
参考資料１ 
 

事後評価の実施方法 

 

１． 評価の目的 

評価の目的は、 

(1)業務の高度化等の自己改革を促進する。 

(2)社会に対する説明責任を履行するとともに、経済・社会ニーズを取り込む。 

(3)評価結果を資源配分に反映させ、資源の重点化及び業務の効率化を促進する。 

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

成果の実用化可能性などについて評価する。 

 

２． 評価者 

事業の目的に即した専門家、有識者からなる評価委員会により評価を行うこととする。 

評価委員は、以下の事項に配慮しての選定することとされている。 

 (1) 当該研究開発の分野の知見を有する専門家 

 (2) 科学技術全般に知見のある専門家、有識者 

 (3) 産業界の専門家、有識者 

また評価に対する中立性確保の観点から事業の推進側関係者を専任対象から除外することとして

いる。以上に基づき、委員会名簿にある 5 名が選任された。委員会は、委託先の今後の実用化に

関する秘密情報を含むため非公開とした。なお評価事務局は、推進担当部である新エネルギー技

術開発部が担当した。 

 

３．評価対象 

平成１３年度から５カ年計画で進めてきた本事業において、実施した４０件の研究開発テーマ

に関して、テーマ毎に研究成果、実用化の見通しを評価するとともに、事業の制度全体に対する

評価を実施した。 

 

４．評価方法 

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

価コメント作成等の評価を行う。評価コメントにおいて表明された疑問点や事実と異なる可能性

のあるコメントに対しては、NEDO が実施者へ問い合わせ、得られた回答を評価委員に伝える。評

価コメント及び評点の修正については委員の判断に委ねる。また必要により実施者意見を参考資

料に添付する。委員会では、評価結果案に基づき、審議経過に記載の方法で評価を行う。後日、

最終評価結果を評価委員の承認を得て評価報告書として確定する。 

 

５．評価項目・評価基準 

 以下に示す評価項目・評価基準により、事業の制度全体、及び個別テーマについて、評価コメ

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

 

１．本事業の制度全体に関する評価 
1.1 総論 
（１）総合評価 
（２）今後に対する提言 

 

1.2 各論 
（１）事業の位置付け・必要性について

①ＮＥＤＯの事業としての妥当性 
・ 上位施策である「新エネルギー技術開発プログラム」の目標達成のために寄与し
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ているか。 
・ 民間活動のみでは改善できないものであること、又は公共性が高いことにより、

ＮＥＤＯの関与が必要とされる事業か。 
・ 当該事業を実施することによりもたらされる効果が、投じた予算との比較におい

て十分であるか。 
 

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

動向、国際貢献の可能性等から見て、事業の目的は妥当か。 
 

（２）研究開発マネジメントについて  

①研究開発目標の妥当性 

・内外の技術動向、市場動向等を踏まえて、戦略的な目標が設定されているか。 

・ 具体的かつ明確な開発目標を可能な限り定量的に設定しているか。 

・ 目標達成度を測定・判断するための適切な指標が設定されているか。 
 

②研究開発計画の妥当性 

・目標達成のために妥当なスケジュール、予算（各個別研究テーマ毎の配分を含む）

となっているか。 

・目標達成に必要な要素技術を取り上げているか。 

 

③研究開発実施者の事業体制の妥当性 

・適切な研究開発チーム構成での実施体制になっているか。 

・安易な業界横並び体制に陥ることなく、真に技術力と事業化能力を有する企業を実

施者として選定しているか。 

・目標達成及び効率的実施のために必要な体制となっているか。 

 

④情勢変化への対応等 

・進捗状況を常に把握し、社会・経済の情勢の変化及び政策・技術動向に機敏かつ適

切に対応しているか。 

・計画見直しの方針は一貫しているか（中途半端な計画見直しが研究方針の揺らぎと

なっていないか）。計画見直しを適切に実施しているか。 

 
（３）研究開発成果について  

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

いるか。 
 

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

③特許の取得 
 ・知的財産権等（特許、著作権等）は事業戦略に沿って適切に出願されているか。 
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・外国での積極的活用が想定される場合、外国の特許を取得するための国際出願が

適切にされているか。 
 

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

か。また、普及の見通しは立っているか。 
・一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 

（４）実用化の見通しについて  

①成果の実用化可能性 
・実用化イメージ・出口イメージが明確になっているか。 
・実用化イメージ・出口イメージに基づき、開発の各段階でマイルストーンを明確

にしているか。それを踏まえ、引き続き研究開発が行われる見通しは立っている

か。 
 ・実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっているか。 

 
②波及効果 
・成果は関連分野への技術的波及効果を期待できるものか。 
・事業の実施自体が当該分野の研究開発や人材育成等を促進するなどの波及効果を生

じているか。 
 

２．個別テーマの評価 

   （１）成果に関する評価 

①目標の達成度 

・ 成果は目標値をクリアしているか。 

・ 全体としての目標達成はどの程度か。 

・ 目標未達成の場合、目標達成までの課題を把握し、課題解決の方針が明確になって      

いるか。 

 
②成果の意義 

・ 成果は市場の拡大或いは市場の創造につながることが期待できるか。 

・ 成果は、世界初あるいは世界最高水準か。 

・ 成果は、新たな技術領域を開拓することが期待できるか。 

・ 投入された予算に見合った成果が得られているか。 

 

③特許等の取得 

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

・ 外国での積極的活用が想定される場合、外国の特許を取得するための国際出願が適  

切にされているか。 

 

④成果の普及 

・ 論文の発表は、研究内容を踏まえ適切に行われているか。 

・ 成果の受取手（活用・実用化の想定者）に対して、適切に成果を普及しているか。 

また、普及の見通しは立っているか。 

・ 一般に向けて広く情報発信をしているか。 

 

●研究開発成果の評価基準 

非常によい→Ａ、よい→Ｂ、概ね妥当→Ｃ、妥当とはいえない→Ｄ 
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（２）実用化の見通しに関する評価 

①成果の実用化可能性 

・ 実用化イメージ・出口イメージが明確になっているか。 

・ 実用化イメージ・出口イメージに基づき、開発の各段階でマイルストーンを明確に

しているか。それを踏まえ、引き続き研究開発が行われる見通しは立っているか。 

・ 実用化に向けて課題が明確になっているか。課題解決の方針が明確になっているか 

 

②波及効果 

・ 成果は関連分野への技術的波及効果等を期待できるものか。 

・ プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発や人材育成（教育）等を促進するな

どの波及効果を生じているか。 

 

 

 

 

 

●実用化の見通しの評価基準 

実現性のある実用化プランあり→Ａ 

明確な実用化イメージ、研究のマイルストーンあり→Ｂ 

概ね出口イメージ、見通しあり。または、見通しは不明であるが波及効果あり。→Ｃ 

見通しが不明、かつ波及効果なし→Ｄ 

 

（３）今後の研究開発の方向性等に関する提言 

・個別テーマ毎における今後の方向性等 

 

 

   

   研究開発成果、及び実用化の見通しについて、それぞれ４段階（Ａ＝３、Ｂ＝２、Ｃ＝１、Ｄ＝０）の

評価基準に基づき、各委員により個別テーマの評点付けを実施した。各委員の評点を平均化し、

研究開発成果、実用化の見通しの評点の和（重み付けはなし）を個別テーマの評点とした。この

数値が 3以上で合格、4以上で優秀とされている。 
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参考資料２ 
 

実施者意見 

 

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 

 
評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1)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。 

(1)本研究開発で実現できたナノ結晶シリコン薄膜におけるナ

ノ結晶領域の薄膜全体に占める体積比率は最大 0.8%でした。

体積比率増加には，ナノ結晶の気相合成量，基板への輸送効率，

付着効率の向上が課題であることが分かりました．本研究開発

終了後に行った NEDO の研究開発「広帯域スペクトル利用」に

おいて，これらの課題を解決することにより，ナノ結晶の体積

比率 70%を達成しました。「広帯域スペクトル利用」において

体積比率 0.2-70%の範囲の薄膜を作製する技術を確立いたし

ました．ナノ結晶領域とアモルファス領域の境界部分の結晶化

度としては，0.2-0.8%を本研究開発で得ました。本研究開発で

は a-Si に代わるトップセル材料としてナノ結晶シリコン薄膜

を開発しており，ボトムセルに用いられる 100%結晶薄膜とは

用途が異なるため，100%結晶薄膜との比較は行っておりませ

ん。 

 
 
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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1)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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)（Cat-CVD 北陸先端大）Cat-CVD 法による a-Si 膜を用いて

作られる太陽電池は、低い値のシャント抵抗が含まれ効率を下

げていることが見出されていました。その後の検討により、

Cat-CVD a-Si 膜は膜中の水素含有量が少なく緻密で硬く高品

質なことが逆に災いし、光閉じ込めのためのテクスチャー構造

上に堆積すると、堆積方向にクラックが入りやすいことがその

低いシャント抵抗発生の原因であるらしいことが分かってき

ました。現在のテクスチャー構造を採用する限り、水素含有量

が多く、多少膜特性を落としても（市販太陽電池で使用してい

る a-Si 膜の欠陥密度を我々が比較測定したところ、Cat-CVD

膜より 2 倍以上は欠陥密度が高かった。）柔軟な構造を持つ従

来膜の方が、シャント抵抗を下げず、効率が高くなることが分

かったのです。 

（KCN 阪大産研）半導体工場でＫＣＮ処理を用いることは、カ

リウム汚染の懸念から難しいことが分かりましたので、プロジ

ェクト終了前後にカリウム汚染が全く問題にならないＨＣＮ

水溶液処理を開発し、それを用いて種々のシリコン太陽電池の

特性を向上できることを見出しました。さらに、処理後のＨＣ
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(2)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。 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(3)製造技術としてのCat-CVDや

KCN 処理は、いまだ未知数。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎ水溶液を炭酸ガスと窒素に分解して無毒化する技術、さらに

メタンとアンモニア等の問題にならない物質から超高純度

HCN 水溶液を合成できる技術を開発しました。また、HCN 水溶

液を用いれば、欠陥消滅と同時に銅やニッケル等の金属汚染物

を除去できること等の新たな効用のあることも見出しました。

(2)本研究開発では５～10A/s と、従来法で高品質膜を作る時

よりも高い堆積速度で a-Si 膜を堆積していました。 

 

 

(3)（Cat-CVD 北陸先端大）Cat-CVD 法を太陽電池製作に適用す

る量産機の開発は大手装置メーカーにより継続して行われて

おり、すでに量産技術が確立しつつあります。そう遠くない

将来に量産装置として生産現場に導入されると思われます。 

（KCN 阪大産研）シアン処理の安全性が向上すると共にその用

途は広がり、現在、実用化に向けて数々の企業と共同研究を行

っております。6 インチ、8 インチウェーハを処理できる欠陥

消滅・洗浄装置をすでに開発し、半導体用超高純度の HCN 水溶

液の製造方法も確立する等、大量生産に対応できる基盤技術の

かなりの部分はすでに対応済みです。さらに、本年中にこれら

の半導体処理技術を基にして、ベンチャー企業を起業する予定

で、実用化が一層加速されると期待できます。 

 

 

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)林原生物化学研究

所、シャープ(株) 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1)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。 

(2)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。 

 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(3) 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。 

 

 

(1) (2) 本プロジェクトは、色素増感に関するはじめての NEDO

プロジェクトであり、当時の性能８％程度から、まずミニセル

で世界最高変換効率である 11％を達成することが大きな目的

であった。従って、研究計画には長期安定性試験の項目は入れ

ていない。実質 2年半という短い研究期間に性能も向上させ、

長期安定性も確保する研究開発を行うことは、時間的にとても

無理な話である。但し、室内での長期安定性、たとえば連続照

射 4000 時間以上の耐久性はあることは検証してある。長期安

定性・耐久性の確保の研究開発については、未来技術開発の中

で、プロジェクトが進行中である。 

 

(3) 上述したように、研究計画にはデバイス構造の検討や長期

安定性試験の項目は入れていない。短い研究期間に性能も向上

させ、デバイス構造も長期安定性も確保する研究開発を行うこ

とは、とても無理な話である。デバイス構造やセルのモジュー

ル化についての研究開発は、本プロジェクトの後継プロジェク

トである「大面積・集積化色素増感太陽電池技術の研究開発（実

質１年半）」で検討されており、直列 Z型構造や W型構造、並

列グリッド配線列型構造について検討されている。 
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③今後の研究開発の方向性など

に関する提言 

＜今後に対する提言＞ 

(4)高信頼性、長寿命化の研究開

発を推進していただきたい。 

従って、本プロジェクトは色素増感太陽電池の実用化の可能性

を見極めるための、基本性能を向上させる為のプロジェクトと

いっても過言ではなかった。 

 

(4) 現在、未来技術開発プロジェクトにおいて、色素増感太陽

電池の実用化を意識した、高信頼性、長寿命化の研究開発が進

行中である。 

 

 

7) 超高光閉じ込め型薄膜シリコン太陽電池の研究開発     

 

  旭硝子㈱ 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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？ 

 

 

 

 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(2) 社内で再考して再チャレン

ジして欲しい。 

(3)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。 

(1) 矩形テクスチャの製膜方法自体はめどが立ちつつあった

が、セル評価の結果、高ヘイズピラミッドテクスチャと比較し

て開放電圧、FF は変化しないものの、光閉じ込め効果が低下

するという結果が得られた。一方、光ＣＶＤ法で高ヘイズピラ

ミッド基板を用いて、電流が 12％向上した。また光閉じ込め

を最大にするピラミッドテクスチャ凹凸の最適値が光学シミ

ュレーションにより求められた。(2) 本研究開発では５～

10A/s と、従来法で高品質膜を作る時よりも高い堆積速度で

a-Si 膜を堆積していました。 

 

(2) (3) 微結晶シリコン薄膜太陽電池の性能向上のためにピ

ラミッドテクスチャの開発をすすめる。 

 

 

 

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 

 

  システム技研（株）、（独）産業技術総合研究所 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1)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 ある

(1)不純物濃度の現状は、1017～1018cm-3ある。混入不純物の主

な元素はC,O,その他金属である。ターゲット材を 3Nから 5N以

上に変更して製膜をしたが、大きな改善変化は得られていな

い。それ以外の除外すべきキャリア候補として、本材料の格子

欠陥、過剰原子による格子侵入が考えられ、その検討を進めた。

純粋なベータ鉄シリサイドを用いたフォトルミネッセンスの

検討の結果、明らかに本来のエネルギーバンド構造の中に、従
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解析考察が必要である。 来報告されていない準位による明確な発光が観測され、試料の

アニール効果の変化などからキャリアの要因について探索を

行っている。 

 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜その他の意見＞ 

(1) 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。 

 

 

 

 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(2) 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。 

(3)バラつき、歩留まりに難あり 

(1) 反射鏡なしの球状シリコン太陽電池の効率計算はバルク

型の太陽電池と同様、面積当たり（水平面）の出力より計算し

ています。即ち、直径１ｍｍの球の場合、垂直に１ｋW/ｍ２の

光を当て、その電気出力を断面積 0.7854mm2 で割って算出して

います。（そのため、下半分の面については発電に寄与してい

ません。）そして、集光板に実装した場合は、直径約２ｍｍの

ハニカム型５．３倍集光板における垂直光の受光面積に対する

発電量として算出しています。（この場合は集光板での反射に

より球の下部にも光が当たり、発電に寄与しています。） 

 

(2) (3) 確かに結晶品質バラツキの低減は重要課題であるが、

球品質の歩留まりは、当時より向上しており、選別は必要であ

るが、生産に支障のないレベルまで上がってきています。また

カナダのフォトワット社と技術提携する予定で、さらに品質向

上を目指します。 

 

 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

②実用化の見通しに関する評価 

＜肯定的意見＞ 

(1) 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。 

 

 

 

 

 

 

(1) n 形微結晶 3C-SiC については、導電率が非常に高いもの

が得られており、デバイス応用が可能です。しかし、現在のシ

リコン系薄膜太陽電池では、p側から光照射する構造となって

いるため、産業界からは p形への要望が強い状況となっており

ます。p 形については、ドーパンとの Al が水素で不活性化さ

れている問題がまだ解決されておらず、引き続き研究開発を進

めております。n形については、この膜の特質を生かしたデバ

イス構造の開発が必要と考えています。これらの課題に総合的

に取り組み、一定の技術レベルに達した時点で、関連企業との

連携を考えてまいります。 
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＜問題点・改善すべき点＞ 

(2)企業との連携が必要ではな

いか。 

(2) 同上です。 

 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

 

 

 

＜その他の意見＞ 

(2) 特許につながる研究開発が

必要 

 

 

 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(3) 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。 

 

 

 

(4)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。 

 

(1)本実験の出力測定のように両面から同時に受光する 2sun

であるから変換効率 20%と表現するのは、ご指摘の通り正確で

はありません。従来の CIGS 太陽電池では、裏面電極に金属 Mo

を用いていたため、片面でしか発電できませんでしたが両面発

電可能とすることで特に雪国などでは発電量が大幅に増加し、

ワット当たりコストを低減できる可能性があります。しかし現

在定義された評価法が存在しないため、数値比較を行うために

本評価によることといたしました。 

(2)評価委員のご意見のとおりプロジェクトの成果を特許につ

なげることは重要と考えています。今回の水蒸気照射効果につ

いては、当研究グループが太陽電池の作製を始める前、平成１

２年頃に既に国内・国際特許の申請をすましていたために本プ

ロジェクトの成果とはなりませんでした。しかし、今後この特

許に関連する周辺特許を抑えていきたいと考えています。 

 

(3)今回の水蒸気照射効果は、蒸着法だけでなくセレン化法に

おいても有効な方法であると考えており、セレン化法を用いて

量産化を目指している企業からの協力要請があれば積極的に

応えていきたいと考えています。一方、当研究グループにおい

ては、今回のプロジェクトの成果（蒸着法）をベースにした量

産化技術の開発を企業との共同研究で進めています。ベンチャ

ー起業も視野に入れながら事業化への検討を行っています。 

 

(4)今回のプロジェクトで実現した禁制帯幅1.3eVのCIGS太陽

電池においては、プロジェクト開始時に世界的にも最高効率は

12-13%でした。本プロジェクトにおいて、3 年以内に 18%を超

えるまでの高効率化を実現しました。この成果は各種の国際会

議において招待講演をうけるなど世界的に高い評価を受けた

革新的な成果と考えています。一方、Fe 系の化合物において

は、不純物の問題があったが独自の高純度化技術を開発して世

界で初めて太陽電池動作まで確認しました。その成果を受け、

プロジェクト終了後も Fe 系太陽電池の研究を継続して行って

います。 

 

 

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 
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評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜その他の意見＞ 

(2)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。 

 

(1) イオン液体をヨウ素・ヨウ化物イオンレドックス電解質の

溶媒とする場合、粘度が高いためにナノ空孔に完全な充満に欠

けると思われる。これは、酸化チタンに注入された電子の再結

合サイトとして、「開放電圧、光電流の低下をもたらす」と考

えられる。また導電性ガラスの FTO と酸化チタン層の間に充満

したヨウ素・ヨウ化物イオンレドックス電解質は、レドックス

対との再結合サイトになる可能性が高い。電子は量子であり、

エネルギー的に制御する必要がある。現在、イオン液体もしく

は固体系増感太陽電池の１０％変換効率を目指して、研究を継

続し、ブロッキング層として、TiO2 あるいは、チタン金属、

望ましくは酸化ニオブ(Nb2O5)の FTO 表面へのナノ膜厚のスパ

ッタリング蒸着で、開放電圧と短絡電流の向上に成功してい

る。添付 ppt を参考ください（依然変換効率が低いと思われま

すが、酸化チタン電極の膜厚、空隙等の最適化を排除している

ためです）。さらに、イオンゲル充填・固体化に適した多孔質

の酸化チタン電極開発も継続している。 

 

(2) 現在、DSC の研究・開発は、変換効率の高いことのみで実

用化の可否があるのではなく、「費用効果にすぐれ、耐久性に

秀でた高効率 DSC の実用化」を議論しつつ、本研究の成果に基

づきつつ、NEDO 支援の研究を継続している。シリコン太陽電

池の開発研究では、変換効率の向上が実用化のスケールとして

論じてきたが、極めて低コストで生産可能な DSC 太陽電池技術

は、変換効率とともに、耐用性の保証が一番の課題です。イオ

ンゲル DSC はフジクラが大型モジュールを作製し、この時点で

の製品化を実施中です。しかし、阪大グループでは、この成果

を分析し、イオンゲル電解質、あるいは、非ヨウ素系固体 DSC

の実用化を可能とする新規増感色素の開発にも焦点を絞り、

NEDO 支援の研究を継続しています。グループの達成した成果

は、実用化の議論をグループ内で活性化したことは事実です。

 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

②実用化の見通しに関する評価 

＜その他の意見＞ 

(1) 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。 

(1) 国内でもシャープが集光システムの出荷を開始しており、

大同特殊鋼もパイロットシステムを出荷しつつあり、集光方式

は結晶 Si、薄膜に次いで大きな貢献が期待できます。 

 

 

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 
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  (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 

 
評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜その他の意見＞ 

(1) 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 

＜その他の意見＞ 

(2) 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。 

 

(3) 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。 

(1) (2) 中越地震の影響だけとは言えませんが、主装置である

アニール室付き同時スパッタ装置に数々の不具合が連続して

発生し、連続 1 ヶ月での運転ができず、更に、2 年の間に、3

度の移設・据え付け工事を行っており、安定な定常運転に入る

のに極めて多くの時間が必要となったため、パラメータの最適

化が十分に行われなかったのが実情です。 

 

 

 

 

 

(3) 材料探索の視点から、基礎的物性の把握を中心とした研究

を行う予定です。 

 

 
 

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 

 
評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

(2)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。 

 

(3) 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。 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(4) 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。 

(1) (2)新プロセスとして変換効率 0%からの出発であったた

め、当初、効率を出すことを優先させました。ご指摘の通り基

礎物性評価が足りないと感じており、現在、低温フォトルミネ

ッセンス測定等に取り組んでいます。その結果，単結晶膜に匹

敵する励起子発光が観測されるサンプルもあり、メカノケミカ

ルプロセスにより作製した膜は極めて結晶性に優れているこ

とが明らかに成りつつあります。従ってセル化プロセス、特に

スクリーン印刷による薄膜化プロセスが高効率化に取って鍵

と考えています。 

 

 

 

 

 

(3)革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発で得られた

知見を元に、スクリーン印刷による薄膜化プロセスに重点をお

いて、引き続いて高効率化に取り組んでいます。 

 

(4)(5)(6) ご指摘のように基礎研究が十分ではないので、プロ

セス技術・材料解析技術・デバイス化技術を組み合わせて、効

率よく研究開発を推進し、早急に実用化の見えるところまで持

って行きたいと考えています。 
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(5)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。 

(6)ff の改善が必要。 

 

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＞ 

(7)高効率化に向け、更なる基礎

検討の推進を期待する 

 

 

 

 

(7) 基礎的検討を行いながら、新開発のプロセスを早期に確立

したいと思っています。 

 
 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

 

 

 

 

(2) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(3) このままでは、マーケット

が見出せないのではないか。 

 

(1) 製造コストに関しては、シリコン製膜を低コスト化するこ

とが最も効果的だと考えており、良質なシリコン薄膜の連続高

速製膜方法を開発中である。セル化に関しても、連続高速プロ

セスを想定しており、それを実現することでセルを安価に製造

できると考えている。モジュール化については、通信用途で使

われている多芯（2000 芯以上）ファイバ整列の技術を応用し、

連続プロセスで整列させたファイバセル群を、配線を設けたフ

ィルムによりラミネートすることで低コスト化を図る。これら

の技術を総合的に実現することで、安価な太陽電池モジュール

が実現できると考えている。 

 

(2)これまでの開発の中で単一反応炉中の製膜速度が従来と比

べて２桁程度大きいことが確認できた。本プロセスの特徴とし

て、工程中に反応炉を複数直列設置することで製膜速度をさら

に向上することが可能である。確かに基板一本当たりの幅は小

さいが、実証した製膜速度により、従来の平板基板と同等かそ

れ以上の面積換算でのスループットが達成できると試算して

いる。また本研究で開発した装置は常圧プロセス装置であり、

局所プロセスであることから装置サイズ（占有面積）は非常に

小さくできる。したがって従来の真空プロセス装置と比較して

製造装置が非常に安価であり、同様の装置を複数台用いること

で単位投資額に対する基板のスループットをさらに向上させ

ることができる。 

 

(3) 現状では結晶シリコン太陽電池並みの変換効率を早期に

達成することはハードルが高いと考えている。そこでまずは中

間目標として、薄膜シリコンのメリットを活かし、軽量・フレ

キシブル太陽電池が求められるセンサー駆動用、モバイル発電

用などの分野を目指す。その後さらに変換効率の改良を進める

ことで、最終的には結晶シリコン太陽電池代替とすることを考

えている。 
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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） 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 個々の単粒セルの効率分布

なども評価すべき。 

 

(2) 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）。 

 

(3) 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＞ 

(4) 発表論文がほしい。 

 

(5) 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 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(6) 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。 

(7) 歩留まりの改善 

＜その他の意見＞ 

(8) 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、一方向凝固など凝固

過程で不純物除去がなされる

(1) 単粒セルの効率分布などについて、今回の成果資料には記

載しておりませんが、富士機械製造(株)で単セル効率のバラツ

キ評価を行っておりました。また H17 年度、ジャパンゴアテッ

クス（株）の成果報告書には、ライフタイム分布と単セル効率

の関係を示しております。 

 

(2)(4)特許出願の関係もあり、研究期間中に発表論文はありま

せんでしたが、終了後に 3篇の論文を投稿しています。また、

予定も含めて国際会議 4件、国内学会 8件の発表があります。

このように、積極的に論文投稿や学会発表を行っており、学界

での議論を通じて研究成果の質の向上に努めております。 

 

(3) 粒状シリコンの品質劣化の要因は、過冷却状態からの急冷

により転位と欠陥が多く発生することです。このことを抑止す

るために、種結晶の供給により過冷却度の低減を図ることに成

功致しました。また、ライフタイムならびにフォトルミネセン

スが転位や欠陥と相関があることを見出し、これらの評価を通

じて非破壊かつ高速に品質の悪い粒状シリコンを排除する技

術を確立しようとしております。 

 

(5)現状でのトップデータ(11.3％)も、セルの直列抵抗が高い

などの問題点が確認されており、その原因の究明も進んでおり

ます。一方単粒のトップデータは外部の情報として 13.8％と

いう数値もあります。従って品質の良いシリコン粒を集めるこ

とといくつかの改善点を組み合わせることで 12～13％のモジ

ュール性能は得られるものと思われます。 

 

 

(6) 富士機械製造(株)から研究を H17 年 7 月に引きつぎ、セル

化プロセスの改良を現在も行っております。その結果、引き継

ぐ前よりも材料コストだけで１２％程度下がる可能性を見い

だしました。またニッチな用途も含めて、鋭意開発を進めてお

ります。 

 

(7) 過冷却低減のための種結晶供給位置の制御により、ライフ

タイムが 2 μs 以上の高品質粒の割合を従来の 10%程度から

60%程度にまで高めて、粒状シリコン製造過程での歩留まり向

上に一定の指針を示すことができました。 

 

(8) 粒状シリコンの作製には規格外品等の不純物濃度が高い

原料が多い上に、落下法では一方向凝固では成長しませんので

不純物の析出は期待できません。そこで、ゲッタリングや再溶
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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＞ 

(9) クリーンベンチャー21 との

区別が明確でない。※ 

融、アニール等の後処理により不純物を低減させることを試み

ています。 

 

 

(9)今後の研究開発の方向性に関して、CV21 の金属エンボス基

板の反射集光に比べ、プラスチック基板上でのレンズ主体の集

光構造であることや、球の一括保持によるアッセンブル法であ

ることなど構造や素材が異なります。また、小電力用途への展

開では弊社の考えている構造は CV21 とまったく異なった方向

性をもっており、太陽電池の既存市場（屋根上発電）以外の市

場を開拓し、太陽電池を日常生活により近いものにすることも

考えております。 

 

※NEDO 注記： クリーンベンチャー21 の NEDO 研究は、球作りが主体で、セル化は自社研究で
あった。一方、富士機械製造は、球作りは自社研究で、球のアッセンブリーなどセル化が NEDO 研

究であった。また H17 年度 7 月から引き継いだ産総研は、球作りを、ジャパンゴアテックスはセ

ル化の研究を実施した。 

 

 

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㈱ 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜その他の意見＞ 

(1) 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。 

(1) 水溶液法では、超純水と特級試薬を用いて製膜水溶液を作

成すると共に、平衡に近い製膜条件を採用することによって、

不純物の低減を図っています。 

 

 

 

24) 窒化インジウム系薄膜太陽電池の研究開発 

 

  福井大学 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

(2)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。 

(1)(2) 今後の研究の進め方として、タンデム太陽電池の最上

層になる In 組成 0.3～0.4 の InGaN 太陽電池のように、現状の

技術で実現できそうな部分については太陽電池としての研究

開発を進める一方、InN および In リッチ InGaN など未開拓の

領域では半導体材料としての基本技術の確立を中心に検討す

るなど、二者を並列的に進めることが実用化には重要だと考え

ています。 

 
 

25) 高開放電圧ヘテロ接合薄膜シリコン太陽電池 
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  岐阜大学 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

 

(2) 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。 

 

 

 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(3) 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。 

 

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＞ 

(4) 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。 

(1) 本テーマでは微結晶 3C-SiC:H 薄膜をシリコン系薄膜太陽

電池に初めて適用するにあたり、微結晶 3C-SiC:H 薄膜がワイ

ドギャップ材料かつ微結晶材料である点に注目して、はじめに

高開放電圧なシリコン系薄膜太陽電池の実現に主眼を置いた

研究を進めてきた次第です。なお現在、高開放電圧化に加え、

高効率な太陽電池の実現に向けた研究の準備を進めておりま

す。 

(2) 現在、ご指摘の事項も踏まえて 

1) Cat-CVD 法に代えてプラズマ CVD 法(60MHz)による微結晶

3C-SiC:H 薄膜の製膜 

2) 膜への不純物混入を抑止するため、排気しながらの製膜 

等の準備を進めております。 

 

(3) 実用化への糸口を探るため、上記 1) 、2) により製膜を

行い、その基礎的物性 (構造、光学的特性および電気的特性等) 

を詳しく調べる予定です。その上で薄膜太陽電池への適用を試

み、高性能な太陽電池の実現を目指します。 

 

 

(4) ご指摘のとおり産業界への技術移転を容易にするために

も、Cat-CVD 法に代えてプラズマ CVD 法による微結晶 3C-SiC:H

薄膜の製膜、および、それを用いたシリコン系薄膜太陽電池の

作製の準備を進めております。 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 
 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜その他の意見＞ 

(1) 現在、基板表面付近での製膜反応機構について研究を進め
ております。具体的には OES(Optical Emission Spectrometer)

による Si*及び SiH*の強度測定、或は電子密度、電子温度等の

プラズマ測定を行い、成膜速度、膜質との相関関係を調べてお

り、随時太陽電池単セル評価で判断をしております。現時点で

は未だ十分な特性は得られておりませんが、装置改善も含めて

鋭意努力を進めてまいります。 
 

(2) 製膜方法の基礎検討とセルでの実証を繰り返し、高効率太
陽電池の実現に全力で取り組んでまいります。 
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(2) 再度、研究の狙いを整理し

て、堅実な積み上げが必要。 

 

 

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］ 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

(1) 本先導研究では各研究機関がそれぞれの特徴を生かし、薄

膜シリコン太陽電池の高効率化、低コスト化に対する技術課題

について分担して研究を実施した。したがって、本研究期間内

では、各研究機関での情報交換で研究を進めた。三洋電機(株)、

(株)カネカでは、超高スループット製膜技術と、高効率化が狙

える要素技術開発について分担して研究を実施した。上記の評

価のように超高スループット製膜技術で顕著な成果を得たが、

高効率化要素技術に関しては㈱カネカがトップセルを、三洋電

機㈱がボトムセルの高品質化に取り組んだ結果、トップセルと

しては電圧１Vが、またボトムセルの高品質化を達成と大きな

成果を得た。北陸先端科学技術大学院大学は、三洋電機㈱、㈱

カネカとは別に、より挑戦的な課題に対し独自の手法を用いて

研究を行った。成果として、瞬間熱処理による微結晶シリコン

膜形成の有効性、その膜中の欠陥を高圧水蒸気処理により除去

する手法の有効性を明らかにした。 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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）。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 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

(1) 本事業の成果は、産総研が主体として各機関と研究協力を

行うことで得られたものである。たとえば、名古屋大学にとっ

ては、２メートルもの大型装置で大量のシランガスを用いる研

究は不可能であり、それを産総研で実施できたことは大変大き

なメリットである。また、その装置を共有して三菱重工がリニ

ア型 VHF プラズマの実験を行えたことも集中研方式の実施メ

リットといえる。ナノ結晶 Si や微結晶 Si、微結晶 SiGe に関

する研究打ち合わせや膜質評価・セル試作を各研究機関で連携

して行えたことは重要なポイントであり、このような体制なし

では、超高速微結晶 Si セルなどの研究成果は成しえなかった

ものである。本事業で得られた成果や新しい知見は未来技術プ

ロジェクトに引き継がれ、現在、多接合セルの高効率化・高生

産性化に向けた本格研究に展開されている。 

(2) 大面積製膜装置（長尺マイクロ波プラズマ、高密度リモー

トプラズマ）の開発では、小型装置を用いた膜質改善の実証試

験も並行して行っており、作製した試料の評価を産総研で行う

など、膜質改善への研究協力を行ってきた経緯がある。小型装
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究との関連や協力関係を明確に

示す必要がある。 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(3) 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。 

置の実験で得られた膜質高品質化技術は大面積製膜装置の開

発に必要不可欠である。 

 

(3) 高速製膜（1nm/s）微結晶 SiGe セルでは欠陥の低減により、

また、Si/Ge 超格子セルの試作では Ge 層の極薄化により微結

晶 Si を上回る赤外感度が実証できている。さらに、リニア型

VHF プラズマ CVD による微結晶 Si セルの作製においては、

13.5nm/s というこれまで未踏の超高速製膜領域で 5.3%の変換

効率が達成された。 

 

 

29) CIS 系大粒径薄膜太陽電池 

 

  東京工業大学、龍谷大学 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1)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。 

(2)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。 

(1)(2) 2 年間の研究期間でなので期間内は溶融技術を開発す

るのに注力しました。研究終了後、太陽電池の作製を試みてい

ます。その結果、真空中においてCu(InGa)Se2薄膜が溶融・大

粒径化が起こる温度範囲ではIn-Se系化合物の脱離が起こり、

変換効率の低い太陽電池が得られました。このIn-Se系化合物

が不安定であるという知見は、未来技術の「アクティブソース」

への提案に繋がっています。また、溶融が起こらない温度範囲

の処理において、太陽電池特性は処理前後でほとんど変化しま

せんでした。そこで現在、この技術がCu(InGa)Se2薄膜製膜後

の後処理(表面層ドーピング、表面欠陥密度低減)に適用可能か

どうか検討を行っています。 

 

 

30) CIS 系多接合薄膜太陽電池 

 

  青山学院大学、東京工業大学 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜その他の意見＞ 

(1) 特許申請につながる技術

は？ 

(1) 本研究で開発した新技術の中で、従来よりも高品質な

CIGS 薄膜を形成可能なレーザーアシスト（LAD）堆積法につい

て特許申請を予定しています。 

 
 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜その他の意見＞ 

(1) 特許なし？ 

(1) 今回の水蒸気照射効果については、当研究グループが太陽

電池の作製を始める前、平成１２年頃に既に国内・国際特許の

申請をすましていたために本プロジェクトの成果とはなりま
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(2) 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 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(3) CGS に対して、質の向上を図

るブレイクスルーが欲しい。 

(4) 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。 

 

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＞ 

(5) 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。 

せんでしたが、今後この特許に関連する周辺特許を抑えていき

たいと考えています。 

 

(2) 青板ガラスから CIGS 光吸収層に拡散する Na と、CIGS 膜

中の酸素濃度の間に因果関係があり、Na が触媒的な働きをし

て、酸化を促進するためと考えられています。今回の場合も水

蒸気照射によって CIGS 膜中の酸素濃度が増加し、Na の拡散も

連動したためと考えていますが、詳細なメカニズムに関しては

現在検討中です。 

 

(3)(4) CGS や高 Ga 濃度の CIGS の高効率化に必要な技術的な

指針を明確にするためには、基礎的かつ先進的な物性評価を行

う研究機関とセルプロセスを行う機関との密接な連携による

研究開発が不可欠であると我々も認識しています。 

 

 

 

 

(5) 現在のところ水蒸気照射による真空、排気系のトラブルは

生じていません。使用する水蒸気量も少なく、また酸化耐性の

強い真空材料も開発されています。製造に向けては、今回のプ

ロジェクトの成果（蒸着法）をベースにした量産化技術の開発

をベンチャー起業も視野に入れながら企業との共同研究で事

業化への検討を行っています。 

 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)「小面積から大面積への移行は、大きなブレークするーが

無くても可能」について、「高性能を保ったまま大面積化は容

易ではない」と考えており、研究開発を行って検証していく必

要がある。 

「抜本的に変換効率を向上させる技術開発が遅れている。」に

ついて、本プロジェクトは、色素増感太陽電池の高性能化を狙

った NEDO プロジェクト「高性能色素増感太陽電池技術の研究

開発」の後継プロジェクトである。前プロジェクトで 10-11%

を達成し、次に重要な課題として「大面積化・集積型セル」の

製作技術が重要課題と考えられ、スタートしたプロジェクトで

ある。従って、高性能化を狙ったプロジェクトではない。実質

1年半の期間に大面積化・集積型技術と、更なる高性能化の技

術開発を行うことは無理と考えられる。ただし、評価委員のご

指摘のように、色素増感太陽電池の 15%程度までの高性能化

は、経済性の高い太陽電池としての色素増感太陽電池の実用化

 221



 

 

 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(2) 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＞ 

(3) 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。 

には、必須であり、高性能化に専念した研究開発が必要と考え

る。 

 

(2) 「面積が大きいほど変換効率は大幅に減少しており」は誤

解と考える。5mm 角、変換効率 10%の性能が 10cm 角、変換効率

8.4%を達成している。「実用化はまだまだという印象」の正当

性については、現在進行中である「未来技術プロジェクト」の

色素増感太陽電池の JIS 規格に対応した耐久性の検討結果次

第である。PV2030 では 2025 年くらいの実用化設定となってい

るが、実用化時期は、それよりもかなり早まるものと考えられ

る。 

(3) 「実用化を議論できる情報は提供されていない。」につい

て、本プロジェクトは、色素増感太陽電池の初めての大面積

化・集積化技術のプロジェクトであり、その主旨は 5mm 角の色

素増感太陽電池を 30cm 角程度までの拡大する時の技術的問題

点を把握することにあった。実質 1年半のプロジェクトで、耐

久性・長期安定性の検討を主旨としない本プロジェクトに、真

の実用化を議論できる情報の提供を求めるのは無理と考える。

現在進行中の未来開発プロジェクトにおいて、色素増感太陽電

池の耐久性が大きな主題として検討されており、未来プロジェ

クト終了時には、真の実用化を議論できる情報が提供されるも

のと考える。 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

(1) 本研究事業は、光で直接蓄電のできる薄型素子「光キャパ

シタ（Photocapacitor）」の高性能化を目的とするものです。

光キャパシタは、ご指摘のような、色素増感セルとキャパシタ

を並べて結合したものではなく、色素増感電極と蓄電層が単一

セルのなかで機能的に結合した新型素子で、光発電と蓄電を配

線でつなげたものとは異なります。当初、2004 年に発明した

光キャパシタ（申請者らが命名した素子）は、発電層と蓄電層

が層状で積層された２電極構造で、厚さ１ｍｍの素子内に、「光

によって」蓄電を行います。この素子の発明は、2005 年度の

米国、Scientific Americam 誌が、企業と個人を含めて「世界

の 50 の技術」のなかに選ばれ、現在 Photocapacitor の検索で

は 1000 件近くがヒットし、日本発の新エネルギー素子として

海外でも多くの追試研究が展開されています。 

NEDO プロジェクトは、この素子の構造を 3 電極式に改良し、

発電層と蓄電層を別々に最適化し、これらを接合することによ

って、開発当初の 10 倍以上の高性能化を果たしました。また、

東京大学との共同プロジェクトとして、蓄電層に酸化還元系

（キャパシタでない二次電池の機能）を用いる性能開発も行い

ました。このプロジェクトの成果は、本年度からは、JST の革

 222



新技術開発研究事業によって革新性が認められて採択され、さ

らなる高性能化とモジュール化の開発を進めています。この素

子のオリジナリティーは、Applied Physics Letters などの高

いレベルの学術雑誌に採択されていること、また、日本、米国、

EP、オーストラリアで、弊社ペクセルが行った網羅的特許出願

のほとんどが、現在成立する動きであることから、ご理解いた

だけると思います。 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(2) 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？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜その他の意見＞ 

(3) 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。 

(1) 放電加工は再現性が極めて高い加工法と考えていますが、

本方法の実用化を図る過程では、繰り返し成功率についても検

討したいと考えます。 

 

 

 

 

 

 

(2) 低温オゾン酸化自体は公知の技術ですが、太陽電池への適

用検討はオリジナルです。（報告例無し）。また、当社は高濃

度オゾン発生技術そのものに関して、オリジナル技術を多数保

有しております。また、その他のオリジナル技術は、以下の通

りです。 

・高周波加工電源の開発と電源波形の最適化（p.1、28行め）

 シリコンスライスのための電源波形最適化 

・ダメージ層除去プロセス（p.2、7行め） 

 マイクロサンドブラストを用いた放電スライス特有のダメ

ージ層の除去プロセス 

・Cuナノマスクインクを用いたRIEテクスチャー（p.2、11行め）

 インクジェットによるCuナノマスクインクの塗布と本マス

クとRIEを用いた低反射テクスチャーの形成方法。 

 

(3) 本方法の実用化を図るためには、歩留りを含めた多くの検

討が必要と考えています。本研究は、従来不可能であった太陽

電池用シリコンの放電による非接触加工を可能ならしめ、これ

により極薄型ウエハーのスライスに成功したもので、極薄型ウ

エハーの実現に対する非接触加工の原理的な優位性と実用化

への展望を示したものと考えます。 

 

 

36) 極薄型擬単結晶シリコン太陽電池の研究開発 
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  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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) インゴットの成長は、スケ
ールアップが課題。 
 

(2) 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。※ 

(1) 本テーマで開発した結晶成長法は、トップヒーターが存在
し、かつヒーター（或いは坩堝）が移動可能な結晶成長炉であ

れば、原理的にスケールアップは問題無く実施出来ると考えて

いる。 
 
(2) 今回の研究開発は次世代につながる革新的な技術への取
り組み行っており、各項目でその可能性について見出せてお

り、成果が得られたものと考えている。また、今後の研究開発

の重要度および進展状況を考慮して、研究開発項目の重点化を

はかる予定である。 

 
※ 実施者意見に対する委員コメント：評価コメントの趣旨は、各項目については論文も多く

成果はあるが、全体として、太陽電池として、どう役立つ成果になるかが見えないという

ことである。 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

 

 

 

 

 

 

(2)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説明

が必要。 

 

 

 

 

(1) これまでは研究所や大学で優れた要素技術を開発しても、

対応可能な基板サイズが数 cm 角程度と小さいことにより、基

板サイズの大型化によって発生する問題の抽出が難しく、産業

界への移転には多大な時間を要するという問題がありました。

今回、基板サイズを 30 cm 角と大型化することにより、要素技

術の実用化可能性の可否を短時間で判断可能となり、産業界へ

の技術移転を大幅に加速することができるようになりました。

また、企業サイドで実用化が始まっているフレキシブル太陽電

池は薄膜シリコンを発電層としているため、300 ℃以下の低い

基板温度でしか使用できないポリマー基板が用いられていま

す。本研究では、化合物薄膜太陽電池にも対応可能なように

500 ℃以上の高い基板温度でも使用可能な金属箔フレキシブ

ル基板を対象としています。 

 

(2) 本研究では、各種薄膜太陽電池のうち、実用化も一部で開

始されている太陽電池の技術開発を加速させることを目的と

しており、変換効率向上のための 3接合化等が普及加速のため

に喫緊の課題となっている薄膜シリコン系多接合太陽電池を

ターゲットとしました。さらに本研究では、薄膜系太陽電池の

中で最も効率が高く、今後の飛躍的進展が期待されている化合

物薄膜太陽電池用の基板開発もターゲットとしました。 
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＜その他の意見＞ 
(3) プレス等で発表する必要が
あるのでは？ 

(4) 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 

＜その他の意見＞ 

(5) 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。 

(6) 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。 
 

(3) (4) 本試作ラインの構築につきましては、委託先の成果報

告会や展示会への出展等で広く発表させて頂いておりますと

ともに、このような広報活動もきっかけとなって、NEDO 太陽

光発電システム未来技術研究開発の枠組みの中で一部の民間

企業とは本試作ラインを用いた共同研究を実施しています。 

 

 

 

(5) 薄膜シリコン太陽電池の次世代技術開発を目的として、微

結晶シリコンゲルマニウムを用いた 3接合太陽電池（目標値：

安定化効率 16%以上）、マルチホローカソードを用いた高品質

微結晶シリコン膜の高速堆積技術（目標値：欠陥密度 2×1016

cm-3以下で堆積速度 10 nm/s以上）、フッ素ラジカルを用いたチ

ャンバークリーニング技術（目標値：クリーニング速度 20 nm/s

以上）等の技術開発を実施致します。 

 

(6) 運転要員や運転コストについては委託先で調達するとと

もに、NEDO プロジェクトや民間企業あるいは大学等との共同

研究に本共用施設を広く開放し、その段階で運転要員や運転コ

ストも拡充していく予定です。 

 

 

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 

 

評価コメント 評価に対する実施者意見 

① 成果に関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(1) 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)（40-6．名古屋大学、大阪大学）本研究課題で提案した研

究テーマは、半導体ナノ粒子増感太陽電池の高効率化を達成す

る上で、必要不可欠な内容となっている。研究の最終段階では、

推進したテーマを統合した結果、太陽電池の量子収率（IPCE）

が 70%以上に達する優れた成果を挙げることができた。また、

今後の電池効率 15%達成に向けた指針を示すことができた。研

究期間が僅か 6ヶ月ほどしかなく、測定装置も十分には揃って

いない研究環境下では、最大限の成果を達成したと自負する。

一方、これらの成果を踏まえた上で、今後効率の更なる向上を

目指す内容に的を絞り、テーマを立案することが重要である点

に関して同意する。 

 

（40-7．信州大学）H17 年度における色素増感太陽電池の高効

率化へ向けた先導調査において、３種類のタンデム構造の有効

性と、変換効率 15%達成の為に必要な材料と構造の条件を見い

だした。またその条件を達成するために解決しなければならな

い各材料の問題点と試作したセルにおける構造の問題点を明
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②実用化の見通しに関する評価 

＜問題点・改善すべき点＞ 

(2) どのテーマも長期的な展望

での対応が必要。 

らかし、今後の開発方針を具体的に提案した。 

 

（40-10．京都大学）色素増感太陽電池の変換効率には、電圧、

電流、フィルファクターのそれぞれを向上させることが求めら

れており、このうち、電流とフィルファクターについては、近

年大幅に改善されている。一方、光起電圧については、1990

年代初頭に高性能な DSSC について報告された以降、0.8V 程度

でほぼ頭打ちの状態になっている。これは、電極材料に酸化チ

タン、電解質に要素溶液を用いる電池構成が広く採用され、こ

れらを凌駕する他の適当な材料がないためと思われる。本調査

研究では、チタニアの代替として、アナタース型結晶構造中に

ヘテロ元素を取り込んだ“修飾チタニア”を有機溶媒中でのオ

ートクレーブ処理（ソルボサーマル法）により新規に合成し、

これを電極材として用いた DSSC の光起電圧の向上を検討し

た。種々の検討の結果、増感色素としてルテニウム錯体系色素

N3TBA（N719）を用いた場合、通常のチタニアに比べ、Mg 修飾

チタニアを用いた場合、0.06 V 程度の電圧向上が認めら、ま

た、増感色素にシアノアクリル酸系有機色素を用いると 0.85 V

という非常に高い光起電圧が得られることが認められた。Mg

修飾チタニアは、通常のチタニアに比べ、吸収端が 20 nm 程度

短波長側にシフト（エネルギーとしては 0.2 eV 程度）してお

り、電極材の伝導帯準位がシフトしたことが電圧の向上に寄与

したと考えられた。本研究では、ソルボサーマル法によりチタ

ニア結晶構造中にヘテロ元素を導入でき、生成物のバンド構造

が制御できることを実験的に示すことができ、大きな進展であ

ると考えられる。 

 

（40-11．新日本石油㈱）太陽電池の低コスト化を可能とする

技術の芽を見出すことを目的に、チャレンジングではあるが、

目標達成時に大きな効果が期待できるテーマを選定し、精査し

た。具体的には、色素増感太陽電池用の高性能な光電極を得る

ために、新規酸化チタンナノチューブを電気泳動法で配向制御

することである。調査研究期間内で、十分な目標達成には至ら

なかったが、従来の酸化チタンナノ粒子の性能を上回る可能性

を示唆する結果が得られた。また、一方では、酸化チタンナノ

チューブの配向性や酸化チタン層の緻密化など、改善すべき課

題が多いことも明確になった。これらの知見は、酸化チタンナ

ノチューブを用いて高性能な太陽電池を実現するための基盤

技術を与えるものであり、短期間ではあるが、調査研究として

の成果を挙げることができたと考える。 

 

(2)（40-6．名古屋大学、大阪大学）本研究テーマで、半導体

ナノ粒子が増感色素の役割を果たし、高効率太陽電池の構築が

可能であることを証明した。特に、ナノ粒子を用いれば、増感

過程が 10 分程度と速く、しかもポテンシャルチューニングが

容易であることから光電流量を自由に制御可能である。このこ

とからナノ粒子太陽電池の効率向上に必要とされる時間は、有

機色素を用いる太陽電池と比較して劇的に少なくすることが
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可能であり、研究効率も格段に向上すると予想される。このこ

とから短期的な研究においても非常に有望な課題であると確

信する。 

 

（40-7．信州大学）現在 H17 の調査結果をもとに、半導体、色

素、電解液、構造別に具体的な開発テーマを設定し、開発を進

めている。現在までに長波長光を利用するために必要な半導体

電極の作製と、光を有効利用しかつ発電した電子を効率よく取

り出すための構造に必要な新規透明導電膜の作製に成功した。

また有機色素に有効な電解液組成を見つけ、ほぼ計画通りに進

んでいる。 

 

（40-11．新日本石油㈱）本テーマの目標を達成したときの効

果は大きいと考える。しかし、調査研究を行った結果、直近の

実用化を見通せる技術レベルではないことが分かった。今後

は、酸化チタン層の緻密化に焦点を絞り、検討を進めることが

重要と考える。 
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