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はじめに 

 

本研究開発は、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、業務用電力料

金、既存電源に匹敵する発電コストを可能とする革新的次世代太陽光発電システムの開発を実施し、

太陽光発電の本格的な普及促進に資することを目的として、平成１３～１７年度に実施された事業

であり、本書は、外部有識者で構成される「太陽光発電技術研究開発 革新的次世代太陽光発電シ

ステム技術研究開発事業事後評価委員会」において、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２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 

太陽光発電技術研究開発 革新的次世代太陽光 

発電システム研究開発事業事後評価委員会 
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太陽光発電技術研究開発 革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発事業事後評価委員会 

 

委員名簿（敬称略） 

 

  
氏名 所属、肩書き 

委員長 高橋 清 東京工業大学 名誉教授 

委員長 

代理 
西野 種夫 神戸大学 名誉教授 

横山 正明 大阪大学先端科学イノベーションセンター 客員名誉教授 

高橋 宏 科学技術振興機構 主監（プログラムディレクター） 委
員 

新国 禎倖 財団法人新エネルギー財団 導入促進本部 太陽光発電部 部長 
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審議経過 

 

● 太陽光発電技術研究開発 革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発事業 

事後評価委員会 

 

 日時：平成１９年２月２日（金） １３：１０～１７：４０ 

 

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．事業の概要説明 
５．研究開発成果の詳細説明及び個別テーマ評価 
６．事業全体に関する総合評価 

 

 6



第１章 評価 

 

１．事業の制度全体に関する評価結果 

１．１ 総論 

（１）総合評価 

 太陽電池業界の現状及び技術動向を踏まえ、PV2030 で策定されたコスト目標の達成のために

長期展望に立って行われた本事業は、開発目標の設定・採択課題等においておおむね妥当であっ

たと考えられ、多岐にわたる太陽電池分野においてその技術レベルが世界的水準にあることや実

用化に近い成果が得られていることは、適正なマネジメントが行われており高く評価できる事業

であったと判断できる。 
 一方で、本事業ではチャレンジングなテーマが多いことから目標値の設定方法に関しては一考

の余地があったと考えられ、多岐にわたる技術分野の中でテーマ・目標値をどのように決めて推

進していくかは慎重な議論が必要と考えられる。 

 
＜肯定的意見＞ 

○太陽電池産業界が従来の結晶シリコンを中心とした太陽電池の生産量の拡大を図るため、人的資

源を生産ラインに投入し、結果として 2010 年以降の実用化に対応する革新的技術開発に手が回

らなくなってきている時期に、長期的展望にたった事業を、明確な目標のもとに遂行できたこ

とは高く評価される。特に「基礎研究は文部科学省」という古い考え方が残る中で、NEDO がこ

うした革新的技術に基盤を置いた事業を成功裡に遂行できたことは高く評価される。また、目

標達成という観点でも、次の未来技術に繋がったテーマも多く、多くの新規提案の中から、有

力な新技術が芽生えてきたと判断される。 
○太陽光発電に関する国内外の技術動向を考えると、開発目標の設定や採択課題の選択などは概ね

妥当であったと考える。いくつかの課題で、世界水準の成果を得て、初期の目標を達成してお

り、また実用化間近にまで達した課題もあったのは高く評価していい。 
○ロードマップに沿って NEDO 技術開発機構の先導で、その時々の問題点、開発すべき課題等を

的確に抽出し、世界的水準を保持しながら順調に推進していると思う。 
○昨今の地球規模のエネルギー事情また温暖化傾向等に鑑み、本事業の必要性は高く適切な課題設

定、目標設定がなされており、適切な課題が採択され、成果もあがっている。 
○本事業は、２０１０年の太陽電池導入目標およびＰＶ２０３０で策定されたコスト目標の実現化

を目指した革新的な基礎研究開発であり、実施された研究テーマは次世代太陽電池の材料を中

心とした要素技術およびプロセス技術等について多岐に亘る開発のみならず、太陽電池システ

ムの大量導入を実現化するシステム構築ならびに産学支援体制の試作ラインの構築など総合的

な研究開発が実施されたものと考えられる。また、実施期間中における機動的な研究テーマの

見直し、多数の技術検討会、成果報告会開催、成果の発表、特許も数多くなされており、その

マネジメントも適正に行われたと考えられる。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 
●革新的技術開発であるが故に、目標値の設定は難しい。実施されたテーマの中には、非常にチャ

レンジングなテーマも多く、目標値の設定が難しかったように思える。基礎的な研究開発に対し

ては、変換効率の目標に限らず、別の設定法があったかもしれない。 
●本事業は革新的な次世代太陽光発電システムの技術開発であったが、革新的なシーズ探索研究や

従来技術の革新的なブレークスルーを目指した研究開発が少なかったのではないかと思われる。

特に、若い世代の人々の本事業への参画が少なかったのは改善すべきである。 
●進め方としては、従来同様、重要課題設定型と提案公募型の２本立ては継続すべきで、提案公募

型に関しても場合によっては重要テーマを選定して効率的な開発を図るのがよい。 
●本事業の目標設定は必要性から言えば妥当なものであるが、実現可能性からはチャレンジングな

ものとなっている。このために、個々の課題の目標達成度は、必ずしも高くない。本事業のプロ

グラム設計として、必要性（社会の期待）と現実の達成可能性をバランスした目標設定が必要と

思われる。 
 
 
 
＜その他の意見＞ 
●自主研究として研究開発を継続するテーマもあるが、NEDO としては、これらのテーマについ

ても、その後の進捗に目をくばり、新たなる成果が生まれれば、再度、NEDO テーマとして取り

上げることも考えてはどうか。もともと太陽電池開発の研究者層は、あまり裾野が広くないので、

現在、一生懸命取り組んでいるグループを何らかの形でサポートしていく必要性を感じる。 
●太陽電池は種類が多く、それぞれに一長一短があり、どれを本命とすべきか判断が難しい。また

夫々に、原料技術、加工技術など開発主体も異なり、研究開発の助成対象が極めて多様である。

しかし、全ての技術分野に総花的に資金供給することは出来ない。有識者による徹底的な議論が

必要である。 
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（２）今後に関する提言 

 将来の太陽光発電技術としてのシーズを発掘していくためには、常に斬新かつ多様な提案を活

用していくべきであり、本方式を有効活用した基礎研究は今後も非常に重要であり、必要不可欠

である。今後さらに世界で開発競争が進むものと考えられ、その中で優位に立つためには太陽電

池の実用化を念頭に置いた基礎研究を充実させることが必要である。 
それと同時に太陽電池の研究開発としては課題設定も必要と考えられ、これは産業界の意見を

積極的に取り入れていくべきである。また、斬新なアイデアが生まれるための基礎研究を活発に

進めるためには研究者がじっくり取り組める仕組みを構築することが望ましい。 

 
＜今後に関する提言＞ 
○2030 年の太陽光発電システムのあるべき姿をイメージしたとき、これを満たすための技術は、

まだ見当たらない。そういう意味では、目先の技術に固執することなく、真にブレークスルーを

引き起こすための基礎的研究が必要不可欠である。多くの芽の中から、次第に将来の姿が浮かび

上がってくると思われる。新しい提案は、常に求めていくべきである。わが国と比べると、欧州

の研究機関では、基礎研究の層が厚い。2010 年以降もわが国が太陽電池開発で優位に立てるか

どうかは、基礎研究にかかっている。 
○永年この分野で活躍してきた人々の参画を否定するものではないが、太陽光発電を実用化し普及

させるためには革新的なブレークスルーが必要であるので、もっと若い世代の研究者・技術者が

参画し、従来にない斬新なアイデアを活用できるような仕組みが必要である。 
○今年度の米国大統領の一般教書でエネルギーを重要課題に掲げたことから、今後世界的に開発競

争が急速に進むものと思われ、我が国においても国の政策として引き続き NEDO 技術開発機構

が中心となって牽引することが必要と思われる。 
○太陽光発電技術の必要性や重要性は言うまでもないことであるが、その経済性や信頼性の向上は

容易なことではない。また技術が多様であり、太陽光発電技術研究開発のファンディングマネジ

メントは高度な知識と経験と判断力とスキルを要する。太陽光発電技術の有識者をファンディン

グマネジメントサイドにもっと充実できると良いと思われる。 
○今後の基礎的研究においても、本方式を採用されることを期待する。また、本事業の次段階の研

究開発では、広範囲で柔軟な研究開発体制により、セルの高効率化、大面積化ならびに低コスト

化および信頼性向上を実現してもらいたい。 
 
 
 
 
 
＜その他の意見＞ 
●基礎研究が重要といっても、太陽光発電技術としての要素研究であるから、テーマ設定は、的を

得たものでなければならない。したがって、課題設定型はよい手法である。また、課題設定にあ

たっては、太陽電池産業界の意見を十分に考慮する必要がある。 
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●開発研究が飛躍的に進展するためには、基礎研究も併行して進めることが非常に重要であるが、

基礎テーマに関しては、近年、科研費、科学技術振興機構等でも大型公募型研究が増加している

ことから、今後、基礎研究の採択には、研究スタンス、研究レンジを十分に意識した差別化を心

掛けるのがよいと思われる。 
●エネルギー問題は喫緊の課題ではあるが、容易に解決できる課題ではない。研究開発費の配分方

法として、年間研究費は今より減額しても、支給年数を増やして、研究者がじっくり取り組める

仕組みを構築する必要がある。 
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１．２ 各論 

（１）事業の位置付け・必要性について 

エネルギー問題・環境問題を考慮すると太陽光発電の普及は必須かつ急務の課題であり、新エ

ネルギー技術開発プログラムの目標達成に大いに寄与している。本事業は民間企業単独ではリス

クが大きく実施しにくい革新的な基礎研究開発をテーマしているため、国を挙げて積極的に推進

すべき事業であることから NEDO の関与が必要なものであり適切にその役割を果たしてきてい

る。また、予算配分も適切に行われており、費用対効果は大きかったと判断され、その事業目的

は妥当であったと考えられる。 
今後の効果的な研究開発事業のためには、短期・中期・長期の目標を明確に区別することが重

要である。 

 
＜肯定的意見＞ 
○革新的技術開発に関しては、特に民間企業の単独では実施が難しくなってきており、NEDO 事

業がなければ、進展は難しい。限られた予算の中で、多くの優れたテーマを採択し、テーマの

性格により、うまく予算配分されている。予算額にメリハリが見られる。あまり多くはない総

予算の中で、次の未来技術に繋がったテーマが多かったことを考えれば、費用対効果は大き

かったと判断される。 
○エネルギーや環境問題を考えると、太陽光発電の普及は急務の課題であるので、国をあげて積極

的に推進すべきあり、本事業は必要不可欠の事業である。また、民間活動だけに委ねて実現で

きるような性質のものではないので、本事業の目的は妥当である。 
○少なくともこれまでは順当にその役割を果たしてきたと考える。 
○本事業はまさに NEDO がやるべきものであり、NEDO 以外やるところはないと考える。 
○京都議定書の CO2 削減目標（１９９０年度排出量６％削減）が難しい状況であり、そのために

も、CO2 を排出しない太陽電池の普及拡大は必須である。この観点からも本事業は新エネル

ギー技術開発プログラムの目標達成に大いに寄与しており、１大学、１企業ではリスクの大き

な太陽電池基礎研究開発への NEDO の関与ならびにそれを目指した本事業の目的は妥当であっ

たと考えられる。 
 
 
 
 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●内外の技術開発動向からみると、色素増感セルへのウェイトが大きかったように見えるが、16
年度からは、結晶系シリコンに関する研究開発が加わり、開発テーマに重みが増している。国策

としても、今後とも、結晶シリコン、薄膜シリコンなど、この分野のメインストリームになるべ

き分野への支援を期待したい。 
●予算と成果に関しては、少なくともこれまでは順当と考える。今後実用化とともに研究装置の大

型化が予想され、研究開発予算の増大または集中が起る可能性がある。 
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●短期目標、中期目標、長期目標を明確に区別して事業戦略を立てることが重要である。予算獲得

のために無理な目標設定をすると、目標達成率が不十分となり、ステーキホルダーを失望させ、

ロングタームでの事業継続に支障を来すことになる。 
 
 
 
＜その他の意見＞ 
●この数年間で石油を始め各種エネルギー価格は高騰している、このような状況下では太陽光発電

電力に期待されるコストも変わってくるはずである。 
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（２）研究開発マネジメントについて 
国内外の技術動向・市場動向を踏まえて各太陽電池毎に戦略的に非常に明確な目標値が設定さ

れている。また、幅広い研究項目を選定、実施しており、本事業の目標設定は妥当であったと考

えられる。ただし、基礎研究の取り組みが多い中で研究開発体制に対して目標値を高く設定しす

ぎている面も見受けられることについては、今後の検討課題である。 
また、提案の内容については産学官連携などの研究開発体制、目標達成のための要素技術等を

十分吟味しており、技術検討会の開催、研究テーマの見直しなどが行われている。色素増感太陽

電池、有機薄膜太陽電池のテーマをタイムリーに取り上げるなど、実施については適切にマネジ

メントされていると考えられる。 
広い技術テーマの中には要素技術が多いことから目標を達成するための体制が十分でないもの

もあったことから、今後さらに効果的かつ適切な研究開発推進のためには NEDO 主導で産学連

携をさらに推進していくことが望まれる。 

 
＜肯定的意見＞ 
○研究開発の目標値は、非常に明確になっている。各テーマともに、目標達成のための要素技術は、

十分把握されているように思える。産学官連携で取り組んでいるテーマが多く、よく考えたチー

ム構成となっているものが多い。結果的にみれば、計画見直しのテーマも見られ、進捗状況等の

把握も十分行われていたと判断される。 
○全般的に太陽光発電に関する国内外の技術動向を考えて目標が設定されており、いくつかの分野

において目標が達成され大きな成果をあげている。 初期の目標が達成できなかった課題におい

ても、今後の技術開発において有用な知見が得られている。 
○色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池のテーマ設定は非常にタイムリーであった。 
○各種の太陽電池毎に適切な目標が設定され、内外の技術動向、市場動向を踏まえた戦略的な目標

が設定されている。 
○PV２０３０で示された太陽電池導入目標の実現化に対して、更なる高効率、低コスト等を目指

した太陽電池に係る基礎研究のみならず PV システムの利用技術のあり方等、幅広い研究項目を

選定し、実施しており、本事業の目標設定は妥当と考える。また、実施においても、その研究開

発の性格から毎年の公募を行い、一方、提案に対する採択はかなり内容を吟味しているものと推

測され、技術検討会も数多く開催しており、研究テーマの見直しなども実施し、適切にマネジメ

ントされたと思われる。 
 
 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●研究開発目標の妥当性について、これまでにない新しい材料系を手がけるような場合の目標設定

を、申請者と NEDO との間で十分議論すべきである。申請者は、どちらかというと目標を高め

に設定しすぎている。事業体制の妥当性については、この分野に新規に参入してきた研究機関も

多いが、中には、この分野での経験が少ないところも見られた。研究開発を適切に、しかも加速

度的に推進するには、NEDO 主導で産学連携を組ませることも考えた方がよいのでは。 
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●課題によっては、目標を達成するための要素技術の開発項目が発散しすぎて、目標を達成するた

めの十分な実施体制ができていないものがあった。 
●実施者は、概ね妥当であるが、これから本当に事業化能力のあるところを選別する必要あり。 
●基礎研究には基礎研究にふさわしい目標を設定し、製品開発や既存製品の性能向上研究には、そ

れにふさわしい目標設定が必要である。 
 
 
 
＜その他の意見＞ 
●この数年間で、エネルギー価格は高騰し、温暖化など環境問題に対する取り組みも大きな変化が

見られる。こうした状況変化は当然、太陽電池の開発目標や開発目的に影響を与える。しかるに、

各種発電技術のコスト計算には、大分以前の数値が使われているのではないか。各種発電技術の

コスト計算、今後のエネルギー戦略に関する研究に対しても研究支援が必要と思われる。
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（３）研究開発成果について 
本事業は要素技術の開発を主眼としているためテーマの幅が広く、そのレベルは高度であるこ

とから目標の達成度にも幅があるが、全体に意義ある成果が得られており、テーマにより世界

高水準の成果が得られている。また、数値としての目標が達成されていないものに関しても今後

の技術課題がよく練られており、今後の研究開発に生かされるものと期待される。 
本事業では世界初といえる成果も多く、2010 年以降を見据えた技術の芽を世界に示すことが

できたと同時に、実用化に向けた見通しを得られたものと評価できるが、産業に育つためには製

造プロセスを含む一層の研究開発が必要であろう。 
成果の普及には概して積極的であったと評価できる。研究開発が 2 年間のものもあり事後の調

査も必要であるが、特許の取得等、知的財産管理についてはさらに推進すべきである。 

 
＜肯定的意見＞ 
○革新的技術といっても、非常にチャレンジングなものから、比較的、手堅いものまで含まれてい

るため、一口で達成度を評価するのは難しいが、全体としては、当初目標、すなわち 2010 年以

降を見据えた技術の芽は、この事業から生まれたと判断される。また、数値目標が達成されてい

ないものも、技術課題がよく練られている。この事業の中で、世界初と主張できる技術も多く、

新しい技術の芽を世界に示すことができたように思われる。 
○全般的にはほぼ初期の目標を達成しており、分野によっては世界 高水準の成果を得て、目標が

十分に達成された課題があり、本事業の意義があったと考える。太陽光発電の実用化に向けた次

のステップへつなげる見通しができたことは評価できる。 
○成果の意義については、全体的にシーズ指向型研究が多く、それなりの成果が得られているが、

実用化、製品に結びつけるためには、大学の特許と同じで、デスバレーがある成果が多い。した

がって、これらの成果が真に産業に育つためには、製造プロセスを含むさらなる研究成果が必要

となると思われる。 
○成果は厳密には目標を達成していないが、各技術要素ごとに、世界的に高いレベルの成果があ

がっている。 
○本事業は要素技術の開発を主眼としており、そのレベルはかなり高度であることから、必ずしも

全ての研究テーマで当初の目標が達成されてはいないが、そこで得られた知見、結果は今後の開

発にも十分活用できるものと思われる。さらに、論文発表、プレス発表、特許取得等積極的であ

り、成果は広範囲に利用されていくことが期待できる。 
 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●特許については、テーマごとのバラつきが多いが、特に大学からの特許取得は今後ともに課題で

あろう。論文発表もテーマごとのバラつきが大きく、特に論文発表の少ないテーマに対しては、

努力を求めたい。ただし、研究期間が 2 年程度の場合は、研究期間終了後の論文発表が多くなる

ことから、事後調査も必要となろう。 
●従来にない革新的な太陽光発電の要素技術の開発研究において、研究開発項目が発散しすぎて、

目標の設定に少し無理があった課題があった。 
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●特許の取得と成果の普及に関しては、特許、知的財産管理をもっと推進すべきである。国に特許

戦略も含め、成果の普及を担う施策も必要である。 
●変換効率の向上は、コストとの見合いで評価すべきと考える。高価な原料や高コストの生産技術

で若干の効率向上を実現する研究成果をどう判断するか難しいところであるが、研究開発マネジ

メントが も力量を問われる部分である。 
 
  
 
＜その他の意見＞ 
●特に研究期間が 2 年間で、チャレンジングなテーマに取り組んだ場合は、論文での公表は難しい。 
●各種の成果が繰り返し達成されているのか、一度だけ達成されたものなのかの記述がないが、産

業技術の研究開発においては、成果の再現性は極めて重要であり、特に世界 高レベルの特性を

達成した場合は再現性についても記述するよう求めたい。 
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（４）実用化の見通しについて 
本事業のうち、未来技術へつながったテーマ、実用化レベルに達しているテーマについては出

口イメージが明確になっているものも多い。基礎的なために研究開発に時間がかかって出口イ

メージを描くところまで行けなかったテーマもあるが、材料系をあつかったものはそのポテン

シャルを明らかにする上で有効であったと評価される。一部のテーマにおいては実用化を意識し

すぎて本来すべき基礎的な要素技術の開発に集中できていないものがあったことは改善すべきと

ころである。 
NEDO のプロジェクトとして実用化に近いテーマだけでなく基礎を重視したテーマを採択し

たことは、本分野だけでなく関連分野への波及効果も大きい。ただし、人材育成を促進すること

においての成果が少なかったのは改善すべき課題である。 

 
＜肯定的意見＞ 
○比較的近未来のテーマを取り扱ったものの中には、すでに球状シリコンのように実用レベルに達

したものもあり、出口イメージが明確になっている。また、本事業で提案されたそれぞれの材料

系が有するポテンシャルも次第に明らかになってきており、未来技術に繋がったテーマは、それ

なりに出口イメージがしっかりしている。今回、NEDO が革新的技術として、基礎を重視した

テーマを採択したことは、この分野を活性化するばかりか、関連分野への波及効果も大きい。 
○本事業で開発された技術や新しく得られた知見が、太陽光発電の実用化への見通しを与えたもの

が多くあった。一部の課題において、実用化段階に入ったものがあり、また実用化研究をはじめ

たものもあり高く評価できる。 
○実用化に向けて課題が明確になっているが、今後さらに大型装置を立ち上げる必要がある。 
○現行技術の改良技術に関しては、その成果は、即応用が可能であるが、極薄スライス技術など事

業化されていない技術も多く含まれ、今後の展開に期待したい。 
○一部のテーマを除いて、次期開発に対してのマイルストーン、課題解決方針は示されていると思

われる。また、波及効果では大学、企業等における人材育成等において期待できるもとを考えら

れる。 
 
 
 
 
 
＜問題点・改善すべき点＞ 
●テーマが、あまりにも基礎的すぎて、研究開発に時間がかかり、出口イメージを描くところまで

行けなかったテーマもある。これらのテーマについても、自主研究として継続している場合は、

NEDO が常に活動状況を把握し、新たな成果が得られれば、NEDO プロジェクトとして再度、

取り上げる必要があるように思われる。 
●一部の課題において、実用化には時期尚早で、基礎研究の段階であるにも拘わらず、実用化を意

識しすぎ基礎的な要素技術の開発研究に集中していない課題があった。また、太陽光発電分野を

担う人材育成を促進することにおいての成果が少なかったのは改善すべきである。 
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●産業化のためには早急に実用化研究をさらに立ち上げる必要があるように思われる。 
●極薄ウェーハーの歩留まり、ワイヤの消耗等に関し課題が残されているが、こうした問題は量産

化過程で改善されていくものと期待したい。 
 
 
 
 
＜その他の意見＞ 
●波及効果として、これからの consumer となる一般の人への宣伝が行き届いていないように思う。 
何処まで来たかを一般人、小学生などにも知らしめる工夫が必要ではないか？ 

●海外の科学技術政策担当者と議論したとき、日本の研究開発助成事業の成功率は異常に高いが、

研究開発は本来成功率の低いものであり、成功率が高いということは、目標達成の易しい課題、

言い換えれば国家が助成する必要のないリスクの低い課題に助成しているか、あるいは評価方法

に問題があるのではないかと言われたことがある。 
●開発成果と実用化の見通しが同じ重みで評価されているが、事業の主旨によって重み付けは変わ

るべきである。
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２．個別テーマに関する評価結果 

 

（１）個別テーマの評価結果 

４０件の個別テーマについての評価及び評点を以下に示す。なお評価方法を参考資料１

（事後評価の実施方法）に、また実施者意見を参考資料２に示す。 

 

1) ナノ構造制御シリコン太陽電池の研究開発 

 

産業技術総合研究所、凸版印刷(株)、スタンレー電気(株)、日本板硝子(株)、九州大学 

 

成果に関する評点 ２．４ 

実用化の見通しに関する評点 １．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・アモルファスシリコンにナノ結晶が埋め込まれた構造が製膜できたことは明らか。 
・ アモルファスシリコン太陽電池で懸案であった光劣化の問題を解決するための要素技

術として、ナノ結晶シリコンの結晶化率 100％、ナノ結晶サイズ１．７±0.5nm の精

密制御が達成された成果は高く評価できる。これらの成果が、光劣化のないアモル

ファスシリコン太陽電池の開発に寄与できるものと期待できる。論文発表、特許の取

得などにも成果を挙げている。 
・ 光劣化のメカニズムを明らかにし、その対策技術を見出した点は評価できる。 
・セル試作により、光劣化抑制の可能性が示されたことは、大きな成果である。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・安定化効率も測定されているが、安定化効率の絶対値は一般的な値であり、ナノ構造

制御シリコンの特徴が見えていない。 
・太陽電池セルの光劣化抑制の要素技術に関する研究開発では大きな成果を挙げている

が、所期の目的を達成するためにはデバイス構造などのさらなる詳細な検討が必要で

ある。 
・ナノ結晶シリコンの結晶化度に関し、ナノ結晶領域のアモルファス領域に対する体積

比率はどのようになっているのか。ナノ結晶領域とアモルファス領域の境界部分の結

晶化度はどうなっているのか。100%結晶薄膜にした場合の特性比較やコスト比較はど

うなっているのか。 
・研究実施者の指摘にもあるように、バッファ層の 適化によるデバイス構造の検討を、

進めてほしい。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・アモルファスシリコン太陽電池の光劣化問題を解決できる道筋が明らかにされたので、

この太陽電池の実用化開発に期待が持てる。 
・結晶サイズと製造条件との関連を見出し、結晶サイズ制御の道を開いたのは成果と言

える。 
・安定化後効率 10％が達成された場合は、アモルイファス Si に代わる新規材料として

の価値が高まることが期待される。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・まだ現象の把握の段階であり、実用化の見通しは議論できない。 
・効率が目標の 12%を達成できていない点は残念である。効率は低くても仮にコストの

大幅な削減が見込めるのであれば良いがコストに関する記述は見当たらない。 
 
③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・次期 NEDO 研究につなげるに当たって上記問題点・改善点は恐らく明確に確認されて
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いるはずであり、本報告においてもその記述は必要である。 

 

 

2) 完全固体型色素増感太陽電池の開発 

 

  東京大学→(財)神奈川科学技術アカデミー 

 

成果に関する評点 １．２ 

実用化の見通しに関する評点 ０．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・従来の湿式型色素増感太陽電池の問題点を解決するための完全固体化に関する研究と

して大きな期待が寄せられた開発研究で、固体型色素増感太陽電池に関する要素技術

の研究としては評価できる点がある。 
・寿命劣化の要因を提案しているも、変換効率の達成度が低い。 
・寿命劣化の原因が紫外線劣化であることを明らかにした点は評価できる。 
・長期安定性が得られた点は、完全固体型色素太陽電池の可能性を示したと言える。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・寿命が 500 時間まで改善できたといっても、紫外線カットという特殊な環境での評価

であれば実用化は難しい。単に”紫外線カット”ではなく、しっかりした波長依存性

を議論して欲しい。今後の見通しが不明であり、これで終了ということか？     
・光電変換効率、耐久時間に関する到達目標があまりにも高すぎていていた。もう少し

堅実に妥当な目標を立てて研究を実施する必要があったと考える。 
・NEDO 的な意味での太陽電池の 大の課題は変換効率とコストである。その変換効率

目標の 7%が達成できていないのはなんと言っても残念である。 
・今回得られた技術をさらに改善することにより、より高い変換効率の実現を期待した

い。 
＜その他の意見＞ 
・特許申請に繋がる研究がみられない。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・太陽電池は通常ガラスで覆われそのガラスによって紫外線はかなりカットされるが、

本研究の紫外線カット照射はどの程度の紫外線カットなのか、記述が簡易であり判断

できない。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・完全固体化は理想的であるが、現状の性能では、実用化の議論はできない。 
・固体型色素増感太陽電池に関する研究成果は見られるが、より一層の基礎的な研究が

必要で、実用化には程遠いと考える。 
・紫外線カット照射により 500 時間連続照射後も大きな効率低下を示さなかった時の発

電効率は 3.8%だったのか否か明確な記述がない。仮に、紫外線カット照射時の全太陽

光日射に対する発電効率がかなり低いものであるならば、実用的にはあまり意味がな

いのではないか。 
＜その他の意見＞ 
・改善の方向があまり示されていない。 
・委託先が途中で変更になっており、実用化の見通しが不明であったが、波及効果を考

慮した。 
 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜その他の意見＞ 
・色素太陽電池の課題である、高信頼性、長寿命化に向かって、研究開発を推進して欲
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しい。 
 

 

3) Cat-CVD 法による太陽電池製造技術の研究開発   

 

  北陸先端科学技術大学院大学、大阪大学大学院、大阪大学産業科学研究所、岐阜大学

大学院 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 １．６ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・CAT-CVD 法で p,i,n すべての層を製膜し、セル化している点は評価できる。 
・薄膜シリコン太陽電池の製造に関して必要な各種要素技術の研究開発、特に pin 型太

陽電池の接合界面特性の成果には評価できる点がある。また本研究に関する論文発表

は活発に行われている。 
・シアン処理による特性向上は、光劣化が欠陥準位の終端化によるとのこれまでの理解

を再確認し、かつ劣化の少ない処理方法として評価できる。装置メーカーが Cat-CVD
量産装置を開発するに至った点も評価できる。 

・Cat－CVD により、光安定性が優れていることを示したこと、また製造技術確立とそ

の適用範囲を明確にした意義は大きい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・CAT-CVD 法では、プラズマ法に比べてなぜ効率が低いのか、などの素朴な疑問が残

る。KCN 処理のメカニズム、本手法の将来性などが不明。 
・Cat-CVD 法の特徴である高速堆積性が十分に生かされていない。 
・目標の達成度が低い。 
・目標の発電効率 13%に対し、達成された効率が 7.6%というのは残念な結果と言わざ

るを得ない。比較的短時間で 10%程度までは効率向上が図れる可能性もあるとの記述

があるが、本課題の継続的関連課題の位置づけにあるテーマ 25 の課題には発電効率の

記述は見当たらない。 
＜その他の意見＞ 
・４つの大学の共同研究になっており、各大学の担当課題の記述もあるが、 終的に

Cat-CVD 法による製品化を目指しているとすると他大学の研究の位置づけが不明確に

なる。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・課題の整理、考察がなされている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・製造技術としての Cat-CVD や KCN 処理は、いまだ未知数。 
・薄膜シリコン太陽電池の実用化に寄与するためには､Cat-CVD 法の特徴を生かせるよ

うなデバイス構造を検討して研究開発を進めるするべきである。  
＜その他の意見＞ 
・本課題は相対的には成果の上がっている課題であるが、実用化のシナリオも描かれて

いるが、13%の安定化効率達成のシナリオは明確でない。本課題は新たな技術の基礎

研究的位置づけにするのが適切であり、実用化を議論するのは時期尚早と考える。 
 

 

4) 高性能色素増感太陽電池技術の研究開発 

 

 （独）産業技術総合研究所、住友大阪セメント(株)、古河機械金属(株)、(株)林原生物
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化学研究所、シャープ(株) 

 

成果に関する評点 ３．０ 

実用化の見通しに関する評点 ２．６ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・革新的次世代プログラムの中では、比較的堅実な試みをしており、成果も出ている。

実用化に至る出口イメージもしっかりしている。 
・色素増感太陽電池の高性能化技術の研究開発において、ほぼ初期の目的を達成し、変

換効率や高性能な増感色素の開発において世界 高水準の成果が得られており高く評

価できる。また、論文発表や特許の取得に関しても十分に目的を達成している。 
・実験室レベルであるが目標は達成されているので、基礎から実用への展開が望まれる。 
・光電変換効率として世界 高水準の 11%を再現性をもって達成したのは評価できる。

知的財産権の取得、成果の情報発信も適切である。 
・目標とした効率 11％の達成、また新規の高性能色素の開発にも成功しているので、高

い評価が与えられる。また低コスト化への指針を示している点がよい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・このくらいの変換効率まで達成できれば、是非、長期安定性も評価して欲しかった。 
・今回は、長期信頼性即ち光電変換効率の経時特性（例えば経時的劣化など）について

全く触れていない。 
＜その他の意見＞ 
・実用化が早まることを期待している。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・小面積セルでの変換効率は向上してきているので、今後は大面積化での高効率の実証、

安定性の評価が不可欠。 
・実用化のスケジュールもよく検討されており成果が期待できる。 
・実用化に向けての提案がなされている。 
・高効率が可能なことは、色素太陽電池の将来性に期待を持つことができる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・色素増感太陽電池を実用化するために、デバイス構造や安定性の向上などにもう一工

夫の検討がほしい。 
＜その他の意見＞ 
・本課題が実用化を意識している点は評価できるが、そうであるならば、例え、課題目

標として明記してなくても長期信頼性は是非とも検討すべきである。本課題は、新た

な技術の基礎的検討課題と位置づけるのが適切であり、実用化を議論するのは時期尚

早と思われる。 
 
③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・高信頼性、長寿命化の研究開発を推進していただきたい。 

    

 

5) SiGe 多結晶を基板にした Si／SiGe 太陽電池の開発 

 

東北大学 

 

成果に関する評点 ２．０ 

実用化の見通しに関する評点 １．８ 
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① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・Ge を微量に添加するだけで Si の吸収係数が増加するという新しい現象を見出してい

る。技術移転のシナリオができている。 
・Si バルク多結晶太陽電池に対して、変換効率で上回る SiGe バルク多結晶太陽電池が

実現できたことは評価できる。また、SiGe バルク多結晶の成長に関する基礎知識が得

られていることも有用である。 
・Si バルク多結晶太陽電池の変換効率を上回る SiGe バルク多結晶を実現。 
・Si-Ge 二元系の太陽電池は、理論的な優位性は指摘されていたが、これまで詳細な検

討は行われていず、今回それをを行ったことは評価できる。特許を海外出願している

点は評価できる。 
・低 Ge 組成領域で、Si よりも分光感度特性に優る SiGe 多結晶の結晶成長に成功した

ことは、評価できる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・大型インゴットにした場合も均一にできるかどうか検討が必要。 
・Si/SiGe ヘテロ接合構造太陽電池の開発には、製作方法の再検討が必要である。 
・Ge 添加による高コスト化と変換効率向上に関しどようなﾄﾚｰﾄﾞ関係になるのか解析が

必要。 
・Si/SiGe ヘテロ接合が実現しなかったのは、残念である。 
＜その他の意見＞ 
・価格は安いが不純物濃度が高い SOG シリコンに本技術を適用した場合、Ge 添加によ

る高コスト化と SOG シリコンの低価格性がどのように補完しあうのか興味がある。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・Ge の効果は、明らかに出ており、大型化が図られれば、実用化は可能。 
・実用化に向けたスケジュールは評価できる。 
・向上のためには Si 薄膜の成長に純度が必要。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・SiGe 多結晶太陽電池を実用化するためには、結晶成長技術のさらなる基礎研究が必要

であると考える。 
＜その他の意見＞ 
・本課題は、新たな技術要素の基礎検討と位置づけるのが適切であり、実用化を議論す

るのは時期尚早と思われる。 
 

 

6) めっきプリカーサーを用いたCuInS２薄膜太陽電池の研究開発 

  

  新光電気工業㈱ 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 １．２ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・メッキプリカーサ CuInS2 で 10.5%の変換効率達成は評価できる。 
・CuInS２太陽電池に対して、めっき法を用いても従来法とほぼ同等の変換効率が得ら

れたことは評価できる。 
・当初の目標には届かないが、メッキ膜を用いて蒸着、スパッタ膜程度の効率を達成。 
・CuInS2 薄膜太陽電池にメッキ法を検討したことは評価できる。 
・安価の手法であるめっき法を製造工程に適用、従来方法とほぼ同等の変換効率が得ら

れており、本方法の実用化可能性が示されている。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 
・一度、開発を始め、成果が出たのであるから、しっかり実用化まで持っていくべきで

ある。 
・この種の太陽電池に関して、太陽電池構造や製作方法などの基本的な再検討が必要で

ある。 
＜その他の意見＞ 
・事業化を中止したのは残念。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・課題が明らかにされている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・ここまで来て幕引きは残念である。欧米では CIS 系のベンチャーが急速に増えており、

残念な結果である。 
・基礎的な研究が不足で、実用化にはまだまだ程遠いと考える。 
＜その他の意見＞ 
・実用化に対する明確なイメージを作り、大面積化等、実用化に向けて研究開発を推進

して欲しい。 
 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・めっき法という比較的簡便な方法により、大面積の可能性を検討していただきたい。 

 

 

7) 超高光閉じ込め型薄膜シリコン太陽電池の研究開発     

 

  旭硝子㈱ 

 

成果に関する評点 １．０ 

実用化の見通しに関する評点 ０．５ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・いろいろなヘイズ、形状を有する TCO を製膜する技術を開発し、その効果を検証す

ることは重要。 
・微結晶シリコン薄膜太陽電池の性能を向上させるために、 適な TCO のテクス

チャー形状の検討において、ピラミッドテクスチャーで変換効率の向上を明らかにし

てのは評価できる。  
・企業がチャレンジングな課題に取り組んだことは評価できる。 
・TCO 付ガラスの可能性を見出している。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・矩形テクスチャーという理想像と製膜法のギャップが埋められなかった？ 
・初期の目標を達成するための研究課題の検討が十分ではなかった。 
・成果が明確に記述されていない。 
＜その他の意見＞ 
・特許なし。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 
・社内で再考して再チャレンジして欲しい。 
・ＴＣＯのテクスチャー形状の研究開発の成果を生かしたもので実用化をめざすべきで

ある。 
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＜その他の意見＞ 
・開発中止となっていたので、実用化についての評価はしなかった。 

 

 

8) シート型ベータ鉄シリサイド太陽電池の製作に関する研究開発 

 

  システム技研（株）、（独）産業技術総合研究所 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 ０．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・もともと太陽電池材料としては、難しい系に挑戦している。 
・ベータ鉄シリサイドが新しい薄膜型太陽電池材料として利用できる可能性があること

を実証したことの意義は大きい。また、ステンレススチール基板上に製作できる技術

を開発したことも評価できる。 
・スパッタ法で Si 基板上にβ-FeSi2 薄膜製造技術の確立は評価される。 
・企業が実用化に対しイメージをもって長期的に取り組む姿勢は評価できる。NEDO か

らの委託終了後も自社開発を継続していることも評価できる。 
・発表、特許申請等、成果の普及に積極的である。結晶成長に成功しており、低コスト

太陽電池への可能性を示している。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・禁制帯幅が 0.87eV と小さく、シングル接合としては不適。何に使うのか明確な目標

が必要。異種基板上でのセル特性による実証が必要不可欠。 
・この新しい材料を太陽電池に本格的に利用するためには、さらなる基礎研究が必要で

ある。 
・現状はまだ不純物濃度が高いとの記述があるが、なぜ高いのか、ターゲット材は十分

高純度ものを使っているのか、不純物の混入原因は何なのかなどの解析考察が必要で

ある。 
・十分な薄膜の品質に達していないので、改善が必要である。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・3 年（実質 2 年半）で、変換効率 3.7%を得たのは評価できる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・ほとんど実用化の可能性はない。 
・本格的に太陽電池の開発を行うためには、さらなる基礎研究が必要であり、実用化を

目指すには少し時期尚早ではないかと考える。 
・変換効率 8%が達成できたとして、どのぐらいの低コスト太陽電池となるのか試算が

必要。 
＜その他の意見＞ 
・本課題は新規技術の基礎検討と位置づけるべきもので、実用化を議論するのは時期尚

早と思われる。 
・実用化のイメージは明確になっているが、まだ基礎検討が十分に必要な段階であると

考えられるが、波及効果を考慮した。 
 

 

9) 球状シリコン太陽電池の研究開発 

 

  ㈱クリーンベンチャー２１ 
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成果に関する評点 ２．０ 

実用化の見通しに関する評点 １．６ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・難しい技術挑戦し、当初目標を達成している。 
・新しいシリコン結晶粒の製造技術の導入により、従来より高品質のシリコン多結晶粒

が製作されるようになったのは評価できる。 
・単セルのみて変換効率達成。 
・球状シリコン太陽電池は興味有る課題である。 
・実用化間近であり、更なる高効率化、低コスト化、規模拡大を推進願いたい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・製作された多結晶粒の特性がバルク多結晶に比べて劣るのは理解できるが、同一ロッ

トで球品質のばらつきがあるのは非常に大きな問題で改善する必要がある。 
・成果発表、特許出願（審査請求）などの活動がやや不十分。 
＜その他の意見＞ 
・成果の公表が少ない。 
・球状シリコン太陽電池の効率計算、言い換えれば面積の定義を示して貰いたい。 
・ さらに特許出願をされるとよい。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・すでに生産を表明しており、市場に製品がでるのは間近。実用化へのプランが明確。 
・球状シリコン太陽電池は、生産技術が鍵を握るテーマであり、生産技術を重視した開

発を行っている点は評価できる。 
・実用化のイメージがはっきりしている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・一部に高品質のシリコン多結晶粒が製作されても、太陽電池として利用するためには

十分とはいえない。実用化するためには、ばらつきの少ない結晶粒を製造する技術を

再検討する必要があるのではないかと思う。 
・バラつき、歩留まりに難あり。 
・生産技術開発は極めて費用のかかる課題であり、球状シリコン太陽電池開発を我が国

としてどう取り組むか、ベンチャー企業に任せるのではなく、もっと高いレベルで是

非を議論すべきである。 
＜その他の意見＞ 
・球状シリコン太陽電池は、我が国においても数箇所で研究開発がなされている。夫々

の現状がどうなっているか、受託者はレビユーを行うべきである。 
 

 

10) ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池の開発 

 

  東京工業大学大学院 

 

成果に関する評点 ２．２ 

実用化の見通しに関する評点 １．６ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・世界で初めて微結晶 3C-SiC を実現している。3C-SiC への p 形、n 形ドーピングにも

成功している。初期段階ながらセルによる評価を行っている。  
・タンデム型太陽電池のトップセルおよびボトムセル用材料として、新しく微結晶 SiC
および GeC 結晶の製作に成功したのは高く評価できる。 
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・微結晶 3C-SiGeC を初めて実現、ｎ型ドープの開発に成功など意義は大きい。 
・新たな組成の太陽電池への挑戦であり、現状は基礎研究段階であるが、着実な成果が

窺える。 
・Ge ドープの微結晶 SiGeC の開発成果は評価できる。また新しい試みである微結晶

GeC に関しては、今後の更なる高品質化を期待したい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・新しく製作された微結晶の特性が不十分であることは今後の検討事項であり、さらな

る基礎研究が必要である。 
・現状は基礎研究であるがある程度の NEDO の事業としてやる以上、コスト解析は必

要。 
＜その他の意見＞ 
・一定の成果発表がなされている。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・まずドーピングされた窓層への実用化が可能ではないか。 
・本研究課題をさらに継続して進めていくことの意義は大きい。 
・現在、アモルファス Si/微結晶 Si タンデムセルが、次世代セルとして実用化フェー

ズに入っている。本研究の成果はタンデム構造セルの更なる効率化に有効な材料開発

である。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・企業との連携が必要ではないか。 
・本課題はまだ基礎的な段階であり、実用化を目指すには少し時期尚早ではないかと考

える。 
＜その他の意見＞ 
・基礎研究であり実用化を議論するのは時期尚早と考える。 
・研究開発に対するスケジュールはあるが、実用化へのプランも明確にされるとよい。 

 

 

11) カーボン系薄膜太陽電池の研究開発 

 

  中部大学、名古屋工業大学 

 

成果に関する評点 １．４ 

実用化の見通しに関する評点 ０．６ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・製膜したカーボン薄膜の物性はよく評価されており、学会発表は多い。 
・二種類の CVD 薄膜堆積技術を用いて、新しい太陽電池材料としてのアモルファス

カーボン薄膜の作成技術を開発し、導電率の制御や光導電率の向上が見られたのは評

価できる。特に、窒素ドープにより導電率が大幅に向上できたことはいい成果である。 
・C 膜の pn 制御が不完全 
・極めてチャレンジングな研究であり、現状は純粋基礎研究である。 
・低価格化が期待できる材料系の研究開発であり、評価できる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・アモルファスカーボンのみからなる pn 接合は、光起電力効果を示しておらず、この

技術の将来性は不明。 
・a-C 薄膜の欠陥密度の低減策として、新しい結晶相の導入もいいが、高純度原料ガス

の使用を検討すべきである。 
・欠陥密度の高い原因として原料ガスの低純度をあげているが、欠陥の種類の解析が必

要で有る。 

 27



＜その他の意見＞ 
・特許申請なし。 
・成果発表として論文発表は適切であるが、特許の出願が皆無なのは改善が必要である。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 
・現状の成果からは、実用化は非常に難しい。 
・高品質 a-C 薄膜の作成技術の開発研究に集中すべきで、実用化研究は時期尚早である。 
・現状では実用の可能性が薄い。 
・ドーピング効率の改善や膜中欠陥密度の大幅低減など、本材料の膜質改善が 大のポ

イントであり、改善をさらに進めてほしい。 
＜その他の意見＞ 
・基礎研究であり実用化を議論するのは時期尚早と考える。 
・実用化へのイメージがあるが、まずは基礎的な検討が必要であると思われるが、波及

効果を考慮した。 

 
 

12) 有機薄膜太陽電池の研究開発 

 

  (独)産業技術総合研究所、金沢大学、(株)日本触媒 

 

成果に関する評点 ２．０ 

実用化の見通しに関する評点 １．４ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・有機半導体という新しい材料系にチャレンジし、3%の変換効率を得ている点。 
・ドライプロセスにより作製されたバルクへテロ接合型セルにおいて、世界水準のエネ

ルギー変換効率３．６％を達成できたことは高く評価できる。有機薄膜太陽電池の動

作機構についても有用な知見を得ており、今後の研究開発課題を明らかにしたことも

評価できる。また、論文発表や特許の取得においても成果を挙げている。 
・論文発表、特許出願共に適切である。 
・目標の効率には達していなかったが、有機薄膜太陽電池における成果は十分にあった。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・安定性、信頼性の課題もあることから、引き続き基礎的現象の把握が必要。 
・太陽電池材料として優れた有機薄膜材料の開発をもっと積極的に進めるべきであった。 
・有機薄膜太陽電池の場合、効率向上も重要であるが、劣化の原因解明も極めて重要で

ある。 
＜その他の意見＞ 
・長期的な取り組みが必要。短期での成果は期待できない。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・有機薄膜太陽電池の実用化に向けた開発スケジュールとしてはよく検討されている。 
・技術の普及は十分にやっている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・高効率化、長期安定性などの課題解決がなければ実用化は議論できない。 
＜その他の意見＞ 
・大面積における変換効率向上を要検討。 
・有機薄膜太陽電池の場合、効率向上も重要であるが、劣化の原因解明も極めて重要で

ある有機薄膜太陽電池の実用化を議論するためには、信頼性に関する研究をもっと進

めるべきである。 
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・研究開発スケジュールは明確だが、実用化のイメージが不足している。本研究は、基

礎研究の段階と思われるが、将来技術としては意義があり、波及効果を評価した。 

 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜その他の意見＞ 
・基礎研究の深堀を期待する。 

 

 

13) 高効率カルコゲナイド系太陽電池の研究開発 

 

  (独)産業技術総合研究所、鹿児島大学大学院、青山学院大学 

 

成果に関する評点 ２．４ 

実用化の見通しに関する評点 １．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・変換効率 18.1%は、世界トップデータには及ばないが、優れた成果。界面での物性の

把握が進んでいる。 
・高効率カルコゲナイド系太陽電池を実現するための新しいワイドギャップ材料の開発、

製膜技術の開発、新構造太陽電池の開発研究で将来有用な成果を挙げている。  
・変換効率 18.1%の実現は評価できる。 
・目標とした 18％の達成及び界面評価技術・新規ワイドギャップ材料・両面受光型太

陽電池等の開発も着実に推進されている点は評価できる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・革新的要素が多い Fe 系や Ag 系に対する大きな成果が欲しい。 
・両面受光で変換効率 20%と評価しているのは、正しい評価ではない。  
・研究開発項目が少し広がりすぎで、もう少し的を絞って実行すべきである。 
・論文・学会発表は適切であるが、特許出願の状況は改善を要する。 
＜その他の意見＞ 
・特許につながる研究開発が必要。 
・現在は基礎研究でいろいろな可能性を探索している状況であるが、本採択課題の

CIGS より低価格な材料での高性能太陽電池の探索と位置づけると Fe 系新材料での成

果を期待したい。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・実用化できる可能性を持っていると考えられる。 
・いくつかのメーカーが CIS 系太陽電池の量産を開始しており、ユーザーからも評価を

受けつつある中で、本研究の材料、知見が利用されていくことを期待する。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・この技術を使う企業を探さないと実用化はできない。あるいはベンチャーを創設する

か。 
・高価な In に変えて汎用なⅢ価の元素を用いた禁制帯幅 1.3eV 以上のワイドバンド

ギャップ新材料で変換効率 18%を目指すのが本課題の目標であり、記述されている

18.1%の実現は CIGS によって達成されたもので、本課題の目標は達成されていない。 
＜その他の意見＞ 
・基礎検討段階であり、実用化を議論できる段階ではないと考える。 

 

 

14) ラテラル結晶化薄膜シリコン太陽電池の研究開発 
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  日立電線(株) 

 

成果に関する評点 １．２ 

実用化の見通しに関する評点 ０．６ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・a-Si 膜のレーザ照射によるラテラル結晶化に関して、有用な知見が得られたことは評

価できる。 
・製膜速度 13.8nm/s で２ミクロン厚のプリカーサ膜をレーザー結晶化させたことは評

価できる。 
・アモルファス Si をレーザ照射により結晶化させ薄膜として、ある程度の性能が出せ

たことは、将来有望であると思われる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・当初から予想された課題が、そのまま 後まで残っている。熱プロセスによる多結晶

Si 薄膜の形成は、太陽電池プロセスとして大きな困難を伴う。  
・まだ太陽電池作成に応用できる段階の成果が得られていない。 
・レーザー照射という局所加熱とクラックの発生は本質的な部分であり、クラック発生

という本質部分解消の目処がなければ、部分的に特性がえられても実用化は難しいの

ではないか。 
・クラック発生を抑制する技術、基板材料の見通しを明確にして、高効率化に向け推進

して欲しい。 
＜その他の意見＞ 
・レーザー照射によるクラックの発生と膜厚、基板の膨張係数との相関シミュレーショ

ンはもっと他の要素も含まれる。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 
・現状では、実用化は困難。 
・実用化を始める段階の研究成果が得られていなく、時期尚早であると考える。 
・クラック低減の明確な技術開発。 
＜その他の意見＞ 
・新技術の基礎検討であり実用化を議論できる段階に至っていないと思われる。 
・実用化へのイメージがなかったが、波及効果を評価に考慮した。 

 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜その他の意見＞ 
・大面積化も大きな課題である。 

 

 

15) イオンゲルを用いた高性能色素太陽電池の研究開発 

 

  大阪大学大学院、横浜国立大学大学院、(株)フジクラ 

 

成果に関する評点 ２．０ 

実用化の見通しに関する評点 １．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・特許が多数申請されており、独自技術開発が多いと判断される。つぎに繋がる課題が

見えている。 
・イオンゲルを電解質に用いた太陽電池素子で、初期の目標には達していないが、比較
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的高効率で耐久性に優れたものが得られ、擬固体型色素増感太陽電池の実用化の可能

性を明らかにして成果は高く評価できる。特許取得においても成果を挙げている。 
・イオンゲル電解質を用いた素子で 6.5%を達成したのは評価できる。 
・課題である長期信頼性に関し、85℃・1000 時間をクリヤーできたことは、有効な材

料が見出されたと考えられる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・イオンゲルでの高効率化が優先課題。 
・さらなる変換効率の向上。 
・課題目標であるイオンゲルを電解質に用いた太陽電池素子で変換効率 10%の達成は困

難な状況にある。 
＜その他の意見＞ 
・信頼・耐久性目標 85℃・1000 時間の達成は、変換効率 10%の性能において実現すべ

き目標である。その意味において、信頼・耐久性目標 85℃・1000 時間の達成も困難

な状況にある。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・高効率化、集積化が可能となることが必要条件。産学連携がしっかりしている。 
・本研究開発に参画している機関の連携もよく、実用化スケジュールもよく検討されて

おり評価できる。 
・変換効率も重要であるが、高い信頼性の確保が実用化において極めて重要である。継

続して高信頼化に向けた研究開発を推進願いたい。実用化へのイメージがある。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・大面積化へのアプローチ。 
＜その他の意見＞ 
・新技術の基礎検討課題であり実用化を議論できる段階に至っていないと思われる。 
・実用化へのイメージがある。 

 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜その他の意見＞ 
・高信頼性、低コスト化に向けた研究開発を推進願いたい。 

 

 

16) Ⅲ－Ⅴ－Ｎ系窒化物半導体を用いた量子ナノ構造太陽電池の研究開発 

 

  筑波大学、豊田工業大学 

 

成果に関する評点 １．８ 

実用化の見通しに関する評点 １．４ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・つぎに繋がる成果が得られている。 
・次世代化合物半導体太陽電池用材料として、III-V-N 系窒化物半導体にチャレンジし

て、結晶成長に有用な知見を得たことは評価できる。 
・新たな組成にチャレンジしている事は評価できるし、一定の成果もあげている。 
・ほぼ目標値に近い変換効率 11％が得られたことは、評価できる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・特許等、独自技術を表す成果が欲しいところ。 
・この新材料を太陽電池用として利用するためには、まだまだ基礎的な研究が必要であ

り、本研究での成果は不十分である。 
・論文発表は適切であるが、特許出願がないのは改善すべき点である。 
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＜その他の意見＞ 
・特許申請なし。 
・InGaP/GaAs/InGaAs で 30%の変換効率が達成されている状況下で、新たな組成に

チャレンジする目的は、より高い効率の実現である。その意味では、本課題の達成目

標の設定に疑問がある。 
・引き続きタンデム構造において研究開発を継続され、高変換効率実現を期待したい。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・実用化のイメージがある。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・この新材料の太陽電池への実用化には相当な時間が必要である。 
＜その他の意見＞ 
・集光方式がどの程度、システムとして採用されるかに依存する。 
・基礎検討課題であり、実用化を議論できる状況に至っていないと思われる。 

 
 

17) 汎用原料を使用した CZTS 光吸収層による新型薄膜太陽電池の研究開発 

 

  (独)国立高等専門学校機構長岡工業高等専門学校、長岡技術科学大学 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 ０．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・CZTS という新しい材料系で変換効率 5.7％が得られるなど、次に繋がる成果が得ら

れている。 
・薄膜太陽電池の光吸収層材料として、新しく CZTS の開発研究に取り組んだ努力は評

価できる。 
・In-free で 5.74％の変換効率を評価。 
・中越大地震にも関わらずＩｎフリー、Ｃｄフリーの薄膜太陽電池で 5.7%の実験値を得

たのは評価できる。 
・目標の変換効率 10％には及ばないが、5.7％の効率が得られたことは、低コスト化へ

の道を開いたという点で、評価できる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・多くのサブテーマを抱え、リソースが分散している。もっと CZTS そのものに集中す

べきではないか。 
・この新しい CZTS 材料に対する研究は基礎的な段階で、太陽電池に応用できるレベル

にはないのではないかと考える。 
・超低コスト CZT 薄膜太陽電池の可能性を見極めるという課題設定は評価できるものの、

どのような問題点をどのように解決していくのか方法論が明確に示されていない。中

越地震の影響もあると思うが、論文発表、特許出願も満足できる状況ではない。 
＜その他の意見＞ 
・特許がない。 
・中越地震の影響もあると思うが研究は初期段階である。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・実用化のためには、開発の早い時期から企業との連携が必要。 
・実用化には程遠いが、高品質 CZTS 薄膜の製作技術の確立や基礎物性の研究に特化し

ている点は評価できる。 
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＜その他の意見＞ 
・研究は初期段階に留まっており実用化を議論できる状況にないと考える。 
・研究開発のスケジュールはあるが、実用化へのイメージがなかった。しかしながら波

及効果を評価に考慮した。 

 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜その他の意見＞ 
・今後も更なる基礎検討が必要な材料系や製造に関するテーマであり、低コスト化も考

慮した検討に期待する。 
 

 

18) メカノケミカルプロセスを用いたカルコパイライト系薄膜太陽電池の研究開発 

 

  龍谷大学、東京工業大学 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 １．２ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・材料グループとセルグループの連携がしっかりしている。効率はまだ低いが、長期展

望にたった取り組みが必要。 
・超低コスト太陽電池の製造を目指して、メカノケミカルプロセスによる CIS 系薄膜太

陽電池の開発研究に取り組み、薄膜製作において有用な知見を得たことは評価できる。 
・真空プロセスなしで 2,7%は次につながる。 
・新たな製法に挑戦する姿勢は評価できる。 
・手法的には簡便であり、低コスト化手法として有望であり、今後、同手法の更なる検

討に期待したい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・新プロセスによる CIS 系薄膜太陽電池の開発研究としては、まだまだ基礎研究が不足

である。 
・変換効率 2.7%は目標の 12%にくらべ不十分なものであるが、なぜそのような低効率

しか得られないかの解析が不十分。残留キャリア密度、結晶空位や欠陥、不純物など

によるエネルギー準位などの解析が必要。 
・達成された効率は、目標に対して開きがあり、より効率化への検討を期待したい。 
＜その他の意見＞ 
・特許なし。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・汎用性の高い手法と考えられるので、研究者が提案している 12％の効率が達成できれ

ば、実用化は十分に可能と思われる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・現状では、実用化を議論するほどのデータは得られていない。 
・実用化を目指すには、相当な基礎研究と時間が必要である。 
・ff の改善が必要 
＜その他の意見＞ 
・新たな製法にチャレンジしている段階で実用化を議論できる状況にない。 
・研究開発のスケジュールは明確になっているが、実用化のスケジュールを明確にされ

るとよい。 

 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 
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＜その他の意見＞ 
・高効率化に向け、更なる基礎検討の推進を期待する。 

 

 

19) 半導体電極に注目した高機能色素増感太陽電池の研究開発 

 

  九州工業大学大学院、北九州工業高等専門学校、九州工業大学工学部、北九州市立大

学、新日鐵化学(株) 

 

成果に関する評点 ２．２ 

実用化の見通しに関する評点 １．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・加圧 CO2 法という独自の手法でチタニア電極を作製し、セル効率 10.4%を得ている。

この分野の世界記録には及ばないが、オリジナリティーは主張できる。研究のマイル

ストーンが明らか。  
・色素増感太陽電池の高性能化を目指して、チタニア半導体電極の表面・界面の制御技

術に特化した研究に取り組み、有用な知見を得ている。 
・10.4%の変換効率達成を評価。 
・純度を含めたチタニア物性と 終効率との関係を明らかにした点は評価できる。 
・チタニア半導体電極について、さまざまな点から検討をされている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・太陽電池に応用するためには、なお一層の基礎的な研究が必要である。 
・大面積化へのアプローチ 
・課題目標の「実用化への可能性の見極め」がどのようになされたのか不明。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・加圧 CO2 は工業的にみても実用可能な技術である。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・太陽電池の実用化には、まだまだ基礎研究が不足である。 
＜その他の意見＞ 
・新技術の基礎検討課題であり実用化を議論するのは時期尚早と思われる。 
・実用化へのイメージを明確にされるとよい。色素増感太陽電池の一般的な課題と思わ

れるが、高信頼性、長寿命化の研究開発を期待する。 
 

 

20) ファイバ型太陽電池の研究開発 

 

  古河電気工業(株)、（独）産業技術総合研究所 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 １．０ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・石英ファイバーに対する多結晶シリコンの高速成膜について、目標を達成できたこと

は高く評価できる。また、ファイバー型太陽電池の開発に有用な多くの知見を得たこ

とも評価できる。 
・まだ研究段階であるが、製膜の低コスト化の可能性を示した。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
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・太陽電池の製造コストは、製膜、セル化、モジュール化すべてを合わせて議論すべき

であり、この手法で低コスト化が図れるという根拠が見出せない。また、セル効率を

評価するところまで、材料開発も進展しなかった。 
・一次元基板上の長さ方向での高速製膜を主張しているが、太陽電池にとって重要なの

は面積であり、面積換算での高速膜を実現することが重要であるがこの点での考察記

述がない。論文発表・学会発表も不十分。 
＜その他の意見＞ 
・成果の公表が少ない。 
・太陽電池は大面積性を要求されるデバイスであるが、極細線である光ファイバーを太

陽電池サブストレイトにする理由の説得力が不十分。光ファイバーのフレキシビリ

ティーは被覆材あってのものであり、被覆材の適用できない太陽電池にあってフレキ

シビリティーを標榜するのは問題あり。 
・膜質の安定性検討をさらに推進し、高効率化(13％)達成を期待する。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・新しい型の太陽電池として実用化できるのではと考える。 
・低価格で生産性の高い太陽電池となりうる可能性を秘めており、今後の検討に期待し

たい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・このままでは、マーケットが見出せないのではないか。 
＜その他の意見＞ 
・基礎研究であり実用化を議論できる段階に至っていないと思われる。 
・本研究は基礎段階にあり、モジュール化などの課題を解決する為、他の団体を加えた

広い研究体制での解決に期待する。 

 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜その他の意見＞ 
・汎用性技術となるかの見通し検討を期待する。 

 

 

21) ナローギャップ結晶系 SiGe 薄膜太陽電池の研究開発 

 

  東海大学、(独)産業技術総合研究所 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 １．２ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・SiGe は難しい材料であるが、その原因の一つが p 型化であることを見出している。

これにより、次に繋がる課題が明確になった。 
・結晶系 SiGe 薄膜に対して本格的な研究を実施し、低コストで製作する方法で太陽電

池に利用するための有用な知見を得ていることは評価できる。 
・波長増感に貢献。 
・Ｓｉセルに対してＳｉＧｅの材料優位性を確認できたことは今後の高効率化セルに期

待ができる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・高品質 SiGe 薄膜を製作するための基礎的な研究が不十分である。 
・Ge という高価な原料を使用しても、それ以上の高効率が得られるのか、研究開始時

点での事前検討やコスト計算も必要である。この視点に立ったとき変換効率 10%とい

う開発目標は妥当なものか否か解析が必要。 
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＜その他の意見＞ 
・特許が少ない。 
・Si-Ge２元系の結晶学的考察が不十分。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・高効率化セルの工業的実現へ向けた取り組みをお願いしたい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・実用化の議論の前に、性能向上が必要不可欠。 
・実用化するためには、さらなる基礎研究が必要である。 
＜その他の意見＞ 
・基礎研究的色彩が強く実用化を議論できる段階に至っていないと思われる。 

 

 

22) 粒状シリコン太陽電池セル製造技術の研究開発 

 

  富士機械製造(株)→産業技術総合研究所、ジャパンゴアテックス（株） 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 １．６ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・種結晶技術の確立により結晶性の高いシリコン粒の収率が大幅に向上できたことは高

く評価できる。この技術が大量生産に適用できることも評価すべきであると考える。 
・滴下法は、急冷却現象であるため、種結晶の採用による結晶性の改善は評価できる。 
・種結晶を用いた粒状シリコンの大量生産技術および非破壊による粒状シリコンの検査

法が開発されたこと、また、製造技術の方向性を示せたことは良いことである。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・ジャーナルへの投稿がない（学界レベルでの議論により認められる必要あり）。変換効

率の目標には、まだ遠い。個々の単粒セルの効率分布なども評価すべき。  
・品質の悪いシリコン粒とは、どのような点で品質が悪いのか、またその発生原因はな

んなのか等の分析があり、かつ不良特性を排除する測定手段などの記述が技術評価に

は必要である。 
＜その他の意見＞ 
・発表論文がほしい。 
・仮に、品質の良いシリコン粒子のみを選別してモジュールを作成したらどのようなモ

ジュール特性になるのか。こうすることで、本技術の限界特性に関するある程度の情

報が得られるのではないか。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・実用化へのアプローチも適切である。 
・目標値であるモジュール効率を達成できなかったことは残念であるが、モジュール効

率向上のための課題が具体的に抽出されていることは今後の実用化を目指す上で大い

に期待できる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・まず実用化を議論するのに足るデータを提示すべきである。 
・歩留まりの改善。 
＜その他の意見＞ 
・粒状シリコンの場合、どのような純度のシリコン原料を使用しているのか。純度は特

性に無関係なのか。単結晶にしろ多結晶にしろ通常のシリコン太陽電池では、一方向
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凝固など凝固過程で不純物除去がなされるが、粒状シリコンの場合、不純物管理はど

のようになされているのか。 
 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜その他の意見＞ 
・クリーンベンチャー21 との区別が明確でない。 

 

 

23) 酸化物系薄膜太陽電池の研究開発 

 

  大阪市立工業研究所、奥野製薬工業㈱ 

 

成果に関する評点 １．２ 

実用化の見通しに関する評点 １．０ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・オール薄膜でセルを試作し、効率の測定を行っていること。 
・新しい酸化物系薄膜太陽電池用として、低コストで作成できる各種酸化物薄膜を作成

し、有用な知見を得られたことは評価できる。 
・酸化物半導体による薄膜太陽電池の動作が確認できており、今後の変換効率の向上に

期待したい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・このレベルの効率では、ほとんど実用化の可能性はない。大きなブレークスルーが必

要。 
・まだ基礎的なところで十分な成果が出ていないので、研究開発項目の再検討が必要で

ある。 
・実現された発電効率は、酸化物太陽電池としては、従来の報告値を上回るとはいえ、

太陽電池としてはまだまだ不十分。その原因の分析と解析が必要ではないか。 
＜その他の意見＞ 
・太陽電池では不純物除去が重要であるが、水溶液法は、不純物除去の点でどのような

工夫がなされているのか。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・研究開発の端緒。 
・実用化に向けて、基礎的な面から酸化物薄膜の高品質化の検討をお願いしたい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・30 年以上前からCu2Sは不安定であるといわれており、現状レベルでは、実用化は困

難。 
・解決すべき要素技術を明確にし、実用化に向けた取り組みをする必要がある。 
＜その他の意見＞ 
・新たな技術の基礎研究と位置づけるべき課題と思われ実用化を議論できる段階に至っ

ていないと思われる。 
 

 

24) 窒化インジウム系薄膜太陽電池の研究開発 

 

  福井大学 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 １．４ 
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① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・難しい材料系ではあるが、膜質は徐々に向上している。 
・超高効率太陽電池用材料として、窒化インジウム系薄膜の MOCVD 法により作成し、

太陽電池用としては十分ではないが、有用な知見が得られている。 
・InN 系で意義ある成果。 
・理論的には 50%という高い変換効率の期待される InGaN 太陽電池電池に関し、いろ

いろな基礎的な知見を得ていることは評価できる。 
・高効率を実現する素子として挑戦的な技術開発であり、基本となる技術的知見を得ら

れており、今後の進展に期待したい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・まだ膜のレベルの話であり、平行してセル化の研究を行うべき。材料開発だけでは、

光吸収層として用いることができるかどうかまったく判断できない。  
・InN への p 型ドーピングが達成できていないのは問題で、解決するためのさらなる努

力が必要である。 
・結晶学的考察が不十分に思われる。 
＜その他の意見＞ 
・特許の取得につながる研究がほしい。 
・「キャリアの散乱過程としてはイオン化不純物散乱は支配的ではなく、粒界散乱が主要

な散乱過程である」とのことであるが、これは現状がまだ特性的に不十分な段階にあ

るからで、今後特性が向上するにつれ、イオン化不純物散乱も無視できなくなってく

るのではないでしょうか。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・継続して展開。 
・基礎的研究開発のため、工業的な意味合いでの実用化ではまだ不足ではあるが、実用

化が期待される技術であり、早急にデバイスとしての性能評価に着手し、工業的技術

可能性について検討してもらいたい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・実用化を議論できるほどの基礎データが得られていない。 
・太陽電池として実用化するのは時期尚早で、高品質薄膜の製作に集中すべきである。 
＜その他の意見＞ 
・新たな元素組成の太陽電池の基礎検討研究と位置づけるべき課題であり、実用化を議

論する段階にない。 
 

 

25) 高開放電圧ヘテロ接合薄膜シリコン太陽電池 

 

  岐阜大学 

 

成果に関する評点 ２．０ 

実用化の見通しに関する評点 １．２ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・水素耐性膜としての TiO2 の効果が明確に示されている。 
・透明電極上に、その特性を劣化させずに、微結晶 SiC 薄膜を堆積させる技術を明らか

にしたのは評価できる。 
・高い効率の期待できる 3C-SiC 薄膜に関し、基礎的検討を行っていることは評価でき

る。 
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・設定した目標に対して得られた成果はほぼ達成されていると思われ、また、デバイス

での評価においてもほぼ目標は達成されたと考えられる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・得られたセル特性等は平凡であり、課題を多く残している。 
・高開放電圧へテロ接合太陽電池を開発するためには、まだ微結晶 SiC 薄膜の製作法に

多くの問題がある。 
・高純度化しやすい元素、高純度化し難い元素があるとの視点で考察する必要がある。 
＜その他の意見＞ 
・実用化をめざした特許がほしい。 
・太陽電池を高効率化するためには、バンドギャップを広げる必要があり、そのために

は新たな組成の検討も必要である。一方、太陽電池の高効率化には高純度性即ち長い

キャリア寿命が必要である。この両者をどのようにして同時実現するかという考察が

必要である。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・TiO2 耐性膜は実用化可能であろう。 
・人材育成や他分野への波及効果の観点から評価する。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・実用化をするためには、まだ基礎的なところでの問題が多い。 
＜その他の意見＞ 
・基礎研究課題であり実用化を議論できる段階にない。 
 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・今後、プラズマＣＶＤ法での本技術の検証を行い、技術的可能性への先鞭をつけても

らいたい。また、産業界へのアプローチも合わせて検討してもらいたい。 
 

 

26) マイクロ波プラズマ CVD による薄膜シリコン太陽電池製造技術の開発 

 

  東北大学 

 

成果に関する評点 １．４ 

実用化の見通しに関する評点 １．０ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・ガスの切り替えが急峻に行えることは明確となった。 
・多層タンデム構造太陽電池を、一チャンバーで連続成膜が可能な製造プロセス要素技

術を開発したことは高く評価できる。また高品質シリコン薄膜の成膜を達成するため

の解決方法も妥当である。 
・2nm/sec の高い成膜速度で微結晶シリコン膜が得られたことは評価できる。 
・１つのチャンバーで異なる薄膜を製膜できることを確認できたことは、今後の太陽電

池の製造において有効な示唆が得られ、今後は大幅な膜質の改善を期待したい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・膜質向上に対して、装置からのアプローチではなく、製膜機構という観点から考え直

す必要がある。現状では、本手法が実用化できることを示す明確なデータが示されて

いない。論文発表、成果の普及が不十分。 
・得られた膜で効率 15%が実現しなかったとのことであり、特性の出ない膜を高速合成

しても意味のないことになる。 
・デバイスとしての 適条件の抽出、製膜面積の拡大等を図ってもらいたい。 
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＜その他の意見＞ 
・特許なし。 
・成果の発表状況、知財の取得状況は改善の余地がある。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・現時点ではまだ基礎研究の段階であり東北大学のみで実施しているが、今後は企業と

の共同研究も計画されており、実用化の筋道が見通せていることは意義がある。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・マイクロ波で製膜した微結晶シリコンの膜質が悪すぎ、このままでは実用化はできな

い。しかし、高速堆積法として期待できる手法ではある。 
・実用化を達成するためには、製造プロセス要素技術をさらにブラッシュアップが必要

である。 
＜その他の意見＞ 
・再度、研究の狙いを整理して、堅実な積み上げが必要。 
・特性の伴わない薄膜を高速合成しても意味のないことであるが、まだ検討は不十分の

ように思われ現時点で実用化を議論するのは時期尚早と思われる。 

 

 

27) 薄膜シリコン太陽電池の次世代プロセス先導研究 

 

  太陽光発電技術研究組合[分担：三洋電機(株)、(株)カネカ］ 

 

成果に関する評点 ２．４ 

実用化の見通しに関する評点 ２．４ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・三洋電機受託の局在プラズマ CVD は特徴があり、高速堆積が実証されている。また

Ge 添加による薄膜結晶シリコンの配向性向上を見出している。JAIST の高圧水蒸気熱

処理法は新技術であり、今後の展開に注目したい。 
・局在プラズマ CVD 法の導入により、薄膜シリコンの超高スループット製膜技術にお

いて、有用な成果を挙げたのは評価できる。 
・高品質微結晶 Si 膜の実現、1V 以上の Voc 達成を評価。 
・高い製膜速度(4.1nm/s）や、超大面積基板上への製膜条件の基礎検討を行ったことは

評価できる。  
・今回得られた成果を、セルに反映し、セルとしての性能の確認および課題の抽出を行

い、更なる改善に繫げてもらいたい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・PVTEC、三洋電機、カネカ、北陸先端大学それぞれの、超高スループット製膜技術開

発に対する協力関係が不明確。別々にそれぞれの研究を行う場合との違いを明確に示

す必要がある。 
＜その他の意見＞ 
・成果発表、知財の取得状況は改善を要する。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・局在プラズマは高速堆積法として実用化の可能性大。 
・実用展開が可能な成果が得られている。 
・量産を目指した実用化の点では、まだ、確認すべき課題は多いと思われるが、それに

向けた具体的な課題がイメージされており、今後について期待したい。 
＜その他の意見＞ 
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・大きな時間のかかる応用研究の途上にあるものであり、このような研究に 2 年間だけ

補助をして成果を云々するというのは無理がある。プログラム設計を見直すべきであ

り、またこのような研究に大学をどのように参加させるか、研究実施体制も見直す必

要があるように思われる。 
 

 

28) 広帯域スペクトル利用型薄膜シリコン太陽電池 

 

  (独)産業技術総合研究所、三菱重工業(株)、大阪大学大学院、名古屋大学、九州大学 

 

成果に関する評点 ２．２ 

実用化の見通しに関する評点 ２．０ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・個々のサブテーマに対して、成果が得られている。 
・掲げた目標をほぼ達成。 
・バンドギャップ 0.95-１eV で欠陥密度の少ない微結晶 Si/Ge 超格子を実現したことは

評価できる。 
・設定した目標はほぼ達成されたものと考えられたものと考えられる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・物性評価等が中心であり、実用化が可能かどうかは、セル化を待つ必要がある。集中

研方式で実施したことによるメリットが明確でない（サブテーマごとの連携が見えな

い）。  
・各研究開発項目について、有用な知見が得られている部分もあるが、相対的に期待さ

れるような成果が得られていない。 
・長尺マイクロ波プラズマ生成技術や高密度リモートプラズマユニット開発など、装置

開発的なものと、薄膜特性の改善研究との関連や協力関係を明確に示す必要がある。 
＜その他の意見＞ 
・産総研、大阪大学、名古屋大学、九州大学、三菱重工業がそれぞれ個別に得意な分野

の研究をする場合と、１+１が２ではなく３になるような協力関係の有効性を明確に示

す必要がある。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・膜特性、製法の確立でデバイス研究へ展開可能。 
・ナノ結晶Ｓｉ等の新規材料に関して、セルを作製し、セル評価を行ってもらいたい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・どの技術が実用化可能かは、セルのデータを見ないと判断できない。 
・実用化が早期に期待できるような段階ではないと考える。 
＜その他の意見＞ 
・基礎研究、基礎検討と位置づけるべきものであり、実用化を議論する段階にないよう

に思われる。 
 

 

29) CIS 系大粒径薄膜太陽電池 

 

  東京工業大学、龍谷大学 

 

成果に関する評点 １．６ 

実用化の見通しに関する評点 １．４ 
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① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・ホットフィラメント法、溶媒移動結晶成長法のどちらにおいても結晶粒の増大が観測

されている。 
・二種類の方法で、CIS 膜の大粒径化を実現する技術を開発したことは評価できる。 
・CIGS 膜の大粒径化に関し一定の成果をあげたことは評価できる。 
・本方式を用いた太陽電池の製作、特性確認が行えなかったことは残念であるが、ＣＩ

Ｓ膜の大粒径化に対しては各方式において目標は達成されていると思われる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・粒径の大小だけでは、セル効率の予測ができないことは明確であり、今後のセル化の

研究に期待したい。 
・大粒径化されたＣＩＳ膜が十分な特性を有することを明らかにすることが必要である。 
・大粒径化による特性の改善の確認がなされていない。成果発表、知的財産の獲得状況

は改善の余地が有る。 
＜その他の意見＞ 
・特許申請につながる研究成果を。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・本技術による効率向上へ研究を展開。 
・まだ、基礎研究の段階であるが、ＣＩＳ膜の大粒径化に対して、２つの方式が有効で

あることはおのおのが代替技術であることを示しており、実用化において有効である

と思われる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・現状では、結晶粒しか議論されておらず、実用化の見通しを判断する材料に乏しい。 
・大粒径化されたＣＩＳ膜を太陽電池に利用するためには、まだまだ基礎的な研究開発

が必要である。 
＜その他の意見＞ 
・研究途上であり実用化を議論するデータが揃っていないと思われる。 

 

 

30) CIS 系多接合薄膜太陽電池 

 

  青山学院大学、東京工業大学 

 

成果に関する評点 ２．０ 

実用化の見通しに関する評点 １．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・これまでわが国で CIS 系多接合が試みられたことはなく、その意味で革新的である。

今後の開発課題も明確になっている。 
・ＣＩＳ系多接合型薄膜太陽電池を開発するための要素技術開発としてよく計画された

開発研究がなされており、メカニカル・スタック型セルで世界 高の変換効率１１％

を実現できたことは高く評価できる。 
・課題採択時に設定された目法の変換効率 10%に対し、それに近い変換効率を実現した

ことは評価できる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・PV2030 の CIS 系太陽電池の目標変換効率 25%に対し、10%の目標がどのような位置

づけになるのか、10%の延長線上に 25%があるという説得力ある説明が必要。 
・トップセルおよびボトムセルの整合条件の見極め等を行い、多接合セルとしての各種

特性改善を期待したい。 
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＜その他の意見＞ 
・特許申請につながる技術は？ 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・実用化に向けた研究開発スケジュールもよく検討されている。 
・さらなる効率向上が期待できる。 
・多接合のマッチング製造条件を確立してもらいたい。 
＜その他の意見＞ 
・多接合でシングルセルを越す変換効率を得ることが、実用化に向けての 低条件。 
・基礎研究課題であり、コストも含めた実用化を議論できる段階にないと思われる。 
・本研究で実施した内容をデバイスに組み込み、その効果の確認を実施してもらいたい。 

 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・多接合作製のためのプロセスコストを考えると、企業を加えた連携が望まれる。 

 
 

31) ワイドギャップＣＩＳ系太陽電池の高効率化技術の研究開発 

 

  (独)産業技術総合研究所、鹿児島大学、筑波大学 

 

成果に関する評点 ２．０ 

実用化の見通しに関する評点 ２．０ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・水蒸気援用により高効率化が図れたこと。また水蒸気援用により膜中のナトリウム濃

度が増加することが、その原因であることを明確にした点。 
・ＣＩＳ系太陽電池で高い開放電圧の太陽電池を得たことは評価できる。 
・Voc の向上を実現したが、変換効率の向上も要検討。 
・水蒸気照射により開放電圧 0.86V を得たのは評価できる。また各種基礎的知見がえら

れているのも評価できる。 
・ＣＩＳ太陽電池の開放電圧で世界 高水準が得られ、技術的可能性を得られたと思わ

れる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・高効率ＣＩＳ系太陽電池の開発に、各機関で開発研究された成果をうまく生かせる工

夫が必要である。 
＜その他の意見＞ 
・特許なし？ 
・水蒸気照射によりなぜ Na が添加されるのか記述がなく不明。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・Ga が多い領域での水蒸気援用でどこまで性能向上が図れるか。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・CGS に対して、質の向上を図るブレイクスルーが欲しい。 
・実用化をめざすには参画機関のより一層の連携が必要である。 
＜その他の意見＞ 
・実用化というのはコスト、信頼性を含めて判断するものとすれば、実用化を議論する

ための十分な情報は提供されていない。 
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③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・水蒸気を加えることは製造技術として、あまり好ましい方向ではない。製造に関わる

企業との連携が必要。 

 

 

32) 大面積・集積型色素増感太陽電池の研究開発 

 

  東京理科大学、住友大阪セメント(株)、シャープ(株)、(独)産業技術総合研究所、

(株)フジクラ 

 

成果に関する評点 ２．８ 

実用化の見通しに関する評点 ２．４ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・大きさや、モジュール構造はそれぞれ異なるものの、各サブテーマごとに目標を達成

している。 
・大面積・集積型色素増感太陽電池モジュールを製作するための各種要素技術の開発研

究において、ほぼ所期の成果をあげており、非常に高く評価できる。論文発表や特許

の取得においても成果を挙げている。 
・着実な進展。 
・10cm 角ガラス基板モジュールで変換効率 6.3%を達成したのは評価できる。 
・実用化に必要な集積構造モジュールの検討が種々の方式で検討されており、まだ、解

決すべき課題は多いが、実用化に向けた要素技術開発が確実に進められている。さら

に、新色素などの開発にも期待したい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・小面積から大面積への移行は、大きなブレークスルーがなくても可能。抜本的に変換

効率を向上させる技術開発が遅れている。 
・信頼性や特性の劣化現象は課題採択時の目標に上げられていないので検討を求めるこ

とは出来ないが、実用化を目指すのであれば、信頼性評価は不可欠である。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・大面積での集積化構造の試作が行われている。 
・実用化をめざした先導的モジュールの試作研究でも成果を挙げており、実用化の見通

しは明るいと考える。 
・実用化に向けた基礎固めが得られたので、さらなる実用に向けた展開を推進。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・面積が大きいほど変換効率は大幅に減少しており、実用化はまだまだという印象。 
＜その他の意見＞ 
・実用化はコスト、信頼性を含めて判断すべきとすれば、実用化を議論できる情報は提

供されていない。 
 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・大きなものを作製するより、抜本的に変換効率を向上させるブレイクスルーが必要。 

 

 

33) 光充電型色素増感太陽電池の研究開発 

 

  ペクセル・テクノロジーズ(株)、東京大学 
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成果に関する評点 ２．２ 

実用化の見通しに関する評点 ２．２ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・光充電型という新しいアイディアを導入したこと。 
・フィルム型色素増感太陽電池の変換効率を世界 高水準にまで高め、またモジュール

の試作をし、室外実証実験にまでこぎつけた成果は非常に高く評価できる。 論文発

表や特許の取得においても成果を挙げている。 
・フィルム色素増感セルとして変換効率７％は評価できる。光キャパシタの充電電圧

0.8V、キャパシタンス 2.06F/cm2 は評価できる。 
・発電、充電を兼ね備えた光キャパシタの基本性能が示されており、興味深い成果と

なっている。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・低光量（1/8sun)での評価は、公の評価データとしては不適。 
・低光高度での７%で、さらなる高変換効率へ。 
・充放電効率や耐久性は特に記述はないが、明確に事業化意思を有しているようであり、

耐久性評価またその改善はもっと高い優先順位で取り組むべき課題である。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・実用化に向けた先導的な開発研究もスタートしており高く評価できる。 
・現在の開発を推進すると共に、実サイズモジュールが試作されれば、実用化への期待

が膨らむと思われる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・結局、色素増感セルとキャパシタンスを並べただけであり、課題はそれぞれ別物では

ないか。 
＜その他の意見＞ 
・実用化は、コスト、信頼性を含めて判断すべきと思われるが、そのような情報は提供

されていない。 
・現在の開発を推進すると共に、実サイズモジュールが試作されれば、実用化への期待

が膨らむと思われる。 

 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・色素増感セルの性能向上に集中すべき。 
 

 

34) 新型ヘテロ接合結晶シリコン太陽電池の研究開発 

 

  東京工業大学大学院 

 

成果に関する評点 １．８ 

実用化の見通しに関する評点 １．０ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・微結晶 3C-SiC というワードギャップ材料を窓層に用いた構造を提案し、短波長感度

が高いという特徴をセル試作で実証している。 
・薄膜シリコンを用いた新型ヘテロ接合太陽電池の研究開発において、新しい太陽電池

構造の可能性を追求し、有用な知見を得ている。 
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・新型ヘテロ接合太陽電池として 14.2％の変換効率を得たことは評価できる。 
・単結晶Ｓｉに対してヘテロ接合技術の適用ならびに本技術を用いた太陽電池の高効率

化に対して技術的知見が得られたことは有効である。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・SiC/Si の界面に課題が残されており、開放電圧が十分向上していない。 
・新型太陽電池の研究であり、まだ初期的な段階であるので、さらなる基礎的な研究が

必要である。 
・オリジナルな提案であるのに特許がない。 
・特性の向上が、作成技術のスキルアップによるものか、新規なアイデアや新規な構造

の採用によるものか、新規な技術は特許出願すべきと考えるが、特許出願はなされて

いない。 
＜その他の意見＞ 
・アモルファス Si/Si HIT 太陽電池よりも、短波長感度に優れているということは、

紫外線劣化に対して多少優位なのであろうか。経時劣化特性の評価結果があると良い。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・特徴は出ており、将来の技術の一つ。 
・人材育成や技術の波及効果の観点から評価する。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・界面特性の改善を急ぐべき。 
・実用化に向けた開発研究は時期尚早である。 
＜その他の意見＞ 
・新技術の検討途上という状況であり、コストや信頼性の情報もなく実用化を判断でき

る状況にない。 
 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・HIT 太陽電池で著名な三洋電機のグループなどとの交流が必要。 
 

 

35) 極薄型結晶シリコン太陽電池のオールドライプロセス開発 

 

  三菱電機(株)、東京工業大学大学院 

 

成果に関する評点 １．８ 

実用化の見通しに関する評点 ２．０ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・放電加工で成果が得られている。オールドライプロセスという新しい考え方を提案し、

セルで実証している。 
・極薄型シリコン太陽電池の製造に関する各種要素技術において有用な知見を得ている。 
・カーフロス 142 ミクロンにて板圧８８ミクロンの極薄型ウェハ加工に成功したこと、

マイクロサンドブラスト法、ナノサイズマスク材料とフッ素系ガスを用いた RIE によ

り低反射テクスチャーを形成し、変換効率 14.92%を実現したことなど評価できる。 
・新しいスライス技術として、その技術的可能性を示しており、今後の技術の進展に期

待したい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・レーザスライスは、まだ将来向けての基礎研究の領域のように思える。 
・オールドライプロセスの開発研究であるが、研究開発項目が多岐にわたっており、特

に目立った成果が得られていない。 
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・カーフロス 142 ミクロンにて板厚８８ミクロンの極薄型ウェハ加工の繰り返し成功率

の記述がない。実用技術とするためには、繰り返し成功することが必要である。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・放電加工は積極的に推進すべき課題である。 
・実用化レベルまで、早く実施してもらいたい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・三菱電機としてのオリジナリティーを明確にすること。低温オゾン酸化はオリジナル

技術か？ 
・実用化を実施するには、さらなる基礎的な研究が必要である。 
＜その他の意見＞ 
・極薄型ウェハーは、加工条件、切断時の歩留まり、後工程での歩留まりなど総合的に

検討する必要があり、単に数枚の極薄型ウェハーが得られたというだけの情報で実用

化の判断をすることは出来ない。 
 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・極薄型結晶シリコンは、太陽電池開発における緊急の課題であり、欧米技術と競合で

きるよう NEDO も支援すべき。 

・本課題の研究は、現下の我が国の太陽電池技術研究開発に極めて重要なものと認識し

ている。 

 
 

36) 極薄型擬単結晶シリコン太陽電池の研究開発 

 

  豊田工業大学、九州大学、名古屋大学エコトピア科学研究機構、東京農工大学、(独)

産業技術総合研究所、名古屋大学、東京工業大学 

 

成果に関する評点 １．８ 

実用化の見通しに関する評点 ２．０ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・凝固溶融サイクル成長法で高品質なインゴットが得られている。欠陥評価技術もユ

ニーク。 
・新規表面パッシベーション法により表面再結合速度 2.3cm/s 以下の実現、大気圧マイ

クロプラズマを用いたシリコンインゴットスライスでカーフロス 120 ミクロンの実現、

など評価できる。 
・多結晶Ｓｉの高品質化の点から期待される技術である。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・インゴットの成長は、スケールアップが課題。ポーラスアルミナを用いた反射防止構

造は、セルでの実証が必要。反射率が低いのと、短絡電流が増加するのは別である。 
・研究開発項目が多岐にわたり、各項目についても十分な成果が得られていない。 
・本課題の委託先は、（グループ A が）豊田工業大学、九州大学、名古屋大学、東京農

工大学、（グループ B が）産総研、名古屋大学、東京工業大学となっているが、企業

の協力を旨く取り入れればもっと効率よく開発できるのではないか。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・リンゲッタリングなしでも 400msec のライフタイムが得られれば画期的。 
・研究テーマは多岐に亘っているが、何れも薄型Ｓｉ太陽電池の実用化には不可欠な技
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術であり、着実な実用化に取り組んでいただきたい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・インゴットの成長が 重要課題であると思われる。これには、早い段階から企業の参

画が望まれる。 
・実用化を実施すべき段階の研究開発成果が見られない。 
＜その他の意見＞ 
・課題参加組織も多く、成果の種類も多い。このような課題の実用化見通しを判断する

のは事実上困難である。 
 

 

37) 超薄型多結晶シリコン太陽電池の研究開発 

 

  東北大学、岡山大学、(株)日平トヤマ、シャープ(株) 

 

成果に関する評点 ２．０ 

実用化の見通しに関する評点 １．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・東北大学のデンドライト利用キャストは高品質であり、セルでも実証されている。ス

ライスは、まだ課題を残しているものの厚さ 100mm 程度までは実用化が可能なレベ

ル。 
・高品質シリコンバルク多結晶の結晶成長において有用な知見が得られている。 
・歩留まり等の制約から産業技術としては未完成であるが、厚さ 50 ミクロンウェー

ハー加工への挑戦は評価できる。また、実際に 50～80 ミクロン厚さのセル等を作成

評価し 210 ミクロン厚さのセルと同等の特性を実現したことも評価できる。 
・高品質な多結晶Ｓｉのセル化において必要な技術が開発されており、今後が期待され

る。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・多結晶シリコンの高品質化の原因を解明し、実用化レベルの大型高品質多結晶シリコ

ンを製造する技術開発に専念することが重要である。 
＜その他の意見＞ 
・カーフロス 100 ミクロン以下の加工技術はワイヤに関しても高純度化による強度向上

など周辺技術の高度化も併せて検討する必要がある。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・超薄型のスライス技術は早く実用化すべきもの。 
・研究テーマは多岐に亘っているが、何れも薄型Ｓｉ太陽電池の実用化には不可欠な技

術であり、着実な実用化に取り組んでいただきたい。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・実用化研究には時期尚早である。 
＜その他の意見＞ 
・こうした生産技術に直結した技術の開発は、その工程自体の生産歩留まりや、後工程

への影響など総合的に判断しなければ、実用化可能性を議論することはできないと思

われる。 
 

 

38) 自律度向上型太陽光発電システム先導研究開発 

 

太陽光発電技術研究組合（東京農工大学、新日本石油(株)、(株)ジーエス・ユアサパ

ワーサプライ）、(独)産業技術総合研究所 
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成果に関する評点 １．８ 

実用化の見通しに関する評点 １．８ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・自律度向上型太陽光発電システムのシミュレーションを世界で初めて行い、実現に向

けた課題を抽出している。 
・自律度向上型太陽光発電システムの実用化をめざした予備検討研究において有用な知

見を得て、これからの技術研究開発課題を明確にしたことは評価できる。 
・自律度向上型太陽光発電システムの一次的検討としては評価できる。 
・本研究の成果は、普及を想定した場合の系統と太陽光発電システムとのあり方に対し

て有意義な知見が得られたものと判断される。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・一日の実際の発電曲線と電力需要 j 曲線との比較考証を年間を通じてあるいはせめて

四季毎に行うことが重要である。四季によって太陽電池の発電曲線また電力需要曲線

は大きく異なるし、また週末と週日で電力需要曲線は大きく異なる。1000 軒という数

字が配電線容量から計算したものかそれ以外の判断基準で決めたものなのか不明であ

るがその考察も重要である。 
 
② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・今後もさらにシミュレーションを継続する必要があるが、それらの成果をもとに早期

に実証段階に移行可能と期待できる。 
・予備調査研究結果に基づいた実用化スケジュールは評価できる。 
・今回の検討で示されたように、コスト面の課題も浮き彫りにされており、低コスト化

も含めた巨大な自律型ＰＶコミュニティーの実現には、あらゆる分野のメーカの取り

組みも必要である。このようなシステム構築に関しては、国家プロジェクトとして実

際のシステム構築等に推進し、将来に向けた体制・環境作りが必要と考える。 
＜その他の意見＞ 
・可能性を検討するという位置づけの課題であり、実用化を議論するには更なるデータ

の蓄積が必要である。 
 

 

39) 太陽電池次世代技術開発加速支援体制の構築(薄膜太陽電池製造試作ライン構築)  

 

  (独)産業技術総合研究所 

 

成果に関する評点 １．８ 

実用化の見通しに関する評点 １．４ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・産学官連携で使用できる薄膜系太陽電池の試作ラインを構築することにより、この分

野での技術開発の加速的発展に寄与で・産学官連携体制で使用可能な試作ラインを構

築したことは評価できる。 
・実用サイズ基板を適用できる共通試作ラインの構築は、産学相互の技術の共有化を図

ることができ、意義あるものと考えられる。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・30cm 角という大面積で試作ラインを運用する理由がいま一つ明確でない。またフレ

キシブル基板は企業サイドでも実用化が始まっており、それとの関係も説明不足。 
・薄膜太陽電池には各種あるが薄膜シリコン系多接合太陽電池をターゲットとした背景
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説明が必要。 
＜その他の意見＞ 
・プレス等で発表する必要があるのでは？ 
・本課題は現時点では装置を作ったということであり評価をするには今後の実績をフォ

ローする必要がある。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・本研究開発成果に基づいた実用化スケジュールが明確にされている。 
・これまでの実用化の視点では同様に評価できないが、産学での要素技術の共有および

工業化への迅速性等の観点から評価する。 
＜その他の意見＞ 
・フレキシブル以外にどのような技術を実証していくか不明。  
・共用施設を構築したもので、実用化を議論する課題ではないと思われるが、このよう

な共用施設を有効活用するためには運転要員、運転コストが必要であり、その点がど

のような予定になっているのか、不明である。 

 
 

40) 色素増感太陽電池の新技術先導調査研究 

 

  群馬大学、群馬高専、岐阜大学、大阪大学、信州大学、（財）産業創造研究所、名古屋

工業大学、名古屋大学、大阪大学、信州大学、(独)産業技術総合研究所、名古屋工業

大学、京都大学、新日本石油㈱、京都大学 

 

成果に関する評点 １．８ 

実用化の見通しに関する評点 １．４ 

 

① 成果に関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・可能性を探索するための研究を遂行することは重要。 
・色素増感型太陽電池の 近の研究開発成果も考えると本調査研究は時期を得たもので

あり、各研究調査結果には少しむらがあるが、概ね妥当な結果が得られている。 
・幅広い分野での調査研究を実施したことは評価できる。 
・今後の低コスト太陽電池として期待されるテーマであり、現時点としてはあらゆる技

術的可能性を探索する観点からは今後も同様な方式で研究を進めることが有効と思う。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・短期間の先導調査研究をもとに、厳しく評価し、的を絞る必要がある。評価できるほ

どの成果が記載されたものは少ない。 
＜その他の意見＞ 
・委託先としてこれまでに NEDO から委託を受けたことの有る研究室あるいは機関が

多数含まれているように思われる。これまで NEDO の支援を受けたことのない新た

なテーマ、新たな領域について調査するというコンセプトがあっても良いのではない

かと思われる。 
 

② 実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 
・本調査研究の成果により、色素増感型太陽電池の実用化が促進できるものと考える。 
・太陽光発電システム未来技術開発 NEDO 事業につながる成果が多く得られている。 
・これまでの実用化の視点では同様に評価できないが、人材育成や他分野への波及効果

の観点から評価する。 
＜問題点・改善すべき点＞ 
・どのテーマも長期的な展望での対応が必要。 
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＜その他の意見＞ 
・基本的に調査研究であり、実用化に関しコメントする対象ではない。 
 

③ 今後の研究開発の方向性等に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

・本当にに芽がでそうなテーマを選別する必要がある。 

 
 
 
  
（２）個別テーマ評点の総合評価 
 
４０テーマ全体における評点の平均値は、研究開発成果１．９、実用化の見通し１．５で

ある。本研究開発は、シーズ探索研究を含む基礎的研究が主体であるが、重み付けをせず

に、研究開発成果と実用化の見通しの和は３．４である。 
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第２章 評価対象事業 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「太陽光発電技術研究開発 

革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」 

 

事業原簿 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

担当部 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 

 

 

 

 52



概要 
 作成日 

制度・プログラム名 太陽光発電技術研究開発「革新的次世代太陽光発電システム技術研究

開発」（新エネルギー技術開発プログラム） 

事業(プロジェクト名) 革新的次世代太陽光発電シ

ステム技術研究開発 

PJ コード Ｐ０１０３４ 

（旧：Ｅ０１０１８） 

事業担当推進部室・担当者 新エネルギー技術開発部 （旧：太陽風力開発室） 

１．事業の位置づけ・必要

性について        

【事業の背景・目的・位置

付け】 

今後の情報化社会、高福祉社会の進展等により、我が国のエネル

ギー需要、特に電力需要の拡大が予想される一方、国際的にも化石燃

料の枯渇や地球環境保全の対応への必要性等の観点から、無尽蔵かつ

クリーンな太陽光発電システムの普及促進が社会的要請となってい

る。また、これまでの種々の施策により、我が国における太陽光発電

システムの導入量、生産量はともに世界 高水準にあるが、長期的視

野から 2010 年以降の一層の大量普及の推進が求められている。 

このため、長期的には、2010 年以降の一層の大量普及実現、国際協

力を含む海外市場への対応等のため、発電コストを業務用電力料金並

みさらには既存電源レベルにまで低減することが不可欠である。 

本研究開発では、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、業務用電力料金、既存電源に匹敵する発電コストを可

能とする革新的次世代太陽光発電システムの開発を実施し、太陽光発

電の本格的な普及促進に資することを目的とする。 

２．研究開発マネジメント

について         

【事業の目標】 

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、業務

用電力料金、既存電源に匹敵する発電コストを実現する可能性のある

革新的な発電素子やその作製技術等、従来の概念にとらわれない新し

い材料・構造・製造方法等により大幅な低コスト化の可能性をもった

太陽電池やシステム技術等に関する要素技術の開発等を行うととも

に、当該要素技術の実用化への可能性を見極める。 

主な実施事項 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy  

ナノ構造制御シリコン

太陽電池の研究開発等

９テーマ 

      

高効率カルコゲナイド

系太陽電池の開発等６

テーマ（一部テーマは

H17fy まで延長） 

      

ファイバ型太陽電池の

開発等７テーマ       

新型ヘテロ接合結晶シ

リコン太陽電池の研究

開発等１６テーマ 

      

【事業の計画内容】 

色素増感太陽電池の新

技術先導調査研究等２

テーマ 

      

（単位：百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy 総額 

一般会計       

電特会計 651 1,013 1,481 2,376 2,240 7,761 

【開発予算】 
H13：研究開発費補助金 

H14～H15 上期： 

太陽光発電技術研究開発費補助

金 

H15 下期以降：運営費交付金 総予算額 651 1,013 1,481 2,376 2,240 7,761 

経済省担当原課 
産業技術環境局 研究開発課（H13fy） 

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（H14fy～H17fy） 

【開発体制】 
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プロジェクトリー

ダー 

なし 

委託先 
産業技術総合研究所、九州大学、凸版印刷、スタンレー電気、日本

板硝子、東京大学、神奈川科学技術アカデミー、北陸先端科学技術

大学院大学、大阪大学、岐阜大学、住友大阪セメント、古河機械金

属、林原生物化学研究所、シャープ、東北大学、新光電気工業、旭

硝子、システム技研、クリーンベンチャー21，東京工業大学、名古

屋工業大学、中部大学、金沢大学、日本触媒、鹿児島大学、青山学

院大学、日立電線、横浜国立大学、フジクラ、筑波大学、豊田工業

大学、長岡工業高等専門学校、長岡技術科学大学、龍谷大学、九州

工業大学、北九州工業高等専門学校、北九州市立大学、新日鉄化

学、古河電気工業、東海大学、富士機械製造、ジャパンゴアテック

ス、大阪市立工業研究所、奥野製薬工業、福井大学、太陽光発電技

術研究組合、三洋電機、カネカ、三菱重工業、名古屋大学、東京理

科大学、ペクセル･テクノロジーズ、三菱電機、東京農工大学、岡

山大学、日平トヤマ、群馬大学、群馬工業高等専門学校、信州大

学、産業創造研究所、京都大学、新日本石油、（再委託先：ジーエ

ス･ユアサパワーサプライ、藤森工業、システムインスツルメン

ツ、愛媛大学、奈良先端科学技術大学院大学、早稲田大学、静岡大

学） 

・ 研究開発の途中において、外部有識者による技術検討会を実施し、

一部のテーマについて開発の方向性や内容の修正、開発計画の変更

を行った。 

・ 事業開始から 3 年間が経過した時点で、所期の目標を達成し実用化

に向けた課題が明確になったテーマも出てきたこと、またロード

マップ PV2030 策定により、2020 年における効率等の開発目標が定

まったことから、平成 16 年度からは、従来の技術シーズ探索研究

から、既に製品化されたあるいは製品化途上の太陽電池等で 2020

年に実用化される次世代技術のための先導的研究開発に移行した。

なお 2030 年に向けた従来型のシーズ探索研究も課題 6 として残さ

れた。 

【情勢変化への対応】 

３．研究開発成果について 
 

実施した 40 テーマを太陽電池等の分野別に、薄膜シリコン太陽電池

12 テーマ、CIS 系薄膜太陽電池 7 テーマ、色素増感太陽電池 7 テー

マ、結晶シリコン太陽電池 7 テーマ、その他太陽電池６テーマ、シス

テム技術１テーマに分類し、成果概要を記す。 

 

1． 薄膜シリコン太陽電池 

高効率化のために、アモルファスシリコン(a-Si)の光劣化抑制技

術、多接合セルの構造・材料・界面制御技術の開発、また高生産性の

ために、微結晶 Si 膜等の高速製膜技術の開発を行った。 

・ a-Si の光劣化抑制技術として、ナノ結晶シリコンを a-Si 相内に分

布させることにより、光劣化率 3.6％を得た。 

・ 多接合セルのトップセル用ワイドギャップ材として、禁制帯幅

2.2eV の微結晶 3C-SiC、開放電圧 1V の a-Si 系膜の開発、またボ

トムセル用ナローギャップ材料として微結晶 SiGe や欠陥密度 2×

10E16/cm3 以下の微結晶 Si/Ge 超格子薄膜の開発を行った。 

・ 微結晶 Si 膜の高速製膜では、製膜速度 13.5nm/s、欠陥密度 1.6×

10E16/cm3 を達成した。 

 

2． CIS 系薄膜太陽電池 

高効率化のために、開放電圧向上に向けたワイドギャップの光吸収

材料・新規バッファ層、界面制御技術の開発、多接合化等の開発、ま

た低コスト化のために、非真空プロセスの開発を行った。 

・ ワイドギャップ（禁制帯幅 1.3eV）の CIGS 太陽電池で効率 18.1%

を達成した。また CdS/CIGS 界面の伝導帯・価電子帯のバンド不連
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続の測定に成功した。新規ワイドギャップバッファ層として、

ZnMgO の開発を行った。 

・ 多接合化では、4 端子メカニカルスタック型で世界 高の効率 11%

を達成した。 

・ 非真空プロセスとして、めっき法によるCu、Inプリカーサを用い

たCuInS２太陽電池で効率 10.5%を実現した。またメカノケミカル合

成法の低コストプロセスとしての可能性を示した。 

 

3． 色素増感太陽電池 

高効率化のために、高性能光電極、新色素材料、セル構造の開発、

さらに実用化を見据えたモジュール化技術の開発、また耐久性向上の

ための電解質の擬固体化等の開発を行った。 

・ 高性能光電極として、チタニアの構造 適化による光閉じ込め効

果の向上等により世界 高水準の効率約 11％を達成した。新色素

材料としてクマリン系で効率 8.3％を得た。また効率 15％を実現

するタンデムセル構造の設計指針を得た。 

・ モジュール化では、10cm 角ガラス基板モジュールで世界 高の公

認効率 6.3％を達成した。また 1190 mm×840 mm の大型モジュール

パネルを試作した。 

・ 電解質の擬固体化では、イオンゲル電解質を開発し 9mm×5mm セル

で世界トップレベルの効率 6.5％を得るとともに 85℃×1000 時間

の光照射で低下率 10％以下の耐久性能を達成した。 

 

4． 結晶シリコン太陽電池 

シリコン使用量低減による低コスト化のために、スライスレスのシ

リコン粒集光セル、超薄型基板スライス技術の開発、また高効率化の

ために、超薄型基板対応セル化プロセス、多結晶インゴットの高品質

化、高効率セル構造の開発を行った。 

・ シリコン粒集光セルでは、単セルで約 11％の効率を実現した。 

・ 超薄型基板スライス技術として、ワイヤーソースライスにより板

厚 70μm の切りだしに成功した。（両面のダメージ層除去で 終

板厚 50μm が可能）また放電加工スライス、プラズマスライスで

は、ワイヤーソースライスよりも切り代を低減可能であることが

わかった。 

・ 超薄型基板対応セル化プロセスとして、光閉じ込め表面テクス

チャ、キャリア再結合防止のためのパッシベーション、基板割

れ・反り防止セルプロセスの開発を行い、板厚 80μm の裏面ポイ

ントコンタクト構造で厚さ 210μm の従来型 BSF 構造並の開放電

圧、短絡電流を実現した。さらに基板の曲げ応力試験により、50

μm 級基板のセル化が基本的に可能であるという見通しを得た。 

・ 多結晶インゴットの高品質化では、粒方位など結晶組織の制御に

より従来の多結晶より、効率が向上することを示した。 

・ 高効率セル構造として、微結晶 3C-SiC を用いた新型ヘテロ構造の

有効性を確認した。 

 

5． その他太陽電池 

有機薄膜や化合物等その他太陽電池は、2030 年頃の実用化に向けた

長期的視野でのシーズ探索研究の対象である。 

・ 有機薄膜太陽電池の高効率化として、バルクへテロ接合で世界

高レベルの効率 3.6％を実現し、本接合構造が高効率化に寄与する

ことを明らかにした。 

・ 化合物太陽電池の高効率化では、p-GaAs/i-n InGaAsN ヘテロ接合
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太陽電池で世界 高水準の効率 11%、量子ナノ構造太陽電池では

InGaAs/GaAs 系 3 段階変調量子井戸太陽電池で効率 18.27%を実現

した。 

 

6． システム技術 

大量普及への対応として、自律度向上型の PV コミュニティシステム

の基本構想を構築し、開発課題として① 電力制御(集中制御) ② 蓄エ

ネルギーコスト ③ 通信制御 ④ 予測(発電・負荷) ⑤ 配線コスト

（地中）があることを把握した。またこれに使用するシステム機器の

低コスト・多機能化等についての知見を得た。 

 

(特許・論文等について件

数を記載) 
特許１６６件（うち外国出願２３）、論文４３７件、学会発表１,５５２

件、プレス発表２０４件 

４．実用化の見通しについ

て 

本研究開発は、基礎的研究であり、次期フェーズの次世代技術研究

開発である「太陽光発電システム未来技術研究開発」（平成 18 年度開

始）に繋がったテーマは、25 件を数える。 

また本事業開始から 5 年の間に、実用化研究も行い、実用化間近にま

で達したテーマが１件、その他、企業に技術移管し、企業にて実用化

研究中のテーマが１件である。 

事前評価 12 年度 担当部室：太陽・風力開発室 ５．評価に関する事項 
中間評価以降 16、17 年度外部評価、18 年度事後評価実施予定 

作成時期 13 年 3 月 作成 ６．基本計画に関する事項 
変更履歴 14 年 3 月、15 年 3 月、16 年 3 月、17 年 3 月変更 
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Ⅰ．事業の位置づけ・必要性について 
 
１．上位施策の概要 
   
名称：新エネルギー技術開発プログラム 

（平成 16 年 6 月 4日の制定以前は新エネルギー利用技術の研究開発） 

 
＜施策の概要＞ 

 
1.1 施策の目的 
新エネルギー技術の開発、コスト削減及び利便性や性能の向上を図ることによって、我

が国のエネルギー供給の安定化・効率化、地球温暖化問題（CO２）・地域環境問題（NOx、

PM等）の解決、新規産業・雇用の創出、水素エネルギー社会の実現等を図る。 

 
1.2 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能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、経済性などの問題より、普

及・導入が十分では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充分な導

入を図ることは困難だと考えられる。 

 

1.3  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、この取組みに関与する必要がある。 

 

1.4 施策内の他の制度、プロジェクト等 
・ 太陽光発電システム実用化加速技術開発 

・ 太陽光発電システム共通基盤技術研究開発 

・ 太陽光発電新技術等フィールドテスト事業 

・ 太陽エネルギー新利用システム技術開発 

・ 風力発電電力系統安定化等技術開発 

・ バイオマスエネルギー高効率転換技術開発 

・ 先進型廃棄物発電フィールドテスト事業 

・ 固体高分子形燃料電池実用化戦略的技術開発事業 

・ 水素安全利用等基盤技術開発事業 

・ 新エネルギー等地域集中実証事業 など 
 

1.5  施策の目標 
 新エネルギーは、エネルギー自給率の向上や地球温暖化対策に資するほか、分散型エネ

ルギーシステムとしてのメリットも期待できる貴重なエネルギーであるが、現時点では出

力の不安定性や高コスト等の課題を抱えている。従って、当面は補完的なエネルギーとし

て位置付けつつも、安全の確保に留意しつつ、コスト低減や系統安定化、性能向上等のた

めの技術開発等について、産学官等関係者が協力して戦略的に取り組むことにより、長期

的にはエネルギー源の一翼を担うことを目指す。 
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1.6  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（2010）年度。その他は事業毎に設定。 

 
1.7  施策の指標 
 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財産件数、それらの実施状

況、製品化に際してのライセンス供与数等 

 
1.8   中間・事後評価時期 
 平成 19 年度（中間評価）、平成 23 年度（事後評価） 

 
 
２．NEDO の関与の必要性・制度への適合性 
 
2.1 NEDO が関与することの意義 
今後の情報化社会の進展等により、我が国のエネルギー需要、特に電力需要の拡大が予

想される中、エネルギーの安定供給や地球環境保全（CO2排出量削減）への対応等の観点

から、無尽蔵かつクリーンな太陽光発電システムの普及促進が社会的要請となっている。

太陽光発電システムの大量導入にはコストの低減が 大の課題で、長期的には、2010 年

（平成 22 年）以降の一層の大量普及の実現、海外市場への国際競争力強化のためには、

発電コストを業務用電力料金並み、さらには既存電源レベルにまで低減することが不可欠

である。 

 将来のエネルギーセキュリティの確保や環境問題への対応のため、既存電源レベルに比

肩する発電コストを達成し、信頼性を確立するためには、基礎的な技術課題の解決が望ま

れるが、その研究開発には多額の資金を要し、一定期間の集中的な研究開発体制を必要と

する。しかし、このような基礎的な技術開発はリスクが大きく、事業性・収益性を追求す

る民間企業では対応が困難で十分な研究開発が実施されえないと考えられることから、国

(NEDO)の関与が必要である。また本事業の前に実施されたニューサンシャイン計画のプ

レ 終評価において、「日本の技術水準を世界トップにまで引き上げるため、高い目標を設

定した研究開発のためのプロジェクトを立ち上げるべきであろう。（略）研究開発に対する

国の支援は、実用に近いものよりも将来のブレイクスルーによって、飛躍的な前進が期待

できる分野への集中度を高めることが望ましい。」と言及されている。（ニューサンシャイ

ン計画「太陽光発電技術開発」プレ 終評価報告書、産業技術審議会評価部会太陽光発電

技術開発評価委員会、平成 12 年 5 月） 

 
2.2 実施の効果 
 平成 16（2004）年 6月に、2030 年に向けた太陽光発電ロードマップ（PV2030）が策定さ

れた。本ロードマップにおいて、2030 年における累積導入量を 102GW と想定するとともに、

太陽光発電の発電コストを、2010 年までに家庭用電力料金並み（23 円／kWh 程度）、2020

年までに業務用電力料金並み（14 円／kWh 程度）、2030 年までに既存汎用電源並み（７円

／kWh 程度）にまで低減することが求められている。なお現状については、2005 年現在に

おける日本の太陽電池の生産量は 833MW／年(IEA)となっており，このうち輸出量が約 65%，

国内への供給は約 35%となっている。一方システム価格は約 66 万円／kW(JPEA)であること

から、発電コストは、44 円／kWh 程度と見積もられ、国内の市場規模としては約 2,000 億

円と予測される。 

また本ロードマップに示されているように、業務用電力料金並み、汎用電源並みの発電

コストを実現するには、従来の延長にない技術的ブレークスルーが必要とされており、

NEDO 技術開発機構では、主に 2020 年頃に実用に供される太陽電池の要素技術の確立を目

指した次世代技術開発として、平成 18 年度から「太陽光発電システム未来技術研究開発」

をスタートさせた。翻って、本事業「革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」は、

大幅な低コスト化を可能とする技術シーズの探索研究であり、本事業で開発された革新的
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な要素技術の中で、次期フェーズ研究である「太陽光発電システム未来技術研究開発」に

ステップアップしたテーマ数は 25 件にのぼる。また本事業の研究開発を機縁として、近年

中に実用化が予定される太陽電池技術もあり、基礎的研究開発として、所期の目的を達成

できた。 

 
 
３．事業の背景・目的・位置づけ 
 
今後の情報化社会、高福祉社会の進展等により、我が国のエネルギー需要、特に電力需

要の拡大が予想される一方、国際的にも化石燃料の枯渇や地球環境保全の対応への必要性

等の観点から、無尽蔵かつクリーンな太陽光発電システムの普及促進が社会的要請となっ

ている。 
 これまで、太陽光発電システムの大量導入に向けて、ニューサンシャイン計画を中心と

した技術開発、各種の導入助成措置等、種々の施策が講じられてきた。その結果、我が国

における太陽光発電システムの導入量、生産量はともに世界 高水準にあるが、今後は、

平成１３年６月に総合エネルギー調査会でとりまとめられた長期エネルギー需給見通しの

導入目標（2010 年度：累積 482 万 kW）達成に向けて、さらには、長期的視野から 2010
年以降も一層の大量普及の推進が求められている。 
太陽光発電システムの大量導入には、当面、コストの低減が 大の課題である。現在導

入されている主な太陽光発電システムは、単結晶、多結晶、アモルファス等のシリコン系

太陽電池と周辺装置から構成されている。これまでの各種施策効果により、そのコストは

従来よりも大幅に低減されているものの、現時点での発電コストは家庭用電力料金の約２

倍、業務用電力料金の約４倍と、依然割高である。当面の目標である 2010 年度の導入目

標 482 万 kW の達成には、発電コストをユーザーが導入補助金なしで自発的に購入しうる

レベル（家庭用電力料金並み）にまで低減することが必要であるが、長期的には、2010 年

以降の一層の大量普及実現、海外市場への国際競争力強化のため、発電コストを業務用電

力料金並み、さらには既存電源レベルにまで低減することが必要である。 
国際的な発電コストに対する開発目標として、米国では 2010 年のコスト目標を住宅用

13～18 セント／kWh、商業用 9～12 セント／kWh を目指している(IEA PVPS 2006)。ま

た欧州においても 2015 年に 0.15 ユーロ／kWh(EU-PVSEC-21.2006)の発電コスト目標を

掲げ、低コスト化に向けた開発の推進を図っている。なお、各種太陽電池の効率目標につ

いては、日本のロードマップとほぼ同様な数値が掲げられ、一層の開発を図る動きが欧米

に見られている。このような発電コストの低減には、太陽電池の高効率化、薄膜化、大面

積化、高スループット化等の技術開発が不可欠である。 

 本研究開発では、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、業務

用電力料金、既存電源に匹敵する発電コストを可能とする革新的次世代太陽光発電システ

ムの開発を実施し、太陽光発電の本格的な普及促進に資することを目的とする。 
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Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 
１．事業の目標 
 
 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、業務用電力料金、既存電

源に匹敵する発電コストを実現する可能性のある革新的な発電素子やその作製技術等、従

来の概念にとらわれない新しい材料・構造・製造方法等により大幅な低コスト化の可能性

をもった太陽電池やシステム技術等に関する要素技術の開発等を行うとともに、当該要素

技術の実用化への可能性を見極める。 
加えて、平成 16 年度から、 近の太陽光発電を巡る技術開発動向やこれまでの当該研

究開発の成果等を踏まえ、次世代太陽光発電技術開発の対象となり得る先導的研究開発を

実施する。具体的には、2030 年へのステップとして 2020 年に向けた 
(a)2020 年に発電コスト 14 円／ｋＷｈを達成するための太陽光発電システム製造技術 
(b)広範な利用を実現するための電力系統に過度の負担をかけないシステム技術 

について、表 1に示す 2020 年の開発目標に資する要素技術の開発等を行い、当該要素技術

の実用化への可能性を見極める。 

 

表１．2020 年の技術開発目標 

項目 開発目標 

薄膜シリコン太陽電池 モジュール効率１４％ （セル効率１８％） 

化合物（CIS 系等）太陽電池 モジュール効率１８％ （セル効率２５％） 

色素増感太陽電池 モジュール効率１０％ （セル効率１５％） 

多結晶シリコン太陽電池 モジュール効率１９％ （セル効率２５％） 

モジュール製造コスト ７５円／Ｗ 

モジュール寿命 ３０年 

インバータ １５，０００円／ｋＷ 

蓄電装置 １０円／Ｗｈ 

 
２．事業の計画内容 
 
2.1 研究開発の内容 
本事業は、事業期間を 5 年間とするが、太陽電池に関する新しい技術の探索という側面

を有しており、1 テーマの開発期間は 3 年間程度として新しいアイデア、ブレークスルー

を含む開発テーマを公募して可能性の高い有望なテーマを採択、委託研究により実施した。

広くアイデアを募る視点から、開発テーマの公募は原則として毎年実施することとした。 
事業開始から 3 年間を経た時点で、目標を達成し実用化に向けた課題が明確になった

テーマも出てきたことから、平成 16 年度からの先導的研究開発（２年間）については、

以下の研究開発課題について委託先を公募し、本格的な次世代太陽光発電技術開発への移

行の可能性が期待されるものを採択し、委託研究により実施した。 
課題１：薄膜シリコン太陽電池の超高効率化技術又は低コストプロセス技術 
課題２：CIS 系化合物太陽電池の超高効率化技術又は関連プロセス技術 
課題３：色素増感太陽電池の実用化への生産要素技術又は性能向上技術 
課題４：シリコン消費量が少ない結晶シリコン太陽電池の超高効率化技術又は関連プロ

セス技術 
課題５：長寿命・低コストの蓄電装置やパワーコンディショナー及びこれらを用いた新

しいシステム技術 

課題６：その他、前記の課題と同等の効果が期待できる２０３０年に向けた新技術 

 

さらに平成 17 年度から、先導的研究開発の加速として、(独)産業技術総合研究所にお

ける研究開発支援体制の強化、また委託先を公募して色素増感太陽電池の新技術先導調査

研究を実施した。 
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採択した研究開発テーマ、開発目標、研究内容は以下のとおり。 
 

 
1) ナノ構造制御シリコン太陽電池の研究開発（平成 13～15 年度） 

＜開発目標：ナノ粒子のサイズ 2nm 以下で結晶化率 100%、変換効率 12％＞ 

アモルファスシリコンの光劣化を解決する手段として、ナノ粒子を内包したアモル

ファスシリコン膜（ナノ構造シリコン薄膜）を用いた太陽電池を開発する。そのた

めに、プラズマＣＶＤ法によるナノ粒子制御技術、ナノ構造シリコン薄膜形成技術、

及びセル形成技術を開発する。 

 

2) 完全固体型色素増感太陽電池の開発（平成 13～15 年度） 

＜開発目標：変換効率７％、安定作動時間 500 時間＞ 

電解液に代えてヨウ化銅等の固体電解質を用いた信頼性の高い完全固体型色素増感

太陽電池を開発する。そのためにセルの電極構造及びセル形成技術などを開発する。 

 

3) Cat-CVD 法による太陽電池製造技術の研究開発（平成 13～15 年度）   

＜開発目標：変換効率 13％＞ 

Cat-CVD 法による高品質 a-Si 膜形成技術、シアン化処理による光劣化低減技術の開

発を行い、安定化後効率の高い a-Si 太陽電池を開発する。 

 

4) 高性能色素増感太陽電池技術の研究開発（平成 13～15 年度）        

＜開発目標：変換効率 11％＞ 

色素増感型太陽電池において光電極構造・材料、金属錯体色素、有機色素、電解質

等の開発を行い、これらの成果を組み合わせ太陽電池としての 適化を図ることで

高性能化を目指す。 

 

5) SiGe 多結晶を基板にした Si／SiGe 太陽電池の開発（平成 13～15 年度） 

＜開発目標：従来型 Si 多結晶太陽電池と比較して優位な効率を実証＞ 

組成分布を有する SiGe 多結晶基板の製造技術、及びこの基板上へのシリコンのエピ

タキシャル成長技術を開発する。これにより Si／SiGe ヘテロ構造の太陽電池を開発

し、従来の Si 多結晶太陽電池に比べ変換効率向上が可能なことを示す。 

 

6) めっきプリカーサーを用いたCuInS２薄膜太陽電池の研究開発（平成 13～15 年度） 

＜開発目標：変換効率 13％、常圧 CVD による透明電極製膜温度 200℃以下＞ 

めっき法によるCu／Inプリカーサー膜形成技術、プリカーサーの硫化技術、及び

MOCVD法によるバッファ層及び透明電極の形成技術を開発し、CuInS２薄膜太陽電池

の常圧製造プロセスを開発する。 

 

7) 超高光閉じ込め型薄膜シリコン太陽電池の研究開発（平成 13～14 年度）     

＜開発目標：薄膜結晶シリコン太陽電池で Uタイプ透明導電膜との性能比を 20％以上

向上し変換効率 16%＞ 

薄膜結晶シリコン太陽電池用の透明電極について、透明電導膜（TCO)の表面形状の

適化を行うことで、セル内に閉じ込められる光の量を高めることを目指し、薄膜

結晶シリコン太陽電池の高効率化の可能性を見極める。 

 

8) シート型ベータ鉄シリサイド太陽電池の製作に関する研究開発（平成 13～15 年

度） 

＜開発目標：変換効率 8％＞ 

スパッタ法によるβ鉄シリサイド半導体膜の高品質形成技術、セル構造の 適化の開

発を行い、低コストシート基板を用いたシート型太陽電池の可能性を見極める。 
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9）球状シリコン太陽電池の研究開発（平成 13～15 年度） 

＜開発目標：変換効率 10%、シリコン球状製造速度：300 球/秒＞ 

直径 1mm 程度の単結晶に近い結晶性のシリコン球を高速で製造する技術を開発し、

球状シリコン太陽電池を製作し、低コスト太陽電池としての可能性を見極める。 

 

10) ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池の開発（平成 14～17 年度、期間延長） 

＜開発目標：微結晶 SiC 系セルで開放電圧 1V、変換効率９％、微結晶 GeC で微結晶

Si より 1桁高い光吸収係数＞ 

薄膜シリコン太陽電池の多接合化のためにワイドギャップ微結晶 SiC 系太陽電池を

開発する。微結晶 SiC 系膜の高品質化、禁制帯幅制御、ドーピング技術を開発し、

セル試作を行い高効率化への可能性を追求する。 

 

11) カーボン系薄膜太陽電池の研究開発（平成 14～17 年度、期間延長） 

＜開発目標：変換効率８％＞ 

マイクロ波表面波プラズマＣＶＤ法、及びＲＦプラズマＣＶＤ法を用い、アモルファ

スカーボン（a-C）薄膜の高品質化、禁制帯幅制御技術、ｐ，ｎ導電型制御、接合形

成技術などを開発することで pin 接合アモルファスカーボン太陽電池の高効率化への

可能性を検討する。 

 

12) 有機薄膜太陽電池の研究開発（平成 14～17 年度、期間延長） 

＜開発目標：変換効率５％＞ 

有機材料を用いた太陽電池の性能を支配する因子（材料の性質、構造等）を抽出し、

太陽電池に適した有機半導体及びセル構造を開発することにより、太陽電池の性能

向上の可能性を見極める。 

 

13) 高効率カルコゲナイド系太陽電池の研究開発（平成 14～16 年度） 

＜開発目標：変換効率 18％＞ 

   1.3eV 以上のワイドギャップカルコゲナイド新材料の製膜技術及びこれを応用した

新構造太陽電池の開発を行い、CIS 系太陽電池の性能向上の可能性を見極める。 

 

14) ラテラル結晶化薄膜シリコン太陽電池の研究開発（平成 14～16 年度） 

＜開発目標：a-Si 製膜速度 10nm/s 以上、平均結晶粒面積 500μm2、変換効率 11％＞ 

Cat-CVD 法で高速製膜した厚さ 2μm 以上のプリカーサ膜（a-Si 膜）へのレーザー照

射による高速結晶化技術を開発し、セル化に向けた不純物制御、ｐｎ接合技術等の

検討を行い、低コスト薄膜結晶シリコン太陽電池の可能性を見極める。 

 

15) イオンゲルを用いた高性能色素太陽電池の研究開発（平成 14～17 年度,期間延長）        

＜開発目標：変換効率 10％、動作安定性：85℃×1000 時間＞ 

色素増感太陽電池の耐久性を向上させるために、電解液の代わりに固体の伝導性イ

オンゲルを用いた太陽電池、及び封止技術を開発することで、固体型色素増感太陽

電池の実用化への可能性を見極める。 

 

16) Ⅲ－Ⅴ－Ｎ系窒化物半導体を用いた量子ナノ構造太陽電池の研究開発（平成 15～

17 年度） 

＜開発目標：InGaAsN 単接合セルで変換効率 12％、量子ナノ構造セルで 22％＞ 

集光型・多接合太陽電池の要素技術として１eV 付近のバンドギャップを持つⅢ－Ⅴ

－Ｎ系窒化物半導体や量子ナノ構造を用いた新材料製膜技術、及びセルを開発し、

実用化への可能性を見極める。 

 

17) 汎用原料を使用した CZTS 光吸収層による新型薄膜太陽電池の研究開発（平成 15～

17 年度） 

＜開発目標：変換効率 10％＞ 
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汎用原料で構成できるCu2ZnSnS4(CZTS)薄膜をスパッタ法によるプリカーサ形成、及び硫化

法で作製し、CZTSを光吸収層とした新型薄膜太陽電池を開発する。また非真空プロセス

の光－化学溶液堆積法により光吸収層、界面層、窓層の作製を行い、CZTS薄膜太陽

電池の可能性を見極める。 

 

18) メカノケミカルプロセスを用いたカルコパイライト系薄膜太陽電池の研究開発（平

成 15～17 年度） 

＜開発目標：変換効率 12％＞ 

Cu(In,Ga)Se2等のカルコパイライト型化合物の微粉末をメカノケミカルプロセスに

より合成し、スクリーン印刷塗布・焼成によりCIGS膜を形成するなどCIGS薄膜太陽

電池の製造技術を開発し実用化への可能性を見極める。 

 

19) 半導体電極に注目した高機能色素増感太陽電池の研究開発（平成 15～17 年度） 

＜開発目標：変換効率 12％＞ 

色素増感太陽電池のチタニア半導体電極およびその表面・界面に注目し、チタニア

電極における電子の流れを増大させることを目的に、電極表面の薬品処理、低温プ

ラズマ処理の 適化、およびチタニア微粒子の表面被覆、均一塗布等の検討を行い、

試作セルでの効率向上をめざす。 
 

20) ファイバ型太陽電池の研究開発（平成 15～17 年度） 

＜開発目標：変換効率 13％＞ 

光ファイバの線引き技術をベースとする一次元 SOI を下地基板に使用し、高圧プ

ラズマ CVD 装置により高速多結晶 Si 薄膜形成技術を開発する。またセル化プロセ

スの要素技術を開発し、セル及びモジュールの 適構造を検討する。 

 

21) ナローギャップ結晶系 SiGe 薄膜太陽電池の研究開発（平成 15～17 年度） 

＜開発目標：膜厚１μm以下で変換効率 10％、短絡電流 36mA/cm2＞ 

プラズマ CVD や再結晶化による微結晶 SiGe 膜形成技術、粒界パッシベーション等の

高品質化技術、不純物ドーピング技術、バッファ層材料等を開発し、 適なデバイ

ス構造を決定する。 

 

22) 粒状シリコン太陽電池セル製造技術の研究開発（平成 15～17 年度） 

＜開発目標：変換効率 12.5％＞ 

シリコン粒の粒径、形状の変動に影響を受けない製造工程で、粒状シリコン表面に

太陽光を効果的に集めることのできる集光構造を持つ粒状シリコン太陽電池の製造

技術を開発する。 

 

23) 酸化物系薄膜太陽電池の研究開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：次世代技術としての見極め＞ 

ZnO系透明電極/n-ZnO/p-Ag2O,p-Cu2O/Cu電極構造の酸化物系薄膜太陽電池の実現の

可能性を明らかにするために、化学的な手法を用いて光吸収層用ｐ型Ag2O層の低温

形成技術、ZnO系透明電極の低温形成技術、Cu2O層上への銅電極低温形成技術等を開

発し、これらを基礎に高品質な酸化物系薄膜太陽電池の形成技術を開発する。 

 

24) 窒化インジウム系薄膜太陽電池の研究開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：InGaN 系太陽電池の実現可能性を明らかにする＞ 

窒化インジウム系薄膜太陽電池の構築のため、高品質 InN 膜の薄膜結晶成長、pn 接

合形成技術、高品質 In リッチ InGaN の薄膜結晶成長と多層構造形成等の研究開発に

より，新型超高効率タンデム太陽電池実現の可能性を明らかにする。 

 

25) 高開放電圧ヘテロ接合薄膜シリコン太陽電池（平成 16～17 年度） 

＜a-Si 型にて開放電圧 1000mV、μc-Si 型にて開放電圧 600mV＞ 
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Cat-CVD法を用いてワイドギャップ材料である微結晶 3C-SiCをドーピング層へ適用

し、a-Siセル、μc-Siセルを試作する。また微結晶 3C-SiCを透明電極上に堆積させ

る上で、透明電極保護膜として耐還元性を有するTiO2膜を開発する。 

 

26) マイクロ波プラズマ CVD による薄膜シリコン太陽電池製造技術の開発（平成 16～

17 年度） 

＜開発目標：製膜チャンバーガス切換 1秒以内、製膜速度 2.5nm/sec、変換効率 15%＞ 

2.45GHz のマイクロ波を用い誘電体直下に高密度プラズマを生成させ、１秒以内で

ガス切換え可能な技術を開発し、同一チャンバ内で a-Si、微結晶 Si 連続成膜が可

能な装置を開発するとともにセルを試作する。 

 

27) 薄膜シリコン太陽電池の次世代プロセス先導研究（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：薄膜結晶 Si の製膜速度 4nm/s で拡散長 2μm＞ 

新規プラズマ CVD 製膜技術の開発、現状技術における大面積均一製膜の可能性見極

め、微結晶 Si の高品質製膜技術、多接合セルにおける高開放電圧ワイドギャップ

Si 材料の開発、シミュレーション等によるセル効率 16%が得られるデバイス構造の

選定を行う。また新規薄膜結晶シリコン膜を検討する。 

 

28) 広帯域スペクトル利用型薄膜シリコン太陽電池（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：微結晶 Si/Ge 超格子薄膜の欠陥密度 2×10E16/cm3、ナノ結晶 Si 薄膜

の結晶化率 90％でバンドギャップ 1.5eV 以上、微結晶 SiGe 薄膜の製膜速度 1nm/s

で欠陥密度 10E16/cm3 台、微結晶 Si 膜の製膜速度 10nm/s,欠陥密度 2×10E16/cm3＞ 

広帯域スペクトルを利用するため多接合太陽電池の要素技術開発を行う。3 接合セ

ルボトムセル材料として、微結晶シリコン/ゲルマニウム超格子、トップセル材料と

して、ナノ結晶シリコン、及びナノスケール測定法を開発する。また微結晶 Si の高

速製膜技術として、長尺マイクロ波プラズマ生成、高密度リモートプラズマユニッ

ト開発、さらにボトムセル材料である微結晶 SiGe の高速製膜技術を開発する。 

 

29) CIS 系大粒径薄膜太陽電池（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：1mm 程度への粒径拡大と変換効率と粒界の関係把握＞ 

ホットフィラメント溶融（HFM）法、溶媒移動結晶成長（TSM）法を用いて、多結晶

ＣＩＧＳ膜の大粒径化を図る。粒界の評価を行い、太陽電池の変換効率と粒界・粒

径との関係を明確にする。 

 

30) CIS 系多接合薄膜太陽電池（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：メカニカルスタック型多接合セル変換効率 10%、モノリシック型 5%＞ 

ワイドギャップカルコパイライト系薄膜トップセル、耐熱性 CIGS ボトムセルによる

タンデムセルを開発する。レーザーアシスト蒸着法等による膜の高品質化、ワイド

ギャップバッファ層の開発も行う。 

 

31) ワイドギャップＣＩＳ系太陽電池の高効率化技術の研究開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：禁制帯幅 1.3eV 以上のワイドギャップ太陽電池で開放電圧 1V 以上＞ 

ワイドギャップ CIGS セルに適した新しいバッファ層材料（ZnMgO、Cu2O 等）の探索

と作製技術の開発、及びバッファ層／CIGS 界面・粒界の評価・制御技術を開発し、

ワイドギャップ CIGS 太陽電池の効率低下の原因を調べ、高効率化を行う。 

 

32) 大面積・集積型色素増感太陽電池の研究開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：10cm 角集積型モジュール変換効率６％、大型パネル作製＞ 

高性能、軽量、経済性のある大面積・集積型色素増感太陽電池モジュールを製作す    

るための要素技術開発を行う。ガラス基板やプラスチック基板を用いた集積型モ

ジュールを開発するとともに大型パネルの試作、及び新色素などセル高効率化の検

討も行う。 
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33) 光充電型色素増感太陽電池の研究開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：変換効率 7％、光キャパシタの静電容量 1.5 F/cm2 以上＞ 

フィルム型色素増感太陽電池の高効率化のために、150℃以下のチタニア低温成膜技 

術等を開発する。また光充電が可能な光キャパシタ、光二次電池の性能向上のため

に、電極構造や材料の検討を行う。 

 

34) 新型ヘテロ接合結晶シリコン太陽電池の研究開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：セル変換効率 25％＞ 

単結晶シリコンの両面に、禁制帯幅が大きい微結晶 3C-SiC からなるドープ層をホッ

トワイヤー法により成長させた両面ヘテロ接合構造セルを開発する。 

 

35) 極薄型結晶シリコン太陽電池のオールドライプロセス開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：放電加工スライスにて厚さ 100μm, 切り代 150μm、板厚 100μm のセ

ル効率 16％以上＞ 

シリコン使用量を減らして低コスト化を図るため、極薄シリコン基板スライス技術

としてワイヤ放電加工、及びレーザ応用加工の要素技術を開発する。また割れやす

い極薄基板に対応したオールドライセルプロセスの開発として、ナノマスクや原子

状水素を用いたテクスチャー形成、低温 CVD ドープ膜による拡散接合形成、及び新規

パッシベーション膜等の開発を行う。 

 

36) 極薄型擬単結晶シリコン太陽電池の研究開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：従来の 1.5～2 倍の結晶成長速度で拡散長 1mm 以上、表面再結合速度 5    

cm/s 以下の表面パッシベーション、プラズマスライスにて厚さ 50μm, 切り代 50μ

m、多結晶 Si 膜の製膜速度 1μm/min 以上＞ 

極薄型結晶シリコン太陽電池の高効率化のため、キャスト法による高品質擬単結

晶・高速成長技術、及び温度分布や凝固速度等のシミュレーション技術の開発、ま

た高効率極薄セルプロセスとして、光閉じ込め技術、表面パッシベーション、欠陥

構造評価の要素技術開発、及び結晶シリコン太陽電池試作ラインの開発、さらに基

板薄型化として、プラズマエッチングスライスの要素技術、及び反応性熱 CVD 法に

よる多結晶 Si 製膜技術の開発を行う。 

 

37) 超薄型多結晶シリコン太陽電池の研究開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：組織制御した多結晶が従来結晶より優位な効率を実証、放電加工スラ  

イスにて基板厚さ 50μｍ級,切り代 100μｍ程度、ワイヤーソースライスにて 50μ

ｍウェハー,切り代 100μｍ、超薄型セルプロセスの課題明確化＞ 

50μｍ級超薄型高効率太陽電池の実現のため、高品質多結晶シリコンインゴット製

造、マルチ放電加工、マルチワイヤーソー及びレーザ加工による超薄型スライス、

及び超薄型基板セルの高性能化を目指したパッシベーション、裏面反射等のセル化

プロセスについての要素技術研究を行い次世代技術への発展の可能性を見極める。 

 

38) 自律度向上型太陽光発電システム先導研究開発（平成 16～17 年度） 

＜開発目標：PV コミュニティシステム構築の課題把握＞ 

系統への負担を軽減した自律度向上型の PV コミュニティシステムの基本構想を構築

する。また基本構成機器の高機能化・低コスト化に向けた可能性検討を行う。 

 

39) 太陽電池次世代技術開発加速支援体制の構築(薄膜太陽電池製造試作ライン構築)

（平成 17 年度） 

＜開発目標：産学共同研究支援体制の確立＞ 

産学共同利用の 30cm 角基対応薄膜系太陽電池試作研究ラインを導入し、次世代技術 

開発の基礎的なバックアップ体制を構築し､効率的な開発の推進を図る。 
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40) 色素増感太陽電池の新技術先導調査研究（平成 17 年度下期） 

＜開発目標：変換効率 12％等＞ 

色素増感太陽電池の高性能化、低コスト化等に資する基礎検討段階の新しい技術

シーズについて、要素技術の次世代技術への発展の可能性を見極める。 

 

 
研究開発テーマ毎の開発スケジュールは、表 2 に示すようである。 
 
表 2.  研究開発の全体スケジュール 

研究開発テーマ（略称） Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７No 

ナノ構造制御シリコン太陽電池      1 

完全固体型色素増感太陽電池      2 

Cat-CVD 法による太陽電池      3 

高性能色素増感太陽電池      4 

SiGe 多結晶太陽電池      5 

めっき法 CuInS２薄膜太陽電池      6 

超高光閉じ込め型薄膜シリコン太陽電池      7 

シート型ベータ鉄シリサイド太陽電池      8 

球状シリコン太陽電池      9 

ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池      10 

カーボン系薄膜太陽電池      11 

有機薄膜太陽電池      12 

高効率カルコゲナイド系太陽電池      13 

ラテラル結晶化薄膜シリコン太陽電池      14 

イオンゲルを用いた高性能色素太陽電池      15 

Ⅲ－Ⅴ－Ｎ系量子ナノ構造太陽電池      16 

CZTS 光吸収層による新型薄膜太陽電池      17 

メカノケミカル法ｶﾙｺﾊﾟｲﾗｲﾄ太陽電池      18 

半導体電極に注目した色素増感太陽電池      19 

ファイバ型太陽電池      20 

ナローギャップ SiGe 薄膜太陽電池      21 

粒状シリコン太陽電池      22 

酸化物系薄膜太陽電池      23 

窒化インジウム系薄膜太陽電池      24 

高開放電圧ヘテロ接合薄膜ｼﾘｺﾝ太陽電池      25 

ﾏｲｸﾛ波 PCVD による薄膜ｼﾘｺﾝ太陽電池      26 

薄膜ｼﾘｺﾝ太陽電池の次世代ﾌﾟﾛｾｽ先導研究      27 

広帯域ｽﾍﾟｸﾄﾙ利用型薄膜ｼﾘｺﾝ太陽電池      28 

CIS 系大粒径薄膜太陽電池      29 

CIS 系多接合薄膜太陽電池      30 

ﾜｲﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ CIS 系太陽電池      31 

大面積・集積型色素増感太陽電池      32 

光充電型色素増感太陽電池      33 

新型ヘテロ接合結晶シリコン太陽電池      34 

極薄型結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池のｵｰﾙﾄﾞﾗｲﾌﾟﾛｾｽ      35 

極薄型擬単結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池      36 

超薄型多結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池      37 

自律度向上型太陽光発電システム      38 

加速支援体制の構築（試作ライン構築）      39 

色素増感太陽電池の新技術先導調査研究      40 
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また、年度ごとの研究開発予算（実績）の推移を表 3に示す。 

 

表 3. 研究開発予算（実績）の推移（単位：百万円） 

年度 H13 H14 H15 H16 H17 総額 

電特会計 651 1,013 1,481 2,376 2,240 7,761 

 

 
2.2 研究開発の実施体制 
本研究開発を実施するための基本計画の策定については、平成 12 年 11 月に外部有識者

による太陽光発電技術開発委員会基本計画策定部会を開催し、平成 13 年 3 月に策定した。

平成 14 年 3 月に研究開発の実施方式の一部修正及び根拠法追記等を改定。また平成 15 年

3 月に開発テーマ別掲による改訂。平成 16 年 3 月に独立行政法人化に伴う記述修正など

を改訂した。 後に平成 17 年 3 月に「新エネルギー技術開発プログラム」として位置付

けられたことよる改訂及び付表へ 16 年度開始開発テーマの追加修正がなされた。 
 
本研究開発は、NEDO 技術開発機構が選定する企業、大学、民間研究機関、あるいは独立

行政法人等（委託先から再委託された研究実施機関を含む。以下、「委託先」という。）が、

NEDO 技術開発機構と委託研究契約等を締結し実施した。 

 また、産官学の連携等を図ることにより、個々の研究開発課題の特徴に応じた効率的、

柔軟かつ有機的な実施体制を構築する。さらに平成 16 年度からの先導的研究開発につい

ては、現行プロジェクトとの再編を含め機能的、かつ、効率的な研究開発体制を構築する

ほか、企業の参加や企業との連携が図られた開発体制が望ましいものとした。 
  
各年度に実施した公募の状況は以下のとおりである。 

 

（1） 平成 13 年度 

・ 公募期間：平成 13 年 3 月６日から 4 月 10 日 
・ 審査項目・基準 
（実施中のテーマ領域の重複、開発の経済性、経営基盤なども考慮した上で） 

1） 研究開発目的（本事業の意図との合致） 
2） 長期研究開発ビジョン 
3） 研究開発内容（革新性等） 
4） 研究開発実施能力（実績、研究体制） 
5） 研究開発計画 

・審査委員会委員（敬称略）： 
高橋 清（帝京科学大学教授）、松波 弘之（京都大学教授）、西野 種夫（神戸

市立工業高等専門学校校長）、江刺 正喜（東北大学教授）、荒川 泰彦（東京大

学教授） 
・ 応募件数：28 件 
・ 採択件数：9 件 
  

（2） 平成 14 年度 

・ 公募期間：平成 14 年 2 月 18 日から 3 月 22 日 
・ 審査項目・基準 
 （実施中のテーマ領域の重複、開発の経済性、経営基盤なども考慮した上で） 

１）提案内容が公募要領における事業の概要に示す目的・要件と合致していること。 
２）提案された方法に革新性があり、技術的に優れていること。 
３）提案内容・研究計画が実現可能であり、かつ妥当な目標が設定されていること。 
４）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。 
５）総合評価 
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・審査委員会委員（敬称略）： 
高橋 清（帝京科学大学教授）、松波 弘之（京都大学教授）、西野 種夫（神戸

市立工業高等専門学校校長）、江刺 正喜（東北大学教授） 
・応募件数：18 件 
・ 採択件数：6 件 

 

（3） 平成 15 年度 

 ・公募期間：平成 15 年 5 月 16 日から 6 月 27 日 
・ 審査項目・基準 
 （実施中のテーマ領域の重複、開発の経済性、経営基盤、体制なども考慮した上で） 

1） 提案内容が実用化への可能性を有しており、公募要領の事業の概要に示す目

的・要件と合致していること。 

2） 提案内容に新規性・革新性があり技術的に優れていること。また将来の太陽

電池・太陽光発電システムの大幅な低コスト化につながる技術であること。 

3） 研究内容・研究計画は実現可能であり、かつ計画している研究開発期間で到

達すべき目標が示されていること。 

4） 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。 

5） 総合評価 
・審査委員会委員（敬称略）： 

高橋 清（帝京科学大学教授）、秋本 克洋（筑波大学教授）、冬木 隆（奈良先

端科学技術大学院大学教授）、室谷 利夫（上越教育大学教授）、横山 正明（大

阪大学教授） 
・応募件数：15 件 
・ 採択件数：7 件 

 

（4） 平成 16 年度 

 ・公募期間：平成 16 年 6 月 10 日から 7 月 20 日 
・ 審査項目・基準 
 （実施中のテーマ領域の重複、開発の経済性、経営基盤、体制なども考慮した上で） 

1） 提案内容が実用化への可能性を有しており、公募要領の事業の概要に示す目

的・要件と合致していること。 

2） 提案内容に新規性・革新性があり技術的に優れていること。また、将来の太

陽電池・太陽光発電システムの大幅な低コスト化及び利用拡大につながる技

術であること。 

3） 共同提案の場合、各応募者の提案内容が相互補完的であること。 

4） 提案された研究内容・研究計画は実現可能であり、かつ、計画している研究

開発期間で到達すべき目標が示されていること。 

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 

・審査委員会委員（敬称略）： 
冬木 隆（奈良先端科学技術大学院大学教授）、室谷 利夫（上越教育大学教授）、

横山 正明（大阪大学教授）、西川 省吾（日本大学助教授） 
・応募件数：23 件 
・ 採択件数：16 件 

 

（5） 平成 17 年度 

 ・公募対象：色素増感太陽電池の新技術先導調査研究 

・ 公募期間：平成 17 年 7 月 4 日から 7 月 20 日 
・ 審査項目・基準 
  （実施中のテーマ領域の重複も考慮した上で） 

1） 調査研究の目標が NEDO 技術開発機構の意図と合致していること。 

2） 調査研究の方法・内容等が優れていること。 
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3） 調査研究の経済性が優れていること。 

4） 関連分野の調査研究等に関する実績を有し必要な研究員を有していること。 

5） 調査研究を行う実施体制が整い、経営基盤が確率していること。 

・内部審査 
・応募件数：14 件 
・ 採択件数：12 件 

 

なお、平成 17 年度実施の 39）「太陽電池次世代技術開発加速支援体制の構築(薄膜太陽

電池製造試作ライン構築)」は（独）産業技術総合研究所への随意契約とした。 

 

研究開発の実施体制を図 1に示す。 

なお、平成 13～15 年度実施の 2）「完全固体型色素増感太陽電池の開発」について、当

初の委託先は東京大学であったが、平成 15 年度から研究開発責任者の移籍先である（財）

神奈川科学技術アカデミーに委託先が変更された。平成 14～17 年度実施の 11)「カーボン

系薄膜太陽電池の研究開発」、15) 「イオンゲルを用いた高性能色素太陽電池の研究開

発」は、16 年度予算の一部繰り越しにより 17 年度まで期間延長した。 

 また平成 15～17 年度実施の 22）「粒状シリコン太陽電池セル製造技術の研究開発」に

ついて、当初の委託先は富士機械製造（株）であったが、会社経営上の方針から研究継続

が困難となったため、17 年度から（独）産業技術総合研究所及びジャパンゴアテックス

（株）に研究開発が引き継がれた。 

 
2.3 研究開発の運営管理 
 研究開発全体の管理・執行に責任と決定権をもつ NEDO 技術開発機構は、経済産業省と密

接な関係を維持しつつ、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。

また新エネルギー技術開発部で実施する太陽光発電技術開発に関する全事業のあり方や

ロードマップの策定等について、外部有識者の意見を聴取するために太陽光発電技術研究

開発委員会を開催し、運営管理に反映させることとした。 
 
具体的には、平成 16 年４月に第１回太陽光発電技術研究開発委員会を開催し、平成 16

年度公募の開発課題に関する意見を求め、公募要領に反映した。 
 さらに本事業が、探索的な側面を持つことを考慮し、上記委員会とは別に外部有識者に

よる技術検討会等を開催し、開発期間の途中で進捗状況について委託先報告を受け、開発

の方向性などを審議し、必要に応じて開発内容を修正することとした。委託先との実行協

議、技術検討会等の実施状況は表 4 に示すようである。 
 

表 4. 技術検討会等の実施状況 
実施時期 実施項目 内容 
平成 13 年

6 月 
13 年度実行協議  3 年間の開発内容、年度開発計画、目標など委託先と協議

平成 14 年

3 月 
第 1 回技術検討会 NEDO 技術委員（有識者）出席のもとでの委託先による

進捗報告と技術討議（対象：13 年度採択全テーマ） 
平成 14 年

3 月 
14 年度実行協議 13 年度採択全テーマについて進捗状況に基づく年度開発

計画、目標など委託先と協議 
平成 14 年

7 月 
14 年度実行協議 3 年間の開発内容、年度開発計画、目標など委託先と協議

（対象：14 年度採択全テーマ） 
平成 14 年

12 月 
第 2 回技術検討会 NEDO 技術委員（有識者）出席のもとでの委託先による

進捗報告と技術討議（対象：13 年度採択全テーマ） 
平成 15 年

2 月 
15 年度実行協議 13,14 年度採択全テーマについて進捗状況及び技術検討会

の結果を反映した年度開発計画、目標など委託先と協議 
平成 15 年

3 月 
第 3 回技術検討会 NEDO 技術委員（有識者）出席のもとでの委託先による

進捗報告と技術討議（対象：14 年度採択全テーマ） 
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平成 15 年

９月 
15 年度実行協議 15 年度採択全テーマ（複数年契約）について２年間の開

発内容、開発計画、目標など委託先と協議 
平成 15 年

12 月 
第 4 回技術検討会 NEDO 技術委員（有識者）出席のもとでの委託先による

進捗報告と技術討議（対象：14 年度採択全テーマ） 
平成 16 年

4 月 
成果まとめ委員会 NEDO 技術委員（有識者）出席のもとで委託先による成

果報告及び評価（対象：13 年度採択全テーマ） 
平成 16 年

9 月 
16 年度実行協議 16 年度採択全テーマ（複数年契約）について 2 年間の開

発内容、開発計画、目標など委託先と協議 
平成 16 年

12 月 
第 5 回技術検討会 NEDO 技術委員（有識者）出席のもとでの委託先による

進捗報告と技術討議（対象： 15 年度採択全テーマ） 
平成 17 年

1 月 
17 年度実行協議 15 年度採択全テーマについて進捗状況、及び技術検討会

の結果を反映した年度開発計画、目標など委託先と協議 
平成 17 年

5 月 
成果まとめ委員会 NEDO 技術委員（有識者）出席のもとで委託先による成

果報告及び評価（対象：14 年度採択全テーマ） 
 
 
また、平成 16 年度からは研究開発テーマを太陽電池種類別にグループ分けし、薄膜シ

リコン、CIS 化合物系、結晶シリコンについては先導研究技術分科会を、また有機薄膜・

色素増感については技術懇話会を、またシステム技術については PV システム研究会を実

施し、綿密な進捗管理に努めた。（表 5） 
 
表 5. 技術分科会等の実施状況 

実施項目 開催時期 
薄膜シリコン先導研究技術分科会 平成 16 年 12 月、平成 17 年 3、5、10、12 月、平成 18 年 3 月

CIS 化合物系先導研究技術分科会 平成 16 年 12 月、平成 17 年 3、6、10 月、平成 18 年 3 月 

結晶シリコン先導研究技術分科会 平成 16 年 12 月、平成 17 年 3、7、11 月、平成 18 年 3 月 

有機系 PV 技術懇話会 平成 17 年 4、7、10 月、平成 18 年 3 月 

自律度向上型 PV システム研究会 平成 16 年 10､12 月、平成 17 年 3、5、7、9、11 月、平成 18

年 2、3月 

 
 
さらに成果の発信・公表の場として、年度毎の成果報告会を、他の太陽電池関連事業と

ともに、表 6 のとおり実施した。 
 
表 6. 成果報告会等の実施状況 

実施項目 開催時期 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 

 
 
また他の太陽電池関連事業を含めて、ホームページや展示会による広報、事業紹介パン

フレットの作成、学会やシンポジウムでの講演、国際学会への参加と発表、雑誌への寄稿

などを通じて成果の発信に努めている。 
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３．情勢変化への対応 
 

2.3 項表 4 に示した外部有識者による技術検討会において、開発の方向性や内容の修正、

開発計画の変更がなされた主なテーマについて記述する。 
 

＜平成１3 年度採択テーマについて＞ 
第 2 回技術検討会の結果を受けて、7）「超高光閉じ込め型薄膜シリコン太陽電池の研究

開発」のテーマは、当初提案技術の実現が困難と判明したので、14 年度末で開発を中止す

ることになった。また 2）「完全固体型色素増感太陽電池の開発」は、効率向上のため固体

電解質と光電極―色素への接合形成の部分に絞って基礎的な開発を行うことになった。 
 

＜平成１4 年度採択テーマについて＞ 
第 3 回、及び第 4 回技術検討会の結果を受けて、11）「カーボン系薄膜太陽電池の研究開

発」は、製膜方法を CVD に絞り、カーボン薄膜の物性評価、ｐｎ制御、膜質向上に開発に

焦点を絞る。また 12）「有機薄膜太陽電池の研究開発」は、アプローチの仕方を明確にす

る必要があり、まず基礎物性測定、ｐｎ接合部の機構解明に注力する。さらに 14）「ラテ

ラル結晶化薄膜シリコン太陽電池の研究開発」は、プリカーサ膜の水素濃度制御など多

結晶薄膜の高品質化を重点に絞って開発を進めることとなった。また 10)「ワイドギャッ

プ微結晶 SiC 薄膜太陽電池」は第 5 回技術検討会にて多接合化のための材料開発を追加す

ることになった。 

また平成 16 年 8 月に行われた外部有識者による平成 16 年度公募採択審査委員会におい

て、平成 14 年度採択テーマのうち 10)「ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池の研究開

発」は先導的研究開発の一部として、また 12)「有機薄膜太陽電池の研究開発」は次世

代太陽電池への技術探索として平成 17 年度も開発を継続するべきとの答申があった。 

 

＜平成 15 年度採択テーマについて＞ 
第 5 回技術検討会の結果を受けて、21)「ナローギャップ結晶系 SiGe 薄膜太陽電池」で

は製膜方法を絞って開発を進めることとなった。 

 
＜平成 1６年度採択テーマについて＞ 
事業開始から 3 年間が経過した時点で、所期の目標を達成し実用化に向けた課題が明確

になったテーマも出てきたこと、またロードマップ PV2030 策定により、2020 年におけ

る効率等の開発目標が定まったことから、平成 16 年度からは、従来の技術シーズ探索研

究から、既に製品化されたあるいは製品化途上の太陽電池等で 2020 年に実用化される次

世代技術のための先導的研究開発に移行した。なお 2030 年に向けた従来型のシーズ探索

研究も課題 6 として残された。 
 
なお平成 16 年度採択テーマ、及び 15 年度採択テーマは、前項表 5 に示したように分野

別に設けた技術分科会等を平成 16 年度から事業期間終了まで実施し、委託先による進捗

報告と意見交換、及び海外の技術動向等を踏まえた討議による開発方針の適正化を図った。 
 
 
4．評価に関する事項 
 
 2.3 項表 4 に示すように、13 年度採択テーマ、14 年度採択テーマの開発期間（3 年間）

が終了した時点で、外部有識者による成果まとめ委員会を下記のとおり実施した。 

 

（1） 13 年度採択テーマ成果まとめ委員会 

1） 実施時期 

 平成 16 年 4 月 26 日 

2） 評価手法 

 外部有識者による外部評価 
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3） 評価事務局 

新エネルギー技術開発部 

4） 評価項目・基準 

① 成果（４：ほぼ目的を満たす成果が得られた。３：技術内容・材料の可能性の

見極めができている。２：技術内容・材料の可能性の見極めは充分とは言え

ないが、今後に役立つ成果があった。１：技術内容・材料の可能性の見通し

が不明。他に役たつ成果も乏しい。） 

② 開発プロセス（４：課題の原因が充分に把握されており、的確な対策がなされ

ている。また残された課題の原因が明確に把握されている。３：いくつか不

明な点があるが、重要な課題については原因が把握されており、相応の対策

がなされている。また残された課題原因は把握されている。２：一部の課題

しか原因が把握されておらず、対策が手薄である。しかし残された課題原因

は、ほぼ把握されている。１：課題の原因把握が不充分で、対策にまとまり

がない。残された課題原因が把握されていない。） 

③ 開発継続の必要性（選択：次期プロジェクト（新しいフェイズ）に発展させる

べき内容である＞次期プロジェクトに提案するにはさらに詰める必要がある

＞現状レベルの継続開発が望ましく、様子を見るべき＞基礎技術または周辺

技術の開発・発展を待つ＞ほとんど見込みがなく、継続開発の必要はない） 

5） 評価委員（敬称略） 

 高橋 清（帝京科学大学教授）、秋本 克洋（筑波大学教授）、冬木 隆（奈良先

端科学技術大学院大学教授）、室谷 利夫（上越教育大学教授）、横山 正明（大

阪大学教授） 

6） 総合評価 

４)高性能色素増感太陽電池技術の研究開発、9)球状シリコン太陽電池の研究開発

が特に高い評価を得た。 

 

 

（2） 14 年度採択テーマ成果まとめ委員会 

1） 実施時期 

 平成 17 年 5 月 26 日 

2） 評価手法 

 外部有識者による外部評価 

3） 評価事務局 

新エネルギー技術開発部 

4） 評価項目・基準 

総合評価として 5段階評価 

5） 評価委員（敬称略） 

    高橋 清（帝京科学大学教授）、冬木 隆（奈良先端科学技術大学院大学教授） 
特別出席（敬称略） 
横山 正明（大阪大学教授） 

6） 総合評価 

13) 高効率カルコゲナイド系太陽電池の研究開発、15) イオンゲルを用いた高性

能色素太陽電池の研究開発、10) ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池の開発、 

12) 有機薄膜太陽電池の研究開発が、特に高い評価を得た。 

 

 
 また本事業の終了時に、個別テーマの評価に加え、技術的及び政策的観点から見た研究

開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義、並びに波及効果等について、外部有識者に

よる本事業の事後評価を平成 18 年度に実施する。評価項目・評価基準、評価手法について

は、参考資料に記す。
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図１．実施体制 

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

委 託

1. ナノ構造制御シリコン太陽電池の研究開発 
 産業技術総合研究所、九州大学大学院、凸版印刷㈱、 
 スタンレー電気㈱、日本板硝子㈱ 
  （再委託）奈良先端科技大、東京工業大学、早稲田大学 

3. 超高光閉じ込め型薄膜シリコン太陽電池の研究開発 
 北陸先端科学技術大学院大学、大阪大学大学院、 
 大阪大学産業科学研究所、岐阜大学大学院 

2. 完全固体型色素増感太陽電池の開発 
 東京大学 → 神奈川科学技術アカデミー 

4. 高性能色素増感太陽電池技術の研究開発 
 産業技術総合研究所、住友大阪セメント㈱、 
 古河機械金属㈱、㈱林原生物化学研究所、シャープ㈱ 

5. SiGe多結晶を基板にしたSi/SiGe太陽電池の開発 
 東北大学金属材料研究所 

6. めっきプリカーサを用いた 
CuInS2薄膜太陽電池の研究開発 

 新光電気工業㈱ 
 （再委託）静岡大学、信州大学 

7. 超高光閉じ込め型薄膜シリコン太陽電池の研究開発 
 旭硝子㈱ 
（再委託）東京工業大学、岐阜大学 

8. シート型ベータ鉄シリサイド太陽電池の製作 
に関する研究開発 

 システム技研㈱、産業技術総合研究所、 

9. 球状シリコン太陽電池の研究開発 
  ㈱クリーンベンチャー２１ 
 （再委託）東京大学 

10. ワイドギャップ微結晶SiC薄膜太陽電池の研究開発 
 東京工業大学大学院 

11. カーボン系薄膜太陽電池の研究開発 
 中部大学、名古屋工業大学 

12. 有機薄膜太陽電池の研究開発 
 産業技術総合研究所、金沢大学、㈱日本触媒 

13. 高効率カルコゲナイド系太陽電池の研究開発 
 産業技術総合研究所、鹿児島大学、青山学院大学 

14. ラテラル結晶化薄膜シリコン太陽電池の研究開発 
 日立電線㈱ 

15.イオンゲルを用いた高性能色素太陽電池の研究開発 
 大阪大学大学院、横浜国立大学、㈱フジクラ 

16. Ⅲ-Ⅴ-Ｎ系窒化物半導体を用いた 
量子ﾅﾉ構造太陽電池の研究開発 

 筑波大学、豊田工業大学 

17. 汎用原料を使用したCZTS光吸収層 
          による新型薄膜太陽電池の研究開発 
 長岡工業高等専門学校、長岡技術科学大学 

18.メカノケミカルプロセスを用いた 
      カルコパイライト系薄膜太陽電池の研究開発 
 龍谷大学、東京工業大学 

19. 半導体電極に注目した 

高機能色素増感太陽電池の研究開発 

 九州工業大学大学院、北九州工業高等専門学校㈱、 
 九州工業大学工学部、北九州市立大学、新日鐵化学㈱ 

20. ファイバ型太陽電池の研究開発 
 古河電気工業㈱、産業技術総合研究所 

経済産業省 

補助金 運営費交付金
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委 託 

37.超薄型多結晶シリコン太陽電池の研究開発 
 東北大学、岡山大学工学部、㈱日平トヤマ、シャープ㈱ 

38.自律度向上型太陽光発電システム先導研究開発 
太陽光発電技術研究組合、産業技術総合研究所 
    （再委託）東京農工大学、新日本石油㈱、 
      ㈱ジーエス・ユアサコーポレーション 

39.太陽電池次世代技術開発加速支援体制の構築 
         （薄膜太陽電池製造試作ライン構築） 
 産業技術総合研究所 

40. 色素増感太陽電池の新技術先導調査研究 
 群馬大学、群馬工業高等専門学校、岐阜大学、大阪大学、

 信州大学、財団法人産業創造研究所、名古屋工業大学、 
 名古屋大学、大阪大学、信州大学、産業技術総合研究所、

名古屋工業大学、京都大学、新日本石油㈱、京都大学 

31. ワイドギャップCIS系太陽電池の高効率化技術 
 産業技術総合研究所、鹿児島大学、筑波大学 

32. 大面積・集積型色素増感太陽電池の研究開発 
 東京理科大学、住友大阪セメント㈱、シャープ株式会社、

 産業技術総合研究所、㈱フジクラ 

33. 光充電型色素増感太陽電池の研究開発 
 ペクセル・テクノロジーズ㈱、東京大学 
 （再委託）藤森工業㈱、㈱システムインスツルメンツ 

34. 新型ヘテロ接合結晶シリコン太陽電池の研究開発 
 東京工業大学 

35. 極薄型結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池のオールドライプロセス開発 
 三菱電機㈱、東京工業大学 

36. 極薄型擬単結晶シリコン太陽電池の研究開発 
豊田工業大学、九州大学、名古屋大学ｴｺﾄﾋﾟｱ科学研究機

構、東京農工大学、名古屋大学大学院、産業技術総合研究

所、東京工業大学 

21. ナローギャップ結晶系SiGe薄膜太陽電池の研究開発 
 東海大学、産業技術総合研究所 

22. 粒状シリコン太陽電池セル製造技術の研究開発 
 富士機械製造㈱→産業技術総合研究所、 
         ジャパンゴアテックス㈱ 

23. 酸化物系薄膜太陽電池の研究開発 
 大阪市立工業研究所、奥野製薬工業㈱  

24. 窒化インジウム系薄膜太陽電池の研究開発 
 福井大学  

25. 高開放電圧ヘテロ接合薄膜シリコン太陽電池 
 岐阜大学  

26.マイクロ波プラズマCVDによる 
         薄膜シリコン太陽電池製造技術の開発

 東北大学  

27. 薄膜シリコン太陽電池の次世代プロセス先導研究 
 太陽光発電技術研究組合 
（分担先）三洋電機㈱、㈱カネカ 
 （再委託）北陸先端科学技術大学  

28. 広帯域スペクトル利用型薄膜シリコン太陽電池 
 産業技術総合研究所、三菱重工業㈱、大阪大学大学院、 
 名古屋大学、九州大学 

29. CIS系大粒径薄膜太陽電池 
 東京工業大学、龍谷大学 

30. CIS系多接合薄膜太陽電池 
 青山学院大学、東京工業大学 
    （再委託）愛媛大学 
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Ⅲ．研究開発成果について 
 
１．事業全体の成果 
 
 本事業の研究開発は、大幅な低コスト化の可能性をもった太陽電池やシステム技術に関

する技術シーズの探索研究（要素技術開発）であり、いろいろな可能性のあるテーマの中

から優れた提案を採択し実施した。目標設定が挑戦的で、高い目標を掲げたテーマが多い

こともあり、当初の目論見どおりの成果が得られないテーマも少なくない。その場合で

あっても、いろいろな材料・構造・製造方法等のアプローチの中で、実施したアプローチ

が、うまくいかなかった理由、課題を明確にできれば、後進の研究開発への有用な情報と

なり、研究を行った意義があると考えられる。 

 また開発した技術が、本研究開発の目標である業務用電力料金、既存電源に匹敵する発

電コストを実現するための要素技術となりえるかどうかについては、他の多くの要素技術

開発、企業参加による実用化研究、生産規模など、条件が複合的であるため、基礎研究段

階での推測は困難である。しかしながらロードマップ PV2030 で示された 2020 年におけ

る開発目標を達成するためのコア技術を、要素技術から開発し、実用化まで発展させ、年

産 100MW 程度で生産できるようになれば、業務用電力料金並みの発電コストの実現が見

えてくると考えられる。 
 実施した研究テーマは、太陽電池等の分野別に、薄膜シリコン太陽電池 12 テーマ、CIS

系薄膜太陽電池 7 テーマ、色素増感太陽電池 7 テーマ、結晶シリコン太陽電池 7 テーマ、

有機薄膜・化合物等その他太陽電池６テーマ、システム技術１テーマに分類できる。分野

別に、ロードマップ PV2030 に記載された次世代技術への開発課題と本研究開発の位置づけ

を記述する。 

 
1-1．薄膜シリコン太陽電池 
薄膜シリコン太陽電池の開発課題は、高効率化、及び高生産性製造技術の開発であり、

ワイドギャップなどの新材料開発、界面制御技術／セル構造の選択、大面積・超高速シリ

コン薄膜製膜技術の開発が当面必要である。また長期的視野でのシーズ探索研究課題とし

て光吸収層の膜質向上、高品質ドーピング技術、界面現象の解明と界面制御技術が必要で

ある。表７に、課題と本研究開発の開発項目との関係を示す。 

 

表７．薄膜シリコン太陽電池の課題と開発項目 

課題 開発項目 研究テーマ略称 

透明電極の光閉じ込め 7) 超高光閉じ込め型シリコン太陽電池 

a-Si の光劣化抑制 
（ナノ結晶シリコン、CN 処理） 

1）ナノ構造制御シリコン太陽電池 

3) Cat-CVD 法による太陽電池 

シングルセルの高開放電圧化 25) 高開放電圧ヘテロ接合薄膜太陽電池 

多接合セル構造・材料・界面制御 

･トップセル用ワイドギャップ材料 

（高開放電圧化、低光劣化の a-Si

系、微結晶 3C-SiC 等） 

･ミドルセル高品質化 

（μSi の配向性制御等） 

･ボトムセル用ナローギャップ材料 

（低欠陥のμSiGe、GeC、超格子

Si/Ge 等） 

10) ワイドギャップ微結晶 SiC 太陽電池 

21) ナローギャップ SiGe 薄膜太陽電池 

27) 薄膜ｼﾘｺﾝ太陽電池の次世代ﾌﾟﾛｾｽ 

28) 広帯域ｽﾍﾟｸﾄﾙ利用型薄膜太陽電池 

高効率化 

高生産性 

微結晶 Si 膜や微結晶 SiGe 膜等の高

速製膜、大面積製膜、 

（VHF プラズマ、局在プラズマ、マ

イクロ波プラズマ、レーザ結晶化、

熱 CVD、Cat-CVD 等） 

14) ラテラル結晶化薄膜太陽電池 

20) ファイバ型太陽電池 

26) ﾏｲｸﾛ波 PCVD による薄膜太陽電池 

27) 薄膜ｼﾘｺﾝ太陽電池の次世代ﾌﾟﾛｾｽ 

28) 広帯域ｽﾍﾟｸﾄﾙ利用型薄膜太陽電池 
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その他 試作ライン構築 39)次世代技術開発加速支援 

 

1-2．CIS 系薄膜太陽電池 

CIS 系薄膜太陽電池の課題は、高効率化、低コスト化及び資源・環境対策であり、当面、

低コスト・大面積 CIS 太陽電池プロセス技術として、非真空型 CIS 系薄膜安価製造技術や

界面現象の解明と界面制御技術等の開発が必要である。また長期的視野でのシーズ探索研

究課題としてワイドギャップの CIS 系材料、新構造セルと形成技術の開発が必要である。

表８に、課題と本研究開発の開発項目との関係を示す。 

 

表８．CIS 系薄膜太陽電池の課題と開発項目 

課題 開発項目 研究テーマ略称 

高開放電圧化のためのワイドギャッ

プの光吸収材料（CIGS、AIGS）及び

新規バッファ層（ZnMgO、Cu2O） 

、界面制御 

13）高効率カルコゲナイド系太陽電池 

30) CIS 系多接合薄膜太陽電池 

31) ﾜｲﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ CIS 系太陽電池 

多接合化 

（メカニカルスタック） 

30) CIS 系多接合薄膜太陽電池 

高効率化 

大粒径化 29) CIS 系大粒径薄膜太陽電池 

非真空プロセス 

（めっきプリカーサ、メカノケミカ

ル 合 成 法 、 光 － 化 学 溶 液 堆 積

(PCD)、大気圧 CVD 透明電極形成） 

6) めっき法 CuInS２薄膜太陽電池 

17) CZTS 光吸収層による新型太陽電池 

18)メカノケミカル法ｶﾙｺﾊﾟｲﾗｲﾄ太陽電池 

29) CIS 系大粒径薄膜太陽電池 

低コスト化 

In フリー、In 代替の光吸収層 

（CZTS、Fe 系） 

Cd フリーのバッファ層 

（InS、InZnS、ZnMgO) 

6) めっき法 CuInS２薄膜太陽電池 

13）高効率カルコゲナイド系太陽電池 

17) CZTS 光吸収層による新型太陽電池 

 

資源・環境

対策 

 

 
1-3．色素増感太陽電池 

色素増感太陽電池の課題は、高効率化、実用化に向けたモジュール化、及び耐久性向上

等であり、当面、集積構造大面積色素増感太陽電池のためにモジュール構造と安価な製造

要素技術や変換効率 15%を目指す高効率化セル等の開発が必要である。また長期的視野で

のシーズ探索研究課題として高移動度の固体電解質、長波長域対応新規色素の開発が必要

である。表９に、課題と本研究開発の開発項目との関係を示す。 
 

表９．色素増感太陽電池の課題と開発項目 

課題 開発項目 研究テーマ略称 

高性能光電極（チタニア）、新色

素、電解質等の材料、セル構造等 

2) 完全固体型色素増感太陽電池 

4) 高性能色素増感太陽電池 

15）イオンゲルを用いた高性能太陽電池 

19）半導体電極に注目した色素太陽電池 

32) 大面積・集積型色素増感太陽電池 

33) 光充電型色素増感太陽電池 

40) 新技術先導調査  

高効率化 

モジュール

化 

モジュール構造 

（ガラス基板、プラスチック基板）

32) 大面積・集積型色素増感太陽電池 

電解質の(擬)固体化 
2) 完全固体型色素増感太陽電池 

15）イオンゲルを用いた高性能太陽電池 
耐久性向上 

フレキシブル（フィルム）基板、光

充電機能 

33) 光充電型色素増感太陽電池 
新機能 
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1-4．結晶シリコン太陽電池 

結晶シリコン太陽電池の課題は、シリコン使用量低減による低コスト化及び、高効率化

であり、当面、超薄型基板製造技術（スライス、ハンドリング）、高品質インゴット製造技

術（単結晶並）、超薄型基板でも高効率を得るための新材料、セル構造、及び製造プロセス

の開発が必要である。また長期的視野でのシーズ探索研究課題として結晶成長方位制御と

低欠陥凝固技術、表面及び結晶内再結合機構解明と欠陥不活性化方法等の開発が必要であ

る。表 10 に、課題と本研究開発の開発項目との関係を示す。 
 

表 10．結晶シリコン太陽電池の課題と開発項目 

課題 開発項目 研究テーマ略称 

スライスレスのシリコン粒集光セル
9）球状シリコン太陽電池 

22)粒状シリコン太陽電池  

シリコン使

用量低減に

よる低コス

ト化 

超薄型基板スライス 

（ワイヤーソー、放電加工、レーザ

応用、プラズマによる板厚 50～100

μ、切り代低減を目指したスライ

ス） 

熱 CVD 多結晶 Si 製膜 

35) 極薄型結晶太陽電池のｵｰﾙﾄﾞﾗｲﾌﾟﾛｾｽ 

36) 極薄型擬単結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池 

37) 超薄型多結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池 

超薄型基板対応セル化プロセス 

（光閉じ込め表面テクスチャ、キャ

リア再結合防止のためのパッシベー

ション、基板割れ・反り防止セルプ

ロセス） 

34) 新型ヘテロ接合結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池 

35) 極薄型結晶太陽電池のｵｰﾙﾄﾞﾗｲﾌﾟﾛｾｽ 

36) 極薄型擬単結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池 

37) 超薄型多結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池 

多結晶インゴットの高品質化 

（粒方位制御、不純物制御） 

5) SiGe 多結晶太陽電池 

36) 極薄型擬単結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池 

37) 超薄型多結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池 

高効率化 

高効率セル構造・材料 

（薄膜ヘテロ構造） 

34) 新型ヘテロ接合結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池 

 
 
1-5．その他太陽電池 

有機薄膜や化合物等その他太陽電池は、2030 年頃の実用化に向けた長期的視野でのシー

ズ探索研究の対象であり、課題は高効率化である。具体的には、一般的に光吸収層の膜質

向上、界面現象の解明と界面制御技術、化合物については 4接合用のⅢ-Ⅴ系新規材料開発

が必要である。表 11 に、課題と本研究開発の開発項目との関係を示す。 
 

表 11．その他太陽電池の課題と開発項目 

課題 開発項目 研究テーマ略称 

セル構造・界面制御 

（バルクヘテロ接合、劣化対策） 

高性能有機材料 

（高光キャリア発生、高純度材料） 

12）有機薄膜太陽電池  
有機薄膜太

陽電池の高

効率化 

セル構造・材料・界面制御 

（高品質製膜、ドーピング、接合、

量子井戸型構造） 

 

8) シート型ﾍﾞｰﾀ鉄シリサイド太陽電池 

11) カーボン系薄膜太陽電池 

16) Ⅲ－Ⅴ－Ｎ系量子ナノ構造太陽電池 

23) 酸化物系薄膜太陽電池 

24) 窒化インジウム系薄膜太陽電池 

化合物等そ

の他太陽電

池の高効率

化 

 
 
1-6． システム技術 

システム技術の課題は、大量普及への対応として系統に負担をかけない自律度向上型の

新システム技術の開発である。具体的には、新規システム概念の構築、新規な蓄電技術
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（キャパシタ技術など）、インバータの低コスト・多機能化等の開発が必要である。さらに

長期的視野での研究課題は、地域システム・他エネルギー連係システムに向けた新規ネッ

トワーク制御技術、地域分散型の発電量の予測技術等の開発である。表 12 に、課題と本

研究開発の開発項目との関係を示す。 
 

表 12．システム技術の課題と開発項目 

課題 開発項目 研究テーマ略称 

新規システム概念構築 

（PV コミュニティ構想） 

システム構成機器の高機能化、低コ

スト化 

（蓄電技術、パワコン）  

38）自律度向上型太陽光発電システム  

大量普及へ

の対応（自

律度向上） 

 
 
次に、分野別に、課題に対する主要な成果を記述する。 
 
2-1．薄膜シリコン太陽電池 

薄膜シリコン太陽電池の主要な成果、わかったことを表 13 に示す。 

 

表 13．薄膜シリコン太陽電池の主要な成果 
課題 開発項目 （テーマ番号）主要な成果、わかったこと 

透明電極の光閉じ

込め 

(7)ピラミッドテクスチャでも微結晶 Si 製膜方法の 適化によ

り高効率化が可能であり、光閉じ込めに 適なヘイズ率が約

40％であることを示した。 

a-Si の光劣化抑制 

(1)ナノ結晶のサイズを制御してアモルファス相内に分布させ

ることに成功し、ナノ結晶サイズと光劣化、効率との系統的な

相関関係を導き出した。また光劣化率 3.6％を得た。 

(3)CN 処理による欠陥消去で効率向上は 25％で、短絡電流の光

劣化率を 2％程度に低減できた。また Cat-CVD 法でセル効率

7.6 %を得た。（基板温度 300 ℃、光劣化率 8 %程度） 

シングルセルの高

開放電圧化 

(25)ｎ型微結晶 3C-SiC 窓層を用いることで、a-Si セルの開放

電圧を 0.947V に向上できた。（TiO2 保護膜併用） 

高効率化 

多接合セル構造・

材料・界面制御 

 

トップセル用ワイドギャップ材料 
(10)禁制帯幅 2.2eVのワイドギャップ材料として世界で初めて

微結晶 3C-SiCを開発した。ｎ型膜は窒素ドーピングにより１

×10０S/cm台の高い導電率を得た。またワイドギャップ微結晶

SiGeC（禁制帯幅 2.0eV程度）、及びSi並の禁制帯幅の微結晶

GeCの分野を開拓した。 
(27)a-Si 系単接合セルで開放電圧 1V を実現した。 

(28)低光劣化が期待できるナノ結晶 Si 薄膜で結晶化率 70％、

バンドギャップ 1.7eV が得られた。 

ミドルセルの高品質化 

(27)微結晶 Si の下地層形成に Ge を添加することにより Si 結

晶配向性が向上し 1割以上の効率向上を示した。 

ボトムセル用ナローギャップ材料、界面制御 
(21)微結晶 SiGe 薄膜を VHF プラズマ CVD 法で形成した太陽電

池（20%Ge）で効率 3.88％を得た。光感度の改善には欠陥の低

減や不活性化が必要。 

(28)微結晶 Si/Ge 超格子薄膜でバンドギャップ 0.95-1eV、欠

陥密度 2×10E16/cm3 以下を達成した。 

(27)３接合デバイス構造の選定のためシミュレーションで 適

構造を設計した。 
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微結晶 Si 膜や微

結晶 SiGe 膜等の

高速製膜、大面積

製膜 

微結晶Si膜の高速製膜、大面積製膜 

(27)局在プラズマ CVD により微結晶 Si 膜で製膜速度

4.1nm/s、拡散長 2μm超を達成した。 

(27)現状技術で２ｍ角級基板への均一製膜が可能なことを確認

するとともに課題を把握した。 

(28)2m の長尺マイクロ波プラズマ CVD 法にて、粒径 30 nm 程

度、体積結晶化率 70％程度の微結晶 Si 膜を形成できた。 

(28)高密度リモートプラズマ CVD 法で微結晶 Si 膜の製膜速度

13.5nm/s、欠陥密度 1.6×10E16/cm3 を達成した。長尺電極を

用いて 800mm の範囲で膜厚、膜質の均一性±10％を得た。 

微結晶SiGe膜の高速製膜

(28)VHF プラズマ CVD 法で微結晶 SiGe 薄膜の製膜速度

1.4nm/s、欠陥密度 5×10E16/cm3 を達成した。 

その他 

(14)厚さ 2μm の a-Si 膜をレーザ結晶化することにより、結

晶粒面積 170μm2、実効ライフタイム 4.3μs の多結晶 Si 膜を

得た。クラックの低減が課題。 

(20)石英ファイバー上に熱 CVD 法により１μｍ/ｓ以上の速度

で柱状の多結晶 Si 膜を形成できた。膜質向上には熱処理や

パッシベーションによる欠陥不活性化が必要。 

(26)マイクロ波プラズマ CVD 装置にて、プロセスガスを変えて

1秒以内にプラズマが安定化する技術を開発した。 

高生産性 

試作ライン構築 
(39)薄膜 Si を開発する民間企業、大学等への開発加速支援体

制を整えた。 
その他 

 
 
2-2．CIS 系薄膜太陽電池 

CIS 系薄膜太陽電池の主要な成果、わかったことを表 1４に示す。 

 

表 1４．CIS 系薄膜太陽電池の主要な成果 
課題 開発項目 （テーマ番号）主要な成果、わかったこと 

高開放電圧化のた

めのワイドギャッ

プの光吸収材料・

新規バッファ層、

界面制御 

ワイドギャップ光吸収材料、界面制御 

(13)禁制帯幅 1.3eV の CIGS 太陽電池で効率 18.1%を達成。 

(13)(31)正・逆光電子分光法による CdS/CIGS 界面の伝導帯・

価電子帯のバンド不連続の測定に成功。バンド不連続に Ga 濃

度依存性があることを世界で初めて示し、Ga 組成が 50%以上に

なると CdS/CIGS の伝導帯の不連続が cliff 型に変わることを

発見した。 

(13)禁制帯幅 1.7eV のワイドギャップ AIGS セルで効率 10.2％

を得た。 

(31)水蒸気援用多元蒸着法を用いて CGS（CuGaSe2）セルの開

放電圧は世界 高水準の 0.86V まで向上した。 

新規ワイドギャップバッファ層 

(30)MOCVD 法により禁制帯幅を制御可能な ZnMgO 系バッファ層

を開発した。 

(31)ZnMgO を用いて ZnO よりも高い開放電圧の実現可能性を示

した。スパッタ法によるバッファ層形成時の光吸収層へのダ

メージ低減が課題。 

高効率化 

多接合化 

(30)耐熱性が求められるボトムセルのバッファ層として

Zn(S,O,OH)が CdS より耐熱性に優れることが分かった。 

(30)メカニカルスタック多接合セルの効率は 2 端子で 9.2%、4

端子で世界 高の 11%を達成。 
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大粒径化 

(29) 青板ガラスに熱歪みを加えずに厚さ 1〜2μm の CIGS 薄膜

を溶融し再結晶化させる方法として、ホットフィラメント溶融

(HFM)法では表面から 1μm 程度が溶融再結晶化した。またフ

ラックスを用いた溶媒移動結晶成長(TSM)法では平均粒径 10μ

m 程度まで大粒径化が可能であることを世界で初めて示した。 

非真空プロセス 

光吸収層 

(6)Cu、Inのめっきプリカーサの硫化によるCuInS２太陽電池で

効率 10.5%を実現。 
(18)製造プロセスが単純で原料利用効率が高いメカノケミカル

法でセルを試作し低コストプロセスの可能性を示した。 

透明電極

(6) 常圧 CVD 法による低抵抗の ZnO 透明電極形成において製

膜温度 300℃ではセルへのダメージが課題。 

(17) 大気圧CVDによるZnO:Al膜形成では、10-３Ωcm台の抵抗率

を得るのに、500℃程度の基板温度が必要と判明。 

低コスト

化 

In フリー、In 代

替の光吸収層 

Cd フリーのバッ

ファ層 

Inフリー・代替光吸収層

(17) CZTS 太陽電池で世界最高水準の効率 5.74％を得た。 

(13）In 使用低減のため Fe 系カルコゲナイド光吸収層も試み

た。Fe が 0.3％程度までの混入でセルとして動作した。 

Cdフリーバッファ層 

(6)InZnS、InS は CdS と同等以上の効率向上効果を示した。 

資源・環

境対策 

 

 

2-3．色素増感太陽電池 

色素増感太陽電池の主要な成果、わかったことを表 15 に示す。 

 

表 15．色素増感太陽電池の主要な成果 
課題 開発項目 （テーマ番号）主要な成果、わかったこと 

高性能光電極（チ

タ ニ ア ）、 新 色

素、電解質等の材

料、セル構造等 

高性能光電極 

(4) チタニアの構造 適化による光閉じ込め効果の向上等によ

り世界 高水準の効率約 11％を達成。 
(40-12)チタニアナノ粒子にナノワイヤを分散させ、さらに粗

大粒子を加えた電極で N719 色素を用いて効率 9.15％を得た。 
(19)二酸化炭素超臨界法を用いてナノポーラス酸化チタン表面上

に色素を均一に吸着させることにより効率 10.4％を得た。 

新色素 

(4)クマリン等の新有機色素を開発して世界 高の変換効率

8.3％を達成した。 
セル構造 
(40-7)ｎｎ並列型タンデムセルで効率 8.4％を得るとともに効

率 15％を実現するタンデム構造の設計指針を得た。 

高効率化 

モジュール構造 

ガラス基板集積型モジュール 

(32) 10cm 角モジュールで世界 高の公認効率 6.3％を達成。

また 1190 mm×840 mm の大型モジュールパネルを試作した。 
プラスチック基板モジュール

(32) 5cm 角フィルム基板モジュールで 2.1％、3cmx10cm 厚板

基板モジュールで 3.3%を得た。 

モジュー

ル化 

耐久性向

上 

電解質の(擬)固体

化 

完全固体型 

(2)固体電解質にヨウ化銅を用いたセルは、紫外線カット照射

光で 500 時間以上安定動作を達成した。電極等への固体電解質

の電気的接合性向上が課題。 
イオンゲル擬固体型 
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(15)イオン液体をゲル様に擬固体化した電解質を開発し 9mm×

5mm セルで世界トップレベルの効率 6.5％、14cm 大型セルで

4.3％を得た。また 85℃×1000 時間の光照射で低下率 10％以

下の耐久性能を達成した。 

フ レ キ シ ブ ル

（フィルム）基

板、光充電機能 

(33) 耐熱性の低いフィルム基板に対応したナノ粒子 TiO2 膜の

低温形成法を開発しフィルム型セルの効率 5.2％（1sun）、7％

（1/8sun）を得た。また蓄電機能をもつセルを開発した。 

新機能 

 
 
2-4．結晶シリコン太陽電池 

結晶シリコン太陽電池の主要な成果、わかったことを表 16 に示す。 

 

表 16．結晶シリコン太陽電池の主要な成果 

課題 開発項目 （テーマ番号）主要な成果、わかったこと 

スライスレスのシ

リコン粒集光セル 

(9) 1mmφの球状シリコンを用いた集光型単セルで効率 10.8％
を達成した。（シリコン球製造の研究が主体） 

(22) 集光構造セル製造プロセスを開発し単粒セルで効率

11.3％、10mm 角モジュールで 8.5％を得た。（セル実装研究が

主体）  

シリコン

使用量低

減による

低コスト

化 

超薄型基板スライ

ス（目標板厚は

テーマにより 50

または 100μ） 

 

熱 CVD 多結晶 Si

製膜 

ワイヤーソースライス 

(37)板厚 70μm を達成（両面のダメージ層除去で板厚 50μm

が可能）、切り代は 200μm で低減が課題。（15cm 角ウェハ） 

放電加工スライス 

(35) 油性液を用いて板厚 88μｍ、切り代 142μｍの加工に成

功。（1cm 角ウェハ、1Ωcm 以上の高抵抗 Si 使用） 

(37) 純水を用いて板厚 100μｍ程度、低抵抗 Si で切り代 120

μm 程度を実現。（8cｍウェハ） 

プラズマスライス 

(36) 板厚 200μm、切り代は 120 μm（5ｍｍ角ウェハ） 

レーザ応用スライス 

(35) KOH エッチャントを用いて、グリーンレーザによる単結

晶 Si のエッチング速度は 300mm/min を得た。 

(37) ウォータージェットをレーザ光の導波路とした WJL 法は 

光の到達距離が短く、深溝加工は不向きとわかった。 
熱 CVD 多結晶 Si 製膜 

(36) 多結晶 Si 製膜速度は 0.18 μm/min 程度（800℃） 
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超薄型基板対応セ

ル化プロセス 

光閉じ込め表面テクスチャ 

(34) アルカリエッチした単結晶基板の両面に微結晶 3C-SiC、

透明導電膜を形成し、広い波長領域で反射率 5%以下を得た。 

(35) ナノマスクとドライエッチングによる低反射テクスチャ

形成により 100μm 厚 5cm 角セルで効率 14.9％を実現。原子状

水素によるテクスチャ形成でエッチング速度 2.5nm/s を実現。

(36) サブ波長構造により反射防止膜なしで反射率 1%以下（波

長 400～約 1000nm）を得た。 

キャリア再結合防止のためのパッシベーション 

(35) a-SiCNﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝ膜を用い面積 4cm2のセル効率 13.7％ 

(36) マイクロ波リモートプラズマ CVD 法により酸化膜より優

れた SiNx ﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝ膜の形成ができた。 

またキンヒドロン/メタノール溶液を用いた表面ﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝで

世界 高水準の表面再結合速度 2.3 cm/s 以下を達成した。 

(37)セル裏面ﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝとして SiN ﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝ膜/反射膜を形

成し、裏面再結合速度は 1000cm/s 程度と見積もった。 

裏面の反射率を高めた裏面ポイントコンタクト構造等により、

板厚 80μm でも厚さ 210μm の従来型 BSF 構造並の開放電圧、

短絡電流を実現した。 

基板割れ・反り防止セルプロセス 

(37)基板の曲げ応力試験により、50μm 級基板のセル化が基本

的に可能であるという見通しを得た。 

多結晶インゴット

の高品質化 

(5) Ge が 5mol%以下の SiGe 多結晶は転位密度が少なく、光吸

収係数の増加により Si 多結晶の約 1.2 倍高い効率を示した。 

(36) 凝固融解サイクル成長法で、結晶成長速度は従来の 1.4

倍、ゲッタリング後拡散長 0.9mm を得た。また結晶成長シミュ

レーションで不純物濃度分布予測が可能となった。 

(37) デンドライト利用キャスト成長法により結晶粒方位等の

組織を制御した多結晶は、従来の多結晶に比べ変換効率が向上

し、インゴット上部でも品質劣化が少なかった。 

高効率化 

高効率セル構造・

材料 

(34) n 型微結晶 3C-SiC/p-Si ヘテロ接合太陽電池は、n 形 a-

Si/p-Si ヘテロ接合に比べて高い短波長感度が得られるととも

に、厚さ 150μm の薄型基板で効率 14.2％を示した。 

 
 
2-5．その他太陽電池 

その他太陽電池の主要な成果、わかったことを表 17 に示す。 

 

表 17．その他太陽電池の主要な成果 
課題 開発項目 （テーマ番号）主要な成果、わかったこと 

セル構造・界面

制御、高性能有

機材料 

(12）バルクへテロ接合形成が光電変換層を拡大し高効率化に

寄与することを明らかにした。ドライプロセスによるｎ型フ

ラーレン(C60)、ｐ型亜鉛フタロシアニン(ZnPc)、混合層（i

層）を用いた p-i-n 型バルクヘテロ接合セルで世界 高レベル

の効率 3.6％を得た。またウエットプロセスによる可溶性フ

ラーレン誘導体(PCBM)と共役系ポリマー(P3HT)を用いたブレ

ンド型バルクヘテロ接合高分子系セルで効率 3.2％を得た。 

有機薄膜

太陽電池

の高効率

化 

化合物等

その他太

陽電池の

高効率化 

セ ル 構 造 ・ 材

料・界面制御 

(8) ベータ鉄シリサイド膜への不純物ドーピングによるｐｎ伝

導型制御に世界で初めて成功した。 

(11)アモルファスカーボン薄膜セルの高効率化には膜の欠陥密

度低減が課題とわかった。 

(16) p-GaAs/i-n InGaAsN ヘテロ接合太陽電池で世界 高水準
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の効率 11%を得た。量子ナノ構造太陽電池では世界初の

InGaAs/GaAs 系 3 段階変調量子井戸太陽電池で効率 18.27%、

InGaAsN/GaAs 系で 14%を得た。 

(23) 水溶液電気化学反応によりZnO系透明電極/n-ZnO/p-

Cu2O/Cu電極構造セルで効率 1.28％を得た。 

(24) InN の電子移動度は 1250cm2/Vs が得られたが、残留キャ

リア濃度の低減、InN の p 型化が課題。 

 
 
2-6．システム技術 

システム技術の主要な成果、わかったことを表 18 に示す。 

 

表 18．システム技術のの主要な成果 
課題 開発項目 （テーマ番号）主要な成果、わかったこと 

新規システム概

念構築 

システム構成機

器の高機能化、

低コスト化 

(38）自律度向上型 PV コミュニティシステムの基本構想を構築

し、開発課題として① 電力制御(集中制御) ② 蓄エネルギー

コスト ③ 通信制御 ④ 予測(発電・負荷) ⑤ 配線コスト（地

中）があることを把握した。またこれに使用するシステム機器

の低コスト・多機能化等についての知見を得た。 

大 量 普 及

へ の 対 応

（ 自 律 度

向上） 

 
 
 
以下に個別テーマの成果概要を示す。 

 
1）ナノ構造制御シリコン太陽電池の研究開発（産総研、九州大、凸版印刷、スタンレー電

気、日本板硝子） 

＜開発目標：ナノ粒子のサイズ 2nm 以下で結晶化率 100%、変換効率 12％＞ 

粒子径を 1.7nm±0.5nm に精密制御したナノ結晶シリコン粒子製造技術を確立し、ナノ

結晶の結晶化率 100%を達成した（成果初）。またこれに基づきナノ構造薄膜製造技術を開

発し、試作セルで劣化後効率 8.3%を得るとともに、光劣化率 3.6％を得た。実用化への課

題は製膜速度の向上であり、ナノ微粒子の合成量と基板への輸送効率向上が必要である。 

＜成果発表件数＞原著論文：23、学会発表：70、プレス発表：6、特許出願：10（うち外国

出願：0）＜開発費用＞242 百万円 

 

2）完全固体型色素増感太陽電池の開発（東京大→神奈川科学技術アカデミー） 

＜開発目標：変換効率７％、安定作動時間 500 時間＞ 

透明電極と酸化チタン間のバリア層や酸化チタンを酸化アルミ等の絶縁膜で被覆するな

どの短絡防止技術、固体電解質の結晶サイズ制御のための溶融塩添加などにより、効率は

3.8％まで向上。耐久性については、紫外線カット照射光で 500 時間以上安定動作し目標

を達成。酸化チタン（色素）や対向電極との固体電解質の接合性向上が課題。 
＜成果発表件数＞原著論文：5、学会発表：14、プレス発表：4、特許出願：0 ＜開発費用

＞76 百万円 

 

3）Cat-CVD 法による太陽電池製造技術の研究開発（北陸先端科学技術大学院大、大阪大、

大阪大産業科学研究所、岐阜大）   

＜開発目標：変換効率 13％＞ 

Cat-CVD 法を用い、界面層の 適化などにより a-Si（アモルファスシリコン）セルで初

期効率 7.6%を得た（p 型 a-SiC 窓層、a-SiC 界面層を採用）。また CN 処理を適用し、発電

特性の向上、光劣化抑制に効果があることを見出した。製膜温度を 250℃以下に下げるた

めの開発が必要である。 

＜成果発表件数＞原著論文：56、学会発表：183、プレス発表：21、特許出願：2（うち外

国出願：0）＜開発費用＞203 百万円 
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4）高性能色素増感太陽電池技術の研究開発（産総研、住友大阪セメント、古河機械金属、

林原生物化学研究所、シャープ）        

＜開発目標：変換効率 11％＞ 

チタニア光電極の構造 適化による光閉じ込め効果向上、ルテニウム色素等の開発を行

い効率約 11％を達成（世界 高水準）。また新有機色素を開発して世界 高の効率 8.3％を

達成した。この分野における日本の研究レベルを世界トップレベルに引き上げた。 

＜成果発表件数＞原著論文：34、学会発表：61、プレス発表：28、特許出願：27（うち外

国出願：1）＜開発費用＞563 百万円 

 

5）SiGe 多結晶を基板にした Si／SiGe 太陽電池の開発（東北大） 

＜開発目標：従来型 Si 多結晶太陽電池と比較して優位な効率を実証＞ 

キャスト法による SiGe 多結晶において、平均 Ge 組成が 5mol%以下で転位密度の少なく、

光吸収係数の増加により Si 多結晶に比べて 高で約 1.2 倍高い変換効率を実現。さらに Si
基板上への Si 薄膜液相エピタキシャル成長において、成長温度が低いほど少数キャリア寿

命が長い薄膜結晶が得られたが、溶媒の Ga が膜に取り込まれて太陽電池用高温プロセス

で少数キャリア寿命が低下することが課題と判明した。 

＜成果発表件数＞原著論文：27、学会発表：86、プレス発表：1、特許出願：4（うち外国

出願：2）＜開発費用＞223 百万円 

 

6）めっきプリカーサーを用いたCuInS２薄膜太陽電池の研究開発 （新光電気工業） 

＜開発目標：変換効率 13％、常圧 CVD による透明電極製膜温度 200℃以下＞ 

Cu と In の均一メッキ技術の開発、硫化条件の 適化等により変換効率 10.5%を得た

（めっきプリカーサ法では世界 高水準）。常圧 CVD 法にて製膜温度 300℃で低抵抗の

ZnO 透明電極を開発できたが、セルへのダメージ抑制のための低温化が課題。膜厚分布が

小さいめっき法の開発により半導体パッケージ配線等への応用展開の可能性を見いだした。 

＜成果発表件数＞原著論文：2、学会発表：5、プレス発表：1、特許出願：5（うち外国出

願：0）＜開発費用＞219 百万円 

 

7）超高光閉じ込め型薄膜シリコン太陽電池の研究開発（旭硝子）     

＜開発目標：薄膜結晶シリコン太陽電池で U タイプ透明導電膜との性能比を 20％以上向上

し変換効率 16%＞ 

高ヘイズ率で透過率の高い矩形テクスチャ TCO（結晶粒ピラミッドの先端が尖っていな

い透明導電膜）は製作が困難とわかった。光学シミュレーションから光閉じ込めに 適な

テクスチャサイズ（ヘイズ率約 40％）を求めた。ヘイズ率 42％のピラミッドテクスチャ

TCO を用いて非常に薄いｉ層（膜厚 0.43μm）の微結晶 Si 太陽電池で効率 6.4%を得た。タ

イプＵに対して光電流が 5％向上した。 

＜成果発表件数＞原著論文：0、学会発表：11、プレス発表：3、特許出願：0 ＜開発費用

＞71 百万円 

 

8）シート型ベータ鉄シリサイド太陽電池の製作に関する研究開発（システム技研、産総

研） 

＜開発目標：変換効率 8％＞ 

スパッタ法を用い、ステンレス基板上に緩衝層を形成することにより、高品質なベータ

鉄シリサイド薄膜形成に成功。また不純物ドーピングによるｐｎ伝導型制御に世界で初め

て成功した。シリコン基板上でのヘテロ接合セルで効率 3.7％が得られた。また光センサ

への応用展開の可能性を見いだした。 
＜成果発表件数＞原著論文：16、学会発表：38、プレス発表：22、特許出願：4（うち外国

出願：1）＜開発費用＞174 百万円 
 

9）球状シリコン太陽電池の研究開発（クリーンベンチャー21） 

＜開発目標：変換効率 10%、シリコン球状製造速度：300 球/秒＞ 
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加圧滴下法で 1mmφの Si 球を 300 個/sec で形成する技術を確立。過冷却制御によるシリ

コン球の結晶性向上やシリコン球への反射防止膜形成など集光セル製造技術の開発により

単球セルで目標の効率 10.81％を達成した。市場の創造につながる球状シリコン太陽電池

の要素技術を構築できた。 
＜成果発表件数＞原著論文：0、学会発表：9、プレス発表：0、特許出願：4（うち外国出

願：1）＜開発費用＞225 百万円 

 

10）ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池の開発（東京工業大） 

＜開発目標：微結晶 SiC 系セルで開放電圧 1V、変換効率９％、微結晶 GeC で微結晶 Si よ

り 1桁高い光吸収係数＞ 

ホットワイヤー法で Si-C 結合を有する原料を用いて禁制帯幅 2.2eV の立方晶微結晶

SiC（3C-SiC）を得た。ｎ型膜は実用レベルであるが、p 型膜は一層の低抵抗化が課題。

ｎ型微結晶 3C-SiC 窓層を用いた a-Si セルで開放電圧 0.85V、全層微結晶 SiC のシングル

セルで開放電圧 0.5V を実現（世界初）。また多接合用光吸収層としてワイドギャップ微結

晶 SiGeC、及び微結晶 Si よりも吸収係数が 1 桁大きい微結晶 GeC を開発（世界初）。微

結晶 3C-SiGeC (禁制帯幅 2.0-2.2eV)の新しい研究分野が生まれた。 

＜成果発表件数＞原著論文：9、学会発表：40、プレス発表：0、特許出願：1（うち外国出

願：0）＜開発費用＞186 百万円 

 

11）カーボン系薄膜太陽電池の研究開発（中部大、名古屋工業大） 

＜開発目標：変換効率８％＞ 

プラズマCVD法を用いたa-C薄膜形成において、原料ガス、水素量、プラズマ出力等の条件

を検討し、禁制帯幅制御は１～３eＶの範囲で変化した。またa-C薄膜のｐ型（Ｂ原料）、ｎ

型（ＮあるいはＰ原料）ドーピングによる導電率制御において、窒素ドープ（ｎ型）で抵

抗率を 1010から 104Ωcmと約６桁の変化を確認した。さらにn型ａ-C/p型Si基板のヘテロ接

合セルで変換効率 0.84％を得た。欠陥密度が 10Ｅ18/cm3 以上と高く、高効率化には欠陥密

度の低減が課題。 

＜成果発表件数＞原著論文：56、学会発表：88、プレス発表：4、特許出願：0 ＜開発費

用＞183 百万円 

 

12）有機薄膜太陽電池の研究開発（産総研、金沢大、日本触媒） 

＜開発目標：変換効率５％＞ 

ｎ型のフラーレン（C60）、ｐ型の亜鉛フタロシアニン（ZnPc）のモノマー系有機半導体

を用い、C60 と ZnPc を混合したナノ構造層を i 層とした p-i-n 接合型有機薄膜太陽電池を

クリーンな環境で作製し評価を行なったところ、世界 高レベルの変換効率 3.6％を得た。

一方、可溶性フラーレン誘導体(PCBM)と共役系ポリマー（P3HT）を用いたバルクヘテロ

ジャンクション型高分子系有機薄膜太陽電池においても変換効率 3.2％を得た。またｎ型

半導体ペリレンの微結晶状薄膜に、p 型ポリフェニレンビニレン(PPV) をしみ込ませた浸透

構造セルにおいて、封止せずに大気中で効率 1.9％を得た。 

＜成果発表件数＞原著論文：19、学会発表：65、プレス発表：18、特許出願：12（うち外

国出願：2）＜開発費用＞297 百万円 

 

13）高効率カルコゲナイド系太陽電池の研究開発（産総研、鹿児島大、青山学院大） 

＜開発目標：変換効率 18％＞ 

禁制帯幅 1.3eV以上のワイドギャップCIGS（CuInGaSe２）系セルでCIGS光吸収層の製膜条

件の改良等により目標の効率 18.1％を達成した。また正・逆光電子分光法によるCdS/CIGS

界面の伝導帯・価電子帯のバンド不連続の測定に成功した。禁制帯幅 1.7eVワイドギャッ

プAIGS（Ag(InGa)Se２）系新材料セルで効率 10.2％を得た。また透明導電膜を裏面電極に

用いた世界初の両面受光型CIGS系セルで表面および裏面の片側受光時の効率として、

12.6％および 7.4％を得た。 

＜成果発表件数＞原著論文：44、学会発表：82、プレス発表：9、特許出願：0 ＜開発費

用＞242 百万円 
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14）ラテラル結晶化薄膜シリコン太陽電池の研究開発（日立電線） 

＜開発目標：a-Si 製膜速度 10nm/s 以上、平均結晶粒面積 500μm2、変換効率 11％＞ 

 Cat-CVD 法により製膜速度 13.8nm/s で高速形成した厚さ 2μm のプリカーサ膜(a-Si 膜)

をレーザ結晶化させ、平均結晶粒面積 170μm2、実効ライフタイム 4.3μs、クラック密度

320 本／cm の多結晶 Si 膜を得た。プリカーサ膜の脱水素熱処理により、平均結晶粒面積は

541μm2 に拡大した。クラックのない厚さ 0.5μm のレーザ結晶化ｎ型多結晶 Si 膜にｐ型

a-Si 膜を形成したセルで変換効率 1.1％を得た。課題はクラックの抑制、光閉じ込めセル

構造の検討である。 

＜成果発表件数＞原著論文：1、学会発表：2、プレス発表：0、特許出願：21（うち外国出

願：0）＜開発費用＞187 百万円 

 

15）イオンゲルを用いた高性能色素太陽電池の研究開発（大阪大、横浜国大、フジクラ）         

＜開発目標：変換効率 10％、動作安定性：85℃×1000 時間＞ 

 イオン液体をゲル様に擬固体化したナノコンポジットイオンゲル電解質を開発し、9mm×

5mm セルで変換効率 6.5％、14cm 角大型セルで 4.3％を得た（イオン液体を用いた擬固体化

DSC では世界トップレベル）。また新パッケージ法を検討し、白金代替 PEDOT 対極を用いて，

85℃×1000 時間光照射耐久性試験において、性能低下率 10％以下を達成した。高粘度にも

かかわらず高い導電性を有すイオン液晶を発見し、新たな実用的電解液の設計指針を得た。 

＜成果発表件数＞原著論文：8、学会発表：31、プレス発表：7、特許出願：27（うち外国

出願：13）＜開発費用＞165 百万円 

 

16) Ⅲ－Ⅴ－Ｎ系窒化物半導体を用いた量子ナノ構造太陽電池の研究開発（筑波大、豊田

工業大） 

＜開発目標：InGaAsN 単接合セルで変換効率 12％、量子ナノ構造セルで 22％＞ 

Ⅲ-V-N 窒化物半導体である GaInNAs の高品質製膜技術、不純物ドーピング技術を開発し、

MBE 成長中の原子状水素照射により p-GaAs/i-n InGaAsN ヘテロ接合太陽電池で効率 11%を

得た。量子ナノ構造太陽電池では InGaAs/GaAs 系 3 段階変調量子井戸太陽電池で、効率

18.27%、InGaAsN/GaAs 系で 14%を得た。また自己組織化量子ドットの積層化技術を開発し、

30 層積層量子ドット太陽電池で効率 7%を得た。（いずれも世界初、世界最高水準） 
＜成果発表件数＞原著論文：18、学会発表：79、プレス発表：3、特許出願：0 ＜開発費

用＞129 百万円 
 

17) 汎用原料を使用した CZTS 光吸収層による新型薄膜太陽電池の研究開発（長岡高専、長

岡技術科学大） 

＜開発目標：変換効率 10％＞ 

三元同時スパッタ法によるCu-ZnS-SnS混合プリカーサの形成、及び硫化により、Cd-Freeの

CZTS薄膜太陽電池を試作した。組成比等の 適化により効率 5.74％を得た（世界最高水

準）。また大気開放型CVDによるZnO:Al薄膜形成では、10-3Ωcm台の抵抗率を得たが、更なる

低抵抗化には、基板温度の課題がある。またPCD法によりCZTS薄膜を形成しバンドギャップ 1.5 

eV、光吸収係数 104 cm-1台、及び膜の光導電性を確認した。 

＜成果発表件数＞原著論文：1、学会発表：17、プレス発表：0、特許出願：0 ＜開発費用

＞165 百万円 

 

18) メカノケミカルプロセスを用いたカルコパイライト系薄膜太陽電池の研究開発（龍谷

大、東京工業大） 

＜開発目標：変換効率 12％＞ 

メカノケミカルプロセスによるカルコパイライト化合物 CIGS の生成機構を明らかにする

とともに、合成した粉末を用いてインクを調製しスクリ－ン印刷/焼結法で薄膜化した。溶

液成長による CdS バッファ層、有機金属気相成長法による ZnO 窓層を形成してセル効率 2.7％を

得た。高効率化のためには、結晶粒の成長促進など膜の緻密化が必要。 

＜成果発表件数＞原著論文：7、学会発表：28、プレス発表：4、特許出願：0 ＜開発費用
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＞143 百万円 

 

19) 半導体電極に注目した高機能色素増感太陽電池の研究開発（九州工業大院、北九州高

専、九州工業大、北九州市立大、新日鐵化学） 

＜開発目標：変換効率 12％＞ 

酸化チタン半導体電極およびその表面・界面に注目し効率向上を図った。具体的には、二酸化

炭素超臨界法を利用することにより、複雑に入り組んだナノポーラス酸化チタン表面上に色素を均

一に吸着させることが可能となり、変換効率 10.4％を得た。また、酸化チタン中不純物の影響、酸

化チタンに対するプラズマ処理、ドーピング、FTO 表面の研磨平坦化とチタニア緻密層の効果を

検証し、変換効率を上げる重要な要素であることを明らかにした。 

＜成果発表件数＞原著論文：7、学会発表：71、プレス発表：0、特許出願：6（うち外国出

願：0）＜開発費用＞285 百万円 

 

20) ファイバ型太陽電池の研究開発（古河電気工業、産総研） 

＜開発目標：変換効率 13％、製膜速度 100nm/s 以上＞ 

SiO2 石英ファイバ表面に多結晶シリコンを堆積させる製膜技術を開発し、常圧熱 CVD に

て製膜速度 1200nm/s、高密度プラズマにより製膜速度 1000nm/s を得た（世界 速レベル）。

常圧熱 CVD により平板疑似基板で作製したセルの変換効率は 1.3％であった。膜質向上の

ためゾーンメルト法により多結晶シリコン膜の結晶粒粗大化を図り、膜厚 20μm にて結晶

粒径 100μm 以上に粗大化が可能となった。高効率化のために熱処理やパッシベーションに

よる欠陥不活性化を行う必要があり、継続研究にて実施中。 

＜成果発表件数＞原著論文：0、学会発表：2、プレス発表：0、特許出願：2（うち外国出

願：0）＜開発費用＞193 百万円 

 

21）ナローギャップ結晶系 SiGe 薄膜太陽電池の研究開発（東海大、産総研） 

＜開発目標：膜厚１μm以下で変換効率 10％、短絡電流 36mA/cm2＞ 

3 接合太陽電池用ボトムセルの要素技術として開発を行い、プラズマ CVD 法による微結

晶 SiGe 薄膜において、Ge 組成 0～70%の範囲で光感度が得られ、Ge 組成 75％以上で弱い n

型から強い p 型伝導へ遷移することが明らかとなった。プラズマ CVD により基板温度

200℃以下での製膜に成功し Si-20%Ge 微結晶太陽電池にて変換効率 3.88％、短絡電流

21.5mA/cm2 が得られた。水素化学輸送法（H2 ガス RF スパッタ）により作製した Si-20%Ge

微結晶太陽電池にて変換効率 0.72％が得られた。逆バイアス１V 印加時に 0.9μm の吸収膜

厚で３倍以上厚い微結晶シリコン以上の光電流と赤外感度を得た。 

＜成果発表件数＞原著論文：18、学会発表：42、プレス発表：0、特許出願：0 ＜開発費

用＞190 百万円 

 

22) 粒状シリコン太陽電池セル製造技術の研究開発（富士機械製造→産総研、ジャパンゴ

アテックス） 

＜開発目標：変換効率 12.5％＞ 

レーザシンタリングによる裏面 p 層電極形成、光学系シミュレータを使用した集光構造

の 適設計、粒配列装置や絶縁層塗布装置の開発、液体樹脂による一括封止などの集光構

造セル製造プロセスを開発し、単粒セルで変換効率 11.3％、10mm 角モジュールで 8.5％を

得た。また落下中のシリコン融液滴へ種結晶を供給して、結晶性の高い粒状シリコンの収

率を 50％近くまで向上させた。さらにシリコン粒のライフタイム及びフォトルミネセンス

測定による非破壊評価技術を開発した。 

＜成果発表件数＞原著論文：0、学会発表：7、プレス発表：0、特許出願：6（うち外国出

願：0）＜開発費用＞135 百万円 

 

23) 酸化物系薄膜太陽電池の研究開発（大阪市立工業研究所、奥野製薬工業） 

＜開発目標：次世代技術としての見極め＞ 

水溶液電気化学反応によるZnO系透明電極/n-ZnO/p-Ag2O,p-Cu2O/Cu電極 構造の太陽電池

を構築するため、世界初となるAg2O単層形成技術、電気化学的低抵抗ZnO透明電極製膜技術、
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Cu2O上へのCuオーミック電極の化学的形成法を開発した。ZnO/Ag2Oの積層体は実現しな

かったが、ZnO/Cu2O構造太陽電池で変換効率 1.28％を得た。 

＜成果発表件数＞原著論文：2、学会発表：10、プレス発表：0、特許出願：5（うち外国出

願：0）＜開発費用＞60 百万円 

 

24) 窒化インジウム系薄膜太陽電池の研究開発（福井大） 

＜開発目標：InGaN 系太陽電池の実現可能性を明らかにする＞ 

禁止帯幅 0.7-2.5eVのInGaN系 10 接合タンデム太陽電池の実現に向けた要素技術の検討

を行った。製膜条件の検討によりキャリア濃度は 4.5×1018cm-3というMOVPE成長InNとして

も低い値が得られた。InNのp型化は実現しなかったが、CP2Mgの添加により補償効果と見

られる抵抗率の増加が見られ、添加条件の 適化によりp型化実現の見通しを得た。 

＜成果発表件数＞原著論文：16、学会発表：60、プレス発表：2、特許出願：0  ＜開発費

用＞71 百万円 

 

25) 高開放電圧ヘテロ接合薄膜シリコン太陽電池（岐阜大） 

＜開発目標：a-Si 型にて開放電圧 1000mV、μc-Si 型にて開放電圧 600mV＞ 

透明電極上に電子ビーム蒸着法により TiO2 保護膜を形成することで、透明電極の透過率

がほとんど低下しないで微結晶 3C-SiC 堆積に成功した（世界初）。ｎ型微結晶 3C-SiC 窓層

を用いた a-Si 型セルで開放電圧 947mV，変換効率 4.60％、μc-Si 型セルで開放電圧 505mV、

変換効率 3.22%が得られた。μc-Si 型セルの高効率化のためには界面バッファ層の開発が

必要である。 

＜成果発表件数＞原著論文：3、学会発表：30、プレス発表：0、特許出願：0 ＜開発費用

＞27 百万円 

 

26) マイクロ波プラズマ CVD による薄膜シリコン太陽電池製造技術の開発（東北大） 

＜開発目標：製膜チャンバーガス切換 1秒以内、製膜速度 2.5nm/sec、変換効率 15%＞ 

マイクロ波プラズマ CVD 装置にて、プロセスガスを変えて 1s 以内にプラズマが安定化可

能なことを確認した。柱状晶の微結晶シリコン薄膜が 2.0nm/s の速度で製膜できた。単セ

ル構造太陽電池の変換効率は 1.27％が得られた。ポーラスな膜質の改善と酸素含有量の低

減が課題である。 

＜成果発表件数＞原著論文：2、学会発表：0、プレス発表：0、特許出願：0 ＜開発費用

＞151 百万円 

 

27) 薄膜シリコン太陽電池の次世代プロセス先導研究（太陽光発電技術研究組合[分担先：

三洋電機、カネカ]） 

＜開発目標：薄膜結晶 Si の製膜速度 4nm/s で拡散長 2μm＞ 

局在プラズマ CVD 技術により高圧領域 1500-2000Pa で均一プラズマ発生に成功し、微結

晶シリコン膜で製膜速度 4.1nm/s、拡散長 2μm 超を実現し目標達成。また微結晶 Si 製膜

における Ge 微量添加が結晶配向性制御に有効であった。現状技術で２ｍ角級基板への均一

製膜が可能なことを確認した。多接合デバイス構造の選定のためトップセル用高品質材料

探索として、p 層 i 層を 適化した a-Si 単接合セルを作製し、開発電圧 1V を実現した。

さらにシミュレーションで 適構造を設計した。また a-Si 膜を瞬間熱処理した薄膜微結晶

シリコン膜を開発し、少数キャリア寿命 5-10μから、10μs 超の小数キャリア拡散長が期

待できることが解った。 

＜成果発表件数＞原著論文：0、学会発表：13、プレス発表：2、特許出願：2（うち外国出

願：0）＜開発費用＞315 百万円 

 

28) 広帯域スペクトル利用型薄膜シリコン太陽電池（産総研、大阪大、名古屋大、九州大、

三菱重工業） 

＜開発目標：微結晶 Si/Ge 超格子薄膜の欠陥密度 2×10E16/cm3、ナノ結晶 Si 薄膜の結晶

化率 90％でバンドギャップ 1.5eV 以上、微結晶 SiGe 薄膜の製膜速度 1nm/s で欠陥密度

10E16/cm3 台、微結晶 Si 膜の製膜速度 10nm/s,欠陥密度 2×10E16/cm3＞ 
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微結晶 Si/Ge 超格子薄膜でバンドギャップ 0.95-1eV、欠陥密度 2×10E16/cm3 以下を達

成した。2m 長マイクロ波プラズマにて、ガラス基板とフィルム基板上にアモルファスおよ

び微結晶のシリコン薄膜を形成することに成功した。ナノ結晶 Si 薄膜の結晶化率 70％、

バンドギャップ 1.7eV が得られた。微結晶 SiGe 薄膜の製膜速度 1.4nm/s、欠陥密度 5×

10E16/cm3 を達成した。微結晶 Si 膜の製膜速度 13.5nm/s、欠陥密度 1.6×10E16/cm3 と目

標を達成した。また長尺電極用いて 800mm の範囲で膜厚、膜質の均一性±10％を得た。 

＜成果発表件数＞原著論文：19、学会発表：84、プレス発表：2、特許出願：5（うち外国

出願：0）＜開発費用＞192 百万円 

 

29) CIS 系大粒径薄膜太陽電池（東京工業大、龍谷大） 

＜開発目標：1mm 程度への粒径拡大と変換効率との関係把握＞ 

ホットフィラメント溶融(HFM)法により深さ 1μm程度の CIGS 層の溶融・大粒径化を実現。

熱アニール時の Se 照射が有効であることを明らかにし、CIGS 膜の表面改質に有効である

ことを見出した。また、溶媒移動結晶成長(TSM)法では CuSe フラックスにより融点以下の

温度での熱分解を見出し、平均粒径 10μm 程度の大粒径 CIS 薄膜の作成に成功。このこと

から CIGS 膜の熱安定性及び粒成長に関する知見が得られ、高品質 CIGS 膜を作成するため

の指針が明らかとなった。 

＜成果発表件数＞原著論文：10、学会発表：21、プレス発表：0、特許出願：0  ＜開発費

用＞59 百万円 

 

30) CIS 系多接合薄膜太陽電池（青山学院大、東京工業大） 

＜開発目標：メカニカルスタック型多接合セル変換効率 10%、モノリシック型 5%＞ 

レーザーアシスト蒸着（LAD）法の CIGS 薄膜高品質化への有効性を確認した。MOCVD 法

により禁制帯幅の制御可能な ZnMgO 系ワイドギャップバッファ層を開発した。Zn(S,O,OH)

バッファ層が CdS より耐熱性に優れることが分かった。トップセル裏面電極用として IMO

及び ITiO 高移動度(90cm2/Vs)透明導電膜の開発に成功。メカニカルスタック多接合セルの

効率は 2端子で 9.2%、4 端子で世界 高の 11%を達成。 

＜成果発表件数＞原著論文：5、学会発表：32、プレス発表：7、特許出願：0  ＜開発費用

＞81 百万円 

 

31) ワイドギャップＣＩＳ系太陽電池の高効率化技術の研究開発（産総研、鹿児島大、筑

波大） 

＜開発目標：禁制帯幅 1.3eV 以上のワイドギャップ太陽電池で開放電圧 1V 以上＞ 

水蒸気照射法により CIGS 光吸収層中のホール濃度が増加すること、拡散 Na の量を制御

できることを発見した。CGS(CuGaSe2)太陽電池の開放電圧 Voc が 0.86eV まで向上した。ま

たバッファ層として ZnMgO を用い、ZnO よりも高い Voc の実現可能性を示した。さらに

正・逆光電子分光法により Ga 組成が 50%以上になると CdS/CIGS の伝導帯の不連続が cliff

型に変わることを発見した。また界面起因の欠陥を同定、欠陥の濃度や順位の Ga 組成依存

性を示した。 

＜成果発表件数＞原著論文：21、学会発表：27、プレス発表：4、特許出願：0  ＜開発費

用＞88 百万円 

 

32) 大面積・集積型色素増感太陽電池の研究開発（東京理科大、住友大阪セメント、

シャープ、産総研、フジクラ） 

＜開発目標：10cm 角集積型モジュール変換効率６％、大型パネル作製＞ 

集積型モジュール構造の検討、及びセル高効率化のため新規 Ru 系色素等の開発を行っ

た。ガラス基板集積型モジュールを試作し 10cm 角で目標以上の効率 6.3％を達成した

（公認効率で世界 高）。さらにプラスチック基板を用いた集積型モジュールについては、

５cm 角フィルム基板を用いた５直列Ｗ型セル構造で 2.1％、3cmx10cm サイズの厚板プラス

チック基板モジュールで 3.3%を得た。また実用化を目指した先導研究として、1190 mm×

840 mm サイズの大型モジュールパネルを試作した。 

＜成果発表件数＞原著論文：5、学会発表：37、プレス発表：9、特許出願：9（うち外国出

 89



願：0）＜開発費用＞363 百万円 

 

33) 光充電型色素増感太陽電池の研究開発（ペクセル・テクノロジーズ、東京大） 

＜開発目標：セル変換効率７％、光キャパシタの静電容量 1.5 F/cm2 以上＞ 

TiO2 ナノ粒子の低温成膜ペーストを開発し、ITO-PEN プラスチックフィルムを基板に用

いたフィルム型セルで、1sun の変換効率 5.2％、1/8sun の変換効率 7％を達成した。また

10 セル直列の 30cm 角のフィルム型モジュールを開発した。さらに色素増感太陽電池のチ

タニア電極と対極間に電荷蓄積電極を挿入した三極式光充電型二次電池、及び電荷蓄積活

性炭層を用いた三極式光キャパシタの作製を行い静電容量 2.06 F/cm2 を得た。 

＜成果発表件数＞原著論文：10、学会発表：90、プレス発表：24、特許出願：8（うち外国

出願：3）＜開発費用＞103 百万円 

 

34) 新型ヘテロ接合結晶シリコン太陽電池の研究開発（東京工業大） 

＜開発目標：セル変換効率 25％＞ 

表面凹凸化した単結晶基板の両面に微結晶 3C-SiC 及び透明導電膜を形成することで、広

い波長領域で反射率 5%以下を達成した。また世界初の試みである n 型微結晶 3C-SiC/p-Si

ヘテロ接合太陽電池は、n 形 a-Si/p-Si ヘテロ接合に比べて高い短波長感度が得られると

ともに、厚さ 150μm の薄型基板で効率 14.2％を示した。微結晶 3C-SiC と Si のヘテロ接合

という新しい分野を開拓した。 

＜成果発表件数＞原著論文：1、学会発表：13、プレス発表：0、特許出願：0  ＜開発費用

＞76 百万円 

 

35) 極薄型結晶シリコン太陽電池のオールドライプロセス開発（三菱電機、東京工業大） 

＜開発目標：放電加工スライスにて厚さ 100μm,切り代 150μm、板厚 100μm のセル効率

16％以上＞ 

油性加工液中の放電加工スライスで、カーフロス 142μｍにて板厚 88μｍの加工に成功。

KOHエッチャントを用いた単結晶Siのグリーンレーザ加工で、エッチング速度 300mm/minを

示した。ナノマスクとドライエッチングによる低反射テクスチャー形成により 100μm厚

5cm角セルで効率 14.9％を実現した。また原子状水素によるテクスチャー形成では、エッ

チング速度 2.5nm/sを実現した。さらに新規のa-SiCNパッシベーション膜を用いた面積

4cm2のキャストセルで 13.7％の効率を得て有効性を確認した。 

＜成果発表件数＞原著論文：2、学会発表：15、プレス発表：3、特許出願：5（うち外国出

願：0）＜開発費用＞232 百万円 

 

36) 極薄型擬単結晶シリコン太陽電池の研究開発（豊田工業大、九州大、名古屋大エコト

ピア科学研究機構、東京農工大、産総研、名古屋大、東京工業大） 

＜開発目標：従来の 1.5～2 倍の結晶成長速度で拡散長 1mm 以上、表面再結合速度 5    

cm/s 以下の表面パッシベーション、プラズマスライスにて厚さ 50μm, 切り代 50μm、多

結晶 Si 膜の製膜速度 1μm/min 以上＞ 

結晶成長速度は従来の 1.4 倍、拡散長 0.9mm（ゲッタリング後）が得られた。また不純

物濃度分布予測が可能となり制御方法の知見を得た。セルプロセスに関してはサブ波長構

造を利用した反射率 1%以下の反射防止技術、リモートプラズマ CVD 法による SiNx パッシ

ベーション膜形成、表面再結合速度 2.3 cm/s 以下（世界 高水準）のキンヒドロン/メタ

ノール溶液を用いた表面パッシベーション技術、STEM-EBIC による欠陥構造の電気的評価

法を開発した。またセル試作ラインを構築し、効率 13.6％を得た。さらにプラズマエッチ

ングスライスでは、切り代が 120 μm とワイヤーソースライスより小さくできる可能性を

示した。反応性熱 CVD 法による多結晶 Si 製膜速度は 0.18 μm/min 程度（800℃）であった。 

＜成果発表件数＞原著論文：18、学会発表：108、プレス発表：1、特許出願：1（うち外国

出願：0）＜開発費用＞413 百万円 

 

37）超薄型多結晶シリコン太陽電池の研究開発（東北大、岡山大、日平トヤマ、シャー

プ） 
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＜開発目標：組織制御した多結晶が従来結晶より優位な効率を実証、放電加工スライスに

て基板厚さ 50μｍ級,切り代 100μｍ程度、ワイヤーソースライスにて 50μｍウェハー,切

り代 100μｍ、超薄型セルプロセスの課題明確化＞ 

デンドライト利用キャスト成長法により結晶粒方位等の組織を制御した多結晶は、従来

の多結晶に比べ変換効率が向上し、インゴット上部でも品質劣化が少なかった。低抵抗 Si

のワイヤ放電加工で切り代 120μm 程度、板厚 100μｍ程度を実現。ワイヤーソースライス

では板厚 70μm を達成した（両面のダメージ層除去で板厚 50μm が可能）が、切り代は

200μm で低減の必要がある。ウォータジェットレーザ加工法は、光が到達せず深溝加工は

不向きとわかった。薄型セルの高効率化では、裏面ポイントコンタクト構造等により板厚

80μm でも厚さ 210μm の従来型 BSF 構造並の開放電圧、短絡電流を実現。また基板の曲げ

応力試験により、50μm 級基板のセル化が基本的に可能であるという見通しを得た。 

＜成果発表件数＞原著論文：9、学会発表：41、プレス発表：4、特許出願：5（うち外国出

願：0）＜開発費用＞320 百万円 

 

38) 自律度向上型太陽光発電システム先導研究開発（太陽光発電技術研究組合、産総研） 

＜開発目標：PV コミュニティシステム構築の課題把握＞ 

自律度向上型 PV コミュニティシステムについて、数 MW～数十 MW のシステム規模を

想定し、電圧変化などについて解析・検討を行い、システム構成の基本構想を構築し、開

発課題を把握した。またこれに使用するシステム機器の低コスト・多機能化等についても

検討し、太陽光発電用パワーコンディショナでは、高性能・汎用的素子等を活用して設計

仕様等を完成させた。蓄電技術については、発電量の短時間変動の平準化と蓄電ステー

ションとしての機能について基本構想を固めると共に、蓄電池の種類や容量、制御方法等

を検討した。 
＜成果発表件数＞原著論文：0、学会発表：15、プレス発表：0、特許出願：0 ＜開発費用

＞176 百万円 

 

39) 太陽電池次世代技術開発加速支援体制の構築(薄膜太陽電池製造試作ライン構築) 

（産総研） 

＜開発目標：産学共同研究支援体制の確立＞ 

産学官連携体制で使用可能な薄膜系太陽電池に関する試作ラインを構築し、薄膜シリコ

ン太陽電池やフレキシブル基板等の技術適用を確認した。この試作ラインを用いて要素技

術を検証することにより、低コスト化ならびに高効率化のための要素技術の産業界への移

転を加速することが可能になった。 

＜成果発表件数＞原著論文：0、学会発表：0、プレス発表：0、特許出願：0  ＜開発費用

＞400 百万円 

 

40) 色素増感太陽電池の新技術先導調査研究 

（群馬大、群馬高専、岐阜大、大阪大、信州大、産業創造研究所、名古屋工業大、名古屋

大、大阪大、信州大、産総研、名古屋工業大、京都大、新日本石油、京都大） 
＜開発目標：変換効率 12％等＞ 
変換効率 15％を目指したタンデム型色素増感太陽電池の設計指針を得た。光吸収端が

1000 nm を超す新規ルテニウム色素をはじめ、含ケイ素色素，ハイブリッド構造増感色素，

ポルフィリン系色素，高耐候性色素等の色素について調査・研究を行った。また、色素以

外の開発として、低温形成可能な酸化亜鉛光電極、微細くし型電極、半導体ナノ粒子増感

剤、チタニアナノチューブ、ソルボサーマル法修飾チタニア、TiO2-色素-Au 系デバイスな

どの可能性についても探究した。 

＜成果発表件数＞原著論文：21、学会発表：90、プレス発表：17、特許出願：6（うち外国

出願：0）＜開発費用＞139 百万円 
 
２．研究開発項目毎の成果 
（資料編参照） 
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Ⅳ．実用化の見通しについて 
 
1．実用化の見通し 
 
本事業において開発対象となる技術は、①従来にない抜本的な低コストの可能性を有す

る新しい太陽電池等の技術、②現在、実用段階あるいは実用化途上の太陽電池等に、新し

いブレークスルーを与えることで抜本的な革新をもたらす技術の 2 種に大別される。後者

については、既存技術の改善という形で、周辺技術など既存の基盤技術を利用して実用化

が図られることになるが、前者については、実用化までには多くの要素技術開発が必要と

なる。いずれにしても当該研究開発が基礎的研究段階であるため、更なる基礎研究、或い

は次段階の応用研究（技術シーズを事業に結びつける研究）、さらには実用化研究（量産化

技術開発、スケールアップ研究開発、企業との共同研究など）へとステップアップする研

究に引き継がれる必要がある。 
 実用化に達するまでには、ある程度の開発期間が必要であり、実用化を見通すことは容

易ではない。事業開始から 5 年の間に、実用化研究も行い、実用化間近にまで達したテー

マが１件、その他、企業に技術移管し、企業にて実用化研究中のテーマが１件である。 

これらも含め、実用化・出口イメージに基づき、現時点で今後も引き続き研究開発が行わ

れる見通しのあるテーマや波及効果のあったテーマについて表 19 に記述する。 

 

 
表 19 今後も研究開発が行われるテーマや波及効果等のあったテーマ 

出口イメージ 次期研究、波及効果など 研究テーマ略称 

1）ナノ構造制御シリ

コン太陽電池 

（Ｈ１３－１５ 
；産総研他） 
  

薄膜 Si セル製膜技

術 
・ 本事業の 28) 広帯域ｽﾍﾟｸﾄﾙ利用型薄膜太陽電池にて

基礎研究を継続 
・その後、応用研究として H18 年度から NEDO 太陽

光発電システム未来技術研究開発（以下未来技術研究

と略記）につながった。 
 

3) Cat-CVD 法による

太陽電池 

（Ｈ１３－１５ 
；北陸先端大他） 

薄膜 Si セル製膜技

術、 
薄膜 Si 太陽電池用

Cat-CVD 装置 

・本事業の 25) 高開放電圧ヘテロ接合薄膜太陽電池

（岐阜大）、27) 薄膜ｼﾘｺﾝ太陽電池の次世代ﾌﾟﾛｾｽ、（北

陸先端大）28) 広帯域ｽﾍﾟｸﾄﾙ利用型薄膜太陽電池（阪

大）に発展。 
・さらに H18 年度からの未来技術研究につながった。

 
4) 高性能色素増感太

陽電池 

（Ｈ１３－１５ 
；産総研他） 

住宅用色素増感太

陽電池システム 
・本事業の 32) 大面積・集積型色素増感太陽電池 

に発展。 
・さらに H18 年度からの未来技術研究につながった。

・学会賞（日本エネルギー学会）1件受賞 

 
5) SiGe 多結晶太陽電

池 

（Ｈ１３－１５ 
；東北大） 

Ge 添加多結晶 Si
インゴット成長技

術 

・企業に技術移転した。企業にて実用化研究中。 
・本成果から組織制御（デンドライト成長）に関する

新たな知見も得られ、本事業の 37) 超薄型多結晶ｼﾘｺﾝ

太陽電池に発展。 
 

均一めっき技術 ・膜厚分布が小さいめっき法の開発により半導体パッ

ケージ配線めっき技術の向上に寄与した。 

 

6) めっき法 CuInS２

薄膜太陽電池 

8) シート型ﾍﾞｰﾀ鉄シ

リサイド太陽電池 

（Ｈ１３－１５ 
；システム技研他） 

ﾍﾞｰﾀ鉄シリサイド

太陽電池 
・ 自社研究で薄膜の高品質化、効率向上研究を継続中。

・ 光センサへの応用展開の可能性も見いだした。 
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9）球状シリコン太陽

電池 

（Ｈ１３－１５ 
； ク リ ー ン ベ ン

チャー２１） 

固定式集光型球状

シリコン太陽電池 
・ H16 年度まで地域新生コンソーシアム研究開発事業

（近畿経済産業局）でセル実装の要素研究 
・ H16 年度から NEDO 産業技術実用化開発助成事業で

球製造要素研究 
・ H18 年度から自社、及び NEDO 太陽光発電システム

実用化加速技術開発で実用化研究 
・H19 年度から生産開始予定 
・奨励賞１件受賞 

10) ワイドギャップ

微結晶 SiC 太陽電池 

（Ｈ１４－１７ 
；東工大） 

Si 系薄膜多接合セ

ル製膜技術 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 
・論文賞２件、奨励賞１件受賞 

11) カーボン系薄膜

太陽電池 

（Ｈ１４－１７ 
；中部大他） 

フ レ キ シ ブ ル

カーボン薄膜セル

製膜技術 

・自主研究で継続中 
・論文賞２件受賞 

12）有機薄膜太陽電

池（Ｈ１４－１７ 
；産総研他） 

有機薄膜形成技術

及び太陽電池 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

13）高効率カルコゲ

ナイド系太陽電池 

（Ｈ１４－１６ 
；産総研他） 

ＣＩＳ系薄膜セル

製膜技術 
・本事業の 30) CIS 系多接合薄膜太陽電池（青学大）、

31) ﾜｲﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ CIS 系太陽電池（産総研、鹿大）に発

展。 
・さらに H18 年度からの未来技術研究につながった。

・ポスター賞２件受賞 
15）イオンゲルを用

いた高性能太陽電池 

（Ｈ１４－１７ 
；阪大他） 

色素増感太陽電池

パネル 
・本事業の 32) 大面積・集積型色素増感太陽電池（フ

ジクラ）に発展。 
・さらに H18 年度からの未来技術研究につながった。

16) Ⅲ－Ⅴ－Ｎ系量

子ナノ構造太陽電池 

（Ｈ１５－１７ 
；筑波大他） 

高効率化合物セル

製膜技術 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 
・ポスター賞２件受賞 

17) CZTS 光吸収層に

よる新型太陽電池 

（Ｈ１５－１７ 
長岡高専他） 

CZTS 太陽電池製膜

技術 
・自主研究及び H18 年度からの未来技術研究につな

がった。 

18)メカノケミカル法

ｶﾙｺﾊﾟｲﾗｲﾄ太陽電池 

（Ｈ１５－１７ 
；龍谷大他） 

ＣＩＳ系薄膜セル

形成技術 
・本事業の 29) CIS 系大粒径薄膜太陽電池に発展。 
・さらに H18 年度からの未来技術研究につながった。

19）半導体電極に注

目した色素太陽電池 

（Ｈ１５－１７ 
；九工大他） 

色素増感太陽電池

形成技術 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

20) ファイバ型太陽

電池 

（Ｈ１５－１７ 
古河電工他） 

ファイバ型太陽電

池 

 

・自社研究で継続中 
・奨励賞 1 件受賞 

21) ナローギャップ

SiGe 薄膜太陽電池 

（Ｈ１５－１７ 
；東海大他） 

薄膜 SiGe セル製

膜技術 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 
 

22)粒状シリコン太陽

電池 

小電力用粒状シリ

コン太陽電池、及

・自社研究で継続中 
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（Ｈ１５－１７ 
；富士機械製造他） 

びパネル 

23) 酸化物系薄膜太

陽電池 
（Ｈ１６－１７ 
；大阪市工研他） 

酸化物系薄膜太陽

電池製膜技術 
・自主研究で継続中 

24) 窒化インジウム

系薄膜太陽電池 

（Ｈ１６－１７ 
；福井大） 

高効率化合物セル

製膜技術 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

25) 高開放電圧ヘテ

ロ接合薄膜太陽電池 
（Ｈ１６－１７ 
；岐阜大） 

薄膜 Si セル製膜技

術 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

26) ﾏｲｸﾛ波 PCVD によ

る薄膜太陽電池 

（Ｈ１６－１７ 
；東北大） 

薄膜 Si 製膜技術、

大型基板用ﾏｲｸﾛ波

励起 CVD 装置 

・自主研究で継続中 

27) 薄膜ｼﾘｺﾝ太陽電

池の次世代ﾌﾟﾛｾｽ 

（Ｈ１６－１７ 
；PVTEC） 

多接合薄膜 Si 太陽

電池パネル 
、Si 製膜技術 

・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

28) 広帯域ｽﾍﾟｸﾄﾙ利

用型薄膜太陽電池 
（Ｈ１６－１７ 
；産総研他） 

多接合薄膜 Si 太陽

電池パネル 
、Si 製膜技術 

・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

29) CIS 系大粒径薄膜

太陽電池 
（Ｈ１６－１７ 
；東工大他） 

ＣＩＳ系薄膜セル

製膜技術 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

30) CIS 系多接合薄膜

太陽電池 
（Ｈ１６－１７ 
；青学大他） 

ＣＩＳ系薄膜セル

製膜技術 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

31) ﾜｲﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ CIS

系太陽電池 

（Ｈ１６－１７ 
；産総研他） 

ＣＩＳ系薄膜セル

製膜技術 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 
・奨励賞２件受賞 

32) 大面積・集積型

色素増感太陽電池 

（Ｈ１６－１７ 
；東京理科大他） 

住宅用色素増感太

陽電池パネル・シ

ステム 

・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

33) 光充電型色素増

感太陽電池 

（Ｈ１６－１７ 
；ペクセル他） 

色素増感フィルム

セル 
・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

34) 新型ヘテロ接合

結晶ｼﾘｺﾝ太陽電池 
（Ｈ１６－１７ 
；東工大） 

ヘテロ接合セル形

成技術 
・自主研究で継続中。 

35) 極薄型結晶太陽

電池のｵｰﾙﾄﾞﾗｲﾌﾟﾛｾｽ 

（Ｈ１６－１７ 
；三菱電機他） 

薄型多結晶ｼﾘｺﾝ太

陽電池パネル、放

電加工ｽﾗｲｽ装置 

・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

 94



36) 極薄型擬単結晶ｼ

ﾘｺﾝ太陽電池 

（Ｈ１６－１７ 
；豊田工大他） 

多結晶ｲﾝｺﾞｯﾄ成長

技術、結晶成長ｼﾐｭ

ﾚｰｼｮﾝ技術、ﾌﾟﾗｽﾞﾏ

ｽﾗｲｽ装置等 

・H18 年度からの未来技術研究につながった。 
・論文賞１件、奨励賞１件受賞 

37) 超薄型多結晶ｼﾘｺ

ﾝ太陽電池 
（Ｈ１６－１７ 
；東北大他） 

薄型多結晶ｼﾘｺﾝ太

陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ、多

結晶ｲﾝｺﾞｯﾄ成長技

術、放電加工ｽﾗｲｽ

装置、次世代ﾜｲﾔｰ

ｿｰｽﾗｲｽ装置 

・H18 年度からの未来技術研究につながった。 

38）自律度向上型太

陽光発電システム 
（Ｈ１６－１７ 
；PVTEC 他） 

住宅用 PV ｼｽﾃﾑ、

地域 PV コミュニ

ティｼｽﾃﾑ 

・将来のモデル住宅での実証に向けて、継続研究を検

討中 

39)次世代技術開発加

速支援（Ｈ１７ 
；産総研） 

民間企業のプレ量

産技術開発支援 
・試作ラインを未来技術研究等で活用中 

40) 新技術先導調査 

（Ｈ１７下 
；群馬大他） 

色素製造、色素増

感セル形成技術 
・ 自主研究、及び一部の研究テーマで H18 年度からの未

来技術研究につながった。 

・ 論文賞２件、ポスター賞５件、奨励賞２件受賞 

 
 
このように本事業は、波及効果として、関連分野への技術的波及、人材育成、及び学会賞

1 件、論文賞７件、ポスター賞 9 件、Young Researcher Award などの奨励賞８件の受賞

に寄与している。 
 
 

2．今後の展開 
 

本事業の実施により、平成 18 年度からスタートした次世代技術開発である「太陽光発

電システム未来技術研究開発」等の次期フェーズ研究開発に繋がったテーマは、25 件を数

える。今後、更なる高効率化、実用化を目指した研究開発を推進することにより、太陽光

発電システムの大量導入に貢献するものと考えられる。 
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