
バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／
バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要件

の策定に関する検討

公募説明会

日時：平成30年5月9日（水）

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）

新エネルギー部 バイオマスグループ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術開発機構
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事業概要
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全体スケジュール

年度

地域自立システム化
実証事業

技術指針・
導入要件の策定
に関する検討

地域自立システム化
技術開発事業

H26
(2014)

H27
(2015)

H28
(2016)

H29
(2017)

H30
(2018)

H31
(2019)

H32
(2020)

１回目

2回目

導入要件・技術指針の最新情報を反映した更新
（技術開発動向、原料流通量等の総合調査を含む)

ＦＳ

3回目

実証
運転・改良

実証(2件)
設計・建設

５件採択 設計・建設

６件採択 反映

6件採択

運転・改良

実証(3件)
設計・建設ＦＳ

運転・改良設計・建設

策定

更新Ver.3Ver.2Ver.1Ver.0

4回目

ＦＳ

ＦＳ2件採択

実証

ＦＳ

ＦＳ

要素技術開発
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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

⑨ORCユニット
(Organic Rankine Cycle）

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)

・バンブーエナジー(株)/中外炉工業(株)

・バイオマス熱電併給(株)/Ｅ２リバイブ(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)

－

※ FS のみ(SG審査なし)

※ 事業性評価(FS)のみ(SG審査なし)

19件実施(想定モデルをほぼカバー)
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実証事業

事業
分類

事業内容 助成先

第
1
回
公
募

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）

第
２
回
公
募

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）
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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

※研究開発はバイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要件
の策定に関する検討を指します。



1.  件名／2. 調査内容･事業の概要 公募要領（本文）p.1

6

バイオマスエネルギーの利用拡大を推進するためには、熱利用等
を有効に図り効率よく運用するとともに、地域の特性を活かした最適
なシステム化が必要です。

そのために、バイオマスエネルギー利用に係る設備機器の技術指
針と、システムとしての導入要件を、バイオマス種（木質系、湿潤系、
都市型系、混合系等）ごとに、技術的観点とシステムの観点から整理
します。

２．調査内容/事業の概要

詳細は別紙の仕様書の通り。

バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業／
バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要件の策定に関
する検討

１．件名



【仕様書】 仕様書 p.1
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(1) 政策的な重要性
２．目的

再生可能エネルギーの導入は、エネルギーセキュリティーの向上及び
地球温暖化の防止の観点から、政府が主導して取り組むべき課題の一
つとして位置付けられている。

政府は、２０１４年に「エネルギー基本計画」の中でバイオマスエネル
ギーについて他の再生可能エネルギーと併せて“低コスト化・高効率化
や多様な用途の開拓に資する研究開発等を重点的に推進する”と謳って
いる。

再生可能エネルギーの導入拡大が推進されている中、発電について
は固定価格買取制度（ＦＩＴ）施行により、バイオマスエネルギーについて
も８４５件が認定設備として、２１８件が稼働設備として認可され（平成２９
年３月末時点）ている。

その一方で、「バイオマスエネルギーの利用拡大を推進するためには、
熱利用等を有効に図り、効率よく運用するとともに、地域の特性を活かし
た最適なシステム化が必要である。

(2) 我が国の状況



【仕様書】 仕様書 p.1
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(3) 世界の取組状況

例えば再生可能エネルギー導入の先進国であるドイツでは、国内の全
発電量に対するバイオマス発電（廃棄物含む）が６.６％を占めるという報
告がある（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構『再生可
能エネルギー白書』２０１４）。これに比べると、日本の状況は２.１％となっ
ており、引き続き国内における導入促進を進める必要がある。

２．目的



【仕様書】 仕様書 p.1-2
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バイオマスエネルギーの利用拡大を推進するためには、熱利用等を有効に図
り効率よく運用するとともに、地域の特性を活かした最適なシステム化が必要で
ある。このために、健全な事業運営を可能とする地域自立システムの確立を目
指して、平成２６年度から過去に実施してきたバイオマスエネルギーに関する
ＮＥＤＯ事業や国内外の事業の関係者に広くヒアリングを実施しながら策定した
「導入要件・技術指針」をＮＥＤＯホームページに公開（平成２９年９月）すると共
に、ワークショップ等を開催して広く周知してきた。

また、新たなバイオマスエネルギー事業の創出のための「事業性評価（ＦＳ）」
を実施するとともに、ステージゲート審査を通過した有望な事業について「実証
事業」を開始した。

平成２９年度までに実施してきた事業性評価（ＦＳ）の結果や平成３０年度から
本格的に稼働し始める「実証事業」から得られる知見やデータを「導入要件・技
術指針」に反映する必要がある。

さらに、「導入要件・技術指針」を用いて、平成３０年度以降に実施する「事業
性評価（ＦＳ）」の具体的な事業を対象にコンサルティングすることにより得られ
る知見やデータを反映して実用的な「導入要件・技術指針」に改訂することを目
的とする。

(4) 本事業のねらい

２．目的



【仕様書】 仕様書 p.2
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３．調査内容

「バイオマスエネルギーの地域自立システム化実証事業」では下記の事
業を実施する。

① バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要件の策定

に関する検討

② 地域自立システム化実証事業

③ 地域自立システム化技術開発事業

本調査は、このうち「① バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入
要件の策定に関する検討」を実施するものである。

今回の公募対象



【仕様書】 仕様書 p.2
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３．調査内容

ＮＥＤＯでこれまで実施してきた事業や近年のバイオマスエネルギー
利用設備の導入事例の成果の分析・整理といった技術的観点での調査、
及び海外での地産地消事例や技術動向、国内のバイオマス利用可能量、
流通量の実態調査などのシステム全体に係る調査といった総合的な調
査事業を実施して、バイオマスエネルギー導入に係る技術指針・導入要
件を改訂する。

(1)  平成３０～３２年度の実施内容

平成２９年度までに策定したバイオマスエネルギー利用に係る設備機
器の技術指針とシステムとしての導入要件を、バイオマス種（木質系、
湿潤系、都市型系、混合系等）ごとに技術的観点とシステムの観点から
最新情報を基に再整理する。

また、平成２９年度までに実施してきた事業性評価（ＦＳ）の結果や平成
３０年度から本格的に稼働し始める「実証事業」から得られる知見や
データ及び平成３０年度以降に実施する「事業性評価（ＦＳ）」の具体的な
事業を対象にコンサルティングすることにより得られる知見やデータを反
映して実用的な「導入要件・技術指針」に改訂する。



【仕様書】 仕様書 p.2-3
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３．調査内容

(ⅰ) コンサルティング業務

(1)  平成３０～３２年度の実施内容

具体的なバイオマスエネルギー事業を対象に策定した「導入要件・技
術指針」を用いてコンサルティングを行うことにより実用的なものに改
訂することを目指す。

・平成３０年度から本格的に稼働し始める「実証事業」から得られる知
見やデータを導入要件・技術指針の改訂に反映させるために実証
事業者に対しても1テーマあたり各年度一回以上ヒアリングを行う。

・平成３０年度以降に実施する「事業性評価（ＦＳ）」の具体的な事業を
対象にコンサルティング業務(1テーマあたり年二回以上)を行い得ら
れる知見やデータを反映して実用的な「導入要件・技術指針」に改訂
する。



【仕様書】 仕様書 p.3
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３．調査内容

(ⅱ) 地域自立システムの検討

(1)  平成３０～３２年度の実施内容

・平成２９年度までに実施してきた事業性評価（ＦＳ）の結果や
平成３０年度から本格的に稼働し始める「実証事業」から得られる
知見やデータ及び平成３０年度以降に実施する「事業性評価（ＦＳ）」
などから、バイオマスエネルギーの地域自立システムを再検討する。

・これまでに国内で導入されてきたバイオマスエネルギーの利用
事例を参考に、経済的かつ持続的にバイオマスエネルギーが利
用されるための地域自立システム（原料調達から廃棄物処理に
いたるまで）を再検討する。



【仕様書】 仕様書 p.3
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３．調査内容

(ⅲ) 導入要件の検討
(1)  平成３０～３２年度の実施内容

地域自立システムが経済的に成立するための要件を平成２９年度ま
でに実施してきた事業性評価（ＦＳ）の結果や平成３０年度から本格
的に稼働し始める「実証事業」から得られる知見やデータを踏まえて
改訂する。

・検討にあたっては、地域自立システムが経済的かつ持続的に成立
するための実施主体、関連法規制等、バイオマスエネルギー事業
を遂行するために必要な要素についてとりまとめる。

・具体的には、機器設備の基本事項をシステムとして組み合わせた
際の考慮すべき事項について、コストデータや総合効率などに
ついても検討した上で、システムとしての導入要件を再検討して
「導入要件」の改訂に反映させる。



【仕様書】 仕様書 p.3
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３．調査内容

(ⅳ) 技術指針の改訂

(1)  平成３０～３２年度の実施内容

・平成３０年度から本格的に稼働し始める「実証事業」から得られる
知見やデータや最新情報に基づき策定した「技術指針」の改訂を行う。

上記以外に技術指針・導入要件として検討すべき項目、内容につい
ては、自由に提案すること。

・具体的な基本事項の例として、バイオマスボイラにおける燃料の
含水率などに対する考え方と、その具体的な対応方法、運用上
行う必要のある空燃比制御や温度制御などの考え方と具体的な
操作方法、計測データからの運転管理や対処方法、コストデータや
機器効率等について、実際の利用者が導入・運用に当たって
必要な指針を改訂する。他のエネルギー変換設備、エネルギー
利用設備、及び収集・運搬・貯留などに係る機器や周辺設備
についても同様の指針を改訂する。



【仕様書】 仕様書 p.3-4
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３．調査内容

ＮＥＤＯが設置予定の外部有識者による委員会において、改訂した「技
術指針・導入要件」の妥当性について審議する。なお、委員会は原則、年
一回実施する。

(2)  外部有識者による審査



【仕様書】 仕様書 p.4
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４．調査研究期間

ＮＥＤＯの指定する日から平成３３年２月２６日（金）まで（複数年度契約）

５．予算額

総額 １５０百万円以内

６．報告書
平成３０、３１年度終了時には、中間年報の電子ファイル（PDFファイル形式）を、平成３２年度終
了後には成果報告書の電子ファイル（PDFファイル形式）をＣＤ－Ｒ等の不揮発性媒体に記録し、
１枚を所定の期日までに提出。

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_tebiki_index.html

７．報告会等の開催
委託期間中または委託期間終了後に、成果の報告・発表を依頼することがあります。



【仕様書】 仕様書 p.4
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８．その他重要事項

(1)本事業の見直しや中止
ステージゲート方式の採用等により、本事業の途中段階にて実施内容の見直しや本事業

を中止する場合があります。

(2)検査及び報告の徴収
契約約款で示す「検査及び報告の徴収」の他に、新たに条件を付加する場合があります。



３．応募要領

19

次のa.からc.までの全ての条件を満たすことのできる、単独ないし
複数で受託を希望する企業等とします。

a.  当該技術又は関連技術についての調査／事業実績を有し、
かつ、調査／事業目標の達成及び調査／事業計画の遂行に
必要な組織、人員を有していること。

b.  当該委託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、資金等について十分な管理能力を有していること。

c.  NEDOが調査／事業を推進する上で必要とする措置を、適切
に遂行できる体制を有していること。

公募要領（本文）p.1



４．提出期限及び提出先

20

公募要領（本文）p.2

（１）提出期限

平成３０年５月２８日（月）正午必着
※応募状況等により、公募期間を延長する場合があります。公募期間を延長する場
合は、NEDOホームページにてお知らせいたします。

なお、メール配信サービスに御登録いただきますと、ウェブサイトに掲載された最新
の公募情報に関するお知らせを随時メールにてお送りいたします。ぜひ御登録いただ
き、御活用ください。

メール配信サービスの御登録： http://www.nedo.go.jp/nedomail/index.html

（２）提出先

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 森嶋、石川、浅野、中島

〒212-8554  神奈川県川崎市幸区大宮町1310
ミューザ川崎セントラルタワー18階

※ 持参の場合は、16階「総合案内」で受付を行い受付の指示に
従ってください。
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（３）提出方法

a. 応募者は本要領に従い提案書類を作成し、
「４.提出期限及び提出先」に基づいて御提出ください。
なお、FAX及びE-mailでの提案書類の提出は受け付けられません。

b.  次の公募関連書類がダウンロードできますので、御参照ください。
・仕様書（PDF）
・提案書類（WORD）
・調査委託契約書（案）

（本公募用に特別に掲載しない場合は、「調査委託契約標準契約書」を指します。）

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

公募要領（本文）p.2
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（１）審査

以下の審査基準に基づき提案書類を審査します。なお、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のであらかじめ御了承ください

公募要領（本文）p.2
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（２）審査基準

① 調査の目標がNEDOの意図と合致していること。

② 調査の方法、内容等が優れていること。

③ 調査の経済性が優れていること。

④ 関連分野の調査等に関する実績を有すること。

⑤ 当該調査を行う体制が整っていること。

⑥ 経営基盤が確立していること。

⑦ 当該調査等に必要な研究員等を有していること。

⑧ 委託業務管理上NEDOの必要とする措置を適切に遂行できる
体制を有していること。

公募要領（本文）p.2-3
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公募要領 p.1

応募に際し、府省共通研究開発管理システム(e-Rad)への登録が必要です。
登録手続きに2週間以上かかる場合がありますので、余裕をもって行って下さい。
登録した「e-Rad 応募内容提案書」をPDFファイルでダウンロードし、添付書類と
して提出して下さい。

・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。

・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「応募内容提案書」をダウンロードし添付（一式：５ページ）
下さい。

・「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。
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提案書類 p.1

・ 表紙 （別添１：2ページ目）

・ 提案書要約 （別添１：3ページ目）

・ 本文 （別添１：5～10ページ目）

（ １．調査研究テーマ ～ １１．その他 )

(1) 会社経歴書（パンフレット等） （ＮＥＤＯと過去１年以内に契約がある場合を除く）

(2) 最近の営業報告書(３年分) (貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書など)

(3) e-Rad 応募内容提案書

(4) 提案書類受理票（別添２） ※ 本票は代表する１者のみご提出下さい。
(5) ＮＥＤＯが提示した契約書（案）（本公募用に特別に掲載しない場合は、標準契約書を

指します）に合意することが提案の要件となりますが、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１部を添付してください。

３．添付書類等：以下の書類を１部（共同提案の場合には法人各々１部）提出下さい。

２．提出書類の提出部数：以下の書類 ７部（正１部、副６部）

１．提案書の様式

提案書の様式(別紙１)を参照し、日本語で作成してください。

「Microsoft Office 」で読み込
める形式」
※ ＰＤＦ形式は不可です

電子データ(CD-R)の提出も必須です。
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提案書類 p.1

提案書類に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、当該
提案書は無効とさせていただきますので御承知置きください。

この場合、提案書その他書類は返却します。

５．提案書類に不備があった場合の取扱い

４．提案書の受理等

(1) 応募資格を有しない者の提案書類、又は提出された提案書類に不備が
ある場合は、受理できません。

(2) 提出された提案書類を受理した場合は、提案書類受理票を提案者に

通知します。

提案書類、その他の書類は委託先の選定にのみ使用します。

６．秘密の保持
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提案書類 p.1-2

７．その他

(1) 提案は、一企業等の単独、又は複数企業等の共同のいずれでも結構で
す。

(2) 部分提案（調査内容の一部のみを実施する提案）は受け付けませんが、
委託先選定に係る審査の結果、調査範囲を指定し、複数者に委託する場
合があります。

(3) 再委託を行う場合には、提案書に、「再委託の理由及びその内容」を御記
載ください。

(4) 委託先選定に係る審査は、受理した提案書類、添付資料等に基づいて行
いますが、必要に応じてヒアリングや追加資料の提出等を求める場合が
あります。

(5) 新規に調査委託契約を締結するときは、最新の調査委託契約約款を適用
します。また、委託業務の事務処理については、ＮＥＤＯが提示する事務
処理マニュアルに基づき実施していただきます。

(6) 受理した提案書類、添付資料等は返却できませんのであらかじめ御了承
ください。
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提案書類(別紙1) p.2-

(1) 提案書は、公募要領(別紙１)の記載例に従って記入して下さい。

(2) 提案書要約((別紙１)p.3)は必ず１枚で作成ください。

(3) 本文にページ制限はありません。本文では、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、Ａ４版白黒片面印刷で作成し、正１部を左上ホチキス綴じ（1箇所）にして下
さい。副６部は、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」の電子ファイル（CD-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、CD-R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、表紙に全ての法人の「法人名」「法人代表者名」等
を記載して、捺印してください。（連名記載した表紙を提案者分作成し、各々で押印す
ることも可）

提案書の様式／提案書様式の注意事項
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ご応募、お待ちしております。

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

締切 ： 平成30年5月28日(月) 正午


