ※複数提案の場合は各社 正１・副６部

ＣＤ－Ｒ
もしくは

ＤＶＤ－Ｒ
1枚で提出

Microsoft 
Office形式
PDF不可

要約版（別添１：3ページ目） 正１・副６部

利害関係の確認について （別添１：4ページ目） 正１・副６部

本文 （別添１：6～21ページ） 正１・副６部

研究開発成果の事業化計画書 （別添２） 正１・副６部

主要研究員 研究経歴書 （別添３） 正１・副６部

会社経歴書（パンフレット等） 法人ごとに1部

電子ファイル
の提出は
必要なし

最近の事業報告書（3 年分）1 部
（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など。大学等については、財務諸表などの
決算報告書を添付してください。）

法人ごとに1部

契約書（案）について疑義がある場合は、その内容を示す文書 正１・副1部

NEDO研究開発プロジェクトの実績調査票（別添４） 法人ごとに1部

e-Rad応募内容提案書 代表して1部

国外企業等と連携などがある場合は、それに関する書類 一式
※必要に応じて

提案書類受理票（別添５） 代表して1部

提案書類と部数 公募要領（本文）p.3-4

36
※電子ファイル（ＣＤ－ＲもしくはＤＶＤ－Ｒ）を提出される際は、外観から団体名等が特定できる
ようご協力お願いいたします。（テプラなどで明示）
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その他 参考資料一覧

○バイオマスエネルギー地域自立システムの導入要件・技術指針
http://www.nedo.go.jp/library/biomass_shishin.html

○技術開発事業の場合：補助・助成事業の手続き：マニュアル
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/hojo_josei_manual_manual.html

○事業性評価（ＦＳ）の場合：委託業務事務処理マニュアル（平成30年度版）
http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/manual_jimushori_h30.html

○補助・助成事業と委託事業の違いについて（P2をご参照ください。）
http://www.nedo.go.jp/content/100878983.pdf

○成果報告書データベース
新規ユーザー登録していただければ、過去の事業性評価（ＦＳ）の成果報告書が

確認できます。
http://www.nedo.go.jp/library/database_index.html



ご応募、お待ちしております。

事業テーマ名は、100文字以内としてください。



事業性評価（ＦＳ）：委託事業（100％ ＮＥＤＯ負担）

短期：1件あたり10百万円以内
長期：1件あたり20百万円以内

事業期間・規模のイメージ図

平成30年度 平成31年度 平成32年度

短期

期間

長期

10百万円以内/件

2.事業の概要： 事業規模（ＦＳ）※補足

20百万円以内/件

公募(FS)

来年度（H31年度）以降の公募（上記点線矢印⇒）に関しては、
あくまでも想定であって、予算状況等により変わる可能性があります。
来年度（H31年度）以降の公募（上記点線矢印⇒）に関しては、
あくまでも想定であって、予算状況等により変わる可能性があります。

公募(FS)

公募(実証)

公募(実証)

公募(技術開発)

公募(技術開発)


