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（新エネルギー技術開発プログラム） 

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」基本計画 

 

新エネルギー技術開発部 

１．研究開発の目的・目標・内容 

(1)研究開発の目的 

  今後の景気回復、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、

特に電力需要の着実な拡大が予想される中、エネルギー安定供給や地球環境保全への対応

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、我が国の導

入量・生産量ともに世界最高水準にあるが、長期エネルギー需給見通しの導入目標達成に

向けて、一層の推進が求められている。また、海外においても、米国、ドイツなどを中心

に太陽光発電システムの技術開発ならびに導入促進がより一層推進されつつある他、九州

沖縄サミット合意（途上国支援）を踏まえ、再生可能エネルギー分野での国際協力拡大に

関する検討が、ＩＥＡ等で進められている。 

 太陽光発電システムの大量導入には、当面、コストの低減が最大の課題である。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しているものの、現時点の発電コストは家庭用電力料金の約３倍、

業務用電力料金の約６倍と、依然割高である。当面の目標である2010年度（平成22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（家庭用電力量料金並）にまで低減することが必要であり、このため、高効率

化、薄膜化、大面積化、高スループット化、量産化等の技術開発が不可欠である。国際的

にも、アメリカでは2005年までの開発目標として高効率化（CISセル変換効率20%以上、薄

膜シリコンセル変換効率15%）、システムコスト4～8$/W（2020～2030年、1～1.5$/W）を目

標としている。また、欧州でもENERGIEプログラム（1998～2002）において太陽電池製造コ

スト1ECU/W（500MW生産時）を掲げるなど、高効率化、低コスト化は世界の趨勢となってい

る。この様に、長期的には、2010年（平成22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には、発電コストを業務用電力料金並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。このため、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の研究開発が必要である。さらに、

太陽光発電システムが大量に普及される場合に必要となる基盤技術、すなわち、システム

ならびに太陽電池の信頼性・性能評価技術等の研究開発、リサイクルやリユース、出力安

定化等の系統への影響対策、実証が必要である。 

 

    太陽光発電の発電コスト 70円/kWh程度           

    家庭用電力料金     25円/kWh程度           

    業務用電力料金      10～15円/kWh程度 

    既存電源発電コスト     5～10円/kWh程度 

（「エネルギー技術戦略（新エネルギー分野）策定に関する調査研究（平成12年3月）」

より引用） 

 

 本研究開発では、当面の目標である2010年（平成22年）累積482万kW導入はもとより、2010

年（平成22年）以降の太陽光発電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、
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太陽光発電の本格的な普及促進に資すことを目的とする。 

なお、本プロジェクトは、平成１６年７月に制定された新エネルギー技術開発プログラ

ムの一環として実施する。 

 

(2)研究開発の目標 

 従来の技術とは異なる太陽電池や、システム技術等、大幅な低コスト化の可能性を持っ

た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、最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。 

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

踏まえ、採択テーマが決定した後、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以

下、「NEDO技術開発機構」という。）と提案者の間で協議の上、実施計画書に定めるもの

とする。 

 

 (3)研究開発の内容 

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が 

実現可能と考えられる新しい発想の太陽光発電システムに関する実用化研究、要素研究、

シーズ研究について幅広く提案公募を実施し、有望なテーマを採択し、委託研究により実

施する。また、先導的研究開発については、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プロジェクト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する。  
課題１：薄膜等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２：CIS系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：その他大幅な低コスト化が実現可能とされる技術であって、かつ、次世代太陽

光発電技術開発への移行が見込まれるもの 
 

２．研究開発の実施方式 

(1)提案の公募 

 本技術開発の目的に照らして、下記要件を満たす技術開発テーマの提案を公募し、外部

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

いて採択テーマを決定する。 

 

(2)提案の要件 

  提案は、以下の目標達成に資する研究テーマとする。 

・原則として、本基本計画に示す業務用電力料金を下回る発電コストを達成可能と考え

られる技術。先導的研究開発にあっては、前記のほか上記１(3)に定める研究開発課題

に則したテーマであること。 

 

(3)研究開発の実施体制 

 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する。 

 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する。 

 

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

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

理を実施する。具体的には、必要に応じて、NEDO技術開発機構に設置する委員会及び技術

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

の進捗について報告を受けること等を行う。 

 

３．研究開発の実施期間 

平成13年度から平成17年度までの５年間とし、各テーマの研究開発期間は、原則として

３年以内とする。なお、先導的研究開発に係る実施期間は、原則２年間とする。 

 

４．評価に関する事項 

NEDO技術開発機構は、個別プロジェクトの評価に加え、技術的及び政策的観点から研究

開発の意義、目標達成度、成果の技術的意義ならびに将来の産業への波及効果等について、

外部有識者による研究開発の事後評価を平成18年度に実施する。なお、評価の時期につい

ては、当該研究開発に係る技術動向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前

倒しする等、適宜見直すものとする。 

 

５．その他の重要事項 

(1)研究開発成果の取扱い 

 ①成果の普及 

  得られた研究開発成果については、NEDO技術開発機構、委託先とも普及に努めるもの

とする。 

 ②知的財産権の帰属 

 委託研究開発の成果に関わる知的財産権については、「独立行政法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構新エネルギー・産業技術業務方法書」第26条の規定等に基づき、

原則として、すべてを受託先に帰属させることとする。 

 

(2)基本計画の変更 

 NEDO技術開発機構は、研究開発の内容の妥当性を確保するため、社会・経済的状況、内

外の研究開発動向、政策動向、第三者の視点からの評価結果、研究開発費の確保状況、当

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

計画の見直しを弾力的に行うものとする。 

 

(3)根拠法 

  本プロジェクトは、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第１５条第１

項第１号イに基づき実施する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

(1) 平成13年3月、制定。 

(2) 平成14年3月、研究開発の実施方式の一部修正及び根拠法追記等による改訂。 

(3) 平成15年3月、開発テーマ別掲による改訂。 

(4)平成16年3月、研究開発内容等の一部修正及び独立行政法人化に伴う記述事修正

等による改訂。 

(5)平成 17年 3月、「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による

改訂及び付表の更新。  
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「革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」開発テーマ一覧

番号 開発テーマ 研究開発内容 目標 研究開発期間

1

ナノ構造制御シリコン
太陽電池の研究開発

アモルファスシリコンの光劣化を完全に解決する可能性をもった材
料として、ナノメートルオーダーで構造・大きさが制御されたナノ結
晶微粒子が埋め込まれたアモルファスシリコン（ナノ構造制御シリ
コン）を開発する。また、この新材料を用いて、高効率太陽電池を
試作して、その優位性を実証する。

変換効率：１２％（安定化後） 平成１３年度～１５年度

2

完全固体型色素増感
太陽電池の開発

材料費が安く、製造プロセスが簡単であることから、低コスト太陽
電池としての可能性をもつ固体電解質を用いた色素増感太陽電池
の要素技術開発を行う。

変換効率：７％以上（受光面積１
００c㎡、連続作動時間５００時

間）
平成１３年度～１５年度

3

Cat-CVD法による太
陽電池製造技術の研
究開発

Cat-CVD法は、高速に成膜でき、原料効率が高いという特徴を有
している。これを用いて作製したシリコン系薄膜を基本材料とし、デ
バイス構造の最適化、シアン処理を中心とした光劣化防止技術等
を開発し、本太陽電池の低コスト太陽電池としての可能性を見極
める。

変換効率：１３％ 平成１３年度～１５年度

4

高性能色素増感太陽
電池技術の研究開発

材料費が安く、製造プロセスが簡単であることから、低コスト太陽
電池としての可能性をもつ色素増感太陽電池の酸化物半導体光
電極、増感色素及び電解質についての性能向上並びに最適化に
よる変換効率向上についての要素技術開発を行う。

変換効率：１１％以上 平成１３年度～１５年度

5

SiGe多結晶を基板に
したSi/SiGe太陽電池
の開発

Si/SiGeヘテロ構造太陽電池は、太陽光を有効に利用できるため、
従来の多結晶Si太陽電池に比べ大幅な効率向上が期待されてい
る。本研究では、Siよりも広い波長範囲の光を吸収できるミクロ分
散的組成分布を有する高品質なSiGe多結晶基板を作製し、その上
に良質なSi薄膜をエピタキシャル成長させることで、高品質な
Si/SiGeヘテロ構造太陽電池を作製する。

変換効率：Si/SiGe太陽電池の
変換効率が従来の多結晶Si太

陽電池に比べ５０％向上
平成１３年度～１５年度

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

現状のCuInS2(CIS)薄膜太陽電池の製造には、高価な真空装置が
使用されており、製造コストの大幅な低減を図るためには製造プロ
セスの常圧化が必要である。本研究では、高生産性と大面積化に
適した電解めっき法によるCu/In膜の形成技術及び常圧MOCVD法
によるバッファー層と透明導電層の形成技術の開発を行い、常圧
プロセスで高効率なCIS薄膜太陽電池の製造が可能であることを
実証する。

変換効率：１３％ 平成１３年度～１５年度

7

超高光閉じ込め型薄
膜シリコン太陽電池の
研究開発

シリコン薄膜結晶太陽電池の高効率化のためには、短波長から長
波長までの光を有効に利用する必要がある。本研究では、透明電
導膜（TCO)の表面形状の最適化を行うことで、セル内に閉じ込め
られる光の量を高めることを目指し、シリコン薄膜太陽電池の高効
率化の可能性を見極める。

変換効率：超高光閉じ込めTCO
を用いた薄膜結晶Si太陽電池の
変換効率が従来のTCOを用い
た太陽電池に比べ２０％向上

平成１３年度～１４年度

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

ベータ鉄シリサイドは資源量が豊富で、かつ、安価である環境調和
型の半導体であり、簡単な製造プロセスで作製できる可能性をもっ
ている。この新材料を用いて、高品質なベータ鉄シリサイド薄膜の
形成技術、セル構造の最適化の開発を行い、低コストのシート型
太陽電池としての可能性を見極める。

変換効率：８％ 平成１３年度～１５年度

9

球状シリコン太陽電池
の研究開発

球状Siは溶融Siから直接製造できるため、従来の結晶シリコン太
陽電池に比べ１ワット当たりのシリコン使用量を大幅に低減でき、
低コスト化が期待される。しかし、球状Si太陽電池実現のために
は、超高速にシリコン球を製造する技術が必要である。本研究で
は、溶融Siを単穴ノズルから落下させて１㎜φの高品質なシリコン
球を高速に形成する製造技術を開発し、これを用いて作製する球
状シリコン太陽電池の低コスト太陽電池としての可能性を見極め
る。

形成速度：シリコン球　３００／秒
（単穴ノズル）
品質：単結晶並

平成１３年度～１５年度

10

ワイドギャップ微結晶
SiC薄膜太陽電池の
研究開発

シリコン薄膜系太陽電池の変換効率を飛躍的に向上させるには、
セルの多接合化が不可欠であり、禁制帯幅が1.4～1.6eVと広く、光
劣化のない薄膜材料の開発が必要である。本研究では、ホットワ
イヤー法などにより、光吸収層となるワイドギャップの微結晶SiC膜
と、これを用いたシングル接合太陽電池を開発する。さらに、この
太陽電池に微結晶Si太陽電池などをタンデム接合した太陽電池を
開発し、高効率化（１８％）の可能性を追求する。

変換効率：９％（シングル接合） 平成１４年度～１７年度

11

カーボン系薄膜太陽
電池の研究開発

カーボン系材料は安価で環境にやさしく、低温で成膜できるため、
これを用いた太陽電池は低エネルギーで製造ができ、大幅な製造
コストの低減が期待できる。本研究では、このようなカーボン系材
料を用いた薄膜太陽電池の基礎的な検討を行う。

変換効率：８％ 平成１４年度～１６年度

12

有機薄膜太陽電池の
研究開発

有機材料を用いた太陽電池は、印刷技術等の大面積で簡易、か
つ、安価な製膜方法を適用できる可能性があり、大幅な低コスト化
が期待できる。本研究では、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。

変換効率：５％ 平成１４年度～１７年度

13

高効率カルコゲナイド
系太陽電池の研究開
発

CuInS2に代表されるカルコゲナイド系半導体を用いた太陽電池
は、変換効率が高く、経年劣化がないなどの優れた特徴を有して
いる。本研究では、現在のCIS系太陽電池に用いられている材料よ
りワイドギャップ（禁制帯幅1.3eV以上）のカルコゲナイド新材料を
開発するとともに、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。

変換効率：１８％ 平成１４年度～１６年度

14

ラテラル結晶化薄膜シ
リコン太陽電池の研究
開発

結晶シリコン薄膜太陽電池の製造コストを低減するには、アモル
ファスシリコンに比べ厚い結晶膜（通常２～３μｍ）を高速に製膜す
ることが不可欠である。本研究では、あらかじめ形成させたa-Siプ
リカーサ膜にCW（連続波）レーザを照射することで、c-Si膜を高速
製膜する技術の開発を行う。

変換効率：１１％ 平成１４年度～１６年度

15

イオンゲルを用いた高
性能色素太陽電池の
研究開発

色素増感太陽電池は、簡易かつ安価に製造できる次世代の太陽
電池として期待されているが、液体の電解質を使用するため耐久
性の点で課題を有している。本研究では、変換効率及び長期的耐
久性の向上を目的として、電解質に固体の伝導性イオンゲルを用
いた太陽電池の開発を行い、固体型色素増感太陽電池実用化の
可能性を見極める。

変換効率：１０％
耐熱性：８５℃×１０００時間

平成１４年度～１６年度
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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

光電変換効率４０％以上の超高効率の展望できる４接合の集光
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系窒化物半導体を用いた新薄膜材料、量子ナノ
構造を用いた新材料を検討し、当該要素技術の実用化への可能
性を見極める。

変換効率１２％ 平成１５年度～１７年度

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

地球上に多く存在する元素からなるCu2ZnSnS4(CZTS)は、大きな
光吸収係数と1.4〜1.5eVの禁制帯幅を併せ持つことから、極めて
有望な材料である。インライン製膜装置を使用した気相硫化法によ
りCZTSの高品質薄膜を試作し、非真空プロセスによるCZTS新型
薄膜太陽電池の製造法を開発する。

変換効率１0％ 平成１５年度～１７年度

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

大幅な低コスト化の可能性を持つ非加熱・短時間のメカノケミカル
プロセスによりCIS系化合物を合成し、薄膜太陽電池を試作する。
合成されたCIS系薄膜を硫黄やセレンを含む雰囲気で加熱処理す
ることで高品質化し、この薄膜の上にバッファー層と透明導電膜を
形成してセル化を行う。

変換効率１２％ 平成１５年度～１７年度

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

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、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最適化、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。

変換効率１２％ 平成１５年度～１７年度

20

ファイバ型太陽電池の
研究開発

大幅な低コスト化の可能性を持つ、光ファイバの線引き技術をベー
スとした一次元SOIを下地基板に使用し、高圧プラズマCVD装置に
より膜厚3μｍ以上の多結晶Si薄膜が形成可能な高速成膜技術を
開発する。また、ドライエッチング技術等のセル化プロセスの要素
技術を開発し、デバイス及びモジュールの最適構造を検討する。

変換効率１３％ 平成１５年度～１７年度

21

ナローギャップ結晶系
SiGe薄膜太陽電池の
研究開発

広範囲の波長領域の光を有効に利用できるSiGe太陽電池の開発
を行う。超高真空対応SiGe製膜装置を用いたプラズマCVDによる
微結晶SiGeの高品質化と、ドープ層、バッファー層の材料選択、不
純物ドープ量の最適化を行い、デバイス構造を決定する。

短絡電流密度36ｍA/cm2
変換効率10%

平成１５年度～１７年度

22

粒状シリコン太陽電池
セル製造技術の研究
開発

結晶系太陽電池に比べてSi使用量と成形コストの低減が可能な粒
状Si太陽電池の開発を行う。レーザーシンタリング装置を使用し、
低温プロセスでの局所シンタリング電極の形成技術を確立し、裏面
電極形成装置、集光構造形成・配列装置、及び保護層・絶縁層塗
布装置の設計、制作を行う。

変換効率１２．５％ 平成１５年度～１７年度

23
酸化物系薄膜太陽電
池の研究開発

ＺｎＯ/Ａｇ２Ｏ/Ｃｕ２Ｏ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、Ｃｕ
２Ｏ層上への低温銅電極製造技術等を開発し、これらを基礎に高
品質ＺｎＯ/Ａｇ２Ｏ/Ｃｕ２Ｏ接合をもつ太陽電池の形成技術を開発
する。

変換効率１０％ 平成１６年度～１７年度

24
窒化インジウム系薄
膜太陽電池の研究開
発

窒化インジウム系薄膜太陽電池において、高品質ＩｎＮの薄膜結晶
成長と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。

InN薄膜のpn制御 平成１６年度～１７年度

番号 開発テーマ 研究開発内容 目標 研究開発期間

25
薄膜シリコン太陽電池
先導的研究開発

薄膜シリコン太陽電池の多接合化（３接合）のためのワイドギャップ
新材料、ナローギャップ新材料を探索し、これらを用いて高効率多
接合太陽電池の開発を行う。また、これまでのシリコン薄膜の高品
質化技術の研究開発、並びに超大面積／超高速製膜等による高
生産性CVD製膜技術・設備の探索研究を行う。

モジュール変換効率１４％、製造
コスト７５円/Wを実現するための
ブレークスルー

平成１６年度～１７年度

26
CIS系薄膜太陽電池
先導的研究開発

CIS系太陽電池の高性能化に向けて禁制帯幅1.4eV以上のワイド
ギャップ新材料、CIS薄膜の高品質化技術の研究開発行うと共に、
これらを用いた高性能セル構造及び多接合セル構造形成技術の
研究開発を行う。

モジュール変換効率１８％、製造
コスト７５円/Wを実現するための
ブレークスルー

平成１６年度～１７年度

27
色素増感太陽電池先
導的研究開発

セル変換効率１５％に向けた色素等の新材料とこれを用いた高性
能セル構造等の高性能化技術の探索、及び各種基板に対応した
集積構造を持つ大面積モジュール形成要素技術の研究開発

モジュール変換効率１０％、製造
コスト７５円/Wを実現するための
ブレークスルー

平成１６年度～１７年度

28
結晶シリコン太陽電池
先導的研究開発

結晶シリコン太陽電池のシリコン使用量削減、低コスト化にむけた
高効率極薄基板化を念頭に、インゴット結晶制御技術、１００μm
以下の極薄基板スライス技術及び極薄基板に対応した基板表面
欠陥制御技術等の高効率化技術の開発及びヘテロ接合等の新規
高性能セルの研究開発を行う。

モジュール変換効率１９％、製造
コスト７５円/Wを実現するための
ブレークスルー

平成１６年度～１７年度

29
太陽光発電システム
先導的研究開発

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。また太陽光発電システムの自律向上に必
要なシステム部品の低コスト・多機能化等の技術探索と試作評価
を行う。

モジュール変換効率１４％、製造
コスト７９円/Wを実現するための
ブレークスルー

平成１６年度～１７年度
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P10134 

平成１７年度実施方針 

 

１．件名：プログラム名 新エネルギー技術開発プログラム 
 （大項目） 太陽光発電技術研究開発 

（中項目） 革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発 

 

２．背景及び目的・目標 

太陽光発電はエネルギー・資源問題や地球環境問題への対応の観点から近年非常に重要

性が増しており，2004 年に策定された「2030 年に向けた太陽光発電ロードマップ（PV2030）」

において，2030 年の長期的視野で「太陽光発電のエネルギー供給技術としての地位確立」

を目指し、経済性改善と適用性拡大を柱とする技術開発戦略が示された。その中で，当面

取り組むべき目標である総合資源エネルギー調査会答申の太陽光発電導入目標（2010 年

「482 万ｋＷ」）はもとより、2030 年に向け「制約のない利用拡大」を実現するためには、

太陽光発電システムの高性能化、高機能化、低コスト化、システムの自律度向上など、「従

来技術の延長線上にない技術革新」による抜本的な経済性改善と適用性拡大が不可欠とさ

れている。 

本研究開発では、このような要請に鑑み、従来の概念にとらわれない、新しい材料・

構造・製造方法等の従来技術の技術革新に向けたブレークスルーの探索や従来技術とは異

なる新しい太陽電池やシステム技術等、将来大幅な低コスト、高性能化が実現可能と考

えられる新しい発想の太陽光発電システムに関する研究開発等を行うとともに、当該技術

の実用化への可能性を見極める。また、平成 17 年度には、上記のシーズ探索研究に加え

て、ロードマップの実現に向けて昨年度開発を開始した 2010 年以降の次世代技術に向け

た先導的研究開発を実施する。 
なお、本プロジェクトは、平成１６年７月に制定された新エネルギー技術開発プログラ

ムの一環として実施する。 
 

３．実施内容及び進捗状況 

研究開発動向調査からは、 近、欧米において我が国に対抗して長期的視野の技術開

発戦略が策定され、次世代に向けた技術開発が進められている。この中で従来型太陽電

池の技術革新はもとより、色素増感太陽電池、有機太陽電池等についても欧米からの研

究発表が顕著に増加している。このため、我が国においても欧米に遅れることなく、将

来の技術優位を目指した研究開発を進めていく必要がある。 

 平成 16 年度は、平成 14 年度～平成 16 年度に提案公募により採択した 29 件（平成 14
年度:6 件、平成 15 年度:7 件、平成 16 年度:16 件）の研究開発テーマを実施した。なお、

平成 16 年度採択テーマのうち 14 件は、５分野の先導的研究開発テーマに編成し実施して

いる。また、当該テーマの実施に併せ、従来採択テーマも包含したうえで開発実施者及び

有識者等から構成される５つの技術分科会を設置し、研究開発のマネジメント等を実施し

ている。 
各テーマにおける平成 16 年度の進捗状況は以下のとおりである。 

 
(1) 平成 14 年度採択テーマ 

1)ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池の研究開発 

ホットワイヤーCVD法により微結晶SiCを形成する際、モノメチルシランを原料としジメ

チルゲルマンを添加することにより、Ge組成比５％程度の微結晶SiGeCが成膜でき、禁制帯

幅も 2.0eVまで下げることに成功した。また、微結晶SiCへのｐ型（Al原料）およびｎ型（Ｐ

原料からＮ原料へ変更）ドーピング技術の改良を行うことにより、各々10－１～10－２、5×
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10０ S/cmの良好な導電率を得た。さらに反応性エッチングによる素子分離の成功等により、

太陽電池セルの試作に向けた準備が整った。（実施体制：東京工業大学） 

 

2)カーボン系薄膜太陽電池の研究開発 

マイクロ波表面波プラズマ CVD 法（MWSWP-CVD 法）、プラズマ CVD 法を用いた a-C 薄膜の

成膜において、カーボン原料（メタン、カンファー、グラファイト等）、水素量、プラズマ

出力等の条件を検討し、禁制帯幅制御が１～３eＶの範囲で可能であることを確認した。ま

た、a-C 薄膜へのドーピング技術において、ｐ型（Ｂ原料）、ｎ型（ＮあるいはＰ原料）カ

ーボン薄膜を作製し、欠陥密度の低下、導電率の向上を確認した。（実施体制：中部大学、

名古屋工業大学） 

 

3)有機薄膜太陽電池の研究開発 

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４％を得た。

また、ｐ型共役系ポリマーのポリチオフェン（P3HT）とｎ型有機半導体のメロシアニンの

ブレンド型セルにおいて、ブレンド層と電極の界面に金属薄膜および導電性高分子層を挿

入することにより、変換効率 0.8％を得た。（実施体制：(独)産業技術総合研究所、金沢

大学、㈱日本触媒） 

 

4)高効率カルコゲナイド系太陽電池の研究開発 

禁制帯幅 1.3eV以上のワイドギャップCIGS（CuInGaSe２）系セルでCIGS光吸収層の成膜条

件の改良等により効率 18.1％を得るとともに、Ag系新材料の製膜条件・膜物性等を詳細に

検討し、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 10.1％

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系セルで成膜条件の

適化により、表面および裏面の片側受光時の効率として、11.8％および 7.4％を、また

両面同時受光時には効率 19.2％に相当する電力を得た。（(独)産業技術総合研究所、青山

学院大学、鹿児島大学） 

 

5)ラテラル結晶化薄膜シリコン太陽電池の研究開発 

基板上に予めCat-CVD法で高速製膜したプリカーサ膜（a-Si膜）へのレーザ－照射による

多結晶Si薄膜の製膜技術を検討し、プリカーサ膜の成膜条件の 適化、膜中の水素および

酸素濃度低減等により、ガラス基板に形成した２μｍ厚膜で、平均結晶粒面積 170μm２、

実効ライフタイム 4.3μs、クラック 320 本／cmというレーザ結晶化薄膜を得た。（実施体

制：日立電線㈱） 

 

6)イオンゲルを用いた高性能色素太陽電池の研究開発 

昨年度開発したナノ粒子複合ゲル（ナノコンポジットイオンゲル）の高導電率化を図る

とともに、セルの作製方法の改良等により、9mm×5mm ミニセルで変換効率 6.6％、14cm 角

大型セルで 4.3％を得た。また、熱安定性に優れたイオンゲル、電極等の材料開発を行う

とともに、85℃、1000 時間の耐久性試験において、性能低下率 10％以下の見込みを得た。

（実施体制：大阪大学、横浜国立大学、㈱フジクラ） 

 

(2) 平成 15 年度採択テーマ 

1)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 

製膜した GaInNAs 結晶中の欠陥評価を行い、禁制帯幅 1eV 帯の GaInNAs 薄膜成長の

適化を進めた。また n 形不純物ドーピング技術を開発し、1017~1018cm-3 の範囲で電子濃度

制御が行える技術を得るとともに、GaInNAs/GaAsヘテロ接合太陽電池の試作を開始した。
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量子ナノ太陽電池では改良型量子井戸太陽電池を開発し、換算効率で 18.27%を得た。さら

に、歪みバランス型量子井戸の多接合太陽電池への適用を検討し、モデリングと特性解析

を行った。（実施体制：筑波大学、豊田工業大学） 

 

2)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 

３元同時スパッタ法で作成した CZTS プリカーサを硫化することにより CZTS 薄膜を作製

し、膜内平均組成を ICP 発光分光分析により測定した。その結果、従来の積層型プリカー

サによる CZTS 薄膜に比較して、組成ずれが少ない制御した高品質製膜が可能であることが

判明した。非真空プロセス(PCD 法)では、薬品濃度、pH 調整により組成比制御が可能であ

ることを明らかにした。（実施体制：長岡工業高等専門学校、長岡技術科学大学）  

 

3)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 

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の生成機構を明らかにし、大量

合成プロセスを確立した。合成したカルコパイライト化合物の粉末を用いてインクを調整

し、スクリ－ン印刷/焼結法で薄膜化することで、この非真空薄膜形成プロセスの有効性を

示した。また、バンドギャップ 3.5 eV、導電率 2.0x10-7S/cmを有する太陽電池用(Zn,Mg)O

系バッファ層のMOCVD成長に成功するとともに、TEM評価技術を開発した。（実施体制：龍

谷大学、東京工業大学） 

 

4)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 

色素増感太陽電池を構成する要素のうち特にチタニア半導体電極に注目した検討を行っ

た結果、チタニア界面のカルボン酸処理、基板の平坦化処理等により、セルの変換効率

10.1％を得た。また、電極の低温プラズマ処理、ドーピング処理および構成材料の純度制

御によりセル性能が向上することがわかった。（実施体制：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、北九州市立大学、新日鐵化学㈱） 

 

5)ファイバ型太陽電池の研究開発 

熱ＣＶＤ法による石英ファイバー表面への Si 成膜実験を行い、ファイバー表面に Si 膜

が 200nｍ/sec 程度の高速で成長可能なことが確認出来た。また、これを CVD 法で厚膜化す

る技術についても検討した。一次元ファイバー型の SOI 基板を用いたセル構造では、シミ

ュレーション解析と平板に製膜した模擬基板を用いた検討し、第１次構造案を策定した。

（実施体制：古河電気工業㈱、(独)産業技術総合研究所） 

 

6)ナローギャップ結晶系 SiGe 薄膜太陽電池の研究開発 

プラズマCVD法では、全組成比における微結晶SiGeの形成が可能であり、Ge40%以下の組

成で光感度１０以上が得られた。また、水素添加した反応性スパッタ法ではGe60％の組成

でも光感度１０以上を得た。Ge組成 40%の微結晶SiGeで太陽電池を試作し、従来の微結晶

Siの半分以下である膜厚 0.9μm において 27.4 mA/cm2（バイアス電圧：-1 V）の光電流を

得た。（実施体制：東海大学、(独)産業技術総合研究所） 

 

7)粒状シリコン太陽電池セル製造技術の研究開発 

粒状シリコンを用いて、集光セル構造について数値解析とセル試作評価を実施し、太陽

光を粒状シリコン表面に効率的に集める集光構造を決定し、実証用製造装置として絶縁層、

保護層塗布装置を開発した。また、これに基づいて集光系と一体で製造するミニ集光型セ

ル製造プロセスを開発し、単セルで変換効率 10%を得るとともに、セル製造工程技術の目

処を得た。（実施体制：富士機械製造株式会社） 
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(3) 平成 16 年度採択分 
１）酸化物系薄膜太陽電池の研究開発 

 光吸収用p型Ag2O層は、基板上に固定したナノAg粒子の溶液中酸化、並びに硝酸アンモニ

ウム-硝酸銀水溶液からの陽極析出法で低温形成できることを確認した。（実施体制：大

阪市立工業研究所，奥野製薬工業株式会社） 

 

2)窒化インジウム系薄膜太陽電池の研究開発 

 MOVPE 装置に Mg ドーピングラインを増設し、Mg ドープ InN 膜の成長を検討した。かなり

高濃度にドーピングしてもｐ型伝導を示すまでには至らなかった。ドープ膜、ノンドープ

膜ともキャリア濃度に不均一性が存在することが判明した。（実施体制：福井大学） 

 

3) 薄膜シリコン系太陽電池の次世代技術先導研究 

 2020 年までにモジュール効率 14％、製造コスト 75 円／Ｗを実現するため、薄膜シリコ

ン系太陽電池の高効率化と製造コストの大幅低減に関する次世代技術の先導的開発を開始

した。 

 新材料系に関しては、Cat-CVD 法による微結晶 3C-SiC の TiO2 薄膜上形成、ガス切替法

による Si/Ge 超格子薄膜作成、ナノ結晶シリコン微粒子の薄膜化について、その実現可能

性を見出した。また、アモルファスシリコン系では、製膜条件変更により、高 Voc 化が期

待できる光学ギャップ 1.95eV 程度の i 層単膜を得た。 

 新プロセスに関しては、瞬時ガス切替･排気連動システム、表面波を利用したマイクロ波

プラズマ、リモートプラズマユニットによる高速かつ大面積製膜についての基本技術を検

証した。（実施体制：東北大学、名古屋大学、岐阜大学、大阪大学、九州大学、㈱カネ

カ、三洋電機㈱、三菱重工業㈱、（独）産業技術総合研究所、太陽光発電技術研究組合）

（再委託：北陸先端科学技術大学院大学、大阪大学） 

 

4) CIS 系化合物太陽電池の次世代技術先導研究 

 超高効率 CIS 系太陽電池を実現するための技術課題の抽出と、それを踏まえた先導的な

要素技術の開発を開始した。 

CIS 系多接合セルの高開放電圧化に関しては、ZnMgO 等の新バッファ層の製膜条件と 

セルプロセスを検討し、デバイス化を開始した。また、レーザー・アシスト蒸着法による

CIGS薄膜の高品質化及びホットフィラメント溶融法等による CIS光吸収層の再結晶大粒径

化に着手した。 

 電気測定評価技術に関しては DLTS 法とアドミッタンス法による測定装置を導入し、バッ

ファ層/CIGS 界面や粒界を評価するための予備実験を開始した。 

（実施体制：筑波大学、東京工業大学、鹿児島大学、青山学院大学、龍谷大学、（独）

産業技術総合研究所、再委託：愛媛大学） 

 

5) 色素増感太陽電池の次世代技術先導研究 

色素増感太陽電池の大面積・集積化技術については、ガラス基板型集積モジュールを試

作し 5cm 角で 3.6％、非ガラス系薄膜基板型集積モジュールを試作し 15cm 角で 3.7％の

変換効率を得た。また、集積化および高効率化の基礎検討を行い、集積型セルに適した構

造の検討、新規 Ru 系色素等の開発を行った。さらに、厚板プラスチック基板を用いた基

板加工型集積モジュールの検討において、耐熱・耐薬品性基板の探索、切削加工、導電性

付与等の基礎検討を行った。 
光充電型色素増感太陽電池の開発では、バインダーフリーのチタニアナノ微粒子を

ITO-PET 導電性フィルム基板上に低温焼結させ作製したフィルム型セルにおいて、変換効

率 4.3％を得るとともに、このセルの８セル直列化によりモジュールを試作し、太陽光下

5.5Ｖ、室内蛍光灯下 4.5Ｖの出力を得た。また、色素増感太陽電池のチタニア電極と対極
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間に電荷蓄積電極を挿入した三極式光充電型二次電池、および対極の代わりに電荷蓄積活

性炭層を用いた二極式光キャパシタの作製を行い、各々充電電圧が 0.65Ｖと 0.43Ｖが得ら

れた。 
（実施体制：東京理科大学、東京大学、シャープ㈱、住友大阪セメント㈱、（独）産

業技術総合研究所、㈱フジクラ、ペクセル・テクノロジーズ㈱、再委託：システムイン

スツルメント㈱）  
 

6) 結晶シリコン太陽電池の次世代技術先導研究 

 2020 年までにシリコン消費量の大幅低減とモジュール効率 19％、製造コスト 75 円／Ｗ

を実現するための次世代技術として、シリコン基板の高品質化、極薄化（100μm 以下）、

と極薄型基板を用いたセルの高効率化技術を想定して、これに必要なブレークスルーにつ

いて可能性検討を開始した。 

基板高品質化では、キャスト法での擬単結晶化と多結晶の結晶方位制御の２面から検討

を開始し、結晶成長の初期過程制御などによる方位制御技術の方向性が見いだされた。 

基板の極薄スライス技術では従来のワイヤーソー、ワイヤ放電加工法、レーザ加工法、プ

ラズマエッチング法など種々の技術について開発可能性に関する実験検討を開始した。ま

た極薄基板セルの高効率化については基板表面の改質による光閉じ込めとキャリヤー閉じ

込めを中心課題として、パッシベーション技術，低反射構造形成技術，及び SiC 膜を用い

た新ヘテロ接合構造等について検討を開始した。また、破損しやすい極薄基板セルの製造

プロセス技術としてオールドライ処理プロセスについて課題と解決方向についての検討を

開始した。（実施体制：東京工業大学、名古屋大学、岡山大学、九州大学、東北大学、

東京農工大学、豊田工業大学、シャープ㈱、三菱電機㈱、㈱日平トヤマ、（独）産業技

術総合研究所） 

 

7) 太陽光発電システムの次世代技術先導研究 

2010 年以降の太陽光発電システムでは大量普及による発電量変動などに対して連系す

る系統への負担を大幅に減ずることが必要で、このための方策として自律度向上型システ

ムへの転換を考え、これに必要なブレークスルーについて PV コミュニティーシステムを

想定して可能性検討を開始した。 
 自律度向上型 PV コミュニティーシステムについては，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，システムの構成とそのときの開発

課題等について検討した。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。（実施体制：太陽光発電技術研究組合、(独)産業技術総合研究所）（再

委託：東京農工大学、㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ、新日本石油㈱） 

 

 

実績額推移（百万円）：  平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 

         電特会計   651    1,013    1,481    1,532 

  特許出願件数（件） ：     12      24      72     27 

  論文発表数（報）  ：    26      135     261     40 

  フォーラム等（件） ：     0       2      15     162 

 



 238

４．事業内容 

(1) 平成 17 年度事業内容 

平成 16 年 8 月の外部有識者によるテーマ採択審査委員会において平成 14 年度採択テー

マのうち「ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池の研究開発」については先導的研究開

発の一部として、また「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。また、平成 16 年 12 月に

外部有識者による技術委員会を開催し、平成１５年度採択テーマ７件について進捗状況、

成果等について評価を実施し、併せて上記の２テーマの継続実施について検討した。その

結果、「ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池」では多接合化のための材料開発を追加し

て、「ナローギャップ結晶系 SiGe 薄膜太陽電池」については製膜方法を絞って開発を進

めることとし、その他テーマについては提案に沿った順調な進捗と判断されたので各テ

ーマに設定された 17 年度末の開発目標（下記括弧内）達成に向け、以下に掲げる研究開発

を継続する。 

さらに、本年度は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の一環と

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ならびに色素増感太陽電

池の実用化に向けた先導研究と新技術先導調査研究を行う。 

 

(１)平成 14 年度採択テーマ 

1) ワイドギャップ微結晶 SiC 薄膜太陽電池の研究開発 

新たに VHF プラズマ CVD 法を使用すること等により、微結晶 SiC（SiGeC）の一層の高品

質化を検討するとともに、将来の多接合化のための材料開発として微結晶 Si よりも１桁光

吸収係数の大きい微結晶 GeC の開発を行う。また、禁制帯幅 2.0eV 程度の微結晶 SiGeC を

用いたセルを試作し、開放電圧１Ｖをめざす。（実施体制：東京工業大学） 

〔開発目標：開放電圧１Ｖ(微結晶 SiGeC を用いた単セル)〕 

 

2) 有機薄膜太陽電池の研究開発 

p-i-n 接合型有機薄膜太陽電池において、構成材料の精製とクリーンなセル作製環境の

整備等により、変換効率５％をめざす。また、ブレンド型太陽電池、浸透積層型太陽電池

においては、高キャリア移動度材料の探索・開発とｐｎ接合面領域増大にむけたセル構造

の 適化等を行い、さらなる変換効率の向上をめざす。（実施体制：(独)産業技術総合研

究所、金沢大学、㈱日本触媒） 

〔開発目標：変換効率 5%〕 

 

(２)平成 15 年度採択テーマ 

1)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 

終目標の達成に向けて、GaInNAs 薄膜を導入した単接合セルの高品質化を行うと共に、

改良型量子井戸型太陽電池セルにおいて２割以上の高効率化を目指す。（実施体制：筑波大学、

豊田工業大学） 

〔開発目標：Ⅲ-V-N 系で変換効率 12%、量子ナノ構造で変換効率 22%〕 

 

2)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 

Cu-ZnS-SnSの３元同時スパッタにより作成した混合プリカーサ中のS量と硫化処理時の

H2S濃度を変化させ、高性能なCZTS薄膜セルが得られる組成と作成条件を決定する。PCD

法については、H2S雰囲気中でプリカーサを熱処理して薄膜を作製し、バッファ層と透明導

電膜を形成してCZTS薄膜の素子化を行う。（実施体制：長岡工業高等専門学校、長岡技

術科学大学） 

〔開発目標：変換効率 10%〕 
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3)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 

カルコパイライト化合物のスクリ－ン印刷/焼結プロセスによるカルコパイライト化合

物薄膜の高品質化に重点的に取り組み、プロセスの 適化、後処理による高品質化、新規

バッファ－層の導入、解析技術の適用等により、セル変換効率 12%を目指す。（実施体制：

龍谷大学、東京工業大学） 

〔開発目標：変換効率 12%〕 

 

4)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 

チタニア半導体電極を中心とした検討において、チタニア電極への緻密な色素吸着層お

よびブロック層の形成、低抵抗・高透過率の透明導電膜の開発、低温プラズマ・イオンド

ーピングの高度化処理、チタニアの均一薄膜生成、および構成材料の純度制御等の検討を

行い、試作セルでのさらなる高効率化をめざす。（実施体制：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、北九州市立大学、新日鐵化学㈱） 

〔開発目標：変換効率 12％〕 

 

5)ファイバ型太陽電池の研究開発 

線引きしたシリカガラスファイバ上に多結晶シリコンをオンラインで製膜し、結晶成長

速度と粒子径や方位、表面パッシベーションについて検討を行い、 適製膜条件の探索し

製造装置の改良を行うとともに、得られたファイバー基板を用いてセル化を検討する。（実

施体制：古河電気工業㈱、(独)産業技術総合研究所） 

〔開発目標：変換効率 13%以上〕 

 

6)ナローギャップ結晶系 SiGe 薄膜太陽電池の研究開発 

製膜中の高水素ラジカル密度実現とプラズマ処理等による積極的な粒界パッシベーショ

ンにより電気的特性を改善し、Ge50%付近における材料の更なる高品質化を行う。デバイス

構造については Ge 組成の傾斜による i 層バンドギャップ制御を行い、キャリア閉じこめ構

造を 適化する。これにより高出力電流を維持して出力電圧・曲線因子の改善を行う。（実

施体制：東海大学、(独)産業技術総合研究所） 

〔開発目標：短絡電流密度 36ｍA/cm2、変換効率 10%〕 

 

7)粒状シリコン太陽電池セル製造技術の研究開発 

昨年度までに当面の開発課題としたセル製造技術について目処が得られたので、この方

法の原材料、性能向上の可能性などを検討する。（実施体制：独立行政法人産業技術総

合研究所，ジャパンゴアテックス株式会社） 

〔開発目標：変換効率 12.5%〕 

 

(３)平成 16 年度採択分 

1) 酸化物系薄膜太陽電池の研究開発 

 ZnO／Ag2O／Cu2O接合の酸化物系薄膜太陽電池について、製膜条件の 適化、太陽電池試

作を行い、変換効率 10%を目指す。（実施体制：大阪市立工業研究所，奥野製薬工業株式会

社）〔開発目標：変換効率 10%〕 

 

2) 窒化インジウム系薄膜太陽電池の研究開発 

 窒化インジウム系薄膜太陽電池について、InN 膜、InGaN 膜の高品質化、pn 接合形成の

ための製膜条件の 適化及び結晶品質評価を行い、将来の超高効率太陽電池に向けたセル

形成の可能性を確認する。（実施体制：福井大学） 

 

3) 薄膜シリコン系太陽電池の次世代技術先導研究 
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 薄膜シリコン太陽電池の多接合化（３接合）のためのワイドギャップ新材料、ナローギ

ャップ新材料について探索研究を継続と、これらを用いて高効率多接合太陽電池の開発を

行う。また、これまでのシリコン薄膜の高品質化技術の研究開発、並びに超大面積／超高

速製膜等による高生産性 CVD 製膜技術・設備の探索研究を行う。これらにより、2020 年ま

でにモジュール効率 14％、製造コスト 75 円／Ｗを実現するための次世代技術の開発方向

と可能性を明らかにする。（実施体制：東北大学、名古屋大学、岐阜大学、大阪大学、九

州大学、㈱カネカ、三洋電機㈱、三菱重工業㈱、（独）産業技術総合研究所、太陽光発

電技術研究組合、再委託：北陸先端科学技術大学院大学、大阪大学） 

 

4) CIS 系化合物太陽電池の次世代技術先導研究 

 CIS 系太陽電池の高性能化に向けて禁制帯幅 1.4eV 以上のワイドギャップ新材料、CIS

薄膜の高品質化技術の研究開発を継続し、これらを用いた高性能セル構造及び多接合セル

構造形成技術の研究開発を行う。これにより超高効率 CIS 系太陽電池を実現の可能性とア

プローチ方法を明らかにする。（実施体制：筑波大学、東京工業大学、鹿児島大学、青山

学院大学、龍谷大学、（独）産業技術総合研究所、再委託：愛媛大学） 

 

5) 色素増感太陽電池の次世代技術先導研究 

色素増感太陽電池の大面積・集積化技術については、セル変換効率１５％に向けた色素

等の新材料とこれを用いた高性能セル構造等の高性能化技術の探索、及び各種基板に対応

した集積構造を持つ大面積モジュール形成要素技術の研究開発を継続する。 

光充電型色素増感太陽電池の開発では、フィルム型色素増感太陽電池の高効率化を図る

とともに、光充電型二次電池および光キャパシタの２種の光充電型色素増感太陽電池にお

いて、その構成材料やセル構造の改良等により、充放電性能の向上をめざす。 

これらの開発により色素増感太陽電池の可能性と今後の技術開発の展開方向を明ら

かにする。  
また、実用化に向けた先導研究として、大面積パネルや新形態モジュールの試作を行

い、将来の実用化・量産化技術開発に向けた開発課題の把握を行う。  
（実施体制：東京理科大学、東京大学、シャープ㈱、住友大阪セメント㈱、（独）産

業技術総合研究所、㈱フジクラ、ペクセル・テクノロジーズ㈱）（再委託：システムイ

ンスツルメント㈱）  
［開発目標：10cm 角モジュールで変換効率６％］ 

 

6) 結晶シリコン太陽電池の次世代技術先導研究 

  基板高品質化では、キャスト法での基板高品質化に向けて品質評価や数値シミュレー

ション結果を踏まえて結晶性能因子を制御した結晶成長法を開発する。基板の極薄スライ

ス技術では各種スライス加工方式について、加工限界、 適加工条件、生産性を検討する。

また、極薄基板セルの高効率化については光閉じ込め技術、キャリヤー閉じ込め技術や SiC
膜を用いた新ヘテロ接合構造等について検討を継続するとともに、オールドライ処理プロ

セスの検討を進める。これらによりシリコン消費量の大幅低減とモジュール効率 19％、製

造コスト 75 円／Ｗを実現するための次世代技術に向けた課題の明確化とプロセス技術開

発の方向付けを行う。（実施体制：東京工業大学、名古屋大学、岡山大学、九州大学、

東北大学、東京農工大学、豊田工業大学、シャープ㈱、三菱電機㈱、㈱日平トヤマ、（独）

産業技術総合研究所）  
 
7) 太陽光発電システムの次世代技術先導研究 

自律度向上型 PV コミュニティーシステムのについては、システム仕様、使用する機器

等のコスト目標、技術課題等について検討を継続し、全体システムの基本構想を構築する

とともに、大量導入に向けた課題等について検討を行う。システム構成機器の高機能化・
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低コスト化では、平成 16 年度における基本設計、仕様検討結果をもとに試作・評価を実

施し、今後の高機能化・低コスト化等の技術開発の方向と課題を明確にする。また、小型

の蓄電ステーションを試作、運転評価し、自律度向上型システムに適した蓄電ステーショ

ンを明確にする。（実施体制：太陽光発電技術研究組合、(独)産業技術総合研究所）（再委

託：東京農工大学、㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ、新日本石油㈱） 

 

8) 色素増感太陽電池関連の新技術先導調査研究 

近の大学等による色素増感太陽電池の研究活発化に伴い、新しい技術シーズについて

公募により広くアイデアの募集を行い、実験的検証も含めた新技術先導調査研究を行う（１

件あたり２０百万円未満を予定）。 

 

9) 次世代技術開発支援体制の構築 

 太陽光発電の次世代技術開発では､現状技術からの抜本的な技術革新が必要で、このため

の技術開発を適切に支援するための産学共同利用可能な、企業の生産ラインとは独立した

形の薄膜系太陽電池等の試作ラインを導入し、次世代技術開発の基礎的なバックアップ体

制を構築し､円滑かつ効率的な開発の推進を図る。（実施体制：  独立行政法人産業技術総

合研究所） 

 

 

(４) 平成 17 年度事業規模 

電特会計      ２，０２６百万円（継続） 
 
 
 

５．その他重要事項 

(1) 運営管理 

本年７月には太陽光発電技術委員会を開催し、研究開発実施者から進捗状況等について

報告を受けるとともに、外部有識者等から技術開発の方向性や課題、事業運営等について

意見を徴する。 

 
(2)複数年度契約の実施 
 平成 16 年度～17 年度等の複数年契約を実施中。但し、独立行政法人産業技術総合研究

所については単年度契約とする。 
 

(3) 年間スケジュール（予定） 

平成 17 年 3 月上旬：部長会 

5 月下旬：太陽光発電技術委員会 

6 月中旬：色素増感太陽電池関連の新技術先導調査研究の公募開始 

7 月上旬：公募締め切り 

7 月上旬：太陽光発電技術委員会 

7 月下旬：採択決定 
 
 
（注）事業規模については、多少の変動があり得る。 

 

 
 



（別紙）事業実施体制の全体図

「革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」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

（古川電気工業㈱，産総研）

再委託

（東海大学，産総研）

ナローギャップ結晶系SiGe薄膜太陽電池の研究開発

（東京工業大）

ワイドギャップ微結晶SiC薄膜太陽電池の研究開発

（東北大学，名古屋大学，岐阜大学，大阪大学
九州大学，㈱カネカ，三洋電機㈱，三菱重工業㈱
産総研，太陽光発電技術研究組合）

薄膜シリコン系太陽電池の次世代技術先導研究

（北陸先端科学技術大学院大学，大阪大学）

ファイバ型太陽電池の研究開発

委 託

（産総研，ジャパンゴアテックス㈱ ）

粒状シリコン太陽電池セル製造技術の研究開発

（東京工業大学，名古屋大学，岡山大学，九州大学
東北大学，東京農工大学，豊田工業大学，シャープ㈱
三菱電機㈱，㈱日平トクヤマ，(独)産業技術総合研究所）

結晶シリコン太陽電池の次世代技術先導研究

（筑波大学，豊田工業大学）

再委託

（福井大学）

窒化インジウム系薄膜太陽電池の研究開発

（龍谷大学，東京工業大学 ）

ﾒｶﾉｹﾐｶﾙﾌﾟﾛｾｽを用いたｶﾙｺﾊﾟｲﾗｲﾄ系薄膜太陽電池の研究開発

（筑波大学，東京工業大学，鹿児島大学，青山学院大学
龍谷大学，(独)産業技術総合研究所）

CIS系化合物太陽電池の次世代技術先導研究

（愛媛大学）

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

（大阪市立工業研究所，奥野製薬工業㈱ ）

酸化物系薄膜太陽電池の研究開発

（長岡高専，長岡技術科学大学 ）

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

再委託

（(独)産業技術総合研究所，金沢大学，日本触媒㈱ ）

有機薄膜太陽電池の研究開発

（九州工業大学，北九州高専，北九州市立大学，
新日鐵化学㈱ ）

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

（東京理科大学，東京大学，シャープ㈱，㈱フジクラ
住友大阪セメント㈱，(独)産業技術総合研究所
ペクセル・テクノロジーズ㈱）

色素増感太陽電池の次世代技術先導研究

（システムインスツルメント㈱）

再委託

（太陽光発電技術研究組合，(独)産業技術総合研究所）

太陽光発電システムの次世代技術先導研究

（東京農工大学，新日本石油㈱
㈱ジーエス・ユアサ パワーサプライ）

〔薄膜シリコン太陽電池技術分科会〕 〔化合物系太陽電池技術分科会〕

〔結晶シリコン太陽電池技術分科会〕

〔色素・有機太陽電池技術分科会〕

〔システム技術分科会〕

（公募により決定）

色素増感太陽電池関連の新技術先導調査研究

（産総研）

次世代技術開発支援体制の構築
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平成１６年度「革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」に関する公募要領 

 

 

  独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「ＮＥＤＯ技術開発機構」という。）で

は、このたび平成１６年度に実施する下記事業について、新たに研究開発テーマを公募致します

ので、提案を希望される方は次の要領に従って提案書を提出してください。 

 

１．事業の概要 

（１）事業の名称：「太陽光発電技術研究開発 革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」 

 

（２）事業の目的： 

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が実現可能と

考えられる新しい発想の太陽光発電システムに関する実用化研究、要素研究、シーズ研究を実施し、

要素技術の実用化への可能性を見極めることを目的とします。 

 

（３）実施体制 

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（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ます。ま

た研究体制としては産学が連携した体制をとることが望ましい。 

 

（４）研究開発期間及び予算 

研究開発期間は、平成１８年３月２０日までの約２年間とします。また、予算については

事業予算の範囲内でＮＥＤＯ技術開発機構と提案者の間で協議の上 決定し、複数年度契約

するものとします。ただし、進捗状況によっては、計画途中で中止する場合もあり得ます。 

 

（５）提案の要件 

従来の当該研究開発では、２０３０年に向けた太陽光発電技術の抜本的な低コスト化への可能性

について探索研究を実施してきた。今回の募集では、これまでの当該研究開発の成果や最近の太陽

光発電技術を巡る開発動向等を踏まえ、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、本格的な次世代技術開発に入る前段階として、下記のような課題を設定して先導的研究

開発を実施します。 

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 

 

なお提案は、次の①及び②の要件を満たすものとします。 

 

①上記課題のいずれかに該当する研究開発テーマを提案してください。それぞれの課題について２０

２０年の開発目標を表１に示します。上記課題について要素技術を組み合わせた総合的な提案で

も、単独要素技術の提案も可能です。後者の場合、課題に対する具体的な貢献について明確に説

明して下さい。 
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② 次世代技術開発に発展させるための具体的なアプローチ方法、実現可能性、効果の見通しが、２

年以内の開発期間で得られるような計画であること。なお研究テーマ採 択 の際 、研 究 方 法 や研

究体制などについて協 議 させて頂 くことがありますのでご了承ください。 

 

表１．２０２０年の技術開発目標 

項目 開発目標 (参考)２０３０年 

薄膜シリコン太陽電池 モジュール効率１４％ （セル効率１８％） １８％（２０％） 

化合物（CIS系等）太陽電池 モジュール効率１８％ （セル効率２５％） ２２％（２５％） 

超高効率太陽電池  ４０％（５０％） 

色素増感太陽電池 モジュール効率１０％ （セル効率１５％） １５％（１８％） 

多結晶シリコン太陽電池 モジュール効率１９％ （セル効率２５％） ２２％（２５％） 

モジュール製造コスト ７５円／Ｗ ＜５０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．応 募 資 格  

 次の(1)～(6)までの条件並びに「基本計画」及び「平成１６年度実施方針」に記載された条件を満たす、

単独ないし複数で受託を希望する企業、研究組合、独立行政法人、公益法人、大学等とします。 

(1) 当該技術又は関連技術についての研究開発の実績を有し、かつ、研究開発目標の達成及び研究計

画の遂行に必要な組織、人員等を有していること。 

(2) 当該委託業務を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ資金・設備等について充分な管

理能力を有していること。 

(3) ＮＥＤＯ技術開発機構が当該委託業務を推進する上で必要とする措置を、適切に遂行できる体制を

有していること。 

(4) 研究組合、公益法人等が代表して応募する場合、組合等及び各企業等それぞれの明確な責任と役

割が示されていること。 

(5)  当該委託業務の全部又は一部を複数の企業等が共同して実施する場合、各企業等間の明確な責

任と役割が示されていること。 

(6) 原則、本邦の企業等で日本国内に研究開発拠点を有していること。ただし、国外企業の特別の研究

開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国外企業との連携が必要な部

分はこの限りではない。 

 

３．提出期限及び提出先 

応募者は、応募要領に従い提案書を作成し、応募期間内（平成１６年６月１０日（木）～平成１６年７月

２０日（火）１７：００迄）に郵送又は持参にてご提出ください。提案書は日本語にて記載されていることとい

たします。なお、ＦＡＸ及び電子メールによる提出は受け付けられません。 

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

 

  提出期限 ： 平成１６年７月２０日（火）１７：００必着（郵送含む） 

  提 出 先 ： 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 宇田 宛 

   〒２１２－８５５４ 川崎市幸区大宮町１３１０ 

                      ミューザ川崎セントラルタワー １８階 

                      

※  郵送の場合は封筒に、革新的次世代 提案書在中と朱書きの上、ご提出ください。 

 

４．応募方法 

（１）提出書の作成にあたって 
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・ 提案書（本文および要約版）の記載様式については別添１（提案書の様式）を参照してください。また、

別添２に従って研究開発責任者候補経歴書を、別添３に従って研究員一覧及び登録研究者候補研

究履歴書を予定される範囲で作成してください。なお、提案書は日本語で作成してください。また、複

数企業が共同で応募する場合には、研究開発全体についての研究開発責任者を設置することが必

要となります。 

 

･ 提案書の提出部数は、２部（正１部とそのコピー１部）とします。 

･ 提案書の提出時に「提案書受理票」（別添４）を添付してください（１部）。 

 

（２）提出書に添付する書類 

提案書には、次の資料又はこれに準ずるものを添付してください。  

① 会社経歴書 １部 

② 最近の営業報告書（１年分）１部 

③ 当該技術に関する事業部、研究所等の組織等に関する説明書 １部 

 

（３）提案書の受理及び提案書に不備があった場合 

・ 応募資格を有しない者の提案書又は不備がある提案書は受理できません。 

・ 提出された提案書を受理した場合は、提案受理票を提案者に通知いたします。 

・ 提案書に不備があり、提出期限までに整備できない場合は、提案を無効とさせていただきます。なお、

この場合は書類を返却いたします。 

 

５．秘密の保持 

   提案書は本研究開発の委託先選定のためにのみ用い、ＮＥＤＯ技術開発機構内で厳重に管理いたし

ます。 

 

６．委託先の選定について 

（１）審査の方法 

審査については、外部の有識者からなる事前審査とＮＥＤＯ技術開発機構内に設置される契約審

査委員会において行われます。 

契約審査委員会では、事前審査の結果を踏まえ、ＮＥＤＯ技術開発機構が定める基準等により審

査を行い、最終的に決定されます。必要に応じて資料の追加、ヒアリングの実施等をお願いする場

合があります。 

なお、委託先の選定は非公開で行われ、審査の経過等、審査に関する問い合わせには応じない

ことと致しますので予めご了承ください。 

 

（２）審査基準 

＜事前審査の基準＞ 

①提案内容が実用化への可能性を有しており、「１．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 

 

＜契約審査委員会における選考基準＞ 

 委託予定先は、次の基準により選考するものとします。 

①委託業務に関する提案書の内容が次の各号に適合していること。 

     1）研究開発等の目標が本事業の意図と合致していること。 

2）開発等の方法、内容等が優れていること。 

3）開発等の経済性が優れていること。 
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②委託予定先の当該開発等における遂行能力が次の各号に適合していること。 

1）関連分野の開発等に関する実績を有すること。 

2）当該開発等を行う体制が整っていること。(再委託予定先、共同研究相手先等を含む。) 

3）当該開発等に必要な設備を有しており、必要な研究開発環境が整備されること。 

4）経営基盤が確立していること。 

5）当該開発等に優秀な研究者等が参加すること。 

6）委託業務管理上ＮＥＤＯ技術開発機構の必要とする措置を適切に遂行できる体制を有すること。 

     

（３）委託先の決定及び通知 

①採択結果の公表等について 

採択された案件についてはＮＥＤＯ技術開発機構のホームページ等で公表します。不採択となった

案件については、当該提案者に対し、不採択理由とともに不採択となった旨を通知します。 

②事前審査員の氏名の公表について 

事前審査員の氏名については、上記採択結果の公表時に併せて公表するものとします。 

③附帯条件 

採択に当たって附帯条件がある場合（例：応募者が提案した再委託は認めない、他の機関との共

同研究、再委託研究としての参加、研究者の派遣、契約形態等）は通知文に明記することがありま

す。 

   

（４）スケジュール 

     ･ 平成１６年 ６月１０日（木）・・・・ 公募開始 

     ･ 平成１６年 ６月２１日（月）・・・・ 公募説明会 

     ･ 平成１６年 ７月２０日（火）・・・・ 公募〆切 

     ･ 平成１６年 ８月上旬（予定）・・・・ 事前審査 

     ･ 平成１６年 ８月下旬（予定）・・・・ 契約審査委員会 

     ･ 平成１６年 ９月上旬（予定）・・・・ 委託先の決定 

     ･ 平成１６年 ９月上旬（予定）・・・・ 公表･プレス発表 

     ･ 平成１６年 １０月  （予定）・・・・ 契約 

 

（５）その他の留意事項 

・ 応募者はＮＥＤＯ技術開発機構より提示された委託研究契約書（案）及び委託研究契約約款に合意

することが委託先として選定されることの要件となります。 

・ ＮＥＤＯ技術開発機構と選定された企業等との間での契約にあたっては、当該研究開発成果の実用

化に関する計画（実用化技術開発計画書）を提出していただく場合があります。 

 

７．説明会の開催について 

   下記のとおり説明会を開催し、当該委託業務及び提案公募に係る内容、提案書類等について説明しま

すので、応募を予定される方は可能な限り出席してください。出席にあたり事前登録の必要はありませ

ん。また説明会は日本語で行います。 

 

   日 時 ： 平成１６年６月２１日(月) 午後１時１０分から１時間程度 

   独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 １９０１会議室 

   〒２１２－８５５４ 川崎市幸区大宮町１３１０ 

                      ミューザ川崎セントラルタワー １９階 

    

８．問い合わせ先 

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

合わせに関しては、記録として残しておくために６月１０日から７月１５日迄の間に限り、下記宛ＦＡＸで日

本語でのみ受け付けます。また電子メールでも受け付けますが返信が遅れることがあります。 

 

問い合わせ先 ： 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

           新エネルギー技術開発部  担当 宇田 宛 

ＦＡＸ ０４４－５２０－５２７６  電子メールアドレス udakzt@nedo.go.jp
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別添１ 

 

 

提 案 書 の 様 式 

 

 

１．提案書は、次頁以下の記載例に従って記入してください。 

 

２．提案書はＡ４ 版用紙で作成し、正１部を左綴じに、また、その写し１部を左綴じしないで

クリップ留めにして提出してください。 

 

３．提案書の下中央にページを入れてください。 
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別添１ 

（記 載 例） 

 

[表 紙] 

 

「革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」に対する提案書 

 

研究開発テーマ 

「○○○○○○○○の研究開発」 

 

 

                                                          平成１６年○○月○○日 

 

 

会社名（組織名）  ○○○○○株式会社       印 

 

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

 

所在地  ○○県○○市・・・・・  （郵便番号○○○－○○○○） 

 

連絡先  所 属 ○○○部 △△△課 

     役職名 ○○○○○部長 

     氏 名 ○○ ○○ 

所在地 ○○県○○市・・・・・  （郵便番号○○○－○○○○） 

     ＴＥＬ △△△△－△△－△△△△（代表） 内線 △△△△ 

     ＦＡＸ △△△△－△△－△△△△ 

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

 

  

 

＊複数企業等で共同提案される場合は、上記内容について連名で記載してください。 

＊このページは提案書の表紙となりますので上記以外の項目は記入しないでください。 
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別添１ 

革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発委託事業提案書［要約版］ 

○○○○大学 

１．研究開発テーマ： 

２．開発期間：平成１６年 月～平成  年 月（最大で平成１８年３月迄） 

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

 

 

 

４．研究開発の内容 

［本文］１－１の実施内容を開発項目別に分けて簡潔に数行程度で書いて下さい。 

 

① ○○○○の検討   

 

                               （＊●●株式会社） 

② △△△△の開発 

 

                               （＊●●株式会社） 

③ □□□□の検討 

 

                               （＊▲▲大学） 

④ ××××の開発 

 

                               （＊■■株式会社） 

 

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

企業名や大学名等を記載してください。 

５．開発スケジュールおよび予算 

（単位：百万円） 

開  発  項  目 H16年度 H17年度 

① ○○○○の検討 

② △△△△の開発 

③ □□□□の検討 

④ ××××の開発 

 

  

研究開発費（税込） （予算） （予算） 

  

６．研究開発実施場所 

○○大学、△△研究所 （都道府県名、市町村名）  

＊実施場所が複数ある場合は、全ての実施場所について記載してください。 

 

（注）要約版は１枚以内に纏めてください。必要に応じて図表等を添付してください。 
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別添１  

［本 文］ 

研究開発名「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」 

研究開発テーマ「○○○○○○○○の研究開発（課題△＊）」 

  （＊課題番号を記入してください。） 

 

○○○○大学 

 

１．研究開発の内容及び目標 
 

1-1.  研究開発の概要 

提案する研究開発について、研究目的、及び従来から一般的に行われている方法（従来技

術等）と比較して新規性をわかりやすく説明してください。 

また、研究開発項目を示し、どのようにして前記提案の要件の表１に示した目標を達成す

るか具体的にその筋道を示してください。 

また、単独要素技術の提案の場合、前記提案の要件に掲げた課題に対する具体的な貢献に

ついて明確に説明して下さい。 

 

1-2.研究開発の目標 

研究開発テーマの最終目標（性能、定量的な特性等）を具体的に記入してください。また

その設定理由や根拠についても簡潔に説明してください。 

 

1-3.研究開発の内容 

研究開発項目ごとに目的と1-2の目標を達成するための解決すべき技術的課題及びその

対策となる実施内容（アプローチ）を具体的にかつ詳細に記述してください。各技術的課

題とその対策（実施内容）はその対応関係が明確にわかるように表形式を用いるなど、で

きるだけわかりやすい表現を心がけてください。 

 

複数の機関が共同研究として提案する場合、プロジェクトリーダー及びそれぞれの機関

の役割分担を明確に記載してください。また、再委託先があれば、その研究内容について

も明確にしてください。 

例えば、役割分担を記載する場合には、下記事例のように、研究内容の後に分担企業等

を付記して頂くのも一つの方法です。 

①「○○○○○の研究開発（△△△△△の研究開発）」（○○大学） 

［研究開発の内容］ 

②「×××××の研究開発（□□□□□の研究開発）」（□□株式会社） 

［研究開発の内容］ 

 

 

 

２．事業実施体制 

本研究開発を受託した時の事業実施体制について、次のような図にまとめてください。共同

提案の場合、他の共同提案先を含めて役割が分かるよう記入してください。 

 

2-1.研究開発責任者(プロジェクトリーダー) 

 

研究開発責任者：  所属・役職          氏名 ○○ ○○  

電話 **-****-****（内線）  ＦＡＸ **-****-**** 
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2-2.管理者 

業務管理責任者： 所属 ○○○○○部○○課   氏名 ○○ ○○ 

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

経理責任者  ： 所属 ○○○○○部○○課   氏名 ○○ ○○ 

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

 

（例 示） 

 

「＊＊＊＊事業」実施体制 

 

 

 

 

 

  

委託 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再委託 

 

 

 

  

 

（注）各機関毎に、研究実施場所、実施項目を記載すること。 

 

ＮＥＤＯ プロジェクトリーダー 

・所属       

・役職名      

・氏名       

○○研究所 

研究実施場所： 

○○センター（お台場） 

 

研究項目：○○評価技術 

（財）○○協会 

・研究実施場所： 

○○センター（つくば）

・研究項目： 

○○技術の開発、企業６

社（企業名記入） 

 

【共同研究】  
 

Ａ大学 

・研究実施場所： 

○研究室（つくば） 

・研究項目： 

○○評価技術 

○○株式会社 

・研究実施場所： 

○○センター（大阪） 

・研究項目： 

○○技術実証 

○○大学（つくば） 

△△技術 

○○大学（つくば） 

＊＊技術 

指示・協議

別添１  
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別添１  
2-４.研究実施場所 

提案された研究開発を実施する場所とその選定理由を記載してください。 

 

（記載例） 

集中研究所：○○○○○研究所 

所在地：〒＊＊＊－＊＊＊＊ ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○号 

選定理由：□□□□□ 

 

分担研究所：△△△△△株式会社     

所在地：〒＊＊＊－＊＊＊＊ ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○号 

△△△△△株式会社     

選定理由：□□□□□ 

 

所在地：〒＊＊＊－＊＊＊＊ ○○県○○市○○町○○丁目○○番地○○号 

選定理由：□□□□□ 

 

2-5.研究開発責任者候補(プロジェクトリーダー) 研究履歴書並びに研究者一覧及び登録研

究員候補研究経歴書 

 

研究開発責任者の候補者について、研究開発責任者候補研究履歴書（別添２）に記入し

提出してください。また、委託事業者をはじめ再委託研究機関など、本事業に関係する

登録研究員の候補者について、研究研究経歴を研究者一覧及び登録研究員候補研究経

歴書（別添３）に記入し提出してください。 

 

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

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

 

2-6.再委託研究について 

  本研究開発の一部を再委託することを希望する場合は、その再委託予定先名、再委託予定

先を選定した経緯、理由及び再委託する研究内容を記載してください。 

 

2-7.共同研究等について 

  本研究開発の実施において、他の企業、組合、公益法人、独立行政法人、大学等と共同研

究又は研究協力等を希望する場合には、その共同研究等の予定先名、予定先を選定した経緯、

理由及び共同研究等の内容を記載してください。 
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３．当該技術又は関連技術の研究開発実績 

 

3-1.国内外における研究開発の現況と提案内容の位置づけ 

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

中で応募者の本研究開発がどのような位置づけにあるかを併せて説明してください。 

 

3-2.当該提案に有用な研究開発実績 

応募者の本研究開発もしくは本研究開発の円滑な遂行に資する関連研究開発の実績を、特

許、研究発表等を引用して、携わる研究機関（共同研究先及び委託先を含む。）を対象に記

載してください。 

 

3-3.国内外における知的所有権の現況等 

  本研究開発に関連する国内外の特許等知的所有権の状況を記載してください。また、将来、

本研究開発を実用化する際に障害となることが予想される事項（例えば特許等知的所有権の

問題、資源の問題など）があれば記載してください。 

 

3-4.当該提案に使用する予定の現有設備・装置等の保有状況 

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

状況とその用途を記載してください。 

 

（例 示） 

       設 備 名 称                  内    容 

（使用目的、使用等を記載してください） 
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４．研究開発予算と研究員の年度展開及び初年度予算の概算 

4-1.研究開発予算と研究員の年度展開 

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

度の経費が必要となるか以下のような一覧表にまとめてください。 

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

ください。 

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

入される研究員の人数を記入してください。 

 

（例 示） 

単位：百万円 

  （ ）内は人数 

研究開発項目（テーマ名） １６年度 １７年度 計 

○○○○研究開発（テーマ名） 

１． ○○○○の研究開発 

 

(1)○○○○の研究 

 

①△△△△の検討(分担先記入) 

 

②□□の研究開発(分担先記入) 

 

(2)××××の研究 

 

 

２．××××の研究 

 

(1) ××××の評価 

 

 

   

 

合  計 

 

   

＊＊＊ 

（＊人） 

＊＊＊ 

（＊人） 

＊＊＊ 

（＊人） 

＊＊＊ 

（＊人）

＊＊＊ 

（＊人）

 

 

＊＊＊ 

（＊人）

＊＊＊ 

（＊人）

 

＊＊＊ 

（＊人）

＊＊＊ 

（＊人）

 

＊＊＊ 

（＊人） 

＊＊＊ 

（＊人） 

＊＊＊ 

（＊人） 

＊＊＊ 

（＊人） 

＊＊＊ 

（＊人） 

 

＊＊＊ 

（＊人） 

＊＊＊ 

（＊人） 

 
＊＊＊ 

（＊人） 

＊＊＊ 

（＊人）

＊＊＊ 

（＊人） 

 

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

は研究所を置く外国企業等において、その属する国の消費税相当額がある場合にも

研究開発項目毎に含めて計上してください。 

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

してください。なお、予算規模は社会・経済状況・研究開発費の確保状況等によっ

て変動し得ることもあり、総事業費規模についてはＮＥＤＯ技術開発機構が確約するも

のではありません。 
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別添１ 4-2.初年度予算の概算 

 

研究開発に必要な経費の概算額を研究開発テーマ毎に、委託費積算基準（ http://www.

nedo.go.jp/itaku-gyomu/index.html参照）に定める経費項目に従って、記載してくださ

い。 

 

項   目   （例） 積算内訳［金額（千円）］  

Ⅰ．プラント・機械装置等開発費 **,***  

１．土木・建築工事費 **,***  

２．機械装置等製作・購入費 **,***  

３．保守費・改造修理費 **,***  

Ⅱ．労務費 **,***  

１．研究員費 *,***  

２．補助員費 **.***  

Ⅲ．その他経費 **,***  

１．消耗品費 **,***  

２．旅費 **,***  

３．委員会経費 **,***  

４．外注費 **,***  

５．報告書作成費 **,***  

６．その他 **,***  

  

Ⅳ．一般管理費（注１） **,***

 

Ⅴ．再委託費・共同実施費（注２） （上記Ⅰ～Ⅲに定める費目に準じて行う）  

           総  経  費（注３） **,***,***  

           消 費 税 額（注４） （注：円単位）          *,***,***  

           総     額 （注：円単位）        ***,***,***  

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

２.大学等との共同研究費は「Ⅴ．再委託費・共同実施費」に計上してください 。 

３.総経費は、Ⅰ～Ⅳの各項目の消費税を除いた額の総額を記載してください。 

４.応募者が免税業者の場合は、仕入課税額を消費税額欄に記載してください。 
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別添１  

 

共同提案の場合の記載例 

 

   積 算 内 訳 ［金額（千円）］ 
 

        

項   目   （例）  

Ａ社 
 

Ｂ社 
 

合計 

 

Ⅰ．プラント・機械装置等開発費

 １．土木・建築工事費 

 ２．機械装置等製作・購入費 

 ３．保守費・改造修理費 
 

Ⅱ．労務費 

 １．研究員費 

 ２．補助員費 

 

 

   **,***   

   **,*** 

   **,*** 
 

 

   **,*** 

   **,*** 

 

 

    **,*** 

    **,*** 

    **,*** 
 

 

    **,*** 

    **.*** 

 

     *,***,***

      **,*** 

      **,*** 

      **,*** 
 

     *,***,***

      **,*** 

      **,*** 

 

Ⅲ．消耗品 

 １．消耗品費 

 ２．旅費 

 ３．委員会経費 

 ４．外注費 

 ５．報告書作成費 

 ６．その他 

 

 

   **,*** 

   **,*** 

   **,*** 

   **,*** 

   **,*** 

   **,*** 

 

 

    **,*** 

    **,*** 

    **,*** 

    **,*** 

    **,*** 

    **,*** 

 

    *,***,*** 

      **,*** 

      **,*** 

      **,*** 

      **,*** 

      **,*** 

      **,*** 

Ⅳ．一般管理費  （注１）     **,***    **,***     **,*** 

Ⅴ．再委託費  （注２）    **,***     **,***       **,*** 

    総  経  費 （注３） **,***,*** **,***,***     **,***,*** 

    消 費 税 額 （注４） (注：円単位)

**,***,*** 
(注：円単位) 

**,***,*** 
(注：円単位) 

  **,***,*** 

    総     額 (注：円単位)

**,***,*** 
(注：円単位) 

 **,***,*** 
(注：円単位) 

 **,***,*** 

注）１．一般管理費の算定はⅠ～Ⅲの経費総額に１０％を乗じて行う。 

２．総経費は、Ⅰ～Ⅴの各項目の消費税を除いた額の総額を記載する。 

３．応募者が免税業者の場合は、仕入課税額を消費税額欄に記載してください。ただし、

応募者が日本国以外に本社又は研究所をおく日本国の消費税法の対象とならない者に

ついては、この欄は不要ですので「－」を記載してください。 
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５．類似の研究開発 

（１）当該研究開発に関連して、類似の研究開発テーマを他の公的資金による制度に提案して

いたり、実施している場合は、その制度、研究開発テーマ、内容及び相違点を分かり易く

説明してください。なお、他制度に提案しているものと類似性が極めて高い内容の場合は、

不適とみなし、採択しないことを原則とします。 

 

（２）現に実施又はこれから実施予定の自己資金により並行して実施する類似の研究開発があ

り、本研究開発を受託した後も並行して類似の自社研究を続ける場合には、その研究概要、

目標（性能等）を明らかにしてください。また、受託を希望している研究と類似する自社

研究を明確に区別できることを説明してください。 

 

６．契約書に関する合意 

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

際して、ＮＥＤＯ技術開発機構より提示された契約書（案）に記載された条件に基づいて契約

することに異存がないことを確認したうえで提案書を提出します。 

 

ＮＥＤＯ技術開発機構より提示された契約書（案）に記載された条件に基づいて契約するこ

とに異存がない場合は、上記の文章を記載してください。 

 

 

 258



 

別添２

研究開発責任者候補 研究経歴書 

 氏  名   生  年    年 月 日 

   月  日    （       歳） 

① 所属・役職名 

 

② 学位〔授与機関〕 

        〔学  位〕 

        〔取 得 年〕 

        〔専  攻〕 

③ 研究開発実務及び管理注1経歴、並びに受賞歴 

（記入例） 

昭和○○－○○年  ○○の研究開発 

昭和○○年     ○○の研究開発に関し○○学会○○賞受賞 

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

 

 

④現在参画しているプロジェクト名 

 

（記入例） 

○○省「○○の研究開発プロジェクト」において○○の研究開発 

 

 

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

はありません） 

（記入例） 

〔論文〕 

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

〔研究発表〕 

1) T.Yamada, et.al, “Improvement of XXXXX Composites by XXXXX”, The XXX Fal

l Meeting ’99, Oct. 12, 1999. 

〔特許〕 

1)山田太郎他、“○○組成物“、特開平10-123456 

⑥ 本研究開発プロジェクトとの関係 

（記入例） 

平成○年度から、本研究開発プロジェクトに関連する先導調査研究「○○の調査研究」に従事

し、○○調査委員会の委員長を務める等主導的役割を果たしてきた。 

 

注）1.研究開発管理経歴とは、研究開発プロジェクトにおけるプロジェクトリーダー、研究

代表者、企業等における研究開発マネジメント等のご経験を指します。 

2.記載紙面が不足した場合、適宜追加してください。 
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研究者一覧 

 

氏 名 所属・役職（職名） 主な研究経歴又は実績 

   

 

○○ ○○ 

（△△博士） 

 

 

 

 

㈱○○○○○○○ 

○○○部○○○課長 

 

 

 

 

当該研究開発に関連する主な研究経

歴を数行程度で記載（次頁の登録研究

員候補研究経歴書を添付） 
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登録研究員候補 研究経歴書 

 氏  名   生年月日    年 月 日 

   年 齢    （       歳） 

① 所属・役職名 

 

② 最終学歴、学位 

        〔 最終学歴 〕 

        〔 学  位 〕 

        〔学位取得年〕 

③ 研究開発経歴（現職含む）、並びに受賞歴（                     ）

（記入例） 

昭和○○－○○年  ○○の研究開発 

昭和○○年     ○○の研究開発に関し○○学会○○賞受賞 

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

 

 

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

はありません） 

（記入例） 

〔論文〕 

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

〔研究発表〕 

1) T.Yamada, et.al, “Improvement of XXXXX Composites by XXXXX”, The XXX Fal

l Meeting ’99, Oct. 12, 1999. 

〔特許〕 

1)山田太郎他、“○○組成物“、特開平10-123456 

 

⑤本研究開発プロジェクトにおける役割 

（記入例） 

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

る△△△△の研究開発実績を基に□□□□の目標をクリアのための研究に従事する。 

 

 

－記入方法－ 

③研究開発経歴（現職含む）、並びに受賞歴： 

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

等も含める。 

④当該研究開発に関する最近５年間の主要論文、研究発表、特許等： 

・ 当該研究開発プロジェクトに関連する研究成果があること。 

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

無いもの等も可）、「研究発表（学会のみならずシンポジウム等での口頭発表等も可）」。「特許」等
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がありうるがこれに限定しない。なお、共著者、共同発表者、又は共同発明者でも可。 

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

究成果を示す記述があることが必要。これらがない研究者においては、当該プロジェクトを遂行する上

で当人の知見が不可欠であることを示す事由を記載すること。 

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

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

すること。 

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

その旨を記載願います。 

 262



 

別添４  
 

 

提案書受理票（ＮＥＤＯ技術開発機構控） 

 

提案書受理番号       

 

「革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」に対する提案書 

 

研究開発テーマ 

「○○○○○○○○○○○○の研究開発」 

 

平成 年 月 日 

 

企業名等：○○○○○株式会社 

代表者名：代表役取締役社長 ○○ ○○ 

提案書類チェックリスト 

 
□ 提案書    ２部（正１部とコピー１部）

□ 会社経歴書           １部 

□ 最近の営業報告書（１年分）   １部 

□ 組織等に関する説明書      １部 

所 在 地：〒   ○○県○○市…… 

 

 

 

担当者：所属 ○○部○○課 

    役職 ○○○○部（課）長 

    氏名         印 

     TEL 

     FAX 

＊ 連絡先が上記所在地と異なる場合は、連絡先も記載して下さい。 

 

 

切り取り 

 

提案書受理番号       

 

割 

印 

 

「革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発」に対する提案書 

 

研究開発テーマ「○○○○○○○○○○○の研究開発」 

 

提案受理票 

平成 年 月 日 

企業名等 

担当者名      殿 

 

  貴殿から提出された標記提案書は、受理しました。 

 

            

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

                       新エネルギー技術開発部  印 
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