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はじめに 

 
本技術開発は、２０１０年以降の太陽光発電システムの大量普及を実現するために、太陽

光発電システムの産業自立化と市場自律化を目指した、実用化技術開発、量産化技術開発、

製造技術開発等を実施することにより、太陽光発電システムの加速的なコストダウンを行い 
本格的普及を図ることを目的とし、平成１２年度より平成１７年度まで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と略す）で実施した。 
本書は、「技術評価実施規程」（平成１５年１０月制定）に基づき、外部有識者で構成され

る「太陽光発電システム普及加速型技術開発 事後評価委員会」において、本制度の評価を

行い策定された事後評価報告書である。 
 

平成１９年３月  
 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構  
          新エネルギー技術開発部  

太陽光発電システム普及加速型技術開発 事後評価委員会 
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総合開発研究所 技術戦略グループ リーダー 

堀池 靖浩 独立行政法人物質・材料研究機構 
ナノマテリアル研究センター フェロー 

委 員 

渡邊 博之 渡邊事務所 
代表 

 



5 

審議経過 
 
●太陽光発電システム普及加速型技術開発 事後評価委員会  
 
日時：平成１９年３月２０日（火） １４：００～１６：３０  

 １．開会、委員会の設置、資料の確認  
 ２．事後評価の実施方法について  
 ３．評価報告書の構成について  
 ４．制度の概要説明及び評価について 
 ５．個別テーマの概要説明及び評価ついて  
 ６．総合評価  
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第１章 評価 
 
１．制度全体に関する評価 
 
１．１ 総論 
 
（１）総合評価 

新エネルギーの普及導入を加速することを目的とし、２０１０年度の太陽光発電の導入目

標に向けて、事業化を強く意識し低コスト化、量産化、性能向上の技術開発を支援する制度

の意義は高く、実施された課題のうちいくつかは既に事業化されるか事業化直前の段階に達

しており、本事業の目に見える成果として評価されるべきである。本制度の主旨を理解し取

組んだテーマにおいては世界的にレベルの高い成果が得られている。 
 また、テーマの採択に関しては、早急に取り組むべきテーマ、掲げられた目標のみならず

その影響力や将来性も考慮すべきテーマなど分野も多岐にわたり比較的柔軟に採択されてお

り、開発リスクの高いテーマとしてＮＥＤＯの関与は必要と考える。 
 一方、各テーマの開発目標と本事業の目標とのリンクが不明瞭で、得られた成果による事

業目標に対する寄与の程度があまり明示されていないこと、開発内容が太陽電池製造工程の

一部でコスト評価になじみにくいテーマもあり、コスト評価が形式的になりがちであること

など今後同様の事業を行う際の課題とすべきである。 
 特許件数が低いテーマについては、事業化する意思が無いとは考えられないので、ブラッ

クボックス化などの積極的理由があるのではと善意に考える。 
プロジェクトの中には挑戦的で今後の技術として重要なものも含まれているため、数年後

に事業化目標を設定しているテーマについては、今後の進捗状況をフォローする必要がある。

 
＜肯定的意見＞ 
○新エネルギーの普及導入を加速することを目的とし、事業化を強く意識した技術開発を支

援する制度の意義は高い。実施された課題のうちいくつかは既に事業化されるか事業化直

前の段階に達しており、本事業の目に見える成果として評価されるべきである。 
○２０１０年度の太陽光発電の導入目標に向けて、低コスト化、量産化、性能向上のために

早急に取り組むべきテーマが採用され、多くのテーマで目標が達成されて事業化の見通し

が得られた点で評価される。 
 開発リスクの高いテーマとして、ＮＥＤＯの関与は必要と考える。 
テーマによって世界的にレベルの高い成果が得られている。 

○太陽電池は、ＮＥＤＯによる推進のお陰で米、独などに並んで我が国の先進技術として育

成され、今後益々必要となる本技術分野を、特にこの度の加速型普及事業の中で①、②、

⑤のテーマの事業化により推進で大きく伸びたと評価される。また、③、④、⑥、⑦、⑨

の各テーマの多結晶 Si 基板の製造も基本的な技術的課題は克服され、量産化への若干の課

題を乗り越えるのみとなっている。  
○基本的には各企業は、本制度の主旨を理解し取組んだといえる。研究開発の成果を盛り込
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み事業化へ移行できたプロジェクトもある。成果公表、知的財産、今後の計画なども明確

にされており、本事業は妥当であったと考える。  
○太陽光発電システムは、世界レベルで普及が加速しているが、既存エネルギーと比較する

とコストがまだ高く、今後も産業や市場への補助金は欠かすことができず、その効果も大

きい。 
テーマの採択に関しては、分野が多岐にわたり、掲げられた目標のみならず、その影響力

や将来性も考慮にいれて比較的柔軟に採択されている。  
 
＜問題点・改善すべき意見＞ 
●途中で本制度や周辺の技術開発プロジェクトが変化しているためか、複数の実施者が事実

上継続的な内容を実施している。また、後期においては、期間内で完結するような内容に

なっていない課題もみうけられる。  
●テーマによっては従来技術レベルと問題点の把握が不十分で、目的設定が不適切なものも

あった。このため、事業化の見通しが得られていないものもある。 
多くのテーマが各自の開発目標と本事業の目標とのリンクが不明瞭で、得られた成果によ

る事業目標に対する寄与の程度もあまり明示されていない。 
国内特許に比して、海外特許の出願が少ない。  

●⑩のように反射率は低下したにもかかわらず、太陽電池特性は殆ど改善されていないテー

マもあり、採択時の審査の甘さが出ているのではないかと考えられる。 
更に、特許件数が低いテーマが半数近くあり、事業化する意思が無いとは考えられないの

で、ブラックボックス化などの積極的理由があるのではと善意に考える。  
●コスト目標が掲げられている場合が多いが、開発内容が太陽電池製造工程の一部であるも

のや、コスト評価になじみにくいテーマもあり、太陽電池の低コスト化にどの程度寄与す

るのか不明なものが多かった（コスト評価が形式的なものになりがち）。 
 
＜その他の意見＞ 
・⑨のテーマのように開発中に市場事情が変化し、本技術の転用により本事業の遅延は許さ

れても良いのではないかと思う。 
・プロジェクトの中には挑戦的で今後の技術として重要なものも含まれている。そのため挑

戦的なテーマに取り組み、数年後に事業化目標を設定しているプロジェクトについては、

今後の進捗状況をフォローする必要がある。  
  
 
（２）今後に対する提言 

今後の普及加速を継続させるために本事業は継続した方がよいが、同様の事業を行う場合

は、他の研究開発プロジェクトの対象になり得ないなど明確に区別されたテーマを選定する

ことが望ましい。特に普及に必要な周辺技術の開発支援は有効と思われ、現状の普及加速に

何が障害になっているか、または将来の課題を見越した上で決めれば良く、必ずしも低コス
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ト化の一律目標である必要はない。また、Si 系の安価で量産性のある技術を更に伸ばす必要

がある。このような指針に広く理解をもとめることを期待したい。 
 テーマ毎の目標設定に際しては、開発当初技術レベルと問題点の抽出、開発技術の新規性

等を明確にして、得られた成果による本事業の目標達成への寄与を明示すべきである。 
 技術的に少しハードルが高いテーマや開始年度が 近のテーマは実用化が遅れているた

め、実施されたテーマが事業化されたかどうかを引き続き調査することが望ましい。 
 
＜今後に対する提言＞ 
○実施されたテーマが事業化されたかどうかを引き続き調査すると共に、同様の事業を行う

場合は、他の研究開発プロジェクトの対象になり得ないなど明確に区別されたテーマを選

定することが望ましい。特に普及に必要な周辺技術の開発支援は有効と思われる。  
○テーマの設定においては、現状技術レベル、問題点の抽出、把握、開発技術の新規性等を

明確にして、得られた成果による本事業の目標達成への寄与を明示すべきでないか。 
○現在、太陽電池の９０％は多結晶 Si の傾向が見られるとのことであるが、我が国としても

その安価で量産性のある技術を更に伸ばす必要がある。また、今回の採択テーマに有機の

ような他の太陽電池の研究が無かったが、Si 以外の材料を用いた電池の開発を急ぐ必要が

ある。  
○本事業のような焦点を絞った（テーマを特定した）プロジェクトを設定し、研究開発を進

めることをさらに明確にして行くことが必要である。このような指針に広く理解をもとめ

ることを期待したい。  
○今後の普及加速を継続させるために、本制度は継続した方がよい。 
目標に関しては低コスト化も重要であるが、現状の普及加速に何が障害になっているか、

または将来の課題を見越した上で決めれば良く、必ずしも一律の目標である必要はない。  
 
＜その他の意見＞ 
・開始年度が早いテーマほど実用化が進んでいるのは当然であるが、③と④のように技術的

にすこしハードルが高いものはやはり実用化が遅れる傾向にある。また、開始年度が 近

のテーマは実用化が遅れている。 終年度に近いテーマは実用化可能かをよく見極めて採

択する必要があると思う。  
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１．２ 各論 
 
（１）制度の位置付け・必要性について 

２０１０年度の太陽光発電における導入目標達成のための方策として、新エネルギー技術

で世界をリードしいち早く国内に普及を図る目的に沿い、新規技術の確立、安価な基板によ

る高効率化などにより国際競争力を高め、市場動向に合致した方向で開発が進められており、

民間活動のみでは改善でき得ない点でＮＥＤＯが支援することは意義がある。 
 事業目的は妥当であったが、個別テーマにおいて、開始時の課題把握や問題点解決への適

切なアプローチが充分になされていない点などは改善されるべきである。 
 また、少なくとも２０１０（平成２２）年度までは、技術開発や事業化の動向をＮＥＤＯ

でチェックする機能を持つことが必要である。 
 
＜肯定的意見＞ 
○海外に比べれば開発者に対して手厚い事業ではあるが、新エネルギー技術で世界をリード

し、いち早く国内に普及を図るという目的に対しては、有効で効果の高い事業である。 
１／２補助という実施法、予算規模、採択テーマなどは概ね妥当である。  

○２０１０年度の太陽光発電における導入目標達成のための方策として、本事業の掲げた研

究開発内容は適切であったと考える。 
太陽電池の生産性向上、高性能化、低コスト化を目標として、早急に取り組まなければな

らないテーマとして、特に、シリコン原料問題、低コスト薄膜多結晶シリコン太陽電池等、

世界的にも重要なテーマとして妥当であり、ＮＥＤＯの関与は適切と考える。  
○ほぼ目標を達成し、事業化に入っている、又は事業化への見通しが立っているテーマが大

部分であり、これはＮＥＤＯの関与が有って初めて達成されたと考えられる。特に、全開

発テーマがそれぞれ新規な発想で行なわれ、他と異なる追求にＮＥＤＯが支援することは

意義がある。 
事業目的としては、新規技術の確立、安価な基板による高効率化などにより国際競争力を

高め、市場動向に合致した方向で開発が進められている。  
○各企業が本制度の主旨を理解し、積極的に取組んだと考える。その結果、全てではないが

事業化へ結びつけたプロジェクトもあり、目標達成への寄与はあったと考える。一部、挑

戦的なプロジェクトもあった。これは挑戦的であるが、将来大きな影響を与える可能性が

あり、民間活動のみでは改善できないことが考慮された結果である。 
長期的には環境・エネルギー問題解決の 1 つのオプﾟションとして太陽エネルギーの利用が

望ましい。そのなかで国内外の太陽光発電システムに対する関心は高く、設置することに

よる地球環境負荷軽減効果の理解が浸透してきているといえる。ただ、現状での普及の障

壁の大きな要素は経済性にあることが明白である。このような観点からも事業目的は当を

得たものであり、総合的には妥当性があったと考える。  
○太陽光発電の普及加速のために重要であり、ＮＥＤＯの事業として相応しく妥当である。 

今後は如何に実用化し普及加速に貢献するかが重要であるが、量産技術の開発も採択テー

マに多く含まれており、事業全体が「普及加速」という目的にかなっている。 
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今後もこの事業の継続が必要である。  
 
＜問題点・改善すべき意見＞ 
●テーマ採択に当たって、同一実施者の継続的な内容の提案に対し、どのような観点で判断

したかは、明示しておいた方が良い。  
●事業目的は妥当であったが、採択されたテーマの中に開始時の技術レベルの状況、課題把

握等が充分に行われないままに開発が進められたように思われるものがある。 
●テーマ③と④の場合、当初のシート基板開発から電池化への事業化が少し遅延していると

考えられ、特に、テーマ⑧ではルツボからの離型に見通しが無く、テーマ⑩のように太陽

電池としての効果が無い研究もあり、開発には当然リスクは伴うものの、問題点解決への

適切なアプローチがなされていない。 
●実用化が達成できるか、継続した追跡評価が必要。 

実用化・事業化を後押しするためには補助期間が短いのではないか。  
 
＜その他の意見＞ 
・テーマ⑨の場合、事業目的の点で、Si ウェハの需要の変化による多結晶生産という社会的

事情は配慮し、本太陽電池基板の事業化が遅れることは企業の生きる道として致し方ない

と考えられる。  
・本研究開発制度は２０１０年度の新エネルギー導入目標を達成させるための 1 つの事業と

して発足したものである。この制度の後半に採択されたプロジェクトについては、少なく

とも平成２２年度までは、技術開発や事業化の動向を事務局等でチェックする機能を持つ

ことが必要である。  
・今後は、研究開発よりも量産のための実用化、事業化補助にシフトした方が良いのでは。

従って、技術的な目標やコスト目標も重要であるが、実際に量産すること自体を目標にし

ても良いのではないか（本当にやる気のある企業が生き残れるようにする）。  
 
 
 
（２）研究開発マネジメントについて 
 各テーマは概ね具体的で妥当な研究開発目標を掲げ、国内外の情勢を常に意識しながら研

究開発を進めており、いくつかのテーマが得られた成果により事業を手掛けている点で、妥

当な体制の下に実施されおり、それらのテーマでは、研究開発計画、研究開発実施者の競争

意識や事業化への意気込みが感じられ、目標を達成し、量産化が実行されたことは評価され

る。 
 しかし、一方で、本事業の目標と各テーマの目標において、特に低コスト化に関してどの

ようにリンクしているのか、得られた成果が本事業の目標達成にどのように寄与するかが明

瞭でないもの、開始時の技術レベルと開発目標との差が明示されていないものなどがある点

は改善されるべきである。 
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＜肯定的意見＞ 
○個々のテーマは、概ね具体的で妥当な目標を掲げており、妥当な体制の下に実施されてい

る。  
○平成１２年～１７年度時点での目標として、生産性向上、高性能化、低コスト化（１４万

円／ｋＷ以下：１０万ｋW／年以上）を目指し、太陽光発電システムの大量導入に資する

こととしたことは妥当であり、採用されたテーマも重要で緊急なものが多く含まれていた

と考える。 
○各テーマの研究開発目標の設定は妥当性があり、業界の横並び体制ではなく、各提案には

独創性がある。特に、①、②、⑤のテーマは、研究開発計画、研究開発実施者の競争意識

や事業化への意気込みが感じられ、テーマ②は巨額の投資もしており、本３テーマはいず

れも目標を達成し、量産化の実行は評価される。 
○具体的で明確な開発目標や研究計画が設定されておりその値も妥当であった。また、国内

外の情勢を常に意識しながら研究開発を進めていることが十分認められる。 
○比較的数値目標が多く、具体的であった。 

将来の事業計画も、比較的具体的に示され、妥当なものであった。 
多くの企業が実際のビジネスも手がけており、事業体制も十分と言える。  

 
＜問題点・改善すべき意見＞ 
●上記の目標に対して、個々のテーマが掲げている目標において、特に低コスト化に関して

どのようにリンクしているのかが明瞭でないものがある。 
得られた成果によりどのように本事業の目標達成に寄与するのかが示されると良い。 
プロジェクト開始時の技術レベルと開発目標との差が明示されていないものが多い。 
また、開発された内容の新規性の判らないものがある。  

●③と④のテーマは当初の計画に対して遅延が見受けられ、研究開発体制に不備があったの

ではないかと思われる。また、実施者間に競争が行なわれているように見えない。更に、

実施者に技術力と事業化能力が十分備えているとは言い難いテーマも見うけられ、採択時

の判断に問題があったのではと疑問を持たざるを得ない。  
●テーマによって、その特徴を活かすために、目標は異なっても良い（コストにこだわらな

くとも良い）。 
テーマによってもっと早期の実用化が望まれるものもある（原料関係など）。 

 事業計画などの前倒しを検討しても良いのではないか。  
 
＜その他の意見＞ 
・テーマ⑨の計画見直しは、一方では本技術が多結晶 Si の増産用に活用されており、そのよ

うな展開も本事業を損なうものでない。 
・原料関連の開発テーマに関しては、その品質の評価のために、ＮＥＤＯ主導で太陽電池メ

ーカーとの連携をもっと深めた方が良い（セルを本格的に作らないと、原料の正確な評価

はできない）。 
「リスクは大きいが成功した場合に波及効果が大きいもの」と「研究開発要素は少ないが、
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やる気のある企業にたいする事業支援」に分けて考えたほうが良い。同じ枠組みでは、評

価が難しい。  
 
 
（３）研究開発成果について 

一部のテーマには目標達成が不十分なものもあったが、挑戦的課題に取り組み当初の目標

が明確で成果が得られ、実用化しているかその見通しも得られているテーマも多く、制度と

しては成果があったと考える。 
 目標達成度が高いテーマは知的財産権等の出願、論文発表が活発のように思える。一方で、

海外特許が少ない点、また特許出願を含め対外活動の全く無いテーマもあり問題であるが、

事業化する意思が無いとは考えられないので、ブラックボックス化などの積極的理由がある

のではと善意に考える。 
 項目別の目標評価が多かったが、量産時にトータルでどの程度目標が達成できるかが重要

であり、 終目標は「成果の普及」であり、今後の活動を見守りたい。 
 
＜肯定的意見＞ 
○テーマによっては、挑戦的課題に取り組み事業化にまで繋がる優れた成果をあげている。 
○一部のテーマには目標達成が不十分なものもあったが、当初の目標が明確で成果が得られ

実用化の見通しも得られているテーマも多く、制度としては成果があったと考える。 
低コストシリコン原料、薄膜シリコン太陽電池等のテーマでは世界的にも優れた成果が得

られたと考える。  
○①と②のテーマの目標の達成度は高く評価される。また、テーマ⑤も計画年の達成が期待

される。これらの３テーマは市場を拡大すると確信される。⑥、⑦、⑨のテーマは、目標

を達成し、その事業化が期待される。また、①、②、③の各テーマは平成１２年度から開

発をしている事情もあるが、特許件数は多く評価され、特に②の３６件は優れている。成

果の普及は、①、⑤、⑧、⑨の各テーマが積極的に行なっている。 
○目標達成度はほぼ達成されているといえる。また、成果のレベルも高く、新たな技術領域

を開拓することが十分期待できる内容である。目標の達成度が高いプロジェクトは知的財

産権等の出願、論文発表が活発のように思える。 
○大旨、掲げた目標はクリアしている。 

特許も必要に応じて取得している。 
  
＜問題点・改善すべき意見＞ 
●テーマにより国内特許が適度に出願されているが、海外特許が少ない点は課題である。一

方、特許出願を含め対外活動の全く無いテーマもあり、問題である。 
得られた成果で、本制度の掲げたコスト低減目標にどのように寄与するかが示されると良

い。 
開始時の技術レベル、問題点の把握が不明瞭で、当初の目標設定が不適切なため、成果の

評価が難しいものがある。  
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●テーマ⑩の表面テクスチュアは改善されても太陽電池としての性能向上が見られないのは

問題である。特許件数の点で、テーマ⑦と⑩の０件、⑥と⑧の２件は問題であり、特にテ

ーマ⑤はフイルム基板上に a-Si を設けるユニークな方法から特許は増出されても良いと考

えるが、成果の普及では積極的にも関わらず、１件とはブラックボックス化を実施のため

か、事情を知りたい。成果の普及に関しては、テーマ③、④はユニークな結晶成長と太陽

電池作製法にも関わらず０件、⑥、⑦、⑩のテーマも積極的でない。 
●項目別の目標評価が多かったが、量産時に、トータルでどの程度目標が達成できるかが重

要である。セル製造、モジュール製造など後工程と連動した評価は必要。  
 
＜その他の意見＞ 
・挑戦的なプロジェクトも含まれており、開発した技術を早期実用化するための見極めが必

要とコメントしているものもある。ただ、事業化への計画が提示されており、その後の進

展（知的財産検討を含めた）をウオッチングすることが重要と考える。  
・ 終目標は「成果の普及」であり、今後の活動を見守りたい。  
 
 
（４）実用化、事業化の見通しについて 

既に事業化されるか事業化直前の段階に達しているテーマもあり、制度全体としては成果

があり概ね目標を達したものと思われる。特に、低コストシリコン原料の研究開発において

実用化の見通しが得られたことは、今後の太陽電池の普及拡大に対して波及効果は大きい。

 実用化見通しのあるテーマについては、予定年に事業化するには企業における課題解決努

力も必要があるが、実用化へ向けたＮＥＤＯの継続した働きかけが必要である。 
 事業化への見通しが立っていないテーマについて、一定の割合で実施中に困難が判明する

のは当然だが、当初の計画、遭遇した困難、到達点などを明確に記した報告を残し公開すべ

きである。 
 
＜肯定的意見＞ 
○既に事業化されるか事業化直前の段階に達しているテーマもあり、制度全体としては概ね

目標を達したものと思われる。  
○実際に実用化されつつあるもの、実用化の見通しのつけられているもの等が得られており、

成果があったと考える。 
低コストシリコン原料の研究開発において実用化の見通しが得られたことは、今後の太陽

電池の普及拡大に対して大きな波及効果を齎すと考える。  
○①、②のテーマは既に量産を開始しており、⑤も本年度中に開始されると考えられる。特

に⑤の場合は、フレキシブル性が活かされ有機機能性素子との組み合わせで、将来大きな

応用分野が広がると期待される。  
○本制度を経て事業化に至ったプロジェクトがあり、成果が十分あったと考える。  
○実際に太陽電池ビジネスを実施している企業が多く、このような企業においては実現性が

高いと言える。特に原料関係に関しては、普及時の波及効果は大きい。  
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＜問題点・改善すべき意見＞ 
●事業化への見通しが立っていないテーマもある。一定の割合で実施中に困難が判明するテ

ーマが出てくるのは当然で、これを理由に採択を厳しく制約する必要はないが、当初の計

画、遭遇した困難、到達点、などを明確に記した報告を残し公開すべきである。  
●実用化の見通しが得られているものについては、コストダウンへの寄与や事業化による経

済性効果等についても出来たら示されると良い。 
一部のテーマについて、事業化の見通しや課題の抽出等が示されていないものがあるが、

これは当初の目標設定に問題があるのでないか。 
●③と④の場合は、事業化へ各シート基板の高品質と歩留まりに一層の努力が必要とされる

と思われる。⑥、⑦、⑧は、実用化の可能性は大いに高いが、これらも安定した品質の Si
の供給に予定年に事業化するには課題の解決に努力必要。 

●現在、太陽電池ビジネスを実施していない企業には、実用化へ向けた継続した働きかけと

支援が必要である。  
 
＜その他の意見＞ 
・今後波及効果が大きい技術分野も含まれており、机上の事業化計画で終わらないように指

導等期待したい。  
・原料関係のテーマに関しては、事業化時期を早めるための働きかけをしてはどうか。  
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２．個別テーマに関する評価結果 
 
 １０件の個別テーマについての評点及び評価を以下に、また評価実施方法を巻末の参考資

料１．「事後評価の実施方法」に示す。 
 
２．１ 薄膜多結晶シリコンセル形成の高スループット量産化技術開発 

実施者：株式会社カネカ 
評価項目 平均値

１．研究開発成果について 2.2 

２．実用化、事業化の見通しについて 2.8 

 
（１）成果に関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○大面積でシリコン微結晶膜の成膜速度を１１Ａ／ｓまで高速化し、効率の低下が無いこと

を確認している。メンテナンス間隔を３倍以上に伸ばしており、これを全室に適用すれば、

稼働率の目標値を達成しているものと思われる。安定化後の平均効率１０％は達成してい

ると思われる。 
○薄膜多結晶シリコン製膜速度、タクト短縮、稼働率、歩留り、モジュール効率等の初期目

標を全て達成している点で良い結果と評価できる。 
学会、プレス、特許出願等も適切に行なわれたと考える。 

○a-Si／多結晶 Si のハイブリッド型で下層を１m 角上で、ハニカム構造の電極でブラズマ閉

じ込めにより１１A／秒の速度で製膜し、タクトを短縮し、膜剥がれを防止して設備稼働率

９０％を達成し、平均出力１０％以上を得ていることは高く評価される。 
○当初目標の技術が達成された。 
○１ｍ四方という大面積化は、量産効果による低コスト化が期待できる。さらに稼働率の向

上や歩留まりの向上など、量産を意識した開発が行われており、実用化・事業化を強く意

識した開発内容となっている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●初期目標の中にコスト目標が設定されていると良かったが。 
●平均初期出力特性が１０．８%ということであるが、この場合安定化後の平均出力は約１

０%となる。実生産において本技術開発にて達成した成果を更に進展させ、歩留まりにつ

いては問題ないレベルとのことであるが、平均値とうたって、しかも問題ないレベルであ

るならば、公表してほしい。 
＜その他の意見＞ 
・歩留まり９０％の根拠が示されていない（安定化後の効率１０％が基準なら９０％には達

していない）が、製品の性能のばらつきは小さく安定していると思われる。 
 （補足）歩留まりについては効率１０．５％未満を足切ラインとして算出（公開版成果報

告書に記載）。 
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・ＮＥＤＯの本プロジェクトの目標である１４万円／ｋW と本テーマの設定目標とはどうリ

ンクしているか。 
本プロジェクトの各開発目標の従来技術レベルはどの程度であったか。 

・特許の１１件は少なくは無いが、成果が優れているのでもう少し出せなかったのか。 
・５項目の研究開発目標に関して、それぞれ個別に達成できたと思うが、量産を前提に考え

た場合、それぞれの項目に関して同時に達成することが必要である。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○既に量産し事業化されているものと思われる。 
○プロジェクトの設定目標を達成して、太陽電池モジュールの量産化を開始した点が評価で

きる。 
○特に、本製造のための関連会社の設立は量産化への意気込みが伺える。 
○量産化技術が確立され一部量産を開始していることは評価できる。 
○実際に事業を実施しており、今後の増産計画も有する。変換効率がさらに改善されると、

普及が加速する可能性がある。 
壁面一体型など、大面積であることの利点を追求した商品で強みを発揮するのでは。 

＜問題点・改善すべき点＞ 
●変換効率の低さ（結晶系 Si と比較して）が、システムのコスト高になっていないか、検討

が必要。 
＜その他の意見＞ 
・コスト目標または見通しが示されると良い。 
・薄膜であることが、将来の Si 原料不足に対する効果的な対策になることが考えられるため

材料の利用率の評価をして、Si 系太陽電池と比較し、その優位性を確認したい。 
 
 
 
２．２ 高速大面積アモルファスシリコン製膜技術の開発 

    実施者：三菱重工業株式会社 
評価項目 平均値

１．研究開発成果について 2.4 

２．実用化、事業化の見通しについて 2.8 

 
（１）成果に関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○超高周波による大面積アモルファスシリコンの高速成膜技術に挑戦し、初期の目標値を達

成して量産を実現している。 
○基板サイズ、製膜速度、膜厚分布、稼働率等で初期目標を達成したことは評価できる。 
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特許出願は適切にされていると考える。 
○１．４ｍ×１．１ｍの基板に、１６．７Ａ／秒の超高速製膜、ラダー型電極に発生する定

在波によるｐ、ｎ層の製膜技術など優れた技術を開発した。更に特許が３６件は大変よい。 
○大面積均一技術が確立され、当初の技術的目標は達成された。 
○薄膜太陽電池のメリットである大面積化を達成できた意義は大きい。成膜速度（生産速度）

が早ければ、モジュール製造も含めた価格が下がる可能性が大きい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●１００MW／年の生産量で１４０円／W のコスト達成の目途が得られたとなっているが、

この目途が得られた過程、根拠が示されると良い。 
●量産時の変換効率、歩留まり、初期劣化の状況が不明である。ホームページ等の資料によ

ると、現状の製品は 10%未満であるが、今後の改善が望まれる。 
＜その他の意見＞ 
・この開発された製造プロセスで得られた太陽電池の変換効率が示されていないが、コスト

試算でこの変換効率の数値が必要でないか。 
・膜厚分布が±１７．７％はこの程度で良いのか分からないが、もう少し改善できないのか。 

NF3 プラズマにより、反応室に残留していると考えられるフッ素の膜内への混入が予想さ

れるが、これは特性に影響しないのか。 

・さらに大面積化を検討してみてはどうか。結晶系でも１ｍ×２ｍや２ｍ×２ｍ程度の実証

例があるが、モジュールコストの問題がある。さらに大面積化が可能であれば、結晶に対

する優位性を得ることができるのでは。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○平成１４年から生産を開始し、平成１７年に年産１０ＭＷの目標値を達成している。事業

化されている。 
○本プロジェクトで得られた技術により年産１０MW の生産が可能となったことは評価でき

る。 
○NF3 プラズマによる洗浄による稼働率向上、基板移動速度の８００ｍｍ／秒で透明電極、

a-Si 層形成、及び楕円化レーザビームによる基板のスクライビングの量産化技術の開発、

２００６年に１０ＭＷ／年の量産達成は、大変評価される。 
○目標の 10MW 生産が達成されており評価できる。 
○１０MW クラスの量産を実施し、さらに増設計画も有しており、実用化・事業化に関する

見通しは、十分にあると言える。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●変換効率の記述が見当たらないが、変換効率の向上は大切であり、研究・開発のみならず

量産化の時点での変換効率の変化を示して欲しい。 
●結晶系 Si 太陽電池に対する競争力を得るためには、変換効率の改善に今後も取り組必要が

ある。 
＜その他の意見＞ 
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・本プロジェクトの成果により得られたコスト低減の寄与はどの位か。 
・薄膜であることが、将来のSi原料不足に対する効果的な対策になることが考えられるため、

材料の利用率の評価をして、Si 系太陽電池と比較し、その優位性を確認したい。 
 
 
 
２．３ 低コスト太陽電池用多結晶シリコン基板の量産化技術開発 

    実施者：シャープ株式会社 
評価項目 平均値

１．研究開発成果について 2.0 

２．実用化、事業化の見通しについて 1.2 

 
（１）成果に関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○基板の生産速度と生産コストは目標値を達成している。結晶品質を示す変換効率も目標値

に達した測定値が示されている。 
○基板サイズ、基板生産速度。結晶品質、製造コスト等について当初の目標が達成されたこ

と。 
○１５５ｍｍ×１５０ｍｍの３００μｍ厚の多結晶Si基板に変換効率が１４％のセルの作製

技術と２２件の特許件数は優れている。 
○開発目標が達成されている。 
○融液から直接シリコン基板を製造する技術は過去に種々の方法が検討されてきたが、実用

化されたものは少ない。理由の一つに変換効率の低さがあるが、本開発では、１４％とい

う比較的実用的な性能が得られた。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●開発した基板製造法が明確に記述されていないため、新規性（従来技術との相違点）、生産

性等が明らかでない。 
変換効率１４％を達成したとしているが、他の基準となる基板（例えばキャスト基板）と

の比較が欲しい。 
●浸漬から過冷却による結晶成長法は分かるが、どのような技術的課題がありどのように克

服したのか不明である。記述が無いので評価出来ない。 
●通常の結晶系 Si 太陽電池との競争力を得るためには、変換効率がもう少し高い方が良い。 
＜その他の意見＞ 
・変換効率のデーターは、実際の高速条件で作成されたものか、多量のサンプルの平均値な

のか、が明記されていない。 
・変換効率として、封止モジュールでのモジュール化セル効率を示しているが、通常行なわ

れている裸素子での特性またはモジュール効率で示すべきでないか。 
・従来のリボン技術と比較した場合、品質は良い。事業化には種々の困難があると思うが、
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成功した場合のインパクトは大きい。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○２０７円／枚で６０００枚／日・台の基板生産速度が得られたこと。 
○６６２４枚／日は大変優れた量産化技術である。 
○事業化への課題は明確になっており、アプローチもはっきりしている。 
○コスト計算も、実績に基づいて詳細に検討されており、原理的には可能であることが十分

に証明された。品質も事業化に必要な 低限のラインはクリアしている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●連続生産した場合の課題等の抽出・検討が明示されていない。製造方法が不明確で、生産

性の評価が難しい。 
●リボン技術は、量産時の装置の安定性、製品の歩留まりに問題があるため、今後の検証が

必要である。 
また、リボン技術の宿命として、製造速度をあげにくいということがあり（インゴットで

はなく、シートを直接製造するため）、生産量を確保するためには、多数の設備が必要にな

る。 
＜その他の意見＞ 
・本課題は、既に事業化されている多結晶シリコン太陽電池の低コスト化を、基板製造に新

技術を導入して実現しようとするもので、新製造技術に見通しはつけたものの、直ちに事

業化に繋がるものではなく、「事業化の検討を進める」とされている。 
・特許は多数出されているようであるが、その他の対外発表がされていない。 
・２００７年での量産化の達成に努力して欲しい。 
・元々チャレンジングな目標を掲げているため、実用化・事業化には種々の問題が多いと思

うが、成功した場合のインパクトは大きい。リボン技術の本来の目的（スライスロスをな

くす）についても、実際の効果について検証したい。 
 
 
 
２．４ 結晶シート太陽電池の高効率化技術開発 

    実施者：シャープ株式会社 
評価項目 平均値

１．研究開発成果について 2.0 

２．実用化、事業化の見通しについて 1.4 

 
（１）成果に関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○先行テーマで導入した新製造法による基板に適したセル化技術を開発し、高い変換効率を
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達成している。42 枚の基板を用いたモジュールの測定で目標値を達成しているので、セル

の性能のばらつきも許容値以内に抑えられているのもと思われる。 
○表面凹凸の大きい結晶シート基板に対して均一な裏面 Al 電極形成、りん拡散等の可能な技

術開発を行い、素子変換効率１５％を得たこと。 
○表面凹凸を克服するため、スクリーン印刷による Al 電極形成、リンの噴霧塗布によるｐｎ

接合形成、大きい結晶粒の熱処理による改善など技術的進展が見られ、変換効率が１５％

は優れている。 
○本プロジェクトの開発目標は達成されている。 
○リボン結晶の品質は通常の結晶 Si と比較して一般的に劣るため、結晶成長後に表面パッシ

ベーションやアニールを行ったり、セルの製造方法を改善することは重要な課題である。 
 本研究では、セル化の工程時に、これらのことを効果的に行い、１５％以上というリボン

結晶では 高水準の変換効率を得た。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●表面凹凸の大きい基板の場合に も重要な表面電極形成に関する開発内容について記述が

なく不明である。 
素子製造工程で検討された内容で、従来技術に対して新規な技術の内容があまり明瞭でな

い。 
●SiNx：H を用いた処理を実施した場合、初期劣化の可能性があるため、注意が必要。 
 SiN そのものも、紫外線劣化の可能性があるため、注意が必要。 
＜その他の意見＞ 
・セルの変換効率としてモジュール化セル効率を用いているが、通常の裸素子の効率か、モ

ジュール効率を用いる方が良い。 
特性測定は正規機関での測定が望ましい。 

・４件の特許件数は寂しい。 
・SiN を用いない方法を検討したほうが良い。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○実用化までのプランは明示されていないが、低コスト化には貢献する技術であり、事業化

に結びつけられる技術であると思われる。 
○ここで開発されたプロセス時間の適合化が確認されたこと。 
○融液から直接シリコン基板を製造する技術は過去に種々の方法が検討されてきたが、実用

化されたものは少ない。理由の一つに変換効率の低さがあるが、本開発では、１５％とい

う実用的な性能が得られた。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●量産時の課題の抽出・検討を行なう必要があるのでないか。 
●事業化への課題は把握されているが、具体的なアプローチを明確にすべきである。 
●品質改善のため、種々の方法を駆使しているため、初期劣化が心配である。 
＜その他の意見＞ 
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・ＮＥＤＯの本プロジェクトの目標である１４万円／ｋW に対しての達成度はどの程度か。 
特許以外の対外発表はされていないようであるが。 

・従来のリボン技術と比較した場合、品質は良い。事業化には種々の困難があると思うが、

成功した場合のインパクトは大きい。 
 
 
 
２．５ フィルム基板アモルファス太陽電池の量産化技術開発 

    実施者：富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 
評価項目 平均値

１．研究開発成果について 2.6 

２．実用化、事業化の見通しについて 2.4 

 
（１）成果に関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○プラスチック基板という特殊なアモルファス太陽電池の量産技術を短期間に確立すると共

に、アモルファスとしては高いモジュール効率も達成している。 
○新型直列接続構造、製膜速度、セル連続形成、製造歩留等の初期目標を達成したことは評

価できる。 
○Vpp 制御による高次シランの生成やダメージを抑制し、SCAF セルを用いたモジュールで

安定化効率８％を達成し、プスチックフィルム使用のためテクスチュア構造への微量 Al
を混ぜた Ag の Ar／O2 混合ガススパッタによる新規法で低温化を図った。 

○当初目標 が達成され、量産化技術も確立されている。 
○ロールｔｏロールは、薄膜太陽電池の究極の生産技術であり、これまでに各社チャレンジ

してきたが、成功例は少ない。 
 本研究は、プラスチック基板を用いて成功したため多少変換効率が低くとも、今後の展開

が楽しみである。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●開発内容について、特許等の出願が少ない点。（ノウハウ的な内容が多いためか。） 
●種々の改善、工夫を達成されたが、特許数が１件とは少なすぎる。ノウハウの塊でブラッ

クボックス化する意思なのか。Vpp 制御やテクスチュア構造、装置構成など特許にしてい

ないのか。 
●変換効率や初期劣化に関する評価が必要。 
＜その他の意見＞ 
・太陽電池の変換効率が８％程度との事であるが、この性能向上についてはどうのように考

えているか。 
このプロジェクトの目標はＮＥＤＯプロジェクトの目標１４万円／ｋＷとどのようにリン

クしているか。 
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・プラスチック基板を用いたことのメリット 大限に活かす用途開発が必要。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○本成果を基に、更に自社で大型化させ量産を開始している。 
○この開発技術を基に新設工場を竣工した点は評価できる。 
スケールアップ（０．５ｍ幅を１m 幅に）により生産性をあげたこと。 

○フィルム基板アモルファス太陽電池の量産化技術を、微結晶の高速形成や多室配置製膜装

置の 適化プロセスの確立や製膜プロセス・装置の多数のパラメータ制御などによるプロ

セス時間の短縮化を確立し、１０００セルの連続形成と製造フロセスを立ち上げ、更にフ

ィルム基板幅を２倍にスケールアップし、その実用化のため量産工場を竣工させた。 
○スケールアップを図り新工場を竣工している。 
○プラスチック基板を用いたことによるメリットを活かす用途があれば、効果が大きい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●コストの低減目標、見通し等が明示されていない。 
●量産化技術も含めて、特許数が 1 件とは少なすぎる。 
●変換効率は低く、電力用途としての実用化には問題がある。 
＜その他の意見＞ 
・プラスチック基板を用いたことのメリットを 大限に活かすために、モジュール構造を大

胆にシンプル化し、低コスト化を図ってみてはどうか。 
 
 
 
２．６ 太陽電池用シリコン原料の低コスト・量産化技術開発 

    実施者：チッソ株式会社 
評価項目 平均値

１．研究開発成果について 1.8 

２．実用化、事業化の見通しについて 1.6 

 
（１）成果に関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○亜鉛回収時の必要電力低減、四塩化珪素生成時の温度低下等の新技術の開発と共に、生成

されたシリコンが十分な純度を有することを確認した。 
○太陽電池用シリコン材料として従来提案開発されていた製造方法であるが、３つの要素工

程での 適化条件検討等で太陽電池用シリコンとしての実用化の可能性（Si 純度６Ｎ以上）

を得る見通しを得た点で成果はすばらしい。 
○埋もれていた技術を再び見直し、優れた開発をした。 
○目標コストの達成に見通しを得た。 
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○単結晶の引き上げや、太陽電池の試作を実施し、ある程度の成果は確認できた。値段も比

較的低コスト化が可能であることが判明した。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●製造コストの試算には仮定が多く、実際の連続化やスケールアップに伴い大きく変動しう

る。 
●当初目標の１０００トン／年規模に対して、２０００トン／年規模に対して２０００円／

ｋｇ以下の目途が得られたとあるが、１０００トン／年規模ではどの程度が見込まれるの

か。 
●比抵抗 10～５５Ω・cm とあるが、ドーピング量が不明であるため、評価できない。ドー

ピングしていない場合の抵抗値あるとすれば、あまり良くない値である。（ライフタイムも

同じ） 
＜その他の意見＞ 
・太陽電池の特性評価は市場多結晶シリコンとの比較で行なっているが、実際の効率として

はどの程度のものが得られる工程であったのか。 
・拡散長の評価も必要である。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○実際に実用化、事業化の見通しが新聞でも公表されており評価できる。 
○値段が安いことは魅力である。 
○事業化への明確な計画が示されている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●個別のプロセスの改良や 適化に留まっており、実用化には数段階の技術開発と検証・実

証が必要である。 
●製造方法の基本的な部分は特許とは成り難いのかも知れないが、今回の開発内容で新規な

部分があるのであれば、海外特許も出願すべきでないか。 
●量産化に対しての課題に述べられているように、現在のスケールからのアップには多くの

投資と新技術が横たわっていることと推察される。 
●セルメーカーの評価を是非受けてほしい。 
＜その他の意見＞ 
・スケールアップに伴う課題等の検討解決により、早期の生産開始を期待したい。 
・他の太陽電池メーカーの協力を得て、太陽電池の評価をしてみてはどうか。 
 装置をもっとスケールアップしての評価も必要である。 
 
 
 

２．７ 薄膜多結晶 Si の量産型製膜装置開発 

    実施者：株式会社カネカ 
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評価項目 平均値

１．研究開発成果について 1.4 

２．実用化、事業化の見通しについて 1.4 

 
（１）成果に関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○低コスト製膜方式、生産性実現、量産化技術等の当初目標を達成した点が評価できる。 
○多数枚バッチ製膜でパイロット実験機であるが±２％の性能格差に納めたことは評価され

る。 
○当初の目標はクリヤーされている。 
○量産に必要な、多枚数バッチ処理や連続成膜が可能であることを確認できた。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●一覧表に記載された目標に対する成果がほとんど示されておらず、評価できない。 
●技術開発内容がノウハウ的な点が多かったのか、特許その他の対外的な発表等がされてい

ない。 
この技術開発によるコスト低減の見通しが得られたとあるが、具体的にどの程度の低減が

得られたのかが提示されていない。 
●特許件数が０とは問題である。 
●品質や変換効率に関する評価がない。 
＜その他の意見＞ 
・このプロジェクトの目標とＮＥＤＯのプロジェクトの目標１４万円／ｋＷとのリンクはど

のようになっているのか。 
新プロセスによるセル特性の確認はどうであったか。 

・±２％の性能格差は良いが、肝心の変換効率は述べられていない。また、シミュレーショ

ンを駆使することは良いが、大面積のプラズマがシミュレートできるのか疑問。 
・技術課題がどこにあったのか、分かりづらい。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○実用化へ必要なステップを着実に踏んでいるものと思われる。 
○低コスト量産技術を検討し、量産機仕様の目途を得て生産への移行が図られたことを評価

したい。 
○量産に向けたアプローチを実施している。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●量産テストにより得られる特性及び歩留等のデータが提示されると良い。 
●量産化には、プラズマの長期安定性、ダスト／パーティクルへの対策など多くの課題が予

想される。 
●課題は明らかになっているが、事業化までにはさらに技術開発が必要であろう。 
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●量産時に必要な、歩留まりなどの評価が必要。 
＜その他の意見＞ 
・コスト目標や目途はどのようになっているか。 
・事業化までには、いま少し時間が必要である。 
・低コスト化のためには、ある規模の設備投資を行い大量生産することが必要であるが、市

場での受け入れが可能な品質や性能が得られるか、見極めが必要である。 
 
 
 
２．８ 太陽電池用高品質多結晶シリコン製造技術の開発 

    実施者：株式会社第一機電 
評価項目 平均値

１．研究開発成果について 1.4 

２．実用化、事業化の見通しについて 1.0 

 
（１）成果に関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○小型実験炉ではあるが、変速引下げ法により小面積で１９％台、１５ｃｍ□で約１６％の

多結晶シリコン太陽電池を得られる製造法が得られたこと。 
○小型実験炉ではあるが、多結晶育成法の改善や、それにより６００μｍの拡散長と約２０％

の変換効率は評価される。 
○新しい挑戦的な技術開発であった。 
○成長方法や、雰囲気など種々の検討を行い、比較的高品質の結晶が得られている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●小型炉では高品質のインゴットも得られているが、品質が安定しているとは言えず、大型

炉からのインゴットは市販同等程度に留まっている。高品質のインゴット製造に必要な条

件が把握しきれていないと思われる。 
●ローコスト生産用大型凝固炉では小型実験炉で得られたような高品質インゴットの製造条

件がまだ確立されていないこと。 
●ルツボ離型材では解決されていない問題を抱えている。 

２件の特許件数は少なすぎる。 
●当初目標を一部達成できなかった。 
●キャストの場合、部分的には比較的容易に高品質のものが得られる。全体に渡って高品質

のものを得ることは困難であり、今後の評価必要である。 
＜その他の意見＞ 
・プロジェクトの目標としてインゴットの拡散長６００μｍ（基板サイズ１５ｘ１５ｃｍの

太陽電池セル変換効率１９％に相当）としているが、このサイズでこの特性を得ることは

まだ達成されていない。（表現として紛らわしい。） 
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・ドイツで評価したセルの面積は、大口径でないとあまり意味がない。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○大型炉で生産性に優れた独自の構造の炉が得られたこと。 
○本開発の１つの出口として大型多結晶 Si 引き上げ装置を販売したことは評価される。 
○キャスト法は、技術的にはリボン法などと比較し容易であるため、事業化のめどをたてや

すい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●実用化に向けては、解決すべき課題が多数ある。 
●高品質インゴットの製造条件を早期に確立すること。 
●離型法が確立されない現在、拡散長６００μｍを安定性良く製造できるかに対して危惧を

抱く。 
●いくつかの解決課題に焦点を絞って、具体的な進め方を検討すべきである。 
●インゴットの全領域にわたって品質が安定しているか、検証が必要である。 
 インゴットの大型化、商業化には、経験とノウハウが必要である。 
＜その他の意見＞ 
・当初の設定目標が NEDO の今回のプロジェクトの１４万円／ｋＷ以下とどのようにリンク

しているか。 
・他の様々なキャスト法と比較した場合のメリットがだせるような工夫がほしい。 
 
 
 
２．９ 溶融析出法による太陽電池用シリコン製造技術の開発 

    実施者：株式会社トクヤマ 
評価項目 平均点

１．研究開発成果について 2.2 

２．実用化、事業化の見通しについて 2.0 

 
（１）成果に関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○種々の困難に遭遇したが、目標生産能力を実証し、太陽電池製造に問題ない品質を確認し

た。 
○太陽電池用シリコン材料の製造法として も低コストが見込める溶融析出法で品質的にも

太陽電池用として適切な製造法を開発したことは評価できる成果である。 
太陽電池の性能としても優れた結果が得られている。 

○シリコンの融点以上の温度で析出する方法を開発し、３０ｋｇ／時間を達成したことは評

価される。６件の特許件数は十分とは云えないが一応評価される。 
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○努力の成果が認められる。 
○比較的規模の大きい実証プラントで、良い結果が得られた。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●試験持続時間は明記されていないが、長期安定製造のためには一層の長期信頼性確保が必

要と思われる。不純物の低減も望まれる。 
●世界初、世界 高水準の技術として、海外特許等も検討すべきでないか。 
●実際の運転時には、さまざまな問題（閉塞や飛散など）が出てくることが予想される。 
＜その他の意見＞ 
・目標に挙げられている製造コストに関する記述が無い。メンテナンス周期にも依存すると

思われる。 
・本格的な量産セル製造ﾌﾟﾛｾｽにて、品質の評価をする必要がある。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○慎重な実験データ取得と解析が必要だが、早急な事業化が望まれる状況である。 
○５０００ｔ／年の生産規模で、１５００円／ｋｇの目途が得られたことは評価できる。 
○当初計画より遅れ、今後より一層の改善が必要であるが、２０１２年での量産化に向けて

のしっかりとした計画を持っている。 
○技術も実績も豊富であり、早期の事業化を期待したい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●量産用の大型プラントの課題抽出に時間を要するようであるが、出来るだけ早い実用化を

期待したい。 
●この時点で事業化へのアプローチを示して欲しい。 
●事業化の時期が遅いのでは。 
＜その他の意見＞ 
・多結晶 Si の増産は結構なことであるが、太陽電池用 Si 製造の量産化への設備整備には予

期しない課題も出てくると予想される。 
・太陽電池業界の期待は、非常に大きい。 
 
 
 
２．１０ 単結晶および多結晶シリコンの表面反射率低減処理技術開発 

     実施者：株式会社新菱 
評価項目 平均値

１．研究開発成果について 1.0 

２．実用化、事業化の見通しについて 0.8 

 
（１）成果に関する評価 
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＜肯定的意見＞ 
○プラズマエッチングにより表面反射率の大幅な低減に成功した。 
○表面反射率が低減するドライエッチング処理条件を得たこと。但し、この条件が太陽電池

素子の表面の製作条件として適切かどうかは素子特性による評価が必要である。 
○研究室レベルの成果は認められる。 
○セル製造工程の一部に特化した研究開発であるが、多結晶シリコンにも適用可能な技術で、

結晶 Si 太陽電池全体の品質向上に貢献できる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●反射率低減に見合う性能改善が得られておらず、表面後処理やセル化技術の変更により性

能向上を実証することが必須である。 
●太陽電池の特性評価において、Jsc の結果の比較のみを示しているが、ここで開発されたド

ライエッチング処理の場合には、セル性能としては、FF、Voc、変換効率を含めた特性全

体のデータを示す必要がある。 
●反射率が１％と低減されたのに特性は向上されていない。 
特許が１件も出されていないとは問題である。 

●各社のセル製造工程にマッチングするか検証が必要。 
＜その他の意見＞ 
・プラズマエッチングの効果を評価する場合には通常の反射防止膜を付けたものとの特性比

較で行なうべきである。 
このプロジェクトの目標達成により得られる成果とＮＥＤＯプロジェクトの目標１４万円

／ｋW とのリンクはどのようになっているか。 
・コスト評価をしてほしい。 
 
（２）実用化・事業化の見通しに関する評価 
＜肯定的意見＞ 
○実用化のためにクリアすべき課題はあるものの、今後の方針は妥当である。 
○結晶 Si 系太陽電池すべてに適用可能な技術である。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●プラズマ処理で複数枚処理が均一に出来る量産機の試作を行なうこと。 
●複数枚の基板処理に対して案がないとは問題である。 
●大型機ではない量産機のコンセプトをもう少し詳細に示して欲しかった。また、事業化へ

のアプローチも欲しかった。 
●コスト的なメリットがあるか、詳細な検討が必要。 
 セル工程の一部のみを対象としているため、事業化のストーリーが必要（誰を相手に商売

するのか）。 
＜その他の意見＞ 
・ドライエッチを使用した表面反射の低減は既に学会発表が行なわれているので、本プロジ

ェクトの目標の新規性を明確に示す必要があるのでないか。 
・結晶 Si セルメーカー自身も同様の開発を行っている。それらと比較した場合の優位性を明
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確にする必要がある。 
 
 
 
２．１１ 個別テーマ評点の総合評価 
 全１０テーマにおける評点の平均値は、「研究開発成果について」１．９、「実用化、事業

化の見通しについて」１．７であり、両項目の和は３．６である。 
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第２章 評価対象制度 
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Ⅰ．制度の要約 
 

１．制度原簿改訂日 ：平成１９年３月１４日 
 
 ２．上位施策名   ：新エネルギー利用技術の研究開発 
 
 ３．制度名     ：太陽光発電システム普及加速型技術開発 
 
 ４．プロジェクト番号：P00035 
 
 ５．根拠法     ：石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和５ 

５年法律第７１号）第３９条第１項第１号イ 
（平成１２年本事業開始時より平成１５年９月まで） 
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 
（平成１５年１０月独立行政法人化以降） 

 
 ６．担当推進部署  ：新エネルギー技術開発部（旧、太陽・風力技術開発室） 
 
 ７．制度の概要   ：エネルギーセキュリティの確保及び地球環境問題への対応の観点 

から、太陽光発電の普及を抜本的かつ急速に進める必要があり、

制度制定前のニューサンシャイン計画等における技術開発の進展

や住宅用太陽光発電導入基盤整備事業等の導入施策の展開もあり、

漸く太陽光発電の初期導入段階といえる状況になってきたが、今

後より一層太陽光発電の本格的普及を図るためには、低コスト

化・量産化や性能向上等の課題を解決することが必要不可欠であ

った。 
このため本制度は、太陽光発電システムの産業自立化と市場自律

化を目指した、実用化技術開発、量産化技術開発、製造技術開発

等を実施することにより、太陽光発電システムの加速的なコスト

ダウンを行い、本格的普及を図ることを目的とした。 
ＮＥＤＯは研究開発テーマについて提案公募を行い、有望なテー

マを採択。各テーマの研究期間は原則３年以内とし、ＮＥＤＯと

提案者とでそれぞれ 1／2 の費用負担割合で共同研究契約を締結

（ＮＥＤＯ実施分については提案者に委託）し研究開発を実施し

た。 
            なお、平成１２年度から平成１４年度は「太陽光発電システム普

及促進型技術開発」として実施した。 
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 ８．開始年度    ：平成１２年度 
   終了年度    ：平成１７年度 
 
９．実績額推移   ：              （ＮＥＤＯ負担額、単位：百万円） 

年度 平成１２ 平成１３ 平成１４ 平成１５ 平成１６ 平成１７ 
電特会計 ９４５ １，０８７ ５４１ ８５１ ４７２ ５１６

 
 
 
 
Ⅱ．上位施策の概要 
 
名称： 新エネルギー利用技術の研究開発 
 
 施策の概要 
「平成１６年度事前評価書・新エネルギー利用技術の研究開発」（平成１５年８月作成）より 
 
１．施策の目的 

「石油代替エネルギーの供給目標」（２００２年３月、閣議決定）を達成するため、下記

新エネルギー目標量を２０１０年度までに導入することが求められている。 
このため、当該導入を円滑に行うため、新エネルギーの利用技術、低コスト化技術、性

能・信頼性向上技術等を開発するとともに、当該開発技術の早期実用化を促進するための

実証研究を実施し、併せて新エネルギーの導入検討に資するため運転データの収集等を目

的とするフィールドテスト事業を行い、新エネルギーの一層の普及・導入のための環境作

りを技術的側面から支援することにより、導入目標を達成する。 
○ 供給サイドの新エネルギー 

２０１０年度目標 
新エネルギーの種類 原油換算 

（万ｋ㍑） 
設備容量 

（万ｋＷ） 
太陽光発電 １１８ ４８２ 
風力発電 １３４ ３００ 
廃棄物発電 ５５２ ４１７ 
バイオマス発電 ３４ ３３ 
太陽熱利用 ４３９ － 
未利用エネルギー ５８ － 
廃棄物熱利用 １４ － 
バイオマス熱利用 ６７ － 
黒液・廃材等 ４９４ － 
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新エネルギー供給計 
（１次エネルギー総供給に

占める割合） 

１， ９１０ 
（３％程度） 

－ 

【総合資源エネルギー調査会新エネルギー部会報告書（平成 13 年６月）】 
 
２．施策の背景 
  新エネルギーについては、環境に与える負荷が小さく、石油依存度低下に資する石油代  

替エネルギーとして、エネルギー安定供給の確保（経済安全保障）や地球環境問題への対

応（環境負荷低減）等の意義を有することから、一層の開発と導入の促進が求められてい

る。 
しかしながら、新エネルギーは、長期的には潜在的に一定の供給力を担う可能性を有し

ているものの、現時点では、その特性に起因する問題や、利用技術、経済性等の問題より、

普及・導入が十分でなく、一次エネルギー総供給に占める割合が１％台にとどまっており、

今後は、一層の導入促進に向けた経済性の向上等が課題となっているが、「競合エネルギー

に比較して導入コストが高い」等、いわゆる外部性が存在し、市場機能の活用のみで十分

な導入を図ることは困難だと考えられる。 
 
３．施策の行政関与の必要性 
  このため、国は、利用技術の開発、性能・信頼性向上、経済性向上等を図る技術研究 開

発等を推進することにより、新エネルギーの普及・導入上の障害を取り除き、一層の普及・

導入のための環境作りを技術的側面から支援することで、２０１０年度新エネルギー導入

目標を達成すべく、この取組に関与する必要がある。 
 
４．施策内の他の制度、プロジェクト等 

・太陽光発電技術研究開発 
・太陽光発電システム共通基盤技術研究開発 
・風力発電電力系統安定化等技術開発事業  など 

 技術研究開発で１５事業、実証研究、フィールドテスト事業含む施策全体で２５事業。 
 
５．施策の目標 
  ２０１０年度の新エネルギー導入目標（上記Ⅱ．１．施策の目的を参照）を達成する。 

ただし、３年毎に行う中間評価において、事業毎に費用対効果（＝新エネ効果／投下費

用（補助金額等））を分析、評価し、その結果を元に事業毎に見直しを行う。 
 
６．施策の目標達成時期 
  新エネルギー導入目標については平成２２年度（２０１０年度）。 
 
７．施策の指標 
（１）本制度の個別指標 
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・変換効率 
・量産規模におけるモジュール原価 

（２）施策全体の共通指標 
・論文数及びそれらの論文の被引用度数 
・特許等取得した知的所有権数、それらの実施状況 
・特に、製品化に際してのライセンス供与数、取得ライセンス料 
・国際標準形成への寄与 

 
８．本制度の中間・事後評価時期 
  中間評価時期：－ 

事後評価時期：平成１７年度予定（*） 
  （*NEDO 推進部注記） 

本制度の基本計画において、 終年度の公募テーマに係る実施期間については、必要

に応じ延長を可能としていた為、平成１６年度予算を繰り越し平成１７年度も研究開

発を実施した関係で平成１８年度に事後評価を行うこととなった。 
 
 
 
Ⅲ．制度の概要 
 
１．制度の背景 
  エネルギーセキュリティの確保及び地球環境問題への対応の観点から、太陽光発電の普 

及を抜本的かつ急速に進める必要がある。ニューサンシャイン計画等における技術開発の

進展や住宅用太陽光発電導入基盤整備事業等の導入施策の展開もあり、ようやく太陽光発

電の初期導入段階といえる状況になってきたところであるが、今後太陽光発電の本格的普

及を図るためには、低コスト化・量産化や性能向上等の課題を解決することが必要不可欠

である。 
 
２．制度の目的 
  現行の生産性を革新的に向上させる量産化技術開発や変換効率を含めた太陽光発電シス 

テムの高性能化技術開発等を行い、太陽光発電システムの加速的なコストダウンと本格的

な普及を図る。 
 
３．制度の目標 
  太陽電池製造技術に関しては概ね製造コスト１４万円／ｋＷ以下が、また、太陽電池以 

外の周辺機器等の技術・装置に関しては概ねシステム建設製造コスト２５万円／ｋＷ以下

が、達成可能な水準の技術について、量産化技術、低コスト化技術等の実用化技術を開発

する。 
  なお、各研究テーマの開発目標及び実施の詳細については、提案書に記載されたものを
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踏まえ、採択テーマが決定した後、ＮＥＤＯと提案者の間で協議の上、個別の実施計画書

に定める。 
 
４．制度の仕組み 
（１）提案の公募  
   本制度の目的に照らして、下記要件を満たす研究開発テーマの提案を公募し、外部有 

識者による採択審査委員会の評価に基づき、ＮＥＤＯの契約・助成審査委員会において

採択テーマを決定する。 
（２）提案の要件  

提案者が有している太陽光発電に関する事業化計画を実現する上で必要となる次の

(イ)から（ハ）に該当する研究開発であって、かつ研究開発終了後速やかに市場に導入さ

れ、太陽光発電システムの大量導入に資すると判断されるものとする。 
（イ） 太陽電池の生産性向上に関するもの 
（ロ） 太陽電池の高性能化・低コスト化に関するもの  
（ハ） 太陽光発電システムの低コスト化に関するもの  

なお、採択にあたっては制度の目標を基準とする。  
（３）研究開発体制 
   採択したテーマにつき、ＮＥＤＯと提案者（契約締結後は実施者）はそれぞれ１／２

の費用負担割合で共同研究契約を締結し研究開発を実施する。なお、共同研究のＮＥＤ

Ｏ実施分については、実施者たる企業に委託して実施する。実施者は、中間年報、成果

報告書をＮＥＤＯに提出する。（参考資料２．「基本計画」） 
 
  
       
Ⅳ．運営マネジメント 
 
１．委託条件 
（１）契約種別 
   共同研究契約 
    本制度開始時より平成１５年９月まで単年度契約 

平成１５年１０月より独立行政法人化に伴い複数年度契約 
（２）共同研究期間 

各研究テーマの研究期間は原則３年間以内 
（３）共同研究費 

ＮＥＤＯと実施者間で協議のうえ決定しそれぞれ１／２負担 
（４）知的財産権の帰属 
   共同研究開発の成果に関わる知的財産権は、原則として全て共同研究先に帰属 
 
２．公募 
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（１）公募要領 
参考資料３．「公募要領」のとおり 

（２）公募期間 
    平成１２年度：平成１２年 ６月 １日～同 ７月 ３日（３３日間） 
    平成１３年度：平成１３年 ３月 ６日～同 ４月１０日（３６日間） 
    平成１４年度：平成１４年 ２月１８日～同 ３月２２日（３３日間） 
    平成１５年度：平成１５年 ５月１６日～同 ６月２７日（４３日間） 
           平成１５年１１月２１日～同１２月２２日（３２日間） 
    平成１６年度：平成１６年 ６月１０日～同 ７月２０日（４１日間） 
 
３．採択審査 
（１）採択までの流れ 
   以下、公募 終年度である平成１６年度の流れを番号順に時系列で示す。 
    ①事前周知･･･公募開始１ヶ月前までにＮＥＤＯホームページで実施 
    ②公募告知･･･公募開始日に公募情報をＮＥＤＯホームページのほか経済産業広報

に掲載 
    ③公募説明会･･･公募期間前半に開催 
    ④公募〆切 

⑤重複チェック･･･提案テーマの他事業との重複を避けるべくＮＥＤＯ内で実施 
⑥事前書面審査 
⑦採択審査委員会･･･上記⑥共に外部有識者による審査、採択テーマ候補の決定 
⑧契約・助成審査委員会･･･採択研究開発テーマ（共同研究先）の決定 

（２）応募資格・採択基準 
 （イ）応募資格 
    次の 1.～6.までの条件を満たす、単独ないし複数で共同研究を希望する企業とする。 
     1. 当該研究又は関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、研究開発成果

による事業化計画及びその実現について充分な能力を有すること。 
     2. 研究開発目標の達成及び研究計画の遂行に必要な組織、人員等を有し、かつ、

研究開発費総額の 1／2 を自己負担できること。 
     3. 当該共同研究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。 
     4. ＮＥＤＯが研究開発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。 
     5. 当該研究開発を複数の企業が共同で実施する場合、各企業間の明確な責任と役

割が示されていること。 
     6. 原則、本邦の企業で日本国内に研究開発拠点を有していること。ただし、外国

企業の特別の研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点か

ら国外企業との連携が必要な部分はこの限りではない。 
 （ロ）採択基準 
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    原則として次の a.から c.を基準とする。 
     ａ. 太陽電池製造技術に関しては概ね製造コスト 14 万円/ｋＷ以下が達成可能で

あり、生産規模については概ね 10 万ｋＷ/年以上を可能とするもの。 
     ｂ．太陽電池以外の周辺機器等の技術・装置に関しては上記ａを前提として概ね

システム製造コスト 25 万円/ｋＷ以下が達成可能であり、生産規模について

は概ね 10 万ｋＷ/年以上のシステム導入量に対応可能とするもの。 
     ｃ．その他関連技術については上記ａ.ｂ.の基準を勘案して妥当なもの。 
（３）採択審査委員会 
   本委員会は委員長１名、委員４名の計５名により構成。提案テーマに関し開発技術は

もとより事業化計画をも審査可能とすべく、委員長ならびに各委員は、太陽光発電シス

テムに関する大学研究者、過去のＮＥＤＯ太陽電池開発プロジェクト元参画企業の開発

者、プロセス技術開発者、新エネルギー関係の評価経験のある金融関係者などの外部有

識者である。 
   なお、審査内容が企業戦略、ノウハウ等に及ぶため非公開にて実施。また、委員名も

本委員会開催後においても非公開。 
 
４．制度の運営体制 

・経済産業省担当原課：資源エネルギー庁 
             省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課 
 ・運営部署     ：独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
             新エネルギー技術開発部（旧、太陽・風力技術開発室） 
 
５．実施プロセス 
（１）実施スキーム 
       
 
 
      補助金  運営費交付金   
            
       
 
 
 
 
 
 

採択決定 

共同研究契約 

応募 

公募  
 
 

ＮＥＤＯ 
（採択審査委員会） 

 
（提案者） 

 
民間企業 

 
（実施者） 

成果報告 

 
経済産業省 
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（２）制度全体の研究開発体制 
 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

①株式会社カネカ 
②薄膜多結晶シリコンセ

ル形成の高スループッ

ト量産化技術開発 

③平成１２－１３年度 

①三菱重工業株式会社 

②高速大面積アモルファ

スシリコン製膜技術の

開発 
③平成１２－１３年度 

①シャープ株式会社 
②低コスト太陽電池用多

結晶シリコン基板の量

産化技術開発 

③平成１２－１４年度 

①シャープ株式会社 
②結晶シート太陽電池の

高効率化技術開発 
③平成１５－１６年度 

①富士電機アドバンスト

テクノロジー株式会社 
②フィルム基板アモルフ

ァス太陽電池の量産化

技術開発 
③平成１４－１５年度 

①チッソ株式会社 
②太陽電池用シリコン原

料の低コスト・量産化技

術開発 

③平成１４－１７年度

①株式会社カネカ 

②薄膜多結晶 Si の量産型

製膜装置開発 
③平成１５－１７年度 

①株式会社第一機電 
②太陽電池用高品質多結

晶シリコン製造技術の

開発 

③平成１５－１６年度

①株式会社トクヤマ 
②溶融析出法による太陽

電池用シリコン製造技

術の開発 
③平成１６－１７年度

①株式会社新菱 
②単結晶および多結晶シ

リコンの表面反射率低

減処理技術開発 

③平成１６－１７年度

～凡例～ 
①共同研究先名 
②共同研究テーマ名 
③共同研究期間

国立大学法人

東京農工大学

国立大学法人

東京農工大学

崇城大学 

再委託 

再委託 

共同研究 
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個別テーマ一覧 
 

番

号 

研究テーマ 
（共同研究先） 

研究開発内容 目標 

① 薄膜多結晶シリコンセル

形成の高スループット量

産化技術開発 
（株式会社カネカ、(旧・

鐘淵化学工業株式会社)） 

アモルファスシリコン／薄膜多結晶

シリコンハイブリッド太陽電池モジ

ュールの量産化を図るため、ハニカ

ム状プラズマ閉じ込め型電極、高高

周波放電等の技術を組み込み、１ｍ

角サイズ基板上に薄膜多結晶シリコ

ンセルを高速で量産可能なインライ

ンＣＶＤ装置及びプロセス技術の開

発を行う。 

薄膜多結晶製膜速度：

１１Å/sec 以上（１ｍ

角） 
太陽電池の変換効

率：１０％以上 
タクト短縮：現行イン

ライン方式の１７％

短縮 
稼働率：９０％以上 
歩留まり：９０％以上

② 高速大面積アモルファス

シリコン製膜技術の開発 
（三菱重工業株式会社） 

アモルファスシリコン太陽電池の生

産性を大幅に向上させる技術とし

て、大面積基板に高速でアモルファ

スシリコン膜を製膜できる超高周波

プラズマＣＶＤ技術、製膜装置のメ

ンテナンス時間を大幅に短縮できる

セルフクリーニング技術、及びこれ

らの技術を組み込んだ５製膜室星型

配置アモルファスシリコン製膜装置

の開発を行う。 

基板サイズ：１．４ｍ

×１．１ｍ 
製膜速度：１０Å/sec
膜厚分布：±２０％以

下 
製造コスト：１４０円

／Ｗp 
（年産１００ＭＷ時）

③ 低コスト太陽電池用多結

晶シリコン基板の量産化

技術開発 
（シャープ株式会社） 

現行のキャスト技術と異なり、スラ

イス工程が不要で、多結晶シリコン

基板の製造原価が大幅に低減できる

直接基板化凝固法を用いて、シリコ

ン融液から直接多結晶シリコン基板

を製造する量産化技術の開発を行

う。 

基板サイズ： 
１５．５ｃｍ角

結晶品質： 
変換効率１４％以上

基板生産速度： 
６,０００枚／日・台

基板製造コスト： 
２１０円／枚

（＝１４０円／Ｗp）
④ 結晶シート太陽電池の高

効率化技術開発 
（シャープ株式会社） 

シリコン融液から直接結晶成長させ

る低コスト多結晶シリコン基板（結

晶ｼｰﾄ）を用いた太陽電池の高効率化

技術を開発する。高効率化のための、

表面凹凸が大きい結晶シートに対応

セル変換効率：１５％

(１５ｃｍ角セル４２

枚を接続、封止したモ

ジュールで評価)   
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した電極形成技術、接合形成技術に

ついての検討、及び結晶シート品質

改善のための高速熱処技術と窒化シ

リコン膜によるパッシベーション条

件について検討する。また、量産化

のための開発技術のライン適合性に

ついて検討する。 
⑤ フィルム基板アモルファ

ス太陽電池の量産化技術

開発 
（富士電機アドバンスト

テクノロジー株式会社） 

アモルファス太陽電池の基板には一

般的にガラスが使用されているが、

本開発では、軽量でフレキシブルな

プラスチックフィルムを基板とした

ロールツーロールプロセスによるア

モルファス太陽電池の製造技術をベ

ースにして、生産性を大幅に向上さ

せる量産化技術を開発する。具体的

には、ロールツーロールプロセスで

の量産に適合したセル構造の開発、

及びプラスチックフィルム上に高速

かつ連続的に太陽電池を形成する技

術を開発する。 

新型直列接続構造： 
有効面積率９３％

a-Si 製膜速度： 
３０ｎｍ／分以上

連続形成： 
１,０００セル／ロー

ル１本 
製造歩留まり： 

９０％以上

⑥ 太陽電池用シリコン原料

の低コスト・量産化技術

開発 
（チッソ株式会社） 

今後の太陽光発電システムの本格的

な普及拡大のためには、低コストで

大量生産を可能とする太陽電池用原

料シリコンの製造技術が必要であ

る。本開発では、現行の多結晶シリ

コン製造方法とは全く異なり、四塩

化珪素を亜鉛で還元することで高純

度シリコンを得ることができる、新

しい太陽電池用シリコン製造技術を

開発する。 

コスト： 
２,０００円／㎏以下

（１,０００トン／年

規模の生産時） 
品質： 
抵抗率５０Ω・ｃｍ 
以上 

⑦ 薄膜多結晶Siの量産型製

膜装置開発 
（株式会社カネカ） 

薄膜多結晶シリコン太陽電池の製造

コストを低減するため、生産性の高

い多数枚バッチ方式による薄膜製造

装置技術を開発する。具体的には、

ＲＦ電源の給電方法、ガス流れの制

御、及び基板温度の制御等について

検討し、多数枚バッチ方式による高

品質、均一製膜技術を開発する。 

モジュール効率： 
１２%（平均値）

（基板サイズ１ｍ角、

製膜速度３Å/sec、基

板８枚挿入） 
（設備コストとして、

０．５億円/MW 以下

を目安とする）   
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⑧ 太陽電池用高品質多結晶

シリコン製造技術の開発 
（株式会社第一機電） 

単結晶シリコン並の太陽電池用多結

晶シリコン基板の製造技術開発とし

て、インゴット製造プロセスにおけ

る高精度温度制御技術、Ｂドーピン

グ技術、及び坩堝離型材塗布技術に

ついて検討する。 

インゴットの比抵抗

分布： 
 １～２Ω・ｃｍ－１

（ｲﾝｺﾞｯﾄｻｲｽ ：゙６０×

６０×２０ｃｍ） 
拡散長： 

６００μｍ

（基板ｻｲｽﾞ１５×１

５ｃｍの太陽電池ｾﾙ

変換効率１９%に相

当） 
⑨ 溶融析出法による太陽電

池用シリコン製造技術の

開発 
（株式会社トクヤマ） 

太陽電池用シリコンを溶融析出法に

より製造する技術に関する開発を行

う。具体的には、平成１５年度まで

の基板促進事業で得られた結果を基

に、溶融析出法の大型プラントを建

設し生産能力と製品化に関する開発

を行う。 

生産能力の実証： 
２４０ｔ／年

（大型反応器φ５０

０ mm ×５ , ０００

mmL 一基あたり） 
製造コスト： 

１,５００円／ｋｇ

（年間５,０００ｔ 
以上生産時） 

⑩ 単結晶および多結晶シリ

コンの表面反射率低減処

理技術開発 
（株式会社新菱） 

シリコン基板の表面反射率を低減す

るための表面処理技術を開発する。

具体的には、基板のテクスチャーエ

ッチング工程において、ウエットエ

ッチングで凹凸形状を形成し、次い

でRIEでマクロ凹凸上にミクロな凹

凸を形成することにより、表面反射

率を低減する表面処理の商用化技術

を開発する。 

表面反射率（８００

nm）： 
 ４%以下(単結晶)
１０%以下(多結晶)

（基板サイズ１２．５

cm 角以上）   

 
（３）実施方針 
   終年度の平成１７年度版を参考資料４．「実施方針」に示す。 
  
６．成果の普及活動 
  年度毎の成果報告会等を他の太陽電池関連事業と共に次のとおり実施した。 
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実施項目 開催時期 開催場所 
平成 13 年度太陽光発電 
技術検討会 

平成 14 年 6 月 7 日 かんぽヘルスプラザ東京 

平成 14 年度太陽・ 
風力技術審議委員会 

平成 15 年 6 月 25
日 

サンシャインシティ文化会館

特別ホール 
平成 15 年度成果報告会 平成 16 年 7 月 8 日 川崎日航ホテル 
平成 16 年度成果報告会 平成 17 年 7 月 8 日 川崎日航ホテル 
平成 17 年度成果報告会 平成 18 年 9 月 29

日 
川崎市産業振興会館 

 
７．評価 

「技術評価実施規程」（平成１５年１０月制定）に基づき、技術的及び政策的観点から、

研究開発の意義、目的達成度、成果の技術的意義並びに将来の産業の波及効果等について、

個別テーマと制度全体に分けて、以下の評価項目・評価基準に基づき外部部有識者により

事後評価を実施する。 
  以下、ローマ数字が評価項目を、アルファベットが評価基準をそれぞれ示す。 
 （１）個別テーマ 

Ⅰ．研究開発成果について 
Ａ．目標の達成度 
Ｂ．成果の意義 
Ｃ．特許等の取得 
Ｄ．成果の普及 

Ⅱ．実用化、事業化の見通しについて 
Ａ．成果の実用化可能性 
Ｂ．事業化までのシナリオ 
Ｃ．波及効果 

 （２）制度全体 
  Ⅰ．事業の位置付け・必要性について 
   Ａ．ＮＥＤＯの事業としての妥当性 
   Ｂ．事業目的の妥当性 
  Ⅱ．研究開発マネジメントについて 
   Ａ．研究開発目標の妥当性 
   Ｂ．研究開発計画の妥当性 
   Ｃ．研究開発実施者の事業体制の妥当性 
   Ｄ．情勢変化への対応等 

Ⅲ．研究開発成果について（制度全体として） 
Ａ．目標の達成度 
Ｂ．成果の意義 
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Ｃ．特許等の取得 
Ｄ．成果の普及 

Ⅳ．実用化、事業化の見通しについて（制度全体として） 
Ａ．成果の実用化可能性 
Ｂ．事業化までのシナリオ 
Ｃ．波及効果 

 
８．運営マネジメントの改善経緯 
  研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研

究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、本研究開発の目的及び目標に照らして適切な運

営管理を実施した。具体的には、必要に応じて、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会

及び技術検討会等、外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度プロ

ジェクトの進捗について報告を受けること等を行った。 
  また、制度自体の改善に向けて、平成１６年度第３回太陽光発電技術委員会（平成１７

年２月３日開催）において、技術委員より意見や提案等を徴し、実用化技術開発の後継制

度で平成１７年度より実施予定であった太陽光発電システム実用化加速技術開発の運営改

善に努めた。 
 
 
 
Ⅴ．制度の実績 
 
１．本制度に係わる投入資金 

ＮＥＤＯ負担実績額は次のとおり            （単位：百万円） 
 H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 合 計 
電特会計 945 1,087 541 851 472 516 4,412 

 
２．ＮＥＤＯの投入人員 
  各年度とも部長１名、主任研究員１名、主たる担当主査１名 

（ただし、公募、契約等では複数名で対応） 
  
３．応募および採択件数                      （単位：件） 

     H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 合 計 
応募件数 １１ ０ ３ ３ ３ 公募せず ２０ 
採択件数 ３ ０ ２ ３ ２ － １０ 

 
４．主題的効果 
（１）個別テーマの成果 
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   各テーマの成果報告書は、ＮＥＤＯホームページ上の技術情報データベース（ＵＲＬ： 
http://www.tech.nedo.go.jp/jsp/tsjsp/HoukokushoKensaku.jsp）にて次のバーコードを

入力し検索後、ダウンロードすることにより参照可能。 
尚、事後評価時説明資料は、参考資料５．「概要版・テーマの成果」の通り。 
番

号 

研究テーマ 
（共同研究先） 

バーコード 

① 薄膜多結晶シリコンセル形成の高スループット量産化技術開発 
（株式会社カネカ、(旧・鐘淵化学工業株式会社)） 

01000270065 

② 高速大面積アモルファスシリコン製膜技術の開発 
（三菱重工業株式会社） 

01000270254 

③ 低コスト太陽電池用多結晶シリコン基板の量産化技術開発 
（シャープ株式会社） 

10000075942 

④ 結晶シート太陽電池の高効率化技術開発 
（シャープ株式会社） 

10000663124 

⑤ フィルム基板アモルファス太陽電池の量産化技術開発 
（富士電機アドバンストテクノロジー株式会社） 

10000391026 

⑥ 太陽電池用シリコン原料の低コスト・量産化技術開発 
（チッソ株式会社） 

10000824917 

⑦ 薄膜多結晶 Si の量産型製膜装置開発 
（株式会社カネカ） 

10000825016 

⑧ 太陽電池用高品質多結晶シリコン製造技術の開発 
（株式会社第一機電） 

10000663218 

⑨ 溶融析出法による太陽電池用シリコン製造技術の開発 
（株式会社トクヤマ） 

100008873 

⑩ 単結晶および多結晶シリコンの表面反射率低減処理技術開発 
（株式会社新菱） 

10000825112 

 
 
（２）特許出願件数の推移 （単位：件） 
   採択年度別の出願件数は次の通り。          

＜採択年度別＞    H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy～ 合計 
H12fy 採択案件 0 26 35 4 2 2 69 
H13fy 採択案件 応募無し 0  
H14fy 採択案件 0 1 1 1 3 
H15fy 採択案件 2 3 1 6 
H16fy 採択案件 1 5 6 
合  計 0 26 35 7 7 9 84 
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   国内外別の出願件数は次の通り。 
＜国内/外国別＞ H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy～ 合計 
国  内 0 26 30 7 5 9 77 
外  国 0 0 5 0 2 0 7 
合  計 0 26 35 7 7 9 84 

（３）その他の成果発表件数の推移 
   原著論文、学会発表等その他の成果発表件数は次の通り。 

項  目 H12fy H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy～ 合計 
査読有 0 0 2 2 2 0 6原著 

論文 査読無 0 0 0 1 0 0 1
国内 0 1 3 4 8 17 33学会 

発表 海外 0 0 1 6 8 5 20
新聞 7 15 1 0 3 13 39プレス 

発表 雑誌等 0 0 4 1 0 1 6
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参考資料１． 
 

評価の実施方法 
 
 本評価は、「技術評価実施規程」（平成１５年１０月制定）に基づいて実施する。 
 
１．評価の目的 

評価の目的は、 
（１）業務の高度化等の自己改革を促進する。  
（２）社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り込む。  
（３）評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促進する。  

とされている。 
本評価では、本事業の意義、研究開発目標の妥当性、目標の達成度、成果の意義、成果

の実用化可能性などについて評価する。  
  
２．評価者  

事業の目的に即した専門家、有識者からなる評価委員会により評価を行うこととする。  
評価委員は、以下の事項に配慮して選定することとされている。  
（１）当該研究開発の分野の知見を有する専門家  
（２）科学技術全般に知見のある専門家、有識者  
（３）産業界の専門家、有識者  
また評価に対する中立性確保の観点から事業の推進側関係者を専任対象から除外するこ

ととしている。以上に基づき、委員会名簿にある５名が選任された。委員会は、共同研究

先の今後の実用化に関する秘密情報を含むため非公開とした。 
なお、評価事務局は、推進担当部である新エネルギー技術開発部が担当した。 

  
３．評価対象  

平成１２年度から平成１７年度まで（一部平成１８年度まで延長）進めてきた本事業に

おいて実施した１０件の研究開発テーマに関して、テーマ毎に研究成果、実用化の見通し

を評価するとともに、事業の制度全体に対する評価を実施した。 
 
４．評価方法  

制度原簿及び研究実施者から提出された研究成果等に関する資料に基づき、評価委員に

よる評価コメント作成等の評価を行った。評価コメントにおいて表明された疑問点や事実

と異なる可能性のあるコメントに対しては、事務局が実施者へ問い合わせ、得られた回答

を評価委員に伝えた。評価コメント及び評点の修正については委員の判断に委ねた。 
委員会では、評価結果案に基づき、審議経過に記載の方法で評価を行った。後日、 終

評価結果を評価委員の承認を得て評価報告書として確定した。 
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５．評価項目・評価基準  
以下に示す評価項目・評価基準により、事業の制度全体、及び個別テーマについて、評

価コメントを作成、また個別テーマについては評点付けも行うことによって評価を実施し

た。  
Ⅰ．本事業の制度全体に関する評価  

１ 総論  
（１）総合評価  
（２）今後に対する提言  

  ２ 各論 
  ２．１ 事業の位置付け・必要性について 

(1)ＮＥＤＯの事業としての妥当性 
・特定の施策（プログラム）、制度の下で実施する事業の場合、当該施策・制度の目標 

達成のために寄与しているか。 
・民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことにより、ＮＥ 
ＤＯの関与が必要とされる事業か。 

・当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較において十 
分であるか。 

(2)事業目的の妥当性 
・内外の技術開発動向、国際競争力の状況、エネルギー需給動向、市場動向、政策動向、 

国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
２．２ 研究開発マネジメントについて 
(1)研究開発目標の妥当性 
・内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されているか。 
・具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。 
・目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 

(2)研究開発計画の妥当性 
・目標達成のために妥当なスケジュール、予算となっているか。 
・目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 
・研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 

(3)研究開発実施者の事業体制の妥当性 
・適切な実施体制になっているか。 
・安易な業界横並び体制に陥ることなく、真に技術力と事業化能力を有する企業を実施 
者として選定しているか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な実施者間の競争が十分に行われる体制となっ

ているか。 
(4)情勢変化への対応等 
・進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機敏かつ適切 
に対応しているか。 

・計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の揺らぎとな 
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っていないか）。計画見直しを適切に実施しているか。 
２．３ 研究開発成果について 
(1)目標の達成度 
・成果は目標値をクリアしているか。 
・全体としての目標達成はどの程度か。 
・目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確になってい 

るか。 
(2)成果の意義 
・成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 
・成果は、世界初あるいは世界 高水準か。 
・成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 
・成果は汎用性があるか。 
・投入された予算に見合った成果が得られているか。 

(3)特許等の取得 
・知的財産権等（特許、著作権等）は事業戦略に沿って適切に出願されているか。 

(4)成果の普及 
・論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。 
・成果の受取手（活用・実用化の想定者）に対して、適切に成果を普及しているか。ま 

た、普及の見通しは立っているか。 
・一般に向けて広く情報発信をしているか。 
２．４ 実用化、事業化の見通しについて 
(1)成果の実用化可能性 
・産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 
・実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっているか。 

(2)事業化までのシナリオ 
・コストダウン、導入普及、事業化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等の見通 
しは立っているか。 

(3)波及効果 
・成果は関連分野への技術的波及効果及び経済的・社会的波及効果を期待できるものか。 
プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなどの波及効

果を生じているか。 
 Ⅱ．個別テーマの評価 
  １．研究開発成果について 

(1)目標の達成度 
・成果は目標値をクリアしているか。 
・全体としての目標達成はどの程度か。 
・目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確になってい 

るか。 
(2)成果の意義 
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・成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 
・成果は、世界的に見て高いレベルの成果（世界初、世界 高水準等）か。 
・成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 
・投入された予算に見合った成果が得られているか。 
(3)特許等の取得 
・知的財産権等（特許、著作権等）は事業戦略に沿って適切に出願されているか。 
・外国での積極的活用が想定される場合、外国の特許を取得するための国際出願が適切 
にされているか。 

・長期プロジェクトでは、権利化への努力がなされているか。 
(4)成果の普及 
・論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。 
・成果の受け取り手（活用・実用化の想定者）に対して、適切に成果を普及しているか。 

また、普及の見通しは立っているか。 
・一般に向けて広く情報発信をしているか。 
●研究開発成果の評価素点  
非常によい→Ａ、よい→Ｂ、概ね妥当→Ｃ、妥当とはいえない→Ｄ 

２．実用化、事業化の見通しについて 
(1)成果の実用化可能性 
・産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 
・実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっているか。 
(2)事業化までのシナリオ 
・コストダウン、事業化までの期間、事業化とそれに伴う経済効果等の見通しは立って 

いるか。 
(3)波及効果 
・成果は関連分野への技術的波及効果及び経済的・社会的波及効果を期待できるものか。 
・プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進する等の波及効果 
を生じているか。 
●実用化、事業化の見通しの評価素点 
 明確に実現可能なプランあり→Ａ、実現可能なプランあり→Ｂ、 

 概ね実現可能なプランあり →Ｃ、見通しが不明→Ｄ 
  尚、個別テーマの各評価項目の評点平均値は、５委員からの素点をＡ=３､Ｂ=２､Ｃ=１､

Ｄ=０として事務局が数値に換算し算出した。 
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参考資料２． 
 

Ｐ０００３５ 
 

「太陽光発電システム普及加速型技術開発」基本計画 
 

新エネルギー技術開発部  
 
１．研究開発の目的・目標・内容  
（１）研究開発の目的  

エネルギーセキュリティの確保及び地球環境問題への対応の観点から、太陽光発電の普及

を抜本的かつ急速に進める必要がある。近年、ニューサンシャイン計画等における技術開発

の進展や住宅用太陽光発電導入基盤整備事業等の導入施策の展開もあり、漸く太陽光発電の

初期導入段階といえる状況になってきたところであるが、今後太陽光発電の本格的普及を図

るためには、低コスト化・量産化や性能向上等の課題を解決することが必要不可欠である。  
そのために、現行の生産性を革新的に向上させる量産化技術開発や変換効率を含めた太陽

光発電システムの高性能化技術開発等を行う。  
したがって本事業は、太陽光発電システムの産業自立化と市場自律化を目指した、実用化

技術開発、量産化技術開発、製造技術開発等を実施することにより、太陽光発電システムの

加速的なコストダウンを行い本格的普及を図る。 
  

（２）研究開発の目標  
太陽光発電システムの加速的な普及拡大に資するため、太陽光発電システムに関する新規

技術を生産現場に円滑に導入する際に必要な量産化技術、高性能化技術等に関する研究開発

を行う。 
なお、各研究テーマの開発目標及び実施の詳細については、提案書に記載されたものを踏

まえ、採択テーマが決定した後、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。）と提案者の間で協議の上、実施計画書に定めるものとす

る。 
  
（３）研究開発の内容  

太陽光発電システムの加速的な普及拡大に貢献する、量産化技術、高性能化技術等に関す

る共同研究テーマについて提案公募を行い、目的達成に有効な研究開発テーマを採択してＮ

ＥＤＯ技術開発機構との間で共同研究を実施する。  
 
（４）共同研究費等  
共同研究に要する費用は、ＮＥＤＯ技術開発機構と提案者でそれぞれ１／２の負担とする。  

 
２．研究開発の実施方式  
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（１）提案の公募  
本技術開発の目的に照らして、下記要件を満たす研究開発テーマの提案を公募し、外部有

識者による審査委員会の評価に基づき、ＮＥＤＯ技術開発機構の契約・助成審査委員会にお

いて採択テーマを決定する。  
 
（２）提案の要件  

提案者が有している太陽光発電に関する事業化計画を実現する上で必要となる次の(イ)か
ら（ハ）に該当する研究開発であって、かつ研究開発終了後速やかに市場に導入され、太陽

光発電システムの大量導入に資すると判断されるものとする。  
（イ）太陽電池の生産性向上に関するもの  
（ロ）太陽電池の高性能化・低コスト化に関するもの  
（ハ）太陽光発電システムの低コスト化に関するもの  
また、採択にあたっては次のａからｃを基準とする。  

ａ．太陽電池製造技術に関しては概ね製造コスト１４万円／ｋＷ以下が達成可能であり、

生産規模については概ね１０万ｋＷ／年以上を可能とするもの。  
ｂ．太陽電池以外の周辺機器等の技術・装置に関しては上記ａ．を前提として概ねシス

テム建設製造コスト２５万円／ｋＷ以下が達成可能であり、生産規模については概

ね１０万ｋＷ／年以上のシステム導入量に対応可能とするもの。  
ｃ．その他関連技術については上記ａ、ｂの基準を勘案して妥当なものとする。  

 
（３）研究開発体制  
採択したテーマにつき、NEDO は提案者とそれぞれ１／２の費用負担割合で共同研究契約

を締結し研究開発を実施する。なお、共同研究の NEDO 実施分については、提案者たる企業

等に委託して実施する。  
 
（４）研究開発の運営管理  
研究開発全体の管理・執行に責任を有するＮＥＤＯ技術開発機構は、経済産業省及び研究

開発責任者と密接な関係を維持しつつ、本研究開発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、ＮＥＤＯ技術開発機構に設置する委員会及び技

術検討会等、外部有識者の意見を運営管理に反映させる他、四半期に一回程度プロジェクト

の進捗について報告を受けること等を行う。  
 
３．研究開発の実施期間  

平成１２年度から平成１６年度までの５年間とする。ただし、各テーマの研究期間は、原

則３年以内とするが、 終年度の公募テーマに係る実施期間については必要に応じ延長を可

能とする。  
なお、平成１２年度から平成１４年度は「太陽光発電システム普及促進型技術開発」とし

て実施。  
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４．評価に関する事項  
ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的及び政策的観点から、研究開発の意義、目的達成度、成

果の技術的意義並びに将来の産業の波及効果等について、外部部有識者による研究開発の事

後評価を平成１７年度に実施する。なお、評価の時期については、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に応じて、前倒しする等、適宜見直すものとする。  
 
５．その他の重要事項  
（１） 研究開発成果の取扱い  

①成果の普及  
本研究開発で得られる研究成果については、ＮＥＤＯ技術開発機構 、共同研究先とも、

その普及に努めるものとする。  
②知的財産権の帰属  

共同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、すべて共同研究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、研究開発内容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、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状況、当該

研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研究開発体制等、基本計画

の見直しを弾力的に行うものとする。 
  
（３） 根拠法  
本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１項

第１号イに基づき実施する。  
 
６．基本計画の改訂履歴  
（１）平成１２年５月、制定。  
（２）平成１６年３月、独立行政法人化に伴い、根拠法等を改訂。 
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参考資料３． 
 

「太陽光発電システム普及加速型技術開発」に関する公募要領 
 
【はじめに】  

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。）では、エネルギーセキュリティの確保及び地球環境問題への対応の観点から、太陽光

発電に関わる技術開発を推進しております。  
このたび、平成１６年度に実施する下記事業について、研究開発テーマを公募致します

ので、提案を希望される方は次の要領に従って提案書を提出してください。  
 
【１．事業の概要】  
（１）事業の名称：「太陽光発電システム普及加速型技術開発」  
 
（２）事業の目的：  

太陽光発電システムの加速的な普及拡大に資するため、太陽光発電システムに関す

る新規技術を生産現場に円滑に導入する際に必要な低コスト化技術、量産化技術、高

性能化技術等の研究開発を行います。  
 
（３）研究開発費及び実施体制：  

公募により採択したテーマについて、ＮＥＤＯ技術開発機構と提案者とでそれぞれ

１／２の費用負担割合で共同研究契約を締結し研究開発を実施します。なお、共同研

究のＮＥＤＯ技術開発機構実施分については、提案者に委託して実施します。  
 
（４）研究開発期間及び予算  

研究開発期間は、平成１８年３月２０日までの約２年間とします。また、予算につ

いては事業予算の範囲内でＮＥＤＯ技術開発機構と提案者の間で協議の上 決定し、複

数年度契約するものとします。  
 
（５）提案の要件  

提案者が有している太陽光発電システムに関する事業化計画を実現する上で必要と

なる、次の（イ）から（ハ）に該当する研究開発であって、かつ研究開発終了後速や

かに市場に導入され、太陽光発電システムの大量導入に資すると判断されるものとし

ます。  
（イ） 太陽電池及びシステムの生産性向上に関するもの  
（ロ） 太陽電池の低コスト化、量産化又は高性能化に関するもの  
（ハ） 太陽光発電システムの低コスト化、量産化に関するもの  
ただし、採択に当たっては原則として次のａからｃを基準とします。  

ａ． 太陽電池製造技術に関しては概ね製造コスト１４万円／ｋＷ以下が達成可能で
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あり、生産規模については概ね１０万ｋＷ／年以上を可能とするもの  
ｂ． 太陽電池以外の周辺機器等の技術・装置に関しては上記ａ．を前提として概ね

システム建設製造コスト２５万円／ｋＷ以下が達成可能であり、生産規模につい

ては概ね１０万ｋＷ／年以上のシステム導入量に対応可能とするもの  
ｃ．その他関連技術については上記ａ.ｂ.の基準を勘案して妥当なもの 

  
【２．応募資格】  

次の（１）～（６）までの条件を満たす、単独ないし複数で共同研究を希望する企業と

します。 
  
（１） 当該技術又は関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、研究開発成果によ

る事業化計画及びその実現について充分な能力を有すること。  
（２） 研究開発目標の達成及び研究計画の遂行に必要な組織、人員等を有し、かつ、研究

開発費総額の１／２を自己負担できること。  
（３） 当該共同研究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。  
（４） ＮＥＤＯ技術開発機構が研究開発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。  
（５） 当該研究開発を複数の企業が共同で実施する場合、各企業間の明確な責任と役割が 

示されていること。  
（６） 原則、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。ただし、国外企

業の特別の研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外

企業との連携が必要な部分はこの限りではない。  
 
【３．提出期限及び提出先】  

応募は、応募要領に従い提案書を作成し、応募期間内（平成１６年６月１０日（木）か

ら平成１６年７月２０日（火）１７：００迄）に郵送又は持参にてご提出ください。提案

書は日本語にて記載されていることといたします。なお、ＦＡＸ及び電子メールによる提

出は受け付けられません。  
また、提出されました提案書類等は返却いたしませんので、予めご了承ください。  

 
提出期限 ： 平成１６年７月２０日（火）１７：００必着（郵送含む）  
提 出 先 ： 〒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  
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構  
新エネルギー技術開発部 担当 宛  

※ 郵送の場合は封筒に、普及加速 提案書在中と朱書きの上、ご提出ください。  
 
【４．応募方法】  
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（１）提出書の作成にあたって  
・ 提案書（本文および要約版）の記載様式については別添１を、事業計画については別

添２を参照してください。また、別添３に従って研究開発責任者候補研究経歴書を、別

添４に従って研究員一覧及び登録研究員候補研究経歴書を作成してください。なお、提

案書は日本語で作成してください。また、複数企業が共同で応募する場合には、研究開

発全体についての研究開発責任者を設置することが必要となります。 
 
･ 提案書の提出部数は、２部（正１部とそのコピー１部）とします。  
 
･ 提案書の提出時に「提案書受理票」（別添５）を添付してください（１部）。  

 
（２）添付書類  

提案書には、次の資料又はこれに準ずるものを添付してください。  
   ① 会社経歴書 １部  
   ② 近の営業報告書（１年分）１部  
   ③ 当該技術に関する事業部、研究所等の組織等に関する説明書 １部  

 
（３）提案書の受理及び提案書に不備があった場合  

・応募資格を有しない者の提案書又は不備がある提案書は受理できません。  
・提出された提案書を受理した場合は、提案受理票を提案者に通知いたします。  
・提案書に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、提案を無効とさせていた

だきます。なお、この場合は書類を返却いたします。  
 
【５．秘密の保持】  

提案書は本事業の研究開発テーマ及び委託先の選定のためにのみ用い、ＮＥＤＯ技

術開発機構内で厳重に管理いたします。  
 
【６．研究開発テーマ及び委託先の選定について】  
（１）審査の方法  

審査については、外部の有識者からなる事前審査とＮＥＤＯ技術開発機構内に設置

される契約審査委員会において行います。  
契約審査委員会では、事前審査の結果を踏まえ、ＮＥＤＯ技術開発機構が定める基

準等により審査を行い、 終的に決定されます。必要に応じて資料の追加、ヒアリン

グの実施等をお願いする場合もあります。  
なお、研究開発テーマ及び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ないことと致しますので予めご了承ください。  
 
（２）審査基準  

＜事前審査の基準＞  
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 ① 提案内容が「1.事業の概要」に示す目的・要件に合致していること。  
 ② 提案内容が技術的に優れていること。  
 ③ 研究開発期間内に事業化に必要な十分な成果が得られる計画になっていること。  
 ④ 研究開発終了後、早期に研究成果を活かした事業化計画を有していること。  
 ⑤ 応募者は本研究開発を遂行するための高い能力を有していること。  
 ⑥ 総合評価。  
 

＜契約審査委員会における審査基準＞  
委託予定先は、次の基準により選考するものとします。 
① 研究開発の目的が本事業の意図に合致していること。  
② 当該技術についての研究開発の実績を有し、研究開発終了後、早期に研究成果を活かし

た事業化計画を有していること。  
③ 研究開発の方法、内容等が優れていること。  
④ 研究開発の経済性が優れていること。  
⑤ 研究開発に必要な体制（研究者、設備等）が整っており、優秀な研究者等が参加するこ

と。  
⑥ 経営基盤が確立していること。  
⑦ 共同研究業務管理上、ＮＥＤＯ技術開発機構の必要とする措置を適切に遂行できる体制

を有すること。 
  
＜契約審査委員会における審査基準に次ぐ考慮事項＞  

応募者が当該研究開発を行うことにより、国内生産・雇用、輸出、国内生産波及・誘発

効果、国民の利便性向上等、様々な形態を通じ、我が国の経済再生に如何に貢献するか。

我が国産業の競争力強化及び新規産業創出・新規企業促進への貢献の大きな提案を優先的

に採択します。 
 
（３）研究開発テーマ及び委託先の決定並びに通知  
① 採択結果の公表等について  

採択された案件についてはＮＥＤＯ技術開発機構のホームページ等で公表します。

不採択となった案件については、当該提案者に対し、不採択理由とともに不採択とな

った旨を通知します。  
② 附帯条件  

採択に当たって附帯条件（例：他の機関との共同研究、再委託研究としての参加、

研究者の派遣、契約形態等）は通知文に明記することがあります。  
 
（４）スケジュール  

･ 平成１６年 ６月１０日（木）・・・・ 公募開始  
･ 平成１６年 ６月２１日（月）・・・・ 公募説明会  
･ 平成１６年 ７月２０日（火）・・・・ 公募〆切  
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･ 平成１６年 ７月下旬（予定）・・・・ 事前審査  
･ 平成１６年 ８月上旬（予定）・・・・ 契約審査委員会  
･ 平成１６年 ８月下旬（予定）・・・・ 研究開発テーマ（委託先）の決定  
･ 平成１６年 ９月上旬（予定）・・・・ 公表･プレス発表  
･ 平成１６年 ９月上旬（予定）・・・・ 契約  

 
（５）その他の留意事項  

応募者はＮＥＤＯ技術開発機構より提示された共同研究契約書（案）及び共同研究

契約約款に合意することが委託先として選定されることの要件となります。  
 
【７．説明会の開催について】  

下記のとおり説明会を開催し、本事業及び提案公募に係る内容、提案書類、契約等に

ついて説明しますので、応募を予定される方は可能な限り出席してください。  
なお、出席にあたり事前登録は必要ありません。また、説明会は日本語で行います。  
日 時 ： 平成１６年６月２１日(月) 午後２時３０分から１時間程度  
場 所 ： 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 １９０１会議室  

〒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 １９階  

 
【８．問い合わせ先】  

本事業の内容及び提案に関する質問等に関しては説明会で受け付けます。また、問い

合わせに関しては、６月１０日から７月１５日迄の間に限り、下記宛にＦＡＸ又は電子

メールにて（日本語のみ）受け付けます。  
問い合わせ先 ： 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構  

新エネルギー技術開発部 担当 宛  
ＦＡＸ ０４４－５２０－５２７６ 
E-mail: ＊＊＊@nedo.go.jp
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提 案 書 の 様 式 

 

 

１．提案書は、次頁以下の記載例に従って記入して下さい。  

 

２．提案書はＡ４版用紙で作成し、正１部を左綴じに、又そのコピー１部を左綴じしないで

クリップ留めにして提出して下さい。  

 

３．提案書の下中央にページ数を入れて下さい。  
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（記 載 例）  

[表 紙]  

 

「太陽光発電システム普及加速型技術開発」に対する提案書  

 

研究開発テーマ  

「○○○○○ 技術開発」  

 

平成１６年○○月○○日  

 

会社名 ○○○○○株式会社 印  

 

代表者名 （企業の場合は代表取締役社長） ○ ○ ○ ○ 印（又はサイン）  

 

所在地 ○○県○○市・・・・・ （郵便番号○○○－○○○○）  

 

連絡先 所 属 ○○○部 △△△課  

役職名 ○○○○○部長  

氏 名 ○○ ○○  

所在地 ○○県○○市・・・・・・（郵便番号○○○－○○○○）  

※ 連絡先が所在地と異なる場合は、連絡先所在地を記載  

ＴＥＬ △△△△－△△－△△△△（代表） 内線 △△△△  

ＦＡＸ △△△△－△△－△△△△  

e-mail *****@*********  

 

 

＊複数企業で共同提案される場合は、上記内容（会社名～連絡先）について連名で記載くだ

さい。  
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太陽光発電システム普及加速型技術開発事業提案書［要約版］  

○○○○株式会社  

１．研究開発テーマ：  

２．研究開発期間：平成１６年○月～平成 年 月（ 大で平成18年3月迄）  

３．研究開発の 終目標：［本文］１－２の内容を簡潔に数値等で具体的に書いて下さい。

  

 

４．研究開発の概要  

［本文］１－１の内容を簡潔に数行程度で、また実施内容は項目を設けて分けて  

書いて下さい。  

 

① ○○○○の検討  

 

（＊●●株式会社）

② △△△△の開発  

 

（＊●●株式会社）

③ □□□□の検討  

 

（＊▲▲大学）

④ ××××の開発  

 

（＊■■株式会社）

＊ 共同提案又は再委託先がある場合は、役割分担が分かるように実施内容の後に  

カッコ書きで企業名や大学名等を記載してください。 

５．開発スケジュールおよび予算 

（単位：百万円）  

開 発 項 目 H16 H17 

① ○○○○の検討 

② △△△△の開発  

③ □□□□の検討  

④ ××××の開発 

 

 

 

 

 

研究開発費（税込） （予算） （予算） 
 

６．研究開発実施場所  

○○株式会社、△△研究所 （都道府県名、市町村名）  

＊実施場所が複数ある場合は、全ての実施場所について記載してください。  

（注）要約版は１枚以内に纏めてください。 
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［本 文］  

 

研究開発プロジェクト名「太陽光発電システム普及加速型技術開発」  

研究開発テーマ「○○○○○技術開発」  

 

○○○○株式会社  

１． 研究開発の内容及び目標  

１－１．研究開発の内容  

 

［研 究 開 発 の 内 容］ 

当該研究開発テーマについて、提案する研究開発の方式又は方法について具体的に説明し

て下さい。また、１－２の目標を達成するために解決すべき技術的課題とそれを解決する手

法について、従来から一般的に行われている方法（従来技術等）と比較するなどして、わか

りやすく説明して下さい。  

複数の企業で共同提案する場合、又は再委託先がある場合は、それぞれの役割分担を明確

に説明してください。 

 

１－２．研究開発の目標  

 

当該研究開発テーマについて、 終目標を具体的に記入（「△△△△が可能なこと。」、

「○○○○式であること。」、「△△△△については○○以上であること。」、「○○個以

上について△△する。」、その他、可能な限り具体的かつ定量的な表現により記載）すると

ともに、 終目標の設定理由や根拠についても簡潔に説明して下さい。  

また、当該研究開発を実施することで、「提案の用件」である低コスト化や量産化等が実

現可能となる筋道について記述して下さい。  

 

１－３．研究開発成果の実用化の見込み  

当該研究開発テーマの「太陽光発電システム普及加速型技術」としての位置付け、普及加

速効果（コスト低減効果、量産化効果等）、市場導入に向けた即効性の程度、及び実現性の

高さ等について具体的な根拠を踏まえて簡潔に記述して下さい。  

（事業化計画の詳細については、別添２の様式により説明して下さい。）  

 

 

２．事業実施体制  

 

研究開発の実施体制について、次のような図にまとめて下さい。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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２－１．研究開発責任者(プロジェクトリーダー)  

 

研究開発責任者： 所属・役職 氏名 ○○ ○○  

電話 **-****-****（内線） ＦＡＸ **-****-****  

２－２．管理者  

業務管理責任者： 所属 ○○○○○部○○課 氏名 ○○ ○○  

電話 **-****-****（内線） ＦＡＸ **-****-****  

経理責任者 ： 所属 ○○○○○部○○課 氏名 ○○ ○○  

電話 **-****-****（内線） ＦＡＸ **-****-**** 
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２－３．事業実施体制図  

 

（例 示）  

「＊＊＊＊技術開発」実施体制  
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２－４．研究実施場所  

提案された研究開発を実施する場所とその選定した理由を記載して下さい。  

 

（記載例）  

集中研究所：○○○○○研究所  

選定理由 ：□□□□□  

分担研究所：△△△△△株式会社  

△△△△△株式会社  

選定理由 ：□□□□□  

（一部本邦外で実施する場合、その理由を記述して下さい）  

 

２－５．研究開発責任者候補(プロジェクトリーダー) 研究履歴書並びに  

研究員一覧及び登録研究員候補研究経歴書 

  

研究開発責任者候補について、研究開発責任者候補研究履歴書（別添３）に記入し提出し

てください。また、本事業に関係する登録研究員候補について、研究経歴を研究者一覧及

び登録研究員候補研究経歴書（別添４）に記入し提出してください。  

  

＊ 共同提案又は再委託先がある場合は、各分担先の研究開発責任者候補を設定していただ

く他に、研究開発全体を統括する代表研究責任者候補（１名）を設定してください。  

 

３．当該技術又は関連技術の研究開発実績  

 

３－１．国内外における研究開発の現況と応募者の位置付け  

国内外における関連技術の研究開発の現況について例示し、その概要を記載した後、その

中で応募者のがどのような位置付けにあるかを併せて説明して下さい。  

 

３－２．当該提案に使用する予定の現有設備・装置等の保有状況  

本研究開発を進めるに当たって必要と考えられる主な設備の中で、応募者が保有する設備

状況とその用途を記載して下さい。  

（例 示）  

設備名称 内 容 

（使用目的、仕様等を記入ください） 
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４．研究開発予算と研究員の年度展開及び初年度予算の概算 

  

４－１．研究開発予算と研究員の年度展開  

本研究開発を進めるためには、いかなる研究開発項目をどのような手順で行い、どの程度

の経費が必要となるか以下のような一覧表にまとめて下さい。  

共同提案の場合、各社毎に提案された研究開発分担項目及び必要経費を分けて記入くださ

い。  

なお、参考のため、研究計画スケジュールを表す線の下の（ ）内には、その年度に投入さ

れる研究員の人数を記入して下さい。  

（例 示）  

単位：百万円  

（ ）内は人数  

研究開発項目  平成１６年度 平成１７年度 計  

１． ○○○○の技術開発  

１－１．○○○の検討  

 

１－２．○○○の開発  

 

２．△△△△の技術開発  

２－１．×××の検討  

 

２－２．×××の開発  

 

３．□□□□の技術開発  

３－１．○○○の評価  

 

３－２．○○○実証試験  

 

＊＊＊  

（＊人） 

＊＊＊  

（＊人） 

 

＊＊＊  

（＊人） 

＊＊＊  

（＊人） 

 

＊＊＊  

（＊人）  

＊＊＊  

（＊人）  

 

＊＊＊  

（＊人）  

＊＊＊  

（＊人）  

 

＊＊＊  

（＊人）  

＊＊＊  

（＊人）  

 

＊＊＊ 

（＊人）

＊＊＊ 

（＊人）

 

＊＊＊ 

（＊人）

＊＊＊ 

（＊人）

 

＊＊＊ 

（＊人）

＊＊＊ 

（＊人）

合 計  ＊＊＊  

（＊人） 

＊＊＊  

（＊人）  

＊＊＊ 

（＊人）

注１． 消費税は、研究開発項目毎に内税で計上して下さい。また、日本国以外に本社又は研

究所を置く外国企業等において、その属する国の消費税相当額がある場合にも研究開発

項目毎に含めて計上して下さい。  

注２． 提案者が基本計画に沿ってプロジェクトを遂行するために必要な研究開発費を計上し

て下さい。  

なお、予算規模は社会・経済状況・研究開発費の確保状況等によって変動し得ること

もあり、総事業費規模についてはＮＥＤＯ技術開発機構が確約するものではありません。  
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４－２ 初年度予算の概算  

研 究 開 発 に 必 要 な 経 費 の 概 算 額 を 企 業 毎 に 、 委 託 費 積 算 基 準

（http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/index.html参照）に定める経費項目に従って、記載

して下さい。  

項 目 （例）  積算内訳［金額（千円）］  

Ⅰ．プラント・機械装置等開発費  **,*** 

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．旅費費  **,***  

３．委員会経費  **,***  

４．外注費  **,***  

５．報告書作成費  **,***  

６．その他  **,***  

Ⅳ．一般管理費（注１）  **,*** 

Ⅴ．再委託費（注２）  （上記Ⅰ～Ⅲに定める費目に準じて行う）  

総 経  費（注３）  **,***,***

消 費 税 額（注４）  （注：円単位）  *,***,*** 

総    額  （注：円単位） ***,***,*** 

 

注）１．一般管理費の算定はⅠ～Ⅲの経費総額に１０％を乗じて行って下さい。  

２．大学等への再委託費は「Ⅴ．再委託費」に計上して下さい 。  

３．総経費は、Ⅰ～Ⅳの各項目の消費税を除いた額の総額を記載して下さい。  

４．応募者が免税業者の場合は、仕入課税額を消費税額欄に記載して下さい。  
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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。  

 

５－２．当該研究開発と自社研究との区別  

 

当該研究開発は、自己資金による自社研究と内容が重複しないことが前提となりますので、

共同研究を受託した後も関連するテーマについて並行して自社研究を実施する場合は、その

研究概要、目標（性能等）を明らかにしてください。また、当該研究開発と自社研究を明確

に区別できることを説明してください。  

 

６．契約書に関する合意  

「○○ ○○（代表者氏名）」は、本研究開発テーマ「○○○○○の研究開発」の契約に際

して、ＮＥＤＯ技術開発機構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うえで提案書を提出します。  

ＮＥＤＯ技術開発機構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下さい。 
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○○○○○○に関する事業化計画  

 

○○○○○株式会社  

 

１．事業化する技術・製品等の内容  

 

２．事業化を考えるに至った経緯（理由）  

 

３．市場動向・競争力  

市場規模（現状と見通し）と事業化する技術・製品等の競争力について記述してくだ

さい。  

＊図・表等を用いて分かり易く説明してください。  

 

４．事業の内容  

（１） 事業化計画（時期、投資、人員、生産量等）  

（２） 事業の収支計画（時期、売上げ、利益等）［金額は百万円単位で記載］  

＊事業の内容については、簡潔に記載してください。 
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研究開発責任者候補 研究経歴書 

氏 名  生年月日 年 月 日 

 年 齢 （ 歳） 

① 所属・役職名  

② 学位〔授与機関〕（または 終学歴）  

〔学 位〕  

〔取 得 年〕  

〔専 攻〕  

③ 研究開発経歴、並びに受賞歴（ ）  

（記入例）  

昭和○○－○○年 ○○の研究開発  

昭和○○年 ○○の研究開発に関し○○学会○○賞受賞  

昭和○○－平成○年 「○○の研究開発プロジェクト」においてプロジェクトリーダー

④当該研究開発に関連する 近５年間の主要論文、研究発表、特許等（筆頭者である必

要はありません）  

（記入例）  

〔論文〕  

1)山田太郎他、“○○の固体有機構造”, ○○学会誌, 72巻10号, p. 930, 1998  

〔研究発表〕  

1) T.Yamada, et.al, “Improvement of XXXXX Composites by XXXXX”, The XXX Fall 
Meeting ’99, Oct. 12, 1999.  

〔特許〕  

1)山田太郎他、“○○組成物“、特開平10-123456  

⑤本研究開発プロジェクトにおける役割  

（記入例）  

平成○年度から、本研究開発プロジェクトに関連する「○○の研究」に従事し、専門

分野である△△△△の研究開発実績を基に□□□□の目標をクリアのための研究に従

事する。  

－記入方法－  

③研究開発経歴（現職含む）、並びに受賞歴：  

・ 「過去の研究実績（参画プロジェクト）」については、自社プロジェクトのみならず受託プロジェクト等も含める。  

④当該研究開発に関する 近５年間の主要論文、研究発表、特許等：  

 ・ 当該研究開発プロジェクトに関連する研究成果があること。  

 ・ 研究成果を示すものとしては、「論文（研究経歴または専門分野における代表的な論文。学会の査読の無いもの等も

可）、「研究発表（学会のみならずシンポジウム等での口頭発表等も可）」、「特許」等がありうるがこれに限定しな

い。なお、共著者、共同発表者、又は共同発明者でも可。 
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 別添４ 

研究員一覧  

 

氏名 所属・役職（職名） 主な研究経歴又は実績 

 

 

○○ ○○  

（△△博士）  

 

 

 

 

㈱○○○○○○○ 

○○○部○○○課長 

 

 

 

当該研究開発に関連する主な

研究経歴を数行程度で記載

（次頁の登録研究員候補研究

経歴書を添付） 
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別添４ 

登録研究員候補 研究経歴書  

氏 名  生年月日  年 月 日  

               年齢 （ 歳）  

① 所属・役職名  

② 学位〔授与機関〕（または 終学歴）  

〔学 位〕  

〔取 得 年〕  

〔専 攻〕  

③ 研究開発経歴、並びに受賞歴（ ）  

（記入例）  

昭和○○－○○年 ○○の研究開発  

昭和○○年 ○○の研究開発に関し○○学会○○賞受賞  

昭和○○－平成○年 「○○の研究開発プロジェクト」においてプロジェクトリーダー 

④当該研究開発に関連する 近５年間の主要論文、研究発表、特許等（筆頭者である必要

はありません）  

（記入例）  

〔論文〕  

1)山田太郎他、“○○の固体有機構造”, ○○学会誌, 72巻10号, p. 930, 1998  

〔研究発表〕  

1) T.Yamada, et.al, “Improvement of XXXXX Composites by XXXXX”, The XXX Fall 
Meeting ’99, Oct. 12, 1999.  

〔特許〕  

1)山田太郎他、“○○組成物“、特開平10-123456  

⑤本研究開発プロジェクトにおける役割  

（記入例）  

平成○年度から、本研究開発プロジェクトに関連する「○○の研究」に従事し、専門分

野である△△△△の研究開発実績を基に□□□□の目標をクリアのための研究に従事

する。  

－記入方法－  

③研究開発経歴（現職含む）、並びに受賞歴：  

・「過去の研究実績（参画プロジェクト）」については、自社プロジェクトのみならず受託プロジェクト等も含める。  

④当該研究開発に関する 近５年間の主要論文、研究発表、特許等：  

・ 当該研究開発プロジェクトに関連する研究成果があること。  

・ 研究成果を示すものとしては、「論文（研究経歴または専門分野における代表的な論文。学会の査読の無いもの等も可）、

「研究発表（学会のみならずシンポジウム等での口頭発表等も可）」、「特許」等がありうるがこれに限定しない。なお、

共著者、共同発表者、又は共同発明者でも可。  
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別添４ 

 

・ 「論文、研究発表、特許等」は、原則として少なくてもこれらのうち１つについて当該分野に関する研究成果を示す記述

があることが必要。これらがない研究者においては、当該プロジェクトを遂行する上で当人の知見が不可欠であることを

示す事由を記載すること。  

・ 技能者や分析担当者・技術動向調査担当者等の場合には、「論文」「研究発表」「特許」等は無い場合がありうる。この

場合は、当該人物が研究に不可欠である旨を彼らが有する技能や経験の観点から記述すること。  

・ 研究経歴書は、登録研究員全員分をご提出願います。労務費の発生しない研究員を登録する場合には、その旨を記載願い

ます。  



74 
 

別添５ 

 

提案書受理票（ＮＥＤＯ控）  

 

提案書受理番号     

 

「太陽光発電システム普及加速型技術開発」に対する提案書  

 

研究開発テーマ  

「○○○○○○○○○○○○技術開発」 

  

平成 年 月 日 

 

会 社 名：○○○○○株式会社  

代表者名：代表役取締役社長 ○○ ○○  

所 在 地：〒 ○○県○○市……  

（複数企業で共同提案される場合は、併記してください。）  

 

担当者：所属 ○○部○○課  

役職 ○○○○部（課）長  

氏名 印  

TEL  

FAX  

 ＊連絡先が上記所在地と異なる場合は、  

連絡先も記載して下さい。  

 

 

切り取り  

 

提案書受理番号  

 

「太陽光発電システム普及加速型技術開発」に対する提案書  

 

研究開発テーマ「○○○○○○○○○○○技術開発」  

 

提案受理票  

 

平成 年 月 日  

会社名  

担当者名        殿 

 

貴殿から提出された標記提案書は、受理しました。 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 

新エネルギー技術開発部 

提案書類チェックリスト  

 □ 提案書 ２部（正１部とそのコピー１部） 

 □ 会社経歴書 １部  

 □ 近の営業報告書（１年分） １部  

 □ 組織等に関する説明書 １部  

 

割 

印 
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参考資料４． 

 

Ｐ０００３５  

 
平成１7 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） 太陽光発電システム普及加速型技術開発  
 
２．背景及び目的・目標  
太陽光発電システムの普及促進に大きく貢献するため、太陽光発電システムに関わる実用化

技術開発、量産化技術開発及び製造技術開発等を実施し、太陽光発電システムの加速的な低コ

スト化による本格的普及を図る。  
 
３．実施内容及び進捗状況  
平成 16 年度に提案公募を行い、「溶融析出法による太陽電池用シリコン製造技術の開発」、

及び「単結晶および多結晶シリコンの表面反射率低減処理技術開発」の 2 テーマを新規に採択

して共同研究を開始した。  
平成 15 年度からの継続である「太陽電池用シリコン原料の低コスト・量産化技術開発」、「結

晶シート太陽電池の高効率化技術開発」、「太陽電池用高品質多結晶シリコン製造技術の開発」、

及び「低コスト薄膜多結晶Ｓｉの量産型製膜装置開発」の 4 テーマは、ほぼ目標を達成し平成

16 年度で開発を終了する予定。  
各テーマの実施内容等は以下のとおり。  

 
(1)太陽電池用シリコン原料の低コスト・量産化技術開発  
昨年度導入した大型反応装置で、熱応力の影響による上蓋の歪対策に時間を要したが、装置

形状の改良など行い、現在大型装置を用いた多結晶シリコン製造の 適運転条件を検討中であ

る。また、副生する塩化亜鉛の回収技術は、小型電解装置での条件検討を優先させるとともに

大型電解装置を設計・製作した。また、このプロセスで試作したシリコンでセルを試作し、従

来のシリコンとほぼ同等の性能が得られた。  
今後、各工程での検討結果を基に大型整備での実証実験を行い、クローズド化システムとし

てのプラント仕様とコスト検討を行う。  
（実施体制－チッソ㈱）  
［開発目標：製造コスト 2,000 円/㎏以下（1,000t/年規模の生産時）、抵抗率 50Ω・cm 以上］  

 
(2)結晶シート太陽電池の高効率化技術開発  
高効率化のための高性能セル化技術と基板改質技術を開発し、これらの技術を結晶シート太

陽電池のセルラインに適合させる検討を行った結果、テーマ目標であるモジュール化セル効率

15％の達成に必要な値（平均 14.6％）を超えるセル変換効率平均 14.7％を得た。3 月までに上

記セルを用いてモジュールを試作する。  
（実施体制－シャープ㈱）  
［開発目標：モジュールセル化効率 15％］  
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(3)太陽電池用高品質多結晶シリコン製造技術の開発  
小型実験凝固炉での 適製造条件の検討、ルツボ離型剤と塗布方法、及びドーパント/雰囲気

濃度の影響について検討を行った結果、拡散長が広範囲で 600μm 以上の高品質インゴットが

得られた。また、小型実験炉の知見をベースに製作した大型凝固炉での製造条件を検討し、平

均拡散長 250μm 以上のサンプルが得られた。小型炉のサンプルを太陽電池セルメーカーで評

価した結果、小面積（1 ㎠）ではあるが、19％以上のセル変換効率を達成した。目標を達成し、

3 月で終了する。 
（実施体制－㈱第一機電－再委託 東京農工大学）  
［開発目標：インゴットの拡散長 600μm 以上（変換効率 19％対応）］  

 
(4)低コスト薄膜多結晶 Si の量産型製膜装置開発  
予備検討としての小型基板４枚装入実験装置での面内、面間均一性確保のため得られた知見

を、実サイズ基板８枚を装入するパイロット実験機に展開した。同実験機において性能確認と

コストダウン仕様の検証を実施するとともに工学的解析を用い、量産機における設備、運転条

件確立、及びコストの検討を行い、目標のタクト 180 分以下、1ｍ角ハイブリッドモジュール

での変換効率 12%以上を達成する目処を得た。今後さらに、量産設備で想定される設備の安定

性、及びメンテナンス性の確認を行う。  
（実施体制－㈱カネカ）  
［開発目標：タクト 180 分以下、1ｍ角ハイブリッドモジュールでの変換効率 12％以上］  

 
(5)溶融析出法による太陽電池用シリコン製造技術の開発  
基板技術研究促進事業の成果、およびシミュレーションの結果を基に溶融析出の大型反応器

（φ500m×5000ｍｍL）の仕様を検討するとともに、周辺設備についても仕様を検討し、設

計・製作に着手した。また、高周波加熱コイル形状の 適化を検討し、目標の温度範囲を満足

するコイルが設計できた。さらにシリコン融液の回収の要素実験を行った。  
（実施体制－㈱トクヤマ）  
［開発目標：製造コスト 1,500 円/㎏以下（5,000ｔ/年規模の生産時）］  

 
(6)単結晶および多結晶シリコンの表面反射率低減処理技術開発  
結晶シリコンの反射率を低減する表面処理（テクスチャ処理）検討において、125ｍｍ□の

基板のほぼ全面で反射率を低減する技術を確立し、その時の反射率（800nm の波長）として

単結晶シリコンで 6%、多結晶シリコンで 15%の結果を得た。この基板での電池特性を評価し

たところ、単結晶・多結晶シリコンともに短絡電流が 10%程向上した。また、これらの結果を

基に 15cm の基板 8 枚を同時に処理出来る、量産実験装置を開発・製作中である。  
（実施体制－㈱新菱－再委託 東京農工大学、崇城大学）  
［開発目標：表面反射率、単結晶 4%以下、多結晶 10%以下］  

 
４．事業内容  
(１)平成 17 年度事業内容  
①継続テーマ  
(ｲ) 溶融析出法による太陽電池用シリコン製造技術の開発  
溶融析出法開発プラントを建設し、試作した溶融析出反応器（φ500mm×5000mmＬ）

の試運転、析出実験を行い、240t／年以上の生産能力を実証する。連続運転の結果とサンプ

ル評価の結果を基に、生産性と品質を両立できる融液回収・製品化設備を製作する。溶融析

出法により製造したシリコン融液を、太陽電池用原料として製品化するための技術を確立し、
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製造コスト 1,500 円／kg（5000t／年以上の生産時）に目途をつける。  
（実施体制－(株)トクヤマ）  
［開発目標：製造コスト 1,500 円/㎏以下（5,000ｔ/年規模の生産時）］  

 
(ﾛ) 単結晶および多結晶シリコンの表面反射率低減処理技術開発  
表面反射率の更なる低減をはかり目標を達成するとともに、電池特性の向上に寄与する表

面形状の形成条件の 適化を図る。また、開発した量産実験装置を用いて、量産化（高生産

性、低コスト、安定性）に必要な要素技術の検討を行い、得られた結果より、商用の量産機

のコンセプトを発案する。  
（実施体制－㈱新菱－再委託 東京農工大学、崇城大学）  
［開発目標：表面反射率、単結晶 4%以下、多結晶 10%以下］ 
 
②新規テーマ  

平成１７年度において新規公募は実施しない。  
 
(２)平成１７年度事業規模  
電特会計（ＮＥＤＯ技術開発機構負担額） ５９３百万円（平成１６年度予算を繰越）  

 
５．その他重要事項  
(１)運営管理  
各研究テーマについて、開発完了後の早期事業化を睨んだ開発を進める。本年６月には太陽

光発電技術委員会を開催し、研究開発実施者から進捗状況等について報告を受けるとともに、

外部有識者等から技術開発の方向性や課題、事業運営等について意見を徴する。  
 
(2)複数年度契約の実施  
平成１６年度～平成１７年度の複数年度契約を実施中。  

 
(3)年間スケジュール（予定）  
平成１７年３月上旬：部長会  

６月：太陽光発電技術委員会 
 

（注）事業規模については、多少の変動があり得る。  
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参考資料５． 

 
概要版・個別テーマの成果 
 
 本資料は、事後評価の書面評価時に、プロジェクト実施者が個別テーマの説明資料として作

成したものである。 
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『太陽光発電システム普及促進型技術開発 

薄膜多結晶シリコンセル形成の高スループット量産化技術開発』 

株式会社 カネカ 

 

Ⅰ．目的 

 太陽光発電システムの産業自律化と市場自立化を目指した、実用化技術開発、量産化技術開発、製造

技術開発等を実施することにより、太陽光発電システムの加速的なコストダウンを行い本格的普及を図る。

そのために太陽光発電技術の普及促進に大きく貢献する低コスト化・量産化技術として、ハイブリッド太陽

電池用の薄膜多結晶シリコンの高速製造を目指し、インライン CVD 型高速成膜技術を開発する。 

 

 

Ⅱ．研究開発目標 

 1m サイズ基板上に薄膜多結晶シリコンセル（膜厚 1.4 ミクロン）が 144sec/枚にて生産可能なプロセス技

術開発を行い（量産インライン CVD 開発）、アモルファスシリコン／多結晶シリコン薄膜ハイブリッド太陽電

池モジュールの量産技術に適用する。そのための具体的な目標は以下の通り。 

（1）薄膜多結晶シリコン製膜速度 11A/sec 以上 （1m 角） 

（２）タクト短縮技術開発 （現行インラインの 17%短縮） 

（３）稼働率の向上 （90%以上） 

（４）歩留まり向上 （90%以上） 

（５）ハイブリッド太陽電池モジュールで安定化効率 10%以上 

 

 

Ⅲ．研究開発の成果 

（１）大面積薄膜多結晶シリコン高速製膜技術開発 

 「高スループット薄膜多結晶製膜装置」を用いて製膜速度を向上し、かつ再現よく安定した製膜を行うた

めの技術検討として、(a)原料ガスの供給・排気能力の向上および安定化、(b)投入放電 Power の向上およ

びPowerロスの低減、(c)プラズマ閉じ込め技術による基板への膜堆積効率の向上、を実施した（図1参照）。

このうち(c)については、これまで進めてきたハニカム状プラズマ閉じ込め電極プレートにおいて、製膜速

度・均一性を両立し得る表面形状を見出すことができた。これらの結果、投入放電 Power を昨年度までの

1.5 倍と設定した製膜条件で、多結晶シリコン膜の製膜速度も投入 Power とほぼ比例して向上させることが

でき、11A/sec の速度で均一製膜することに成功した。 

 

 

（２）タクト短縮および稼働率向上の要素技術開発 

 製膜速度向上以外にタクト短縮化を図るもう 1 つの手段として、製膜以外のガス導入調圧、ガス排気、基

板搬送等に要する時間の短縮検討を行い、これらの時間を Total で 1 室当たり約 60 秒短縮した。薄膜多

結晶シリコン発電層（i 層）製膜室 6 室（1 室当たり 1m 角基板 2 枚製膜）のインライン CVD 設備で、製膜速

度 11A/sec、膜厚 1.4μm の設定で生産することを想定すれば、従来形式の場合 174sec/枚の生産タクトで

あるのに対し、本方式を採用することで 144sec/枚にまで短縮され、17.2%のタクト短縮を実現することが可

能となる。 

 設備稼働率アップを図るためには、製膜装置および周辺設備の安定性向上もさることながら、メンテナン

ス周期の延長が大きな鍵となる。上記製膜速度の向上のみならず、このメンテナンス周期の観点からも電

極プレートの検討を行った。従来タイプの電極プレートでは、累積200μm程度の連続製膜で電極からの膜

剥がれが生じ、セルおよびモジュール性能の低下や設備トラブルの原因となっていたため、電極プレート

の交換が必要であった。そこで、電極表面のマクロ的形状のみならず表面の微細形状を改善することによ

り、着膜しても剥がれにくい表面性とした。これらの効果により、連続製膜 700μm 以上の連続製膜が可能と

テーマ① 
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なり、メンテナンス周期の延長が可能となった。図 2 は CVD 装置の約１ヶ月間に渡る設備稼働率を日別に

示したものの一例であるが、平均 90%の高い稼働率を維持することができた。この期間中の 2 度のメンテナ

ンスは、従来タイプの電極プレートを設置していた製膜室のメンテナンスを行ったものであり、今回採用し

た長寿命タイプを設置した箇所においては、この間 1 度も電極交換を行っていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ＣＶＤ製 膜室

概要と、poly-Si 製膜

速度向上のための要素技術 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 高スループット薄膜多結晶製膜装置の１ヶ月間の日別設備稼働率 
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（３）大面積シリコンハイブリッドモジュールの安定生産技術開発 

 上記新規技術をもとにプロセス条件を系統的に検討しつつ製膜実験を行った。製膜速度 11A/sec の高

速条件をハイブリッドモジュールに適用することで、910x455mm サイズモジュールにて初期効率 11.2%を得

た（図 3）。約 700 枚以上連続的に基板投入・製膜を行って作製したアモルファスシリコン／多結晶シリコン

薄膜ハイブリッドモジュールの出力特性の分布を表したものを図 4 に示す。図中高速 poly-Si ボトムセルと

表記した方は高スループット薄膜多結晶製膜装置にて11A/sec条件を含む高速製膜条件を用いて作製し

たもの、中速 poly-Si ボトムセルの方は平成 12 年度までに確立した 7A/sec 条件を用いて作製した場合で

ある。特性分布を見る限りむしろ高速製膜条件の方が良好であり、スループットの向上を図りつつモジュー

ル特性をも高めることができた。また、高速製膜モジュール全数データの平均初期出力特性は 10.8%であ

った。この平均出力は、年間発電量を考慮しての安定化後出力（定格出力）に換算して 10.0%の特性に値

するものであり、歩留まり90%かつ安定化10%のハイブリッドモジュールの作製が量産レベルで可能なことを

実証できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ poly-Si 製膜速度 11A/s 条件で作製した大面積ハイブリッドモジュールの初期出力特性 
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図４ 連続生産を行った大面積ハイブリッドモジュールの初期出力特性分布ヒストグラム 

 

 

Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

 当初設定した研究開発目標を達成し、ハイブリッドモジュール量産化技術を確立した。本開発による成

果は、世界で初めてアモルファスシリコン／多結晶シリコン薄膜ハイブリッド太陽電池モジュールを量産レ

ベルで生産可能にするものであり、量産レベルでのモジュール効率も世界最高である。本開発の成果を

適用して、世界に先駆けてアモルファスシリコン／多結晶シリコン薄膜ハイブリッド太陽電池モジュールの

量産を開始した。以上の点から、本開発を通して太陽光発電技術の普及促進の一翼を担えたと考える。
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『太陽光発電システム普及促進型技術開発 高速大面積アモルファスシリコン製膜技術の開発』 

三菱重工業株式会社 

 

Ⅰ．目的 

本開発は，太陽光発電システムの産業自立化と市場自立化を目指した，量産技術開発，生産技術開発を実

施することにより太陽光発電システムの加速的なコストダウンを行うことを目的に実施した。 

太陽光発電システムの産業自立化には，電池の低コスト製造技術が必要であり，そのためにはアモルファス

シリコン太陽電池の量産技術の確立が不可欠である。当社は独自のラダー（梯子状）電極技術と超高周波

（VHF）電力供給技術を用いた大面積高速アモルファスシリコン製膜技術を有しており，これによりアモルファス

シリコン太陽電池の量産技術の確立を目指した。 

太陽電池の製造設備は高価な真空装置やレーザスクライブ装置，クリーンルーム等を必要とし，太陽電池製

造コストに占める設備償却費の割合が大きい。そのため，各装置の処理能力を向上させることがコストダウンに

大きく寄与する。処理能力向上のためには処理速度の向上と基板の大面積化，装置稼働率の向上が必要で

ある。本技術開発は，アモルファスシリコン太陽電池の生産ラインの中でも最も技術的に難度の高いプラズマ

CVD 装置の生産性を向上させるものである。 

超高周波を用いたアモルファスシリコンの製膜技術はスイスニュシャテル大学で研究されており，平行平板

電極を用いて製膜速度の増加，膜質の評価がなされている。大面積製膜については現在30×30cm2のモジュ

ールを製作できるプラズマ CVD 装置を開発している。また，国内では北陸先端技術大学院大学で Cat－CVD

（Catalytic Chemical Vapor Deposition：触媒化学気相成長）法によって，１ｍサイズのガラス基板上に膜厚分布

±7.5%でアモルファスシリコン膜を製膜しているが、いずれも１ｍを越えるサイズのガラス基板上への製膜技術

の開発には至っていないと思われる。 

本開発では，VHF プラズマと大面積基板に適したラダー電極を用いた高速製膜技術の開発に取り組んだ。

またプラズマ CVD 装置は基板以外に付着した不要な膜を除去するために，定期的に真空装置を開放して内

部構造物を酸洗浄する必要があり，装置稼働率が低下する要因となっている。そこで本開発では稼働率の向

上のためフッ化物のガスプラズマによるセルフクリーニング技術を開発して稼働率の向上を目指した。 

 

Ⅱ．研究開発目標 

太陽光発電技術の普及促進に大きく貢献する，低コスト化・量産化技術として，アモルファス太陽電池の生

産性向上を目指し，VHF プラズマ CVD＋セルフクリーニングによる高速大面積アモルファスシリコン製膜技術

を開発する。 

生産規模年産10MWが生産可能な 5製膜星型配置プラズマ CVD装置を用いて下記製膜特性を達成する。

基板サイズ，製膜速度は年産 10MW の生産が可能な数値を設定した。 

 基板サイズ ：1.4ｍ×1.1m 

 製膜速度 ：10Å/s 以上 

 膜厚分布 ：±20%以下（周辺 50mm を除く） 

 稼働率 ：セルフクリーニングで従来比 15%の向上 

テーマ② 
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Ⅲ．研究開発の成果 

Ⅲ-1 大面積高速製膜プラズマ CVD 装置の開発 

（1）大面積高速製膜技術の開発 

自社で製作した 1 製膜室プラズマ CVD 装置を用いて，次の技術開発を行った。 

① 大面積高速製膜技術の開発：1.4ｍ×1.1ｍのガラス基板上に 60MHz の超高周波プラズマを用いた位相

変調技術を開発して、製膜速度 16.7Å/s，膜厚分布±17.7％の製膜技術を達成した。 

② 大面積搬送技術の開発：プロトタイプの台車を改良して，基板の振動を低減することで，真空中で安定な

基板の受け渡し・搬送を検証した。 

平成 13 年度は平成 12 年度の開発成果を踏まえ，1 製膜室プラズマ CVD 装置を用い連続製膜とセルフクリー

ニングの繰り返し試験を行い，次のような生産性向上技術の開発を行った。 

① シリコン膜の堆積による電気特性低下を防止する構造の開発による製膜安定性の向上 

② 基板温度の高速昇温方法開発によるタクトタイム短縮 

③ NF３プラズマの均一化技術の開発によるセルフクリーニング時間短縮 

④ 温度監視によるクリーニング完了検知法を開発し，腐食による装置損傷の防止 

この結果，連続 50 バッチを模擬した製膜で，製膜速度の変化は±3.7％の変動に収まり安定して大面積の高

速製膜が可能であることを確認した。また，セルフクリーニングにて，不要な Si 膜を除去し，継続的な生産が可

能であることを確認し，装置稼働率が従来比 15%向上できることを確認した。 

（2）セル化対応技術の開発 

1）p，n 層製膜技術開発 

電極に発生する高周波の定在波を制御する技術により，次のとおり目標を達成する製膜技術を開発した。 

p 層膜：製膜速度：0.4Å/s，分布：±9.2％，バンドギャップ分布：2.04eV±2％， 

n 層膜：製膜速度：0.9Å/s，分布：±19％，バンドギャップ分布：2.2eV±2％ 

一例として p 層の製膜速度分布，バンドギャップ分布を図 2，図 3 に示す。 

縦

横

0
0.1
0.2

0.3
0.4
0.5

0.6

0.7

0.8

製膜速度

（Å/s）

縦

横

0
0.1
0.2

0.3
0.4
0.5

0.6

0.7

0.8

製膜速度

（Å/s）

上側

下側

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ
(eV)

縦

横

上側

下側

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ
(eV)

縦

横

下側

上側

 

図 2 p 層条件製膜速度分布 

（0.4Å/s±9.2％） 

図 3 p 層条件バンドギャップ分布 

（2.06eV±2％） 
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2）レーザスクライブ技術開発 

1.4m×1.1m 対応レーザスクライブ装置を用いて，目標の基板移動速度 800mm/秒で透明電極，アモルファス

シリコン，裏面電極のスクライブ処理を行った｡ 高速化の為レーザビームのだ円形状化を行い，特に裏面電極

では加工面の金属裏面電極のバリ発生がなく高い絶縁抵抗が得られた。 

 

距 離 変 化 Ｚ

(mm) 
溝幅(μm) 

-1.00 66 

-0.75 68 

-0.50 68 

0.00 71 

+0.50 71 

+0.75 73 

+1.00 71 

図 4 800m/s で裏面金属膜の加工状況 

（Z は対物レンズと加工膜の距離変動） 

また，絶縁加工を含めた全加工工程で基板の反り，加工中の振動などから予想される対物レンズと加工する膜

の距離変動が加工性能を低下させる課題がある。それに対し，開発しただ円形状のビーム光学系においては

図4 に示すように， 対物レンズと加工膜の距離が±0.5mm の範囲で変化しても平均溝幅が 70μm であり変動

幅は－2.9～＋1.4%と±20%以内に収まることを確認した。 

 

Ⅲ-2 量産技術の開発 

（1）星型配置プラズマ CVD 装置の製作 

年産 10MW の太陽電池生産規模に相当する 5 製膜室が星型に配置されたプラズマ CVD 装置を製作した。5

製膜室星型配置プラズマCVD装置の外形寸法は幅約20ｍ×長さ約20ｍ×高さ約3.5ｍである。目標とした真

空度（1.3×10-5Pa），温度200℃において基板の搬送及び制御動作の確認を行い，太陽電池用プラズマCVD

装置としての機能を確認した。 

本装置と自社で導入したプラズマ CVD 装置以外の薄膜蒸着装置やレーザ加工装置等の太陽電池製造装置

を用いて，図 6 に示すような基板サイズ 1.4ｍ×1.1ｍの太陽電池を製作した。 
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図 5 5 製膜室星型配置プラズマ CVD 装置        図 6 1.4m×1.1m の太陽電池 

 

（2）生産安定化技術の開発 

5 製膜室星型配置プラズマ CVD 装置を用いて，基板搬送動作，製膜，セルフクリーニングの安定性を確認す

るために 550 バッチ(1100 枚)の連続運転を行い，安定して基板搬送，製膜が行えることを確認した。 

その基板の一部を用いて製作したミニモジュール 94 枚の形状因子の変化を図 7 に示す。形状因子はアモル

ファスシリコン膜の膜質を反映しており，製作したプラズマ CVD 装置で再現性の良い太陽電池ができることを

確認した。 

本技術の開発により，年産 100MW の生産量で太陽電池モジュールの製造原価 140 円/W 以下を達成する目

処を得た。 
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図 7 試作したミニモジュールの形状因子の安定性 

 

Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

 本開発によって、世界で初めて 60MHz の超高周波を用いた基板面積１ｍ２を越えるプラズマＣＶＤ装置を開

発でき、開発した装置を用いて連続生産が安定して可能であることを示した。また、電池を製作するために必

要な製膜技術とレーザエッチングの開発を行い、これらの技術によって、年産１０ＭＷの太陽電池生産が可能

となり、太陽電池の低コスト生産が実現された。この技術は当社のアモルファス太陽電池の１０ＭＷ生産設備に

適用され平成１４年 11 月から生産を開始している。その後、生産歩留の向上、稼働率の向上を行い、生産を開

始してから３年後の平成１７年度には目標の１０ＭＷ生産に到達した。 

また、本事業で開発した超高周波プラズマの大面積均一化技術はその後実施した先進太陽電池の開発で

微結晶シリコン製膜技術に反映されていている。 
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『太陽光発電システム普及促進型技術開発 

低コスト太陽電池用多結晶シリコン基板の量産化技術開発』 

シャープ株式会社 

 

Ⅰ．目的 

 太陽光発電技術の普及促進に大きく貢献するため、現行の生産性を革新的に向上させる量産化

技術を開発する。ここでは、実用化技術開発、量産化技術開発、製造技術開発等を実施し、太

陽光発電システムの加速的なコストダウンを行い本格的普及を図ることを目的とする。 

具体的には、従来のキャスト基板に代わり、低コストでシリコン融液から直接的に太陽電池用

多結晶シリコン基板を製造できる量産化技術を開発する。本開発においては、量産実証機を製

作・導入して連続運転試験による大面積多結晶シリコン基板の高速生産性と品質目標の達成に向

けて研究開発を進める。 
 

Ⅱ．研究開発目標 

基板サイズ ：155mm×155mm、 結晶品質 ：変換効率 14%以上 
基板生産速度：6,000 枚/日・台 基板製造コスト ：210 円/枚 
 

Ⅲ．研究開発の成果 

(1)大面積・高品質化技術開発 

155mm×150mm サイズの多結晶シリコン太陽電池セル２枚を直列に接続、封止したモジュー

ルを試作し特性を評価したところ、表１、図１に示す特性が得られ、モジュール化セル効率 14.0%
の変換効率を確認した。 

 
 

表１ 大面積多結晶基板作製装置による 155mm×150mm 多結晶シリコン 
太陽電池を用いた 2 直列モジュールの特性 

基板種別 
セル数 

[枚] 
短絡電流 

[A] 
開放電圧

[V] 
曲線因子 

大出力 
[W] 

モジュール化

セル効率 
[%] 

大面積多結晶 
基板作製装置 

2 8.13 1.19 0.673 6.49 14.0 

 

 

 

 

 

 

テーマ③
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(2) 大面積・平滑化技術開発 

新規製造法による多結晶シリコン基板の作製条件は、下地板の温度、浸漬時間、浸漬速度、融液温

度などの組み合わせにより決定されるが、作製条件検討の結果、基板品質（拡散長）の低下に影響を

与える事の無い条件で 155mm 角の基板サイズで板厚 300μm の作製条件を確立出来た。 

図２ 融液条件毎の浸漬速度と板厚の相関        図３ 連続稼動中の拡散長推移 

 

(3) 高速形成技術開発及び量産試作・評価 
量産実証装置の設計を行うにあたり、量産に適した浸漬軌道を実証するための機構設計を行った。 
機構設計にあたっては、量産時の目標生産速度6,000枚／日・台相当を達成するために、多結晶

シリコン基板を14.4秒／枚（6,000枚／日・台相当）で作製できる量産実証装置の一連動作である浸

漬動作、下地板の搬入、装着、取外、搬出の基本構想および仕様設計を行った。その結果を表２に

示す。 

図１ 大面積多結晶基板作製装置による 155mm×150mm 多結晶 
シリコン太陽電池を用いた 2 直列モジュールの電流－電圧特性 

融液条件・浸漬速度vs板厚
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表２ 多結晶シリコン基板の生産速度 

 副室タクト 30 分生産数 量産時生産速度 

NEDO 目標値 86.4 秒/6 枚 125 枚/30 分 6,000 枚/日・台相当 

実証値 78.0 秒/6 枚 138 枚/30 分 6,624 枚/日・台相当 

 
量産実証装置にて、13.0秒／枚（6,624枚／日・台相当）の生産速度を確認。開発目標である     

14.4秒／枚（6,000枚／日・台）を満足した。 
次に目標基板製造コスト 210 円／枚の検証として、これまでの装置タクト・セル効率の検証結果

からコストを算出する。 
コスト算出のための諸条件を表３に示す。 

 
表３ コスト試算条件 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

上記条件にてコスト算出を行った結果を表４に示す。尚、光熱水費、人件費、設備償却費はＮＥ

ＤＯ値を用いて算出を行った。 
 

表４ コスト算出結果 
項  目 円/枚 構成比％ 

材料費 91 44 

光熱水費 16 8 

人件費 46 22 

設備費 54 26 

基板製造コスト 207 100 

 
上記確認結果より、多結晶シリコン基板の作製コストは 207 円／枚となり、目標コスト 210 円／枚

の達成を確認した。 
 

項  目 単位 値 

セル効率 % 14 
ウェハサイズ mm 155×155 

ウェハ板厚 μm 350 
多結晶シリコン基板作製量産装置 台 1 
多結晶シリコン基板端部加工装置 台 2 
黒鉛基板加工装置 台 1 
生産枚数 
（生産速度） 

枚/日・台

(秒/枚)
12,000 

(7.2) 
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Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

（１） 成果 

Ⅱに記載の開発目標である、基板サイズ、結晶品質、基板生産速度、基板製造コストに関しては初

期の目標を達成できたものと考える。 

（２） 課題 

 3 年間の共同研究を通して、当初の開発目標を満足する『低コスト太陽電池用多結晶シリコン基板

の量産化技術』が確立した。今後は、本開発成果を基に量産装置の改善を含む事業化の検討を進める

とともに、新規製造方法により作製された多結晶シリコン基板のさらなる高効率化を図るべく技術開

発を進展させることが重要である。 
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『太陽光発電システム普及加速型技術開発 

結晶シート太陽電池の高効率化技術開発』 

シャープ株式会社 

 

Ⅰ．目的 

 太陽光発電の本格的な普及加速を実現するためには，太陽電池の低コスト化が必要であり，それを早期に

実現するには，現行の主力商品である多結晶シリコン太陽電池の低コスト化を図ることが有効である。そこで，

スライスレス製法により安価に製造可能な結晶シート基板を用いた太陽電池のさらなるコスト削減の取り組み

として，太陽電池セルの高効率化技術を開発する 

 

 

Ⅱ．研究開発目標 

結晶シート基板は，キャスト基板に比べて大きな表面凹凸と多数の結晶粒界を有することから，キャスト基

板での高効率化技術をベースに結晶シート基板に適合した新たな高効率化技術の開発が必要である。 

本技術開発では，結晶シート基板の表面凹凸と結晶粒界に対応した高性能セル化技術及び基板改質技

術の開発と，そのライン適合化の検討を行なう。ここでは平成 16 年度末における開発目標として，下記で評

価するセル変換効率で 15%を達成する。 

ただし，セル変換効率は，15cm 角セル 42 枚を接続･封止したモジュールを作製してモジュール出力を測

定し，次式で与えられるモジュール化セル効率で評価する。 

(モジュール化セル効率[%]) 

＝(モジュール出力[kW])／(モジュール内セル占有面積[m2])×100 

 

 

Ⅲ．研究開発の成果 

(1) 結晶シート基板用高性能セル化技術開発 

キャスト基板に比べて表面凹凸が大きい結晶シート基板に対応した電極形成技術，接合形成技術を開発

した。 

具体的には，均一な裏面 Al 電極の形成を可能とする，自動印圧制御を用いたスクリーン印刷法による電

極形成技術を開発し，変換効率を約 0.2 ポイント改善した。また，均一なリン拡散層の形成を可能とする噴霧

塗布を用いた接合形成技術を開発し，変換効率を約 0.5 ポイント改善した。 

 

(2) 結晶シート基板改質技術開発 

キャスト基板と比較して結晶粒が多い結晶シート基板に対応した高速熱処理技術とパッシベーション技術

を開発した。 

裏面 Al 電極焼成工程において，高速熱処理技術を開発し，上記電極形成技術と併用することにより，変

換効率を約 0.5 ポイント改善した。また，パッシベーション効果の高い SiN 製膜条件を検討し，変換効率を約

0.4 ポイント改善した。 

 

テーマ④ 
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(3) ライン適合化検討 

高性能セル化技術と基板改質技術を結晶シート太陽電池のセルラインに導入可能とするために，上記開

発技術について，プロセス時間適合化の検討を行ない，技術開発したセル化プロセスの処理時間が従来の

基準プロセス時間以下であることを確認した。 

 

 

Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

（１）成果 

 Ⅱに記載の開発目標に対して、プロセスの研究開発により特性の向上した結晶シートセルを用いて，15cm

角セル 42 直列モジュールを試作し，モジュール化セル効率として，目標を越える 15.2% (自社測定)を達成し

た。 

 

（２）課題 

 共同研究を通して、当初の開発目標を満足する『結晶シート太陽電池の高効率化技術開発』を確立した。

今後は、本開発技術を基に更なる高効率化を図るべく技術開発と製造ラインでの生産効率向上が重要であ

る。 
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『太陽光発電システム普及促進型技術開発 

フィルム基板アモルファス太陽電池の量産化技術開発』 

富士電機アドバンストテクノロジー株式会社 （旧 株式会社富士電機総合研究所） 

 

Ⅰ．目的 

 幅 50cm のプラスチックフィルム基板上に、面積 40cm×80cm の新型直列接続構造を持つアモルファスシリ

コン系太陽電池を 120 秒/1 枚（2 枚同時処理、タクトタイム 4 分）の速度で連続生産可能なプロセス技術開発

を行うことを目的とした。プラスチックフィルム基板を用いた電力用の薄膜シリコン系太陽電池は、他に類を見

ない特徴的なものである。プラスチックフィルム基板を適用した場合の、最大のメリットは軽量性である。本研

究では、この新規性の高い太陽電池の量産化技術の開発を目的とした。 

 

Ⅱ．研究開発目標 

 (最終目標：平成 15 年度) 

量産化技術開発の具体的な目標として、下記を掲げた。 

①新型直列接続構造 有効面積率 93％（従来有効面積率 88％） 

②a-Si 系膜製膜速度 30nm/分以上（従来製膜速度 12nm/分） 

③1 本のロールフィルム上での連続形成 1000 セル/ロール 1 本（従来連続形成実績 300 セル） 

④製造歩留 90％以上 

 

Ⅲ．研究開発の成果 

①新型直列接続構造 

有効面積率を93%に増加させるための、デバイス構造設計を実施。図1に示すような構造を決定した。この

デバイス構造を形成するために、①レーザー加工に関する画像処理ソフト改良、②サセプタ構造改良（掘り

込み型サセプタ導入）による a-Si 膜の廻り込みを利用した絶縁、③背面電極マスクの改良といった技術開発

を行った。この技術を導入して、40cm×80cm サイズの新型直列接続構造太陽電池を連続試作し、その有用

性を確認した。 

図 1 新型直列接続構造によるデバイス有効面積率の向上（左：従来構造、右：新型構造） 

 

②製膜速度高速化 

(1) a-Si/a-SiGe タンデムセル構造の高速形成 

　集電孔

透明電極

レーザパターニング部

金属電極

背面電極

a-Si 層

プラスチックフィルム

直列接続孔 　集電孔

透明電極

レーザパターニング部

金属電極

プラスチックフィルム

背面電極

a-Si 層

直列接続孔

① レーザー加工画像処理ソフト改良、②サセプタ構造改良、③背面電極マスクの改良を実施。
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① レーザー加工画像処理ソフト改良、②サセプタ構造改良、③背面電極マスクの改良を実施。
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高周波プラズマのピークツーピーク電圧（Vpp）は、プラズマポテンシャル、電子温度およびイオンエネル

ギーと相関を持つ。（図2）このVppを低減することにより、製膜中の気相での高次シランの生成あるいは成長

表面へのイオンダメージなどが抑制され、良質なアモルファス膜が高速で形成できるようになる。Vpp はプラ

ズマポテンシャルとは異なり、計測が容易なパラメータであるため、量産装置の製膜条件を決定する指標とし

て非常に有効である。Vpp は、圧力、電極間隔、放電周波数などにより制御することが可能である。これら各

種の低 Vpp 化技術を統合することにより、セル特性を低下させずにトップセルあるいはボトムセル i 層の製膜

速度を増加できるようになった。30nm/分でi層を形成したSCAFセルを用いたモジュールで、安定化効率8%

が得られている（図 3）。 

これ以外にも、下記に示すような技術開発を行い、製膜速度の高速化、タクトタイムの短縮化を実現した。 

 

（微結晶 Si（p）層の高速形成技術） 

 a-Si/a-SiGeタンデムセルにおいて、主にnp逆接合部での良好なオーミックコンタクト機能とボトムセルでの

p 層機能を果たす微結晶 Si（p）層について、ドープ量、ガス流量、ガス圧力、放電パワーなどの製膜条件を

変化させて、結晶性、製膜速度、面内均一性などを詳細に解析した。その結果を基に製膜時間 3 分の量産

条件を決定した。 

 

（周辺層の高速形成技術） 

 多室配置型製膜装置で多層膜を構成するための製膜室の割り当て、製膜速度向上に伴う金属電極付きフ

ィルム基板からの脱ガス処理時間の短縮（不純物の影響）について検討し、量産条件を決定した。その上で、

ドープ層や界面層などの周辺層について、個別に Vpp と不純物濃度を指標として高速形成条件の検討を実

施し、周辺層全てについて各製膜室での製膜時間を 3 分以内とする高速化を実施した。 

 

（製膜外時間短縮） 

 ガス流量、ガス圧力、放電電力などの制御数値情報 254 点と電磁弁などの ON/OFF 情報 311 点を 1 秒

毎のトレンドデータとして表示・記録できるツールを導入した。得られた情報を詳細に解析し、過剰な待ち時

間の排除やバルブ開閉などのタイミング調整をきめ細かく見直した結果、例えば背面電極スパッタ室での排

気時間が 59 秒短縮するなどの効果があった。これにより、製膜プロセスのタクトタイムを支配する製膜室での

製膜外時間を大幅に短縮することができた。 

 

(2) テクスチャー電極の低温高速形成 

従来、Ag を電極とするサブストレート型太陽電池では、電極製膜時に 400℃以上の基板温度を保持するこ

とにより凝集を起こさせ、テクスチャー構造を形成していた。しかし、プラスチックフィルム基板を用いるプロセ

スでは、基板温度 300℃以下で高速に良好なテクスチャー構造を形成する必要がある。我々は、「選択的反

応性スパッタリング」と称する手法を開発することにより、この問題を克服した。具体的には、従来の Ar ガスを

用いて Ag ターゲットをスパッタする電極形成方法に代わり、Ar/O2混合ガスを用いて、微量な容易に酸化す

る金属を含む Ag 合金ターゲットをスパッタして製膜する。例えば、Ag に 0.3at%程度の Al を添加したターゲッ

トを使用し、Ar/O2混合スパッタリングガスを用いて製膜すると、Agは酸化せずにAlのみが酸化する。微量に

混入した酸化 Al は、Ag 電極膜の結晶成長を阻害し、通常であれば平板上の積み重なった多結晶膜（図
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4(a)）となるところを、変形した凹凸のある多結晶膜に表面モフォロジーを変化させる（図 4(b)）。この手法を用

いると、300℃以下のプロセス温度で、従来の3.5倍に製膜速度を増加させても、従来と同程度の光学散乱特

性を示すテクスチャーAg 電極が形成できる。 

 

 

 

(a)

(b)

図 4 従来方法(a)および新たに開発した選択

的反応性スパッタリング法により形成した
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③④1000 セル連続形成と製造プロセス実証試作（製造歩留 90％以上） 

フレークおよびパウダー発生抑制に関する前年度の基礎検討結果をもとに、同一条件での連続試作実験

を行い製造歩留を実証した。また、ホール形成、レーザ加工を含めた全製造プロセスについて、高速安定化

のための加工プログラムの改良を実施した。 

 

これまでに、ガスの流速とパウダー発生に相関があることがわかっていた。製膜室内のガス流れに関

するシミュレーション検討を継続して実施し、実験に反映することで、パウダー発生抑制技術を開発した。

また、電極 

構造を工夫することによる放電制御技術によっても、パウダー発生が抑制されることが明らかとなった。これら

の技術を織り込んで、実際に 1000 セル連続形成を実施し、製造歩留 90％以上の目処がつき、これらの技術

の有用性を確認した。図 5 に、1000 セル連続形成により作製した標準条件セルの変換効率（基準変換効率

で規格化）を示す。全領域において安定した変換効率が得られており、パウダー発生により影響を受けると

考えられるシャント抵抗にも異常は見られなかった。 

 

Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

 平成 14 年 4 月から平成 16 年 3 月の期間で、大きな研究開発目標を 4 つ掲げ、フィルム基板アモルファス

太陽電池の量産化技術開発を実施した。期間内で目標を達成し、量産技術を確立した。この技術を基に、さ

らにスケールアップ（フィルム基板幅を、従来の 50cm から 1m にスケールアップ）する技術を社内で実施し、

熊本に新設の太陽電池工場を竣工した。 

 

図5 1300mフィルムを用いて連続1000セル形成を行ったセ

ルの規格化変換効率（基準変換効率で規格化） 
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『太陽光発電システム普及促進型技術開発 

太陽電池用シリコン原料の低コスト・量産化技術開発』 

チッソ株式会社 

 

Ⅰ．目的 

太陽光発電はクリーンなエネルギーとして、その実用化と普及は社会的な要請である。

経済産業省とＮＥＤＯが掲げる新エネルギーの導入目標達成には、太陽光発電によるコス

トを家庭用電気料金並に下げる必要があり、各種基盤技術の低コスト化が重要な課題であ

る。 

本技術開発では、現在主流である結晶系シリコン太陽光発電システムに使用する多結晶

シリコン原料（以下、シリコンという）の低コスト製造を目的とする。 
四塩化珪素を亜鉛で還元しシリコンを得る技術は、昭和３０年代の半導体産業勃興時に

実用化された実績がある。しかし、より高純度の品質が要求される半導体用途には不適で

中断されていた製造技術である。本研究では、この技術のコスト優位性に着目し、さらな

る品質、生産性の改良を目的とし技術開発する。 

 

 

Ⅱ．研究開発目標 

 

 ( 終目標)  

 コスト ２０００円／ｋｇ以下 

（１０００トン／年規模の生産時） 

 品質 太陽電池用として十分であること。 

 

(研究計画の内容) 

(１)  還元反応工程において、亜鉛による四

塩化珪素還元反応の 適条件を検討し、

量産時の製造コスト見極めのデータを

取得する。 

(２)  副生する塩化亜鉛の回収技術として、

電解反応工程の 適条件と回収亜鉛等

の品質を検討し、量産時の製造コスト見極めのデータを取得する。 

(３)  電解反応により生成する塩素と原料金属珪素から四塩化珪素を製造する塩化反

応の 適条件を検討し、量産時の製造コスト見極めのデータを取得する。 

(４)  また、 終的に個々の工程を連結する事を想定し、クローズドシステム構築に必

要な付帯技術検討を実施し、全体プロセスとしての製造コストを試算する。 

(５)  還元反応で得たシリコンの太陽電池

性能を評価する。 

 

Ⅲ．研究開発の成果 

(１)四塩化珪素還元反応の技術開発 

小規模還元反応実験装置とベンチスケー

ル還元反応装置を用いて 適条件を検討し、

量産設備設計用データを取得した。 

また、シリコンの生成速度と生産効率の

適化データを得た。 

生成したシリコンは針状の多結晶であり、

結晶形態は立方晶であった【図－１】。 
【図－１】生成シリコンのＸＲＤチ
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四塩化珪素の還元反応による 
シリコン製造プロセス 

テーマ⑥
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(２)塩化亜鉛回収の技術開発 

小規模実験装置とベンチスケール電解装

置を用いて、 適電解条件を検討した。得ら

れた条件により量産時の製造コスト試算に

必要なデータを得た。 

 

電解液に支持電解質として支持塩を加え

混合塩電解を行うことで、電解時の電圧が低

下し、結果として電力原単位を低減できるこ

とが判明した【図－２】。 

混合塩電解において、電流効率は８５～９

０％であった。電解で生成した金属亜鉛純度

は市販９９．９９％（４Ｎ）品相当であるこ

とを確認し、且つ支持塩からの汚染も無いこ

とを確認した。 

量産装置を想定し設備コストを低減する

ために、単極型と複極型の電解装置で検討を

行った。設備コストは複極型の電解装置が有

利であった。 

得られた結果から、電解は混合塩による

複極電解方式にコストメリットがあることが判明した。 
 

 

 

(３)四塩化珪素生成の技術開発 

塩化反応試験装置により、原料金属珪素と塩

素から四塩化珪素を生成する反応の 適条件

の把握と生成する四塩化珪素の品質確認を実

施した。得られた結果と弊社クロロシラン製造

設備の知見より、量産設備の設計に必要なデー

タを得、塩化反応の製造コスト試算を実施した。 

 

原料金属珪素と塩素との反応は、燃焼（発熱）

反応であり、固定床での反応では局部的に１０

００℃を超えた。【図－３】参照。 

この発熱による反応温度の上昇を防ぐため

に、希釈流動化反応を行ない、反応温度の低下

に成功した。希釈流動化反応により、塩素の反

応効率はほぼ１００％となった。 

生成した四塩化珪素の純度分析を行った結果、当社設備の四塩化珪素精留工程と同

様の処理で９９．９９９９％（６Ｎ）以上の純度が達成可能であると判断した。また、

生成した四塩化珪素蒸留品が弊社製品の高純度四塩化珪素（６Ｎ）品を使用したもの

と生成シリコンに差異が無いことを実験的に確認した。 

 

【図－３】 塩化反応の様子
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(４)全体プロセスの製造コスト検討 

各工程における反応条件と設備設計から、全体プロセスを設計・構築し、量産時の

シリコンの製造コストを試算した。その結果、下記設定条件の下で、目標としたコス

ト２，０００円／ｋｇの達成見通しを得た。 

 

設定条件 

• 全体プロセスにおいては、各プロセスを統合し連続化プロセスとした。 

• マテリアルバランス、反応条件は個別の検討で得られた 適反応条件に基づいた。 

• 設備投資額は、資材及び機器費の見積金額を基にした。 

 

 

 

(５)生成シリコンの品質評価 

四塩化珪素の還元反応で得たシリコンの品質確認と太陽電池性能評価を実施した。

本開発で生成したシリコンは、市販のシリコンと同一性能であることを確認した。 

 

生成シリコンの化学分析 

四塩化珪素の還元反応にて生成したシリコンの化学分析を行った。 適反応条件下

で生成したシリコン中への原料亜鉛の混入量は、１ｐｐｍ未満であることを確認した。

また、その他の重金属などの不純物含有量（Ｆｅ、Ｃｒ、Ｎｉ、Ｃｄ、Ｃｏ、Ｃｕ、

Ｍｎ、Ｍｏ、Ｎａ、Ｎｉ、Ｐｂ、Ｓｎ、Ｔｉ）も検出限界（０．１～０．５ｐｐｍ）

以下であった。 

本技術開発において四塩化珪素の還元反応で生成したシリコンの化学分析による

純度は、９９．９９９９％（６Ｎ）以上であることを確認した。 

 

単結晶化試験 

四塩化珪素の還元反応で得られたシリコンに

ついて、単結晶引き上げ装置を用いて、単結晶化

を試みた。所定の条件により、単結晶の引き上げ

を行った結果、得られたシリコンは単結晶化が可

能であった。【図－４】参照。 

 

多結晶シリコンの電気的特性評価 

還元反応で得られたシリコンを溶融・インゴッ

ト化した後に、スライス機でウエハー化した後、

ｐ／ｎ判定及びシリコンウエハーの電気的特性

を評価した。 

半導体としての型は、ｐ／ｎ判定機によりｐ型

半導体であることを確認した。 

電気的特性評価として、ウエハーの抵抗値（四探針法）とライフタイム（ＢＳＰＣ

Ｄ法注）)を測定した。抵抗値は、１０～５５Ω・ｃｍの範囲であり、バルクのライフ

タイムとして、１０μｓ以上の値を得た。 

 

注）ＢＳＰＣＤ法：Ｂｉ－Ｓｕｒｆａｃｅ ＰｈｏｔｏＣｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙ 

Ｄｅｃａｙ法 シリコンウエハーのバルクのライフタイムと表面結合速度を非接触

で測定する方法。 

 

【図－４】 単結晶引上装置 
単結晶インゴット 
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太陽電池評価 

市販の多結晶シリコンを対照(相対値１００％とする)として太陽電池性能を評価

した。 

市販品に対する還元反応生成シリコン混合比率を、１０～１００％の範囲で変化さ

せても太陽電池特性に大きな変化は見られず、混合比率と各特性の間には特別な相関

は見られなかった。これらの結果から、本技術開発において四塩化珪素還元反応工程

で生成させたシリコンは、太陽電池特性に関し、市販品と同等の品質を有していると

推定された。 

【表－１】 太陽電池特性評価結果 

生成シリコンの市販

品に対する割合 
相対的太陽電池特性評価  

No． 
混合比率 

（％） 
Voc (％) Isc (％) F.F (％) Pmax (％) 

A 10 100 101 100 100 

B 50 100 98 98 99 

C 99.6 101 97 103 101 

D 100 100 97 101 98 

 

 

Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

コスト： ２，０００トン／年の規模での製造コストを試算した結果、 適反応条件

下において、目標の２，０００円／ｋｇ以下の見通しを得た。 

品質：  太陽電池用として、充分な性能を示した。 

 

 

本研究で、四塩化珪素の亜鉛による還元反応で太陽電池用途のシリコンを製造し、

設定条件の下での試算により目標コスト達成の見通しを得た。 

 

今後の課題として、スケールアップによる前述設定条件の実証、すなわち、連続化、工程

間接続技術等における課題の抽出と検証が上げられる。また、スケールアップに伴い新た

に発生するであろう課題の解決と共に、スケールアップでの本件に掲げた 終目標の実証

が不可欠となる。
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『太陽光発電システム普及促進型技術開発  低コスト薄膜多結晶Ｓｉの量産型製膜装置開発』 

株式会社 カネカ 

 

Ⅰ．目的 

 アモルファスシリコン／薄膜多結晶シリコンハイブリッド太陽電池モジュール（以下、「ハイブリッドモジュール」と

いう）における薄膜多結晶シリコン製膜装置の低コスト量産化技術として、多数枚バッチ方式による量産型製膜装

置開発のための設備条件と均一製膜条件を明らかにする。 

 

 

Ⅱ．研究開発目標 

１．小型実験機による予備検討およびパイロット実験機での製膜実験を通じ、多数枚バッチ方式による薄膜多

結晶シリコンの均一製膜条件，および設備コスト低減のための検討を行い、量産機に向けた設備・運転条件

を求めると共に、基板投入から取り出しまでの目標タクトタイムでハイブリッドモジュールの膜質を実現する。 

２．（最終目標）量産機における安定生産確保のため、パイロット実験機の連続運転による膜質の変化，および

設備上の問題点などを把握し、その対策を検討することにより性能上均一な膜質を得るため、および安全性

確保のための技術を確立する。 

 

 

Ⅲ．研究開発の成果 

１．小型実験機による予備検討 

  薄膜多結晶シリコン層のｐ／ｉ／ｎ各層の単膜製膜実験による各層特性を確認した後、製膜室１室で薄膜多

結晶シリコン層を一括して製膜し、製膜温度分布，膜厚分布およびセル性能評価を行い、基板４枚配置での面

内，面間均一性を確認し、ｐ／ｉ／ｎ層の１室製膜および多数枚製膜の可能性を得た。 

 

２．スケールアップ検討 

 （１）設備・装置条件の確立 

小型実験機および取得したパイロット実験機での製膜実験データよりスケールアップ則を把握すると共に、流

れの可視化実験や製膜実験データに基づいた製膜温度，ガス流れ等の熱流体シミュレーション，およびプラズ

マ領域における反応モデル構築によるシミュレーション（ＣＶＤ反応シミュレータ）を実施することにより、量産機

における設備・運転条件確立の指標を得た。 

ＣＶＤ反応シミュレータについては、小型実験機およびパイロット実験機での製膜実験結果やプラズマ電子

密度等の測定値に基づくプラズマ解離反応，気相反応，表面反応モデルを構築し、ガス量，圧力等の製膜条

件による製膜速度，結晶化度を良好な精度にて予測することが可能となり、運転条件確立の効率化が図れた。 

本シミュレータを用いた製膜条件検討によるパイロット実験機でのハイブリッドモジュール製膜実験結果は、

各面性能バラツキは±２％程度ときわめて良好であり、スケールアップした基板を用いたパイロット実験機にお

いても１室製膜および多数枚製膜の可能性が得られた。また、製膜実験を通じて製造原価へ影響する生産性

に対しても目標である製膜タクトタイムを達成した。 

 （２）設備コスト削減 

   量産機を低コストで実現させるため、製膜チャンバー，電極，排気系ポンプ等の各設備項目について、構造

解析によるコストダウン構造の検討，構造の簡素化，機台数の最適化の検討，およびこれら検討項目のパイロッ

ト実験機での技術検証により、多数枚バッチ方式の薄膜多結晶シリコン製膜装置本体関連について、設備費コ

ストダウン目標達成の目処が得られた。 

   設備費コストダウン策検討の一例として、以下に示す。 

   ａ．製膜チャンバー数の低減 

     高価なチャンバー数低減のため、ロード／アンロード／予備加熱チャンバーの共通化を図ることによるコ

テーマ⑦ 
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スト低減。 

   ｂ．チャンバー構造の最適化 

     有限要素法を用いた構造解析による真空加熱条件に対応した安価構造の決定。 

 

３．動作機構の検討 

   計画生産性を確保するための多数枚の基板脱着，および移動チャンバーと製膜チャンバーのドッキング機

構，シール性の安全性確保については、プロトタイプや小スケールでの実験を行い、量産機での基本仕様の目

処を得た。 

 

４．連続運転時における製膜技術の検討 

   量産機での連続運転時における安定性確保のため、パイロット実験機で連続製膜を実施した。セミロングラン

（３０バッチ）での面内，面間膜質の均一性を確認の上、ロングラン（２００バッチ）連続運転での膜質変化、およ

び量産機における設備上の課題抽出，対策を実施し問題ないことを確認の上、多数枚バッチ方式における量

産機設備仕様を決定した。 

 

 

Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

 ハイブリッドモジュールにおける薄膜多結晶シリコン製膜装置の低コスト量産化技術として、多数枚バッチ方

式による量産型製膜装置開発のための設備条件と均一製膜条件を明らかにすることを目標に、小スケール実

験機およびパイロット実験機での製膜実験，コストダウン技術検証実験を通じ、性能／設備コスト面における１室，

多数枚製膜の可能性を得ると共に、ロングラン連続運転を通じ量産機展開時における設備上の課題抽出，対

策を実施し問題ないことを確認の上、量産機設備仕様を決定した。また、計画生産性確保のための多数枚基板

脱着方法および移動チャンバーのドッキング方法においてもプロトタイプ，小スケール実験機での技術検証を

行い量産機仕様の目処を得た。 

   今後は、更なる詳細検討，設計の上、量産機仕様の確定，導入（実証機導入）を実現し、量産上の課題抽出，

解決を行うものとする。 
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『太陽光発電システム普及促進型技術開発  太陽電池用高品質多結晶シリコン製造技術の開発』 

株式会社第一機電 

 

Ⅰ．目的 

 太陽光発電システムの普及加速に貢献する製造技術として、小型実験炉にて 適条件を確立したあと大

型凝固炉による太陽電池用高品質多結晶シリコンインゴット製造技術を開発する。本研究開発で得られた

成果は、自社で計画している多結晶シリコン生産の事業化に役立てるものである。 

Ⅱ．研究開発目標 

 過去に実施された太陽電池シミュレータ（PC-1D）を用いた変換効率の解析と予測によれば、表面反射

率を改善することにより、拡散長が 600μm 以上であればセル変換効率は約 19％になることから、多結晶

シリコンインゴットの拡散長が600μm以上(セル変換効率19(%)に相当)を有する高品質多結晶シリコンイ

ンゴットの製造を目指す事を 終目標とした。  

Ⅲ．研究開発の成果 

（１）小型実験炉の設計・製作 
 実験炉を市販セルの大きさ□150mm～□155mm が切断出来るインゴットが製造可能な大きさに改造

し、温度分布を測定した結果、シリコンの凝固過程を推測するためには空炉の温度分布よりも、シリコン

結晶に見立てたカーボンブロック実装の温度分布測定が必要であると判断した。静的な温度分布測定だけ

でなく、カーボンブロック実装の凝固育成シミュレーションを行った結果、多結晶シリコンの一方向凝固

をより確実にする方法として「変速引き下げ法」を検討する事にした。 
（２）小型実験炉による多結晶シリコン製造の 適条件の確立 
 凝固育成条件を変えて多結晶シリコンインゴットの製造実験を行い特性評価した結果、「変速引き下げ

法」及び「引き下げ徐冷法」の2方式で拡散長が広範囲で目標の600μmに近い値を有するインゴットが得

られ、その再現性も確認出来た。 
（３）ルツボ離型材と塗布方法の検討 
ルツボ離型材の主材料である Si3N4 に助剤として CaF2、ZrO2、TiO2、CeO2 を添加することにより、

石英ルツボとの付着強度が向上することが確認出来たが、実装試験結果は助剤として添加した元素がシリ

コン結晶に不純物として拡散する為、特性を劣化させる結果になった。また石英ルツボへの離型材塗布工

程の省略を考えて離型材の溶射実験を試みたが、溶射材料調整不良で、ルツボとシリコンの付着が発生し、

初期の目的は達成出来なかった。 
（４）ドーパント及び雰囲気濃度の影響調査 

Ar+5%H2雰囲気で凝固育成した結晶は、結晶粒の大きさは従来の Ar 雰囲気で凝固育成した試料と変わ

らなかったが、拡散長は極端に低下した。低抵抗Gaドープシリコンインゴットの試作は抵抗率の変化は大

きいものの、Bドープとほぼ同等の拡散長値が得られた。 

（５）ローコスト生産用大型凝固炉の設計・製作 

 小型実験炉の温度分布と凝固育成実験で確立した 適条件を基本に、□155mm×200mmH ブロックが

16 個取れる大型凝固装置１号炉を設計製作したが、カーボンブロック実装の温度勾配は 4.5℃/cm と小型

実験炉のほぼ1/2の値であった。熱流体解析ソフトにより大形凝固炉ホットゾーンの温度分布シミュレー

ション解析を行った結果、温度勾配は実測データとほぼ等しい値が得られた。 

（６）大形凝固炉による多結晶シリコン製造実験 

 小型実験炉の凝固育成実験結果で、高品質が得られた 適条件をもとに大型凝固炉にて大型インゴット

の製造実験を行った結果、平均拡散長は250μmと、小型実験炉で試作したほどの高品質は得られなかった

が、国内企業におけるセル評価結果は市販のシリコンインゴットと同等との評価を得た。 

（７）多結晶シリコンインゴット特性等の評価 

小型実験炉で高拡散長が得られたインゴットから□40mm×t0.4mm の基板を切り出し、再委託先の東京農

工大にてりんゲッタリング及び水素パッシベーション処理を行ったところ、インゴットの上下で平均ライ

テーマ⑧ 



104 

フタイム 120μs が得られた。ライフタイム 120μs は拡散長で約 600μm に相当する事からも、今回の委

託開発目標は達成することが出来たと判断する。（図１参照） 
更に小面積セルではあるが、ドイツのフラウンホファー太陽エネルギー研究所にてセル試作と評価を実

施して頂いたところ、ＢおよびＧａドープ多結晶ともに20％近いセル効率が達成された。（表１参照） 

また 150mm□の大面積セルに関しては国内企業における評価結果で、セル変換効率は 15.5 から

16.5％の値が得られた。 

以上のセル試作結果は、今回の委託研究で育成した多結晶Ｓｉ基板は十分に製品化価値がある事を示し

ている。 

 

 
         変速引き下げ法                 引き下げ徐冷法 

図１ 高拡散長が得られたインゴットのりんゲッタリング及び水素パッシベーション処理効果 
   

 

       表１ ドイツ・フラウンホッファー太陽エネルギー研究所で試作したセルのセル特性 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

（１）小型実験炉では、結晶成長形態の異なる変速引き下げ法及び引き下げ徐冷法の2方式でほぼ拡散長

の目標値600μmを達成することが出来たが、結晶欠陥や不純物の分布状態を調査し、これらを低減するこ

とで更に高品質の多結晶シリコンの製造技術を開発する。 
（２）熱流体解析ソフトによるシミュレーションを活用して大型凝固炉のホットゾーンの改善を行い、大

型炉でも小型実験炉と同等の高品質結晶が得られる凝固育成条件を確立すると同時に、ローコストで生

産性の高い大型凝固炉を開発し、多結晶シリコン太陽電池のコスト低減に寄与する事を目指す。 
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『太陽光発電システム普及加速型技術開発 溶融析出法による太陽電池シリコン製造技術の開発』 

株式会社トクヤマ 

 

Ⅰ．目的 

 近年、太陽電池生産量は年率 30％～40％という高い伸びを示しているが、世界中で生産されている太陽電

池は、その 90％以上が単結晶、あるいは多結晶シリコンからなる結晶型太陽電池である。太陽電池生産量の急

拡大に伴い、シリコン原料が不足する状況に陥りつつある。また、これまで、太陽電池用シリコン原料は、半導

体産業のオフグレード品や、スクラップ品に依存しており、安定した原料ソースがないという問題があった。太陽

電池のさらなる普及には、半導体産業の市況に影響されず、安定した原料供給が必要不可欠であり、太陽電池

用シリコン原料の製造技術の開発が渇望されている。 

当社は、原料となるトリクロロシランをシリコンの融点以上で析出することで、従来法に比べて大きな析出速度を

狙える新製造方法（溶融析出法）を開発した（基盤技術研究促進事業 ｢新概念の析出法による太陽電池用シリ

コン製造技術の開発｣）。開発の次段階として、溶融析出法の商用化技術を開発し、太陽電池用シリコンの低価

格化と安定供給に資することを本研究の目的とした。 

 

Ⅱ．研究開発目標 

本開発では溶融析出法の大型開発実証プラントを建設し、生産能力と製品化に関する実験を行う。開発に当

たり、以下の目標を設定した。 

（イ） 生産能力の実証 240t/年（但し、大型反応器を１基使用して） 

（ロ） 製造コストの確認 1,500 円/kg（但し、5,000T/Y 生産プラントでのケース） 

 

Ⅲ．研究開発の成果 

１．  溶融析出法開発実証プラントの建設 

1）大型溶融析出反応器および原料ガス循環設備の設計 

基板技術研究促進事業で得られたパイロットプラントの反応器（φ50mm）の実験結果およびシミュレーシ

ョンの結果をベースに、反応器のスケールアップを図った。 

大型反応器は、能力が実証できればそのまま商業生産設備で採用するサイズとなる。シリコンの析出量と

して約 30kg/h を見込み、原料 TCS は、既設の半導体プラントから受け入れる。原料供給、ガス供給設備等

の周辺設備についても併せて仕様を検討した。シミュレーションの結果などを基に大型反応器および周辺

設備を設計した。プラント建設と並行して、反応器および周辺設備の運転方法の検討を行った。 

 

【【プラントフロープラントフロー】】

ガス1次冷却器

ガスフィルター

圧縮機

TCS
大型溶融析出

反応器

 

 

図１． 開発実証プラントのフロー図 

テーマ⑨ 
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2）開発実証プラントの建設 

NEDO 補助金を含めて総投資額約３０億円で開発実証プラントを建設した。平成１７年２月にプラント着工

し、当初計画の２ケ月遅れの同年１２月中旬に竣工となった。計画遅れを取り戻すために、研究期間を２ケ

月延長し、竣工後、一連の実験を行った。 

 

図２． 開発実証プラントの全景 

 

２． 溶融析出の実験 

1） 析出実験 

①発熱密度分布測定 

析出実験に先立ち、スケールアップした反応器の発熱密度分布が当社電磁場解析の設計どおりにな

っているか確認する目的で、納入前に加熱性能試験を実施し、比較検証した。 

発熱密度の比較精度は、97%以上の高い値であり、設計通りのコイル性能を達成していることを確認で

きた。また、磁気シールドや相互干渉の影響がほぼシミュレーションどおりであることが確認できた。 

 

②析出実験 

実験結果概要を下記に示す。 

表２． 実験結果概要 

 Run1 Run2 Run3 Run4 

時間当り析出量（kg/hr） 
ﾃﾞｰﾀ 

取得できず 

ﾃﾞｰﾀ 

取得できず 
28 32 

特記 反応筒破損 
融液飛散 

ﾄﾗﾌﾞﾙ 
先端部閉塞 正常運転 

 

・ Run1 では、反応筒破損を生じ、データを取得することが出来なかった。 

・ Run2 では、融液飛散トラブルが発生し、データを取得することが出来なかった。 

・ Run3 では、条件を見直したところ、データは取得できたものの、先端部閉塞により、実験終了となっ

た。 

・ Run4 では、運転条件の最適化を図り、データを取得したうえで、正常運転で実験を終了することが

できた。 

・ 生産能力の実証課題として、目標値に掲げた240t/年に相当する30kg/hを達成していることが確認

できた。 
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2） 品質評価 

開発実証プラントで得られたサンプルの形態を下記に示した。 

 

図３． 開発実証プラントサンプル（塊状サンプルの一例） 

 

得られたサンプルは、重金属、カーボン、リン及びボロンを分析した。以下に代表的なサンプルの分析値

を示す。 

 

表３． 代表的なサンプルの分析値 

 重金属 

（ppba） 

C 

(ppma) 

B 

(ppba) 

P 

(ppba) 

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ ～100 10～50 ＜20 ＜10 

開発実証ﾌﾟﾗﾝﾄ 50～300 80～100 30～40 120～180 

EPIA（2002）単結晶 100 0.3 ＜1 ＜3 

EPIA（2002）多結晶 100 10 ＜500 ＜50 

 

パイロットプラントに比べ、開発実証プラントのサンプルは、重金属、C、ドーパントいずれも若干高めの値

となっている。 

得られたサンプルの一部は、多結晶型太陽電池メーカー２社に送付し、インゴット、セル製作まで一連の

評価を依頼した。以下にサンプル評価結果を示す。 

表４． サンプル評価結果（太陽電池セルの変換効率比較） 

 サンプル リファレンス 

原料 開発プラント 
半導体グレード 

多結晶シリコン 

セル変換効率 

（％） 
16.2 16.4 

ほとんどリファレンスと遜色ない値となり、太陽電池用シリコン原料として十分使用できるという結果が得ら

れた。 

 

３． Si 融液の製品化の検討 

析出したシリコン融液を汚染なく最適に回収する設備を設計し、開発実証設備に組み込むことを目的と

した。まず、外注実験にて水を擬似流体とした大型のコールドモデル実験を行い、シリコン融液の落下挙

動や側壁への融液付着状況を観察した。また、小型のシリコン融液落下テストを行い、製品回収部の壁面

への飛び散り方や、受け容器構造を検討した。 

これらの結果をふまえ、開発実証設備の製品回収部を設計、製作した。 

析出実験の都度、製品回収作業を行い、評価用サンプルも取得することができた。大型実証設備にお

1cm
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いては、融液飛散トラブルが生じたことがあったが、その後運転条件の見直しにより、底板、側壁を含めた

製品回収部に耐久性等の問題は認められず、商業生産時においても、基本的な設計は現行条件で十分

可能であることが確認できた。 

 

Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

 成果のまとめ 

①大型析出反応器を中心とする、溶融析出法の商用化技術の開発実証プラントを設計、製作した。 

②析出実験の結果、目標とした 30kg/ｈ以上を確認できた。 

③得られたサンプルのユーザー評価を受けた。インゴット、セル製作、最終的なセル変換効率まで通して太

陽電池用シリコン原料として十分使用できるという結果が得られた。 

一連の実験結果から、溶融析出法の商業化に向けて基本的なデータを取得することができ、製造コスト の

目標値達成に目処をつけることができた。 

 

今後の課題 

商業生産設備の設計に向けた、詳細なデータ取得 

 

以上
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『太陽光発電システム普及促進型技術開発 

単結晶および多結晶シリコンの表面反射率低減処理技術開発』 

株式会社 新菱 

 

Ⅰ．目的 

 太陽電池の特性を向上させる為に、シリコン基板表面テクスチャ処理にてドライエッチングを用

いることでシリコン基板の表面反射率を低減する表面処理の商用化技術を開発することを目的と

する。また、これらの基板表面処理の太陽電池特性への改善効果について、表面反射率が低減し

た基板をセル化し太陽電池の特性評価を実施する。 
なお、ドライエッチング処理の基礎検討は崇城大学に、試作したセルの太陽電池の特性評

価は東京農工大学にそれぞれ再委託して実施する。 

 

 

Ⅱ．研究開発目標 

① ドライエッチング処理での低反射率化を検討し、実機サイズのシリコン基板（125mm 角以上）の

表面処理で、表面反射率（800nm）；単結晶 4％以下、多結晶 10％以下を達成する技術を開発す

る。 

② 複数枚の基板を同時に処理することが可能なドライエッチング処理の試作機を製作し、こ

の試作機を用いて、複数枚の基板を均一かつ低コストで処理する為の要素技術を検討する。 

③ 上記①,②で開発した技術を早期実用化するために、量産機（短時間・短タクトで処理でき

る）のコンセプトを発案する。 

 

 

Ⅲ．研究開発の成果 

 1)表面反射率低減技術の開発 

平成 17 年度に製作した量産試作機を使用して、実機サイズ(125mm 角以上)の単結晶および多結

晶シリコン基板において、表面反射率が低減するドライエッチング処理条件を確立した。単結晶

および多結晶シリコン基板表面に微細な凹凸を形成することができた(図１、図２、図３、図４参

照)。このときの表面反射率(波長：800nm)はウェットエッチング処理後の単結晶シリコン基板に

対しドライエッチング処理を付加したものは 10%から約 1%に、多結晶シリコン基板では 30%から

約 1%まで低減した(表１参照)。 

ただし、ドライエッチング処理にて反射率が 1%まで低減した基板をセル化して太陽電池の特性評

価を行ったところ、セル特性の向上は確認できなかった。ドライエッチング処理を行うことによ

り高さ 0.3μm 程度の微細凹凸形状が形成でき、この形状により反射率は大幅に低減するが現状の

セル化プロセスではこの形状に対する 適化が出来ておらず電池特性の向上は見られない。 

そこで、ドライエッチング処理後に表面処理を付加し、セル化に適した表面形状にすることに

より、短絡電流密度（Jsc）がウェットエッチング処理のみの基板に比べ 2.8%向上することを確

認した(表２参照)。 

テーマ⑩
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2)量産機コンセプト発案 

   これまでの検討結果より、商用ベースの量産機のコンセプトとしては、外乱の影響をなくす為

に処理環境を常に維持することが重要であり、低コスト化する為にはこれらの環境維持を行うス

ペースを限りなく小さくする必要がある。一度に大量処理をするような大型の装置ではなく、現

状の量産試作機程度の大きさあるいは、枚葉・連続処理方式による小型の装置構成とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単結晶 ウェットエッチング処理 単結晶 プラズマエッチング処理 

図１．単結晶シリコン プラズマエッチング前後の外観

単結晶 プラズマエッチング処理 単結晶 ウェットエッチング処理 

図２．単結晶シリコン プラズマエッチング前後の表面 SEM 写真 
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図３．多結晶シリコン プラズマエッチング前後の外観

多結晶 ウェットエッチング処理 多結晶 プラズマエッチング処理 

多結晶 プラズマエッチング処理 多結晶 ウェットエッチング処理 

図４．多結晶シリコン プラズマエッチング前後の表面 SEM 写真 
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Ⅳ．成果及び課題のまとめ 

 １．平成 17 年度成果・課題のまとめ 

量産試作機にてドライエッチング処理を行うことにより、単結晶および多結晶シリコン基板上

に微細凹凸形状を形成することができ、表面反射率(波長 800nm において)はウェットエッチング

処理のみの基板と比較して、単結晶シリコン基板にて 10%→約 1%、多結晶シリコン基板にて 30%

→約 1%まで低減させることができ研究目標は達成できた。 

課題としては、ドライエッチング処理による複数枚処理がすべての基板にて均一処理出来てい

ない為、まずは量産試作機での複数枚処理検討を実施する。その後、量産化に向けた安定処理、

短タクト化検討など商用化に向けた検討を行う。 

 

２．次年度以降の課題と方針 

   155mm 角多結晶シリコン基板にてドライエッチング処理＋表面処理を行い、電池特性が向上す

る形状を形成できることを確認した。次のステップである複数枚均一処理検討を行い、その後、

表面形状 適化検討、短タクト化検討を実施し、 終的には商用化にむけた量産技術の確立、商

用量産機の開発を行っていく。 

表１．単結晶および多結晶シリコン プラズマエッチング前後の反射

ウェット処理のみ プラズマ処理のみ プラズマ→表面処理

Jsc[mA/c㎡] 32.7 32.5 33.6

表２．短絡電流 電池特性評価結果 
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太陽光発電システム
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事後評価委員会
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普及加速事後評価 説明資料 2007.03.20
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3

普及加速事後評価 説明資料 2007.03.20
ー事業の位置付けー

太陽光発電技術開発
（H13～H17）

太陽光発電技術開発
（H13～H17）

先進太陽電池技術開発
(1)シリコン結晶系薄膜太陽電池
(2)CIS系薄膜太陽電池
(3)超高効率結晶化合物系太陽電池

2000～2005
(H12～H17)

2006
(H18

)

2007
(H19

)

2008
(H20

)

2009
(H21

)
2010～
(H22)

2010年
導入目標の達成

4820 MW

1999

革新的次世代
太陽光発電システム技術開発

国際協力事業

先導的予備研究

太陽光発電システム共通基盤技術研究開発
(H13～H17)

太陽光発電システム共通基盤技術研究開発
(H13～H17)

実用化加速技術開発
(H17～H19)

実用化加速技術開発
(H17～H19)

太陽光発電システム普及加速型技術開発
(H12～H17)

太陽光発電システム普及加速型技術開発
(H12～H17)

一部延長

太陽光発電システム共通基盤技術
(H18～H21) 研究開発

太陽光発電システム共通基盤技術
(H18～H21) 研究開発

国際協力事業

ＳＳ計画

ＮＳＳ計画

太陽光発電システム
未来技術研究開発(H18～H21)

太陽光発電システム
未来技術研究開発(H18～H21)

・次世代技術開発
2020年，14円/kWhに向けた技術開発

・次世代技術開発
2020年，14円/kWhに向けた技術開発

・シーズ探索研究
2030年に向けた技術革新
ブレークスルーの為の探索研究

・シーズ探索研究
2030年に向けた技術革新
ブレークスルーの為の探索研究

2020年目標

75円/W

14円/kWh

2030年目標

50円/W

7円/kWh

2000年

~140円/W

 

4

普及加速事後評価 説明資料 2007.03.20

200 0(H12 ) 2005(H17)200 0(H12 ) 2005(H17)

ーＮＳＳ計画からの経緯ー

ニューサンシャイン(NSS)計画における開発
1993(H5 ) 2000(H12)

低コスト･大面積モジュール製造技術

新型アモルファス太陽電池製造技術

高信頼性CdTe

次世代薄膜太陽電池

薄膜多結晶シリコン太陽電池

材料・基板製造技術

シリコン結晶系高品質材料・基板

普及加速技術研究開発

① カネカ

NEDO基盤促進技術開発

CIS太陽電池製造技術

応用型新構造薄膜太陽電池

アモルファス系高品質材料・基板

超高効率結晶化合物系太陽電池

② 三菱重工

⑤ 富士電機ＡＴ

③ シャープ

④ シャープ

⑦ カネカ

⑨ トクヤマ

⑥ チッソ

⑧ 第一機電

⑩ 新菱

先進太陽電池開発

2000年
140円/W
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