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（様式３：全対象事業共通） 

 

令和２年度第１回エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

補助事業名 次世代エネルギーシステム等構築・理解促進事業 

補助事業者名 静岡県 

補助事業の概要 再生可能エネルギーや水素エネルギーを有効活用した次

世代エネルギーシステムの構築を目指し、以下の３つの取

組を実施する。 

①ふじのくにＶＰＰ構築事業 

  ＶＰＰ構築協議会における課題や知見の共有、セミナ

ーによる情報発信 

②創エネ・蓄エネ技術開発推進事業 

  産学官金の協議会における講習会やマッチング交流

会等の開催、共同研究・実証に向けたワーキンググルー

プ活動の促進 

③水素エネルギー理解促進・地域経済活性化事業 

  県民向け体験セミナー（水素エネルギーや燃料電池車

について学ぶ動画作成、県ホームページ改修に変更）、

燃料電池バス等による災害時を想定した外部給電デモ

ンストレーション、水素ビジネスマッチングセミナーの

実施 

総事業費 8,260,512 円 

補助金充当額 8,260,512 円 

定量的目標 １ ふじのくにバーチャルパワープラント構築事業 

ＶＰＰ協議会 ビジネスモデルの検討 

新たな取組の検討 

（目標：各１件） 

ＶＰＰセミナー 参加者の満足度 

（目標：70％以上） 

２ 創エネ・蓄エネ技術開発推進事業 

ワーキンググルー

プ活動 

実施する技術開発 

３件 

ワーキンググループで検討する

技術開発 

８件 

３ 水素エネルギー理解促進・地域経済活性化事業 

水素エネルギー出

前教室 

参加者の満足度 

（目標：「良い」80％以上） 

燃料電池バス等に

よる災害時を想定

参加者 100名以上 
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した外部給電デモ

ンストレーション 

水素エネルギービ

ジネスコンソーシ

アム立ち上げ業務 

参加者 100団体以上 

 

補助事業の成果及び評価 

（事業毎にあらかじめ設

定した事業目標を達成し

たかなど） 

１ ふじのくにバーチャルパワープラント構築事業 

ＶＰＰ協議会 新型コロナウィルス感染防止の

観点から、WEB 方式による開催

と、書面による開催となったが、

東京電力株式会社や中部電力株

式会社のＶＰＰへの取組状況や

掛川市地域新電力事業につい

て、情報共有、意見交換を行っ

た。 

ＶＰＰセミナー 新型コロナウィルス感染防止の

観点から申込者限定の動画配信

となったが、約 90名の申込があ

り、ＶＰＰに関する取組等を紹

介することで理解促進、参入意

欲の醸成を図った。アンケート

結果では、「満足」と回答した

方が目標の70％に近い68％であ

った。 

２ 創エネ・蓄エネ技術開発推進事業 

ワーキンググルー

プ活動 

３案件について、今年度の当該

補助金（技術開発）の助成を受

け、実証・開発を行った。また、

今年度のワーキング活動におい

て熟度が進捗した１案件につい

ても、事業化に向け実証試験に

着手すべく準備を始めた。 

８案件のプロジェクトがワーキ

ンググループにおいて検討され

た。検討結果については活動報

告会で協議会会員に共有を図る

ことができた。 
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３ 水素エネルギー理解促進・地域経済活性化事業 

水素エネルギー出

前教室（水素エネ

ルギーや燃料電池

車について学ぶ動

画作成、県ホーム

ペ ージ改修に変

更） 

小学生を対象とした出前教室を

計画していたが、新型コロナウ

ィルス感染防止の観点から事業

内容を変更した。そのため、小

学校５年生の社会科で活用でき

る水素エネルギーや燃料電池車

（ＦＣＶ）について学ぶ動画を

作成して県ホームページで公開

し、３月 25日現在で 1,362回再

生されており、多くの方に視聴

されている。 

また、本県のエネルギー政策に

ついて分かりやすく情報発信で

きるようホームページの改修を

行い、県民の意識啓発を図った。 

燃料電池バス等に

よる災害時を想定

した外部給電デモ

ンストレーション 

ＦＣＶ等を用いた避難所におけ

る外部給電デモンストレーショ

ンを県内４カ所で計画していた

が、新型コロナウィルス感染防

止の観点から事業内容を変更し

た。そのため、１カ所（感染対

策を実施した上で 30人限定）の

みで開催した。そのデモの様子

は動画撮影して県ホームページ

で公開し、３月 25 日現在で

2,547 回再生されており、多くの

方に視聴されている。 

水素エネルギービ

ジネスコンソーシ

アム立ち上げ業務 

県内企業の水素エネルギー関連

ビジネスに関するアンケート調

査を 500社に行い、226社から回

答があった。その結果から水素

エネルギー関連ビジネスに参入

意向がある企業約60社を対象に

講演会の案内をしたところ、31

社の参加があった。コンソーシ

アム立ち上げについては、多く

の企業から参入意向があったた

め、コンソーシアム立ち上げに

より参入企業を絞り込むよりも

全ての企業に参加しもらう方が
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（備考） 

１ 事業完了した日から３ヶ月以内の提出をお願いします。 

 ２ 定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

 ３ 補助事業の成果及び評価の欄には、公募要領８．で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と評価を記載する

こと。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別の定量的な指標があればできる

限り数値を用いて記載すること。 

４ 契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行った場合は、

記載不要。 

５ 来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 

効果的と判断し、講演会を開催

することとした。参入を検討す

る企業間の交流の機会を提供す

るとともに、産学官連携組織の

設立に向けて機運を醸成するこ

とができた。 
 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請負

その他の契約 

（※技術開発事業のみ：間

接補助を行った場合は、間

接補助先を記載） 

契約（間接補助）

の目的 

 

契約の方法  

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

 

契約金額（間接

補助金額） 

 

来年度以降の事業見通し １ ふじのくにバーチャルパワープラント構築事業 

・ 民間の実証事業の支援 

・ ビジネスモデルの検討 

 

２ 創エネ・蓄エネ技術開発推進事業 

・ ワーキンググループで検討されているプロジェクトの

着手 

・ 新たな技術開発の取組の発掘、育成 

・ 協議会を核とした情報提供、情報発信 

 

３ 水素エネルギー理解促進・地域経済活性化事業 

・ 小学校との連携による水素エネルギーの普及啓発 

・ 外部給電デモンストレーションによる燃料電池車（バス）

の普及促進 

・ 参入意向がある企業同士による検討会等の開催により

水素エネルギービジネスの参入支援 
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（様式３：全対象事業共通） 

 

令和２年度第１回エネルギー構造高度化・転換理解促進事業評価報告書 

 

補助事業名 再生可能エネルギーの新産業創出に向けた技術開発プロ

ジェクト 

補助事業者名 静岡県 

補助事業の概要 静岡県創エネ・蓄エネ技術開発推進協議会で検討された技

術開発プロジェクトのうち、以下の３つについて共同開

発・実証を行った。 
① 高効率小水力発電設備の技術開発 

② 草木ペレット発電機の技術開発 

③ 温泉水からのメタン・水素生成実証 

総事業費 49,883,569円 

補助金充当額 45,785,404円 

定量的目標 １ 高効率小水力発電設備の技術開発 

  市場にほとんどない 0.5～５kW発電容量の安価で高効

率な水車システムの完成。性能目標は実際効率 70％以

上、水車システムの価格目標は、kW あたり 200万円 

２ 草木ペレット発電機の技術開発 

  燃料の投入量に対して、燃焼炉が 850℃以上の安定的

な燃焼温度とスターリングエンジンの安定的な発電量

（10kW）を実証試験で検証する。 

３ 温泉からのメタン・水素ガス生成実証事業 

  特許を活かした全国初の画期的な水素ガス生成シス

テムの完成。10トン型バイオリアクターの売上高５百万

円。 

補助事業の成果及び評価

（事業毎にあらかじめ設

定した事業目標を達成し

たかなど） 

１ 高効率小水力発電設備の技術開発 

今年度は、昨年度開発した 0.5～１kW出力と３～５kW

出力２種類の小水力発電設備の実証試験を行い、製品化

に必要な性能評価と新制御器・付帯設備の開発・検証を

行った。 

  水車単体で最大 71％の発電効率を達成することがで

きた。また、製品目標 1kW 水車 200 万円、5kW 水車 900

万円の予定で kWあたり単価 200万円以下達成見込み。 
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２ 草木ペレット発電機の技術開発 

  今年度は、小型木質バイオマス発電装置本体の開発を

主に行った。燃料投入量 99kg/h とした時、炉の温度は

900℃、発電出力は 9.99kWとなりほぼ目標を達成した。 

３ 温泉からのメタン・水素ガス生成実証事業 

  １トン規模の水素リアクターで水素生成の実証を行

った。水素生成量が少なく試算では売上高が目標の 100

分の１の約５万円であったが、今後の水素生成量目標を

明確に数値化することができた。 

補助事業の実施に伴い締

結された売買、貸借、請負

その他の契約 

（※技術開発事業のみ：間

接補助を行った場合は、間

接補助先を記載） 

契約（間接補助）

の目的 

新規性・先進性 

契約の方法 － 

契 約 の 相 手 方

（間接補助先） 

①静岡中部金属開発協同組合 

②リニューアブルエナジージャパン㈱、

コーケン工業㈱ 

③㈱エコアドバンス 

契約金額（間接

補助金額） 

①12,200,000円 

②25,005,759 円 

③ 8,579,645円 

来年度以降の事業見通し 今年度補助金事業の②③２つのプロジェクトに加えて、今

年度ワーキング活動において、熟度が進捗した新たなプロ

ジェクト１件も事業化に向け実証事業に着手したい。 

① 草木ペレット発電機の技術開発（継続） 

燃料となる雑草等の回収費、輸送費と草木ペレットの

製造費と発電コスト及び温水の製造量を正確に把握し

て経済性の検討を行う。 

② 温泉からのメタン・水素ガス生成実証事業（継続） 

メタン生成菌の活動抑制、効果的な前処理等を中心に

水素発生型発酵細菌を活用し、水素生成最大化と効率

化について検討する。 

③ 遠隔管理技術を利用したスマート小型メタン発酵シス 

テムの開発（新規） 

   小型メタン発酵システムを遠隔監視できるシステムを

構築するとともに、導入先に対応するメタン発酵システ

ムの設計・製作を行う。 
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（備考） 

１ 事業完了した日から３ヶ月以内の提出をお願いします。 

 ２ 定量的成果目標の欄には補助金応募申請書提出時に設定した成果目標をそれぞれ記載すること。 

 ３ 補助事業の成果及び評価の欄には、公募要領８．で記載した内容に対応した、定量的な成果実績と

評価を記載すること。それ以外にも、定性的な成果実績や、進捗度、利用量並びに効果等といった別

の定量的な指標があればできる限り数値を用いて記載すること。 

４ 契約の方法の欄には、一般競争入札、指名競争入札、随意契約の別を記載すること。間接補助を行

った場合は、記載不要。 

５ 来年度以降の事業見通しの欄は、本事業に来年度以降も補助金を充当しようとする場合のみ記載。 
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