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平成１８年度実施方針  

 
新エネルギー技術開発部 

 
１．件 名：プログラム名 新エネルギー技術開発プログラム  

（大項目）   地域バイオマス熱利用フィールドテスト事業  
   
２．根拠法  
  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  

イ及びロ  
 
３．背景及び目的  

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。 
 

４．事業内容  
４ .１事業概要  

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 

ⅱ) 新規エネルギー利用技術フィールドテスト 

 

４．２  事業方針  
（１）採択要件  
 ①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。 

 ②共同研究対象 

バイオマスのエネルギー利用（表１参照）であって、提案者とＮＥＤＯ技術開発

機構との共同研究として、当該システムの設置、運転保守、運転データ等収集を

実施するものを対象とする。 

 ③審査項目（基本事項） 

ⅰ) ユーザー系熱利用モデルフィールドテスト 

ａ）フィールドテストとしてのモデル性 

指定した①～⑤分野について、｢達成目標」として記載された各数値を達成

することが可能であること 

ｂ）事業実施による普及性 

本事業の実施により、バイオマスエネルギーの普及への寄与効果が高いこ

と。 

ｃ）事業実施の確実性 

対象バイオマス、熱利用先、設置場所等が確保されていること 

ｄ）事業者の適格性  

本事業を行う上で適切な実施体制及び財政基盤を有していること。 

ⅱ) 新規エネルギー利用技術フィールドテスト 

ａ）フィールドテストとしての適格性 

提案事業の内容が設備・システム又はエネルギー利用分野として新規性があるなど、

本実証試験事業に適したテーマであり、有効な成果、データを得られるものであること。 

ｂ）事業実施による普及性 

本事業の実施により、バイオマスエネルギーの普及への寄与効果が高いこ

と。 

ｃ）事業実施の確実性 

事業実施の計画が確実かつ合理的であること 

ｄ）事業者の適格性  

本事業を行う上で適切な実施体制及び財政基盤を有していること。 

 

 ④共同研究期間 

  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） 

⑤共同研究の規模、負担割合 

採択予定件数：数十件 



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 
⑥平成１８年度事業規模 

 石特会計 ： ３４２０百万円（新規） 

事業規模については、多少の変動があり得る。 

 

＜表１：本事業で対象とする利用システム＞  
対象エネルギー  対象プロセス  

バイオマスエネルギー  ・ガス化等熱化学的変換技術によるエネルギー化プロセス

             （注１）  ・メタン発酵等生物化学的変換技術によるエネルギー化プ

ロセス  
 ・その他新規性のあるエネルギー化プロセス  
 ・上記を利用した熱利用プロセス（コジェネレーションシ

  ステムを含む）  
 ・直接燃焼による熱利用システム  

  注１）バイオマスエネルギーの定義：動植物に由来する有機物であって、エネルギー源

として利用することができるもの。又はこれを原材料としたエネルギー 
 
４．３ これまでの事業実施状況（参考） 

本事業の前身である事業（環境エネルギーコミュニティ実証試験事業・バイオマス等

未活用エネルギー実証試験事業）の採択数は以下のとおり 
 

件数 
バイオマス  雪氷 計 

年度 FT FS FT FS FT FS 
平成１３年度（参考） １１ １５ ３ ６ １４ ２１

平成１４年度（参考） ７ ２４ ２ ４ ９ ２８

上期 ６ ３３ ２ ２ ８ ３５平成１５年度 
  （参考） 下期 ３ １５ １ ３ ４ １８

上期 ７ １５ ３ ０ １０ １５平成１６年度 
  （参考） 下期 ３ ９ ０ ２ ３ １１

上期       ９    ０      ０ ０ ９ ０平成１７年度 
   （参考） 下期 ３ ０ ０ ０ ３ ０

計   （参考） ４９ １１１ １１ １７ ６０ １２８

 
 
５．制度の実施方式  
５．１ 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。各共同研究では、運転保守、運転データ等の収集を行う。  
当該データは、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

システムの特質・問題点、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利用率、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、法制度に関する問題点など。 
 各テーマの運営にあたっては、外部の学識経験者等をメンバーとする外部評価委員会

においてその研究内容を精査の上執行する。 
また、別に設置するバイオマス熱利用検討委員会（仮称）において、事業全体の進捗

を確認すると共にバイオマスの熱利用に関してＮＥＤＯ技術開発機構として必要な助

言を行う。 
 



＜事業実施スキーム＞  
 

 
経済産業省 

交付金  
    
       NEDO 技術開発機構 

       
         共同研究契約            バイオマス熱利用検討委員会  
 NEDO技術開発機構負担率1/2        
                           全体プロジェクト評価  
 
  
 実証試験事業 (ＦＴ ) システム設置 →   運転・データ収集  

  
共同研究者 (地方公共団体、民間事業者等 )   
                  

↑ 評価・助言   
  
各ＦＴ外部評価委員会   

  
 
 

５．２ 公募 

(1)掲載する媒体 

「ＮＥＤＯ技術開発機構ホームページ」で行うほか、新聞、雑誌等に掲載する。 

(2)公募開始前の事前周知 

公募開始 1 ヶ月前までにＮＥＤＯ技術開発機構ホームページで行う。 

(3)公募時期・公募回数 

平成１８年３月に１回行う。ただし、応募状況により追加公募を行う場合がある。 

（4）公募期間 

３０日間以上とする。 

（5）公募説明会 

公募開始後に全国５ヶ所以上で開催する。 

 

５．３ 採択方法 

(1)審査方法 

外部有識者による事前書面審査・採択審査委員会を経て、契約・助成審査委員会により

決定する。 

(2)公募締切りから採択決定までの審査等の期間 

６０日以内とする。 

(3)採択結果の通知 

採択結果については、ＮＥＤＯ技術開発機構から提案者に通知する。なお、不採択の場

合は、その明確な理由を添えて通知する。 

（4）採択結果の公表 

採択案件については、提案者の名称、研究開発テーマの名称・概要を公表する。 

 
 



６．その他重要事項  
６．１  評価  

ＮＥＤＯ技術開発機構は、我が国の政策的及び技術的な観点及び事業の意義、成果及

び普及効果等の観点から有識者へのヒアリング、ユーザーアンケート等を活用した事業

評価を平成１９年度に実施する。 

 
６．２  研究成果、取得財産の取扱  

ＮＥＤＯ技術開発機構の委託研究の成果に係る知的財産権については、「新エネ

ルギー・産業技術総合開発機構新エネルギー業務方法書」第２６条の規定等に基づ

き、原則として、すべてを委託先に帰属させることとする。  
ＮＥＤＯ技術開発機構の取得財産については「新エネルギー・産業技術総合開発

機構研究開発資産管理要領」「研究開発資産管理実施細則」に基づく統一的な手順

に従い適正かつ効率的に管理運用を行う。  
共同研究終了後は約２年間の自主研究を行うことを認め、その後地方自治法で規

定される地方公共団体にあっては無償、それ以外の団体にあってはＮＥＤＯ技術開

発機構保有分相当について有償（残存簿価）で譲渡する。  
 
６．３ 複数年度契約の実施 
  原則、平成１８年度～平成１９年度の複数年度契約を行う。 
 
７．スケジュール 

７．１ 本年度のスケジュール 

平成１８年２月下旬・・・部長会 

２月下旬・・・運営会議 

３月下旬・・・公募開始 

     ４月上旬・・・公募説明会 

５月中旬・・・公募締切 

７月中旬・・・契約・助成審査委員会 

７月中旬・・・採択決定 

 

なお、応募総数が多い場合、特段の事業がある場合を除き、公募締切から原則６０日

以内での採択決定を行う。 

 

７．２ 来年度の公募について 

第１回の公募を平成１８年度中に開始する。 

 


