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はじめに 
 
「エネルギー使用合理化シリコン製造プロセス開発」プロジェクトは、太陽光発

電の本格的な導入に備え、通商産業省工業技術院（当時）のニューサンシャイン計

画で平成８年度までに開発した溶融精製法と電磁鋳造法を基礎技術として、太陽電

池用原料シリコン及び基板を量産化するための製造技術を確立し、同時に太陽電池

原料製造工程での大幅な省エネルギー化を図ることを目的として、平成８年度から

５年間の計画で実施されたものである。 
 
 今回の評価は、平成１３年度に事後評価として、新エネルギー・産業技術総合開

発機構 技術評価委員会「エネルギー使用合理化シリコン製造プロセス開発」分科

会（分科会長：谷 辰夫、諏訪東京理科大学 教授 システム工学部長）において行

われたものである。 
 
 本プロジェクトは、平成６年度に策定された「新エネルギー導入大綱」（平成６

年１２月１６日、総合エネルギー対策推進閣僚会議決定）における太陽光発電導入

目標達成に直接関わる技術の１つであり、本分科会では当該分野に係わる国内外の

研究開発動向や社会情勢の変化も踏まえつつ、プロジェクトの目的・政策的位置付

け、目標・計画内容、研究開発体制や運営状況、成果の意義、実用化可能性や波及

効果、今後の展開等について評価を実施した。 
 
 本評価報告書は、これらの評価結果をとりまとめたものである。 
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審議経過 

 
 

●第１回分科会（平成１３年１２月２１日）１０：００～１７：００ 
（午前の部）公開セッション 

1. 分科会の公開について 
2. 評価のあり方及び評価の手順について 
3. 評価コメント及び評価の論点について 
4. 評価書の構成について 
5. プロジェクトの概要（質疑応答を含む） 
6. 周辺動向調査について（質疑応答を含む） 

（午後の部）非公開セッション 
7. プロジェクトの詳細（質疑応答を含む） 
8. コメント及び質疑応答（全体について） 

 
●第 2 回分科会（平成１４年３月５日）１３：００～１６：００ 

公開セッション 
1. 評価の進め方について 
2. 実施者側の補足説明 
3. 評価書（案）の審議及び確定 
 
 

 なお、本評価報告書は、第４回技術評価委員会（平成１４年６月１４日開催）

において了承された。 
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評価概要 

 

１．NEDO の関与の必要性、制度への適合性 
太陽光発電が未来のエネルギー・環境問題に対処し、大きな産業に発展す

る可能性を有することは社会一般に受け入れられている。この普及のネック

になるキーテクノロジーの一つが原材料の安定供給化と低コスト化である。

もちろん世界各国の関心事であり、世界中で過去様々な試みがなされたが、

すべて失敗に帰してきた。本プロジェクトはこの問題を解決する最有力候補

の一つであるが、その技術開発リスクの高さあるいは国の施策との関連性の

強さを考慮すれば、民間企業のみで取り組むには無理があり、ＮＥＤＯが関

与した国のプロジェクトとしての位置付けは妥当であり意義あるものである。 
 
２．事業の背景･目的･位置付け 

エネルギー源の大半を海外に依存する我が国にとって、太陽光発電による

エネルギー自足は重要な技術開発であり、本プロジェクトは明確に制定され

た導入目標を実現させるための課題を解決するものである。また、工業的技

術としてのみならず、研究基礎科学的にも意義があり、輸出産業への展開も

期待されるため、日本が世界へ貢献できる技術の一つであると考えられる。 
この点から、長期的展望に立ったグローバルな視点からの価格変動などが

議論されることが重要である。 
 
３．事業の目標 

本プロジェクトにおける技術的目標（不純物含有量）やパイロットプラン

トの生産規模目標（年産６０トン）はともに妥当なものであり、それらの高

度な目標に向かって研究開発を実施したことは評価できる。 
一方、国内需要のみでなく、国外生産による国際競争力の強化、低コスト

化及び輸出による生産量の拡大も考えて、より広い視野に立った目標設定も

考慮すべきである。 
 
４．事業の計画内容 

本プロジェクトは、綿密な研究計画のもと適切な手順を経て研究開発が展

開されたものである。また、その研究開発体制及び各研究開発実施者の選定

においても、国内の主要な結晶系シリコン太陽電池セル・モジュールメーカ

ーが参画しており最適であったと思われる。 
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ただし、本開発技術は我が国が世界をリードして育成すべき重要な技術で

あり、更なる費用・マンパワーを投入して、実用化を急いでも良かったので

はないか。 
 
５．研究開発成果 

本プロジェクトは、世界でも類例のない独創的な研究開発であり、目標を

上回る成果が得られ、各要素技術を国際水準に照らし合わせて見ても、注目

に値する優れたものである。現在太陽光発電分野の製造技術では、我が国が

世界をリードしており、本研究開発成果により更に確固たる地位を築けるも

のと思われる。 
成果の広報・普及の観点では、プロジェクト規模の割に論文数が少なく、

また工業所有権については、基本特許は押さえているものの、主要な外国に

対して出願・登録を行うべきである。 
 
６．情勢変化への対応 

本プロジェクトは、基本計画の変更なく進められたが、情勢変化への前向

きな対応として、半導体産業から発生するスクラップシリコンに着目し、そ

れらの再資源化への検討を行ったことは特筆すべき点である。 
しかし、太陽光発電分野の将来を見た場合、市場は急激な拡大段階でいま

だ流動的であり、情勢変化への妥当性は判断しにくい部分もある。これまで

の５年間とこれからの５年間では、技術動向の進展が大きく変化するように

思える。特に今後価格面での変化が大きく、グローバルな視点からの議論が

できるような体制が必要になろう。 
 
７．実用化、事業化の見通し（実用化のイメージ） 

実用化及び事業化については、不純物であるボロン除去技術の確立、ＮＥ

ＤＯ電磁鋳造法を基盤にした連続鋳造法の開発及びこれに対応した高生産性

基板スライス化技術開発の成功という各要素技術に立脚しており、産業技術

としての実用化の見通しは十分できていると判断できる。すでに、本プロジ

ェクトの研究開発成果を受けて、研究分担先がそれぞれ事業化を進めつつあ

る。 
本プロジェクトの成果には、技術的側面とコスト的側面の両面があり、こ

れら両面から広い他分野へ期待される波及効果を明確にすること及びこの成

果を浸透させるような努力が必要である。是非、日本独自の製造技術として

大事に育てて欲しい。 
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８．今後の展開（実用化までのシナリオ） 
実用化に向けて策定された具体的なシナリオが実現すれば、原材料シリコ

ンは間違いなく供給不足になり、本プロセス実用化の可能性は高くなる。更

に、生産規模を上方修正したプラントを建設し、大幅なコストダウンを達成

できれば、起爆剤として国内外の業界に与えるインパクトは極めて大きいと

思われる。 
今後は、本プロジェクトの成果と事業化までの間に存在しうる、成熟度を

含めた技術のギャップを明確にし、それを埋めていくこと及び基板の安定供

給と供給可能な価格との間の整合性について常に把握しておくことが大切で

ある。 
 
９．総合評価 

非常に困難な研究開発に粘り強く取り組み、開発リスクの高いプロジェク

トを当初の研究計画どおりに遂行したことは高く評価するとともに、ＮＥＤ

Ｏが関与してきた事業成功例の 1つであると認識している。是非、この成果

を一般の方々に太陽電池の低コスト化という形で還元して欲しい。 
真の実用化・事業化には、コスト競争力や市場需給状況を含めたグローバ

ルな視点に立った世界戦略の策定などのハードルが存在する。本プロジェク

ト終了後の事業化計画への追跡評価も必要である。 
 
10．今後の研究開発の方向性等に関する提言 

もう一度競合する可能性のある他のプロセスとの詳細かつ冷静なコストを

含めた比較検討を行い、優位性を明確にして実用化プラントに発展すべきで

ある。その際、基本技術だけはしっかり国内で押さえた上で、この技術を核

とした海外展開も選択肢の一つとして検討しても良いと思われる。 
いずれにせよ、経済状況及び技術開発において、最近我が国はあまり元気

がないが、本開発技術を核として２１世紀の戦略技術である太陽光発電技術

を我が国から世界に発信し、技術立国を是非復活して欲しい。 
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第１章 評価の実施方法 
 
本中間評価は、「技術評価実施要領」（平成 13 年 5 月制定、以下「実施要領」と

いう。）に基づいて以下のとおり行われた。なお、「技術評価実施要領」は、以下の

2 つのガイドラインに定めるところによって評価を実施することになっている。 
l 科学技術会議にて取りまとめられた「国の研究開発全般に共通する評価

の実施方法の在り方についての大綱的指針」（平成 9 年 8 月内閣総理大

臣決定） 
l 経済産業省にて取りまとめられた「経済産業省技術評価指針」（平成 13

年 5 月経済産業省告示） 

 

1. 評価目的 
 

実施要領において、評価の目的は、 
l 評価をする者（評価者）と評価を受ける者（被評価者）が意見交換を

通じ研究開発の意義、内容、達成状況、今後の方向性等について検討

し、より効率的・効果的な研究開発を実施していくこと、 
l 高度かつ専門的な内容を含む研究開発の意義や内容について、一般国

民にわかりやすく開示していくこと、 
l 限られた研究開発リソースの中で、国の政策や戦略に対応した重点分

野・課題へのリソース配分をより効率的に実施していくこと、とされ

平成１３年１２月現在 
暦年 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

法律         

政
府 政府         

政策評価広
報課 

        

経
済
産
業
省 

技術評価課         

NEDO 

        

各省庁設置法 

中央省庁等改革基本法 

科学技術 
基本計画 

科学技術基本法 

評価指針(改定) 

評価指針 

技術評価部 
設置 

技術評価課 
設置 

9511 
施行 

9511 

9610 

9806 

9907公布 

9806 
施行 

9611 9403 

9707 
総理大臣決定 

9607 
閣議決定 

9912 
告示 

9903 

9905 

0005 
告示 

9708 
告示 

0010 0110 

政策立案･
評価指針 

大綱的指針

× 

評価指針

(改定) 

0105 
告示 

0101 
施行 

行政施策 
評価法 

科学技術 
基本計画 
（第2期）

0103 
閣議決定 

大綱的指針 

0111 
総理大臣決定 

0106国会成立 
0204施行予定 
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ている。 
本評価においては、この趣旨を踏まえ、本事業の意義、研究開発目標・計画の妥

当性、計画と比較した達成度、成果の意義、成果の実用化の可能性等について検討・

評価した。 
 

2. 評価者 

 
実施要領においては、事業の目的や態様に即した外部の専門家、有識者からなる

委員会方式により評価を行うこととされているとともに、技術評価委員選定に当た

っては、以下の事項に配慮した選定を行うこととされている。 
l 科学技術全般に知見のある専門家、有識者 
l 当該研究開発の分野の知見を有する専門家 
l 研究開発マネジメントの専門家、経済学、環境問題その他社会的ニー

ズ関連の専門家、有識者 
l 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選任対象から除

外し、また、事前評価の妥当性を判断するとの側面にかんがみ、事前評価に関与し

ていない者を主体とすることとしている。 
これらに基づき、技術評価委員会分科会（以下、「本分科会」という）委員名簿

にある６名が選任された。 
なお、本分科会の事務局については、新エネルギー・産業技術総合開発機構技術

評価部が担当した。 
 

3. 評価対象 
 

平成８年度から平成１２年度までの計画で実施された「エネルギー使用合理化シ

リコン製造プロセス開発」プロジェクトを評価対象とした。 

 

なお、本分科会においては、当該事業の推進部室（新エネルギー・産業技術総合

開発機構 太陽・風力技術開発室）及び以下の研究実施者等から提出された事業原

簿、プロジェクトの内容、成果に関する資料をもって評価した。 

 

研究実施者等：太陽電池用原料技術研究組合 

       川崎製鉄株式会社、住友金属工業株式会社 

 

4. 評価方法 
本分科会においては、当該事業の推進部室及び研究実施者からのヒアリングと、
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それを踏まえた本分科会委員による評価コメント作成、評点法による評価及び実施

者側等との議論等により評価作業を進めた。 
なお、評価の透明性確保の観点から、知的財産保護の上で支障が生じると認めら

れる場合等を除き、原則として、本分科会は公開とし、研究実施者と意見を交換す

る形で審議を行うこととした。 
 

5. 評価項目、評価基準 

本分科会においては、次に掲げる「研究開発事業評価における標準的評価項目・

評価基準」（平成 12 年 8 月 25 日、産業技術審議会評価部会）に準じ、大きく事業

全体及び研究開発項目別に分けて評価を行った。事業全体に係わる評価においては、

主に事業の目的、計画、運営、達成度、成果の意義や実用化への見通し等について、

評価をおこなった。各研究開発項目に係る評価については、主にその技術的達成度

等について評価した。 
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評価項目・評価基準 
 

１．ＮＥＤＯの関与の必要性、制度への適合性 

（１）ＮＥＤＯの事業としての妥当性 
l 経済産業省の政策方針に適合しているか。（現在及び事業開始時点の時

代認識から見て） 
特定の研究開発制度に属する事業として実施されているものについて

は、当該制度の趣旨、目的（選定基準）への適合性を問う。 
l NEDO の関与が必要とされるテーマか。（民間のみでは改善できないも

のであって、以下のような「市場の失敗」に該当しうるテーマか。（政

策立案・評価ガイドライン参照）） 
² 公共財的性格を持つ財・サービスの供給 
² 環境問題等市場原理が働かない外部性 
² 不確実性（リスクの高さ）や情報の偏在などに基づく市場の不完全

性等 
l 上記以外で民間のみでは改善できない問題に対応するために、NEDO

の関与に公共性が認められるものか。 
l 緊急性、重要性が高く優先して実施すべき事業か。 

 

２. 事業の背景・目的・位置付け 
（１）事業目的・政策的位置付けの妥当性 

l 評価時点の時代背景認識から見て、事業の目的は妥当で、政策的位置付

けは明確か。 
l 事業開始時点の時代背景認識から見て、事業開始時の目的は妥当で、政

策的位置付けは明確か。 
l 事前評価は、当時の時代背景認識から見て妥当なものであったか。 
l 政策課題（問題）の解決に十分資するものであるか。 

 

３. 事業の目標 

（１）研究開発目標の妥当性 
l 立案時点または計画見直し時点の時代背景認識から見て、目標達成のた

めに、具体的かつ明確な開発目標、目標水準を設定しているか。 
l 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。 
l エネルギー特別会計を使用している場合には、費用対効果分析など定量

的なエネルギー政策上の目標が立てられているか。 
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４. 事業の計画内容 

（１）研究開発計画の妥当性 
l 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。 
l 目標達成に必要な要素技術を過不足なく、取り上げているか。 
l 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か。 

（２）研究開発実施者の事業体制の妥当性 
l 目標を達成する上で、事業体制は適切なものか。 
l 各研究開発実施者の選定等は適切に行われたか。 
l 関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか。 

 

５. 実用化、事業化の見通し（実用化のイメージ） 

（１）成果の実用化可能性 
l 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか。 
l 公共財としての需要が実際にあるか。見込みはあるか。【注】 
l 公共性は実際にあるか。見込みはあるか。【注】 

（２）波及効果 
l 成果は関連分野へのインパクトを期待できるものか。 
l 当初想定していなかった波及的な成果はあるのか。 
l プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発を促進するなどの波及

効果を生じているか。 
 

６．今後の展開（実用化までのシナリオ） 
（１）実用化の見通し 

l コストダウン、導入普及、実用化までの期間、事業化とそれに伴う経済

効果等の見通しは立っているか。 
l 研究開発を今後も現行の計画どおり継続することは妥当か。 

 

７．研究開発成果 
（１）計画と比較した目標の達成度 

l 成果は目標値をクリアしているか。 
l 全体としての目標達成はどの程度か。 
l 立案時点または計画見直し時点の時代背景認識から見て、事業は研究開

発として成功したといえるか。また、評価時の時代背景から見てどうか。 
（２）要素技術から見た成果の意義 

l 世界最高水準、世界で初めて、又は国際水準から見て優れた成果がある

か。 
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l 新たな技術領域を開拓するような成果の独創性が認められるか。 
l 新たな市場創造につながるような新規性、先進性が認められるか。 
l 汎用性のある（応用分野の広い）技術が開発されているか。 
l 当初想定していなかったような成果（派生技術等）はあるか。 
l 将来の時代背景の変化により、重要性の増すあるいは減る成果はどのよ

うなものか。 
（３）成果の普及、広報 

l 論文の発表は、質・量ともに十分か。 
l 特許は適切に取得されているか。 
l 必要に応じ、成果の規格化に向けた対応が取られているか。 
l 広報は一般向けを含め十分に行われているか。 

（４）成果の公共性【注】 
成果の公共性を担保するための措置、あるいは普及方策を講じているの

か。（JIS 化、国際規格化等に向けた対応は図られているか、一般向け広

報は積極的になされているか等） 
 

８．情勢変化への対応 

（１）情勢変化への対応の妥当性 
l 技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直し

たか。 
l 計画の見直しに当たっては、時代背景の変化を考慮していたか。 

（２）研究開発実施者の運営の妥当性 
l 意思決定、進捗状況、計画見直し等の検討が適切に行われているか。 
l プロジェクトリーダー（サブテーマのリーダーを含む）が有効に機能し

ているか。 
l プロジェクト開始後の情勢変化（目標未達が明らかになった場合を含

む）への対応は適切であったか。 
 
＜特記事項＞：○評価項目・評価基準にある各項目の「重み」は、被評価プロジェクトの性格

等に応じて、異なるものである。 
       ○評価においては、プロジェクトに対する提言を含めて検討を実施するものと

する。 
【注】：知的基盤・標準整備等のための研究開発のみ。 
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（参考資料） 
政策立案・評価ガイドライン（抜粋） 

（平成 11 年 12 月経済産業省策定） 
IV．評価事項 
1．事前評価 
(1) 施策・制度の必要性[どのような問題が存在するのか、なぜその問題を改善する

上で行政の関与が必要なのか] 
民間活動のみでは改善できない問題であって、かつ、行政が関与することにより

改善できるものが存在することを論証しなければならない。 
行政の関与の必要性については、「市場の失敗」と関連付けて説明すべきことを

原則とする。「市場の失敗」については以下に概念を示すが、より詳しくは、行政
改革委員会「行政関与の在り方に関する基準」（平成 8 年 12 月 16 日）の「行政関
与の可否に関する基準」による。 
行政関与の必要性の説明として、「市場の失敗」に該当しないものも許容するが、

その場合には、上述した問題の存在することの説明や公共性が高いことの根拠はで
きる限り客観的に明らかにしなければならない。 

 

＜市場の失敗＞…行政改革委員会「行政関与の在り方に関する基準」（平成 8 年 12 月）による 
 

(a) 公共財的性格を持つ財・サービスの供給（経済安全保障、市場の整備、情報の生産、
文化的価値を含む） 
 複数の人が同時に消費できたり、対価の支払いなしに（まま）消費を制限することが
困難である財・サービスのことをいう。 
例：市場ルールの形成 

(b) 外部性 
 ある個人・企業の活動が、市場を経ずに他の個人・企業の経営環境に影響すること
をいう。好ましいものを正の外部性、好ましくないものを負の外部性という。 
例：負の外部性の例として地球環境問題（正の外部性については、解釈に幅があると
される） 

(c) 市場の不完全性 
 不確実性や情報の偏在（財や価格について取引の当事者間で情報量にばらつきがあ
ること）などがあるために市場取引が成立しないこと。 
例：技術開発（不確実性）、製品事故（情報の偏在） 

(d) 独占力 
 独占力は、一般には、市場におけるマーケット・シェアやライバル企業と異なる品
質の製品を提供することによって生まれる価格設定力である。市場参加者が大きな独
占力を持っている場合には、行政の関与が許容される場合があるとされる。 

(e) 自然独占 
 平均生産費が、市場で需要される産出量を超えても逓減するため、新規参入が利潤
をもたらさず、また 1 社だけ存在することが効率的になるため生ずる独占のことをい
う。 

(f) 公平の確保 
 公平の確保を図るための施策については、機会の均等を図ることを第一とし、事後
的な公平については、所得・資産の多寡を基準とした再分配に原則として限定し、そ
れ以外の施策からは原則として撤退する、とされている。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 プロジェクトの概要 
 
当該事業の推進部室及び研究実施者から提出された事業原簿をもって、当該プロ

ジェクトの概要とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

[エネルギー使用合理化シリコン製造プロセス開発] 
 

事業原簿 
 

作成者 
新エネルギー・産業技術総合開発機構 
太陽技術開発室 

 

作成時期 ２００１年９月１４日 



 

 

制度名  事業名 エネルギー使用合理化シリコン製造プロセス開発 

事業の概要 結晶シリコン太陽電池原料の安定供給を目指して、市販の金属シリコン
を出発原料とし、太陽電池用原料シリコン及び基板の量産化製造技術を開
発する。本開発は、太陽電池業界とＮＥＤＯとの共同研究とし、費用の２
／３をＮＥＤＯ（国）が負担する。 

１．ＮＥＤＯの関与の必

要性・制度への適合

性 

新エネルギー導入大綱では、２０１０年の太陽光発電の累積導入目標と
して、４６０万ｋＷを掲げている。平成８年度の日本での太陽電池生産量
の約７０％を占める結晶シリコン太陽電池においては、原料供給が導入へ
の最大のネックとなる。原料製造技術の開発は、世界各国で試みられてき
たが成功していない。開発リスクは非常に大きいため、業界のみでの解決
は困難であり、国による支援が不可欠である。 

２．事業の背景・目的・

位置付け 

 太陽光発電の本格的な導入に備え、平成８年度までにニューサンシャイ
ン計画で開発した溶融精製法と電磁鋳造法を基礎技術として、太陽電池用
原料シリコン及び基板を量産化するための製造技術を確立する。また、太
陽電池原料製造工程での大幅な省エネルギー化を図る。 

３．事業の目標 

（全体目標） 

原料シリコンから基板までの量産技術を開発し、量産化実験設備の実証
運転研究と製造した原料シリコン及び基板を太陽電池として評価し、低コ
ストで安定供給が可能な原料製造技術の早期実用化を目標とする。 

４．事業の計画内容 
(単位：百万円) 

H８fy H９fy H10fy H11fy H12fy 総 額(５年間) 
（NEDO 負担割合：2/3） 

一般会計         
特別会計（電特） 49       ４９  
特別会計（石特）       
特別会計(エネ高)  794 1,107 861 523   ３，２８５   

総予算額（計） 49 794 1,107 861 523 ３，３３４   

省内担当原課 通商産業省（現経済産業省）資源エネルギー庁  
省エネルギー・新エネルギー部  新エネルギー対策課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

委託先 太陽電池用原料技術研究組合 

研究開発体制 

 

 

分担先 川崎製鉄（株）、住友シチックス（株）（現住友金属工
業株式会社）、京セラ（株）、三洋電機（株）、シャープ（株）、
昭和シェル石油（株）、大同ほくさん（株）（現エア・ウ
ォーター（株）） 

５．実用化、事業化の見

通し 

川崎製鉄（株）、住友金属工業の関連会社の２社にて、開発完了後直ち
に開発成果を事業化予定。 

６．今後の展開  太陽電池用原料シリコンの安定供給が可能となり、太陽電池メーカーの
設備投資環境が改善されるとともに、低コストな基板の安定供給により、
結晶シリコン太陽電池の低コスト化が進展する。 

７．中間・事後評価 中間評価は実施せず、今回事後評価を実施。 

８．研究開発成果 特許（出願）数：１４（１６）、論文数４、学会及び新聞等発表数２３ 

基本計画の変更 なし 

変更内容  
９．情勢変化への対応 

評価履歴  

10．今後の事業の方向性  

作成日 平成１３年９月１４日 
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1. ＮＥＤＯの関与の必要性・制度への適合性 
 

1.1 ＮＥＤＯが関与することの意義 
 

平成６年度に策定された「新エネルギー導入大綱」（平成６年１２月１６日、

総合エネルギー対策推進閣僚会議決定）においては、太陽光発電の累積導入目

標として、２０００年までに４０万ｋＷ、２０１０年には４６０万ｋＷを掲げ

ている。一方、太陽電池の供給面では、平成８年度の日本での太陽電池生産量

の内、結晶シリコン太陽電池が約７０％を占めており、当面は製造技術の確立

している結晶シリコン太陽電池が供給を担うことになるが、その障害となるの

が、原料シリコン及び基板の供給確保である。 
太陽電池産業は、太陽電池用原料シリコン(SOG-Si：Solar Grade Silicon)

として、半導体用シリコンを製造する過程で発生した規格外品を利用している。

このため、太陽電池産業が、半導体産業の景気動向の影響を受けない独自の供

給源を確保しない限り、国の太陽光発電導入目標の達成は、原料確保の点から

困難である。SOG－Si 製造技術の開発については、結晶シリコン太陽電池の開

発当初から、その必要性が認識され、世界各国で技術開発が試みられてきた。

しかしながら、製造コスト、品質、量産性の全ての面で要求を満足できるもの

はなく、いずれの技術開発も成功していない。その開発リスクは非常に大きく、

業界のみでは国の導入政策に合致する形での原料供給問題の解決は困難であ

る。 
以上のような状況から、太陽電池の導入拡大が計画されたこのタイミングに

国が関与して開発を進めない場合、導入政策の途中で、原料の安定供給が困難

となり、２０１０年の導入目標を達成できない可能性がある。本開発では、開

発を促進するため、太陽電池業界とＮＥＤＯとの共同研究とし、ＮＥＤＯ（国）

がその費用の一部（２／３）を負担する必要がある。 
 

1.2 費用対効果 

 

太陽光発電の導入目標である４６０万ｋＷの達成に際しては、結晶シリコン

太陽電池が主に供給を担うことになると予想される。結晶シリコン太陽電池

の生産は、原料の供給及び価格において半導体産業からの制約を受けている。

従って、安定な原料供給が行われない限り、導入目標の達成は困難な状況に

ある。 
太陽電池原料問題の解決には、ニューサンシャイン（ＮＳＳ）計画で開発し

た要素技術を基に量産化に向けた製造技術を開発することが、費用的にも期

間的にも最も効率的である。 
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開発費用として、５年間で３０億円規模を計画しているが、本開発により、

原料供給技術を確立することで、導入目標達成に向けた産業の発展が期待で

きる（２０１０年の予想産業規模：太陽電池産業１，５００億円以上、うち

基板を含めた原料産業として３００～５００億円）。 
以上により、太陽電池産業としての新しい原料技術開発を実用化することは、

国のエネルギー政策実現のためにも、緊急を要する課題であり、投入した費

用に対してもたらされる政策効果は大きいと判断できる。 
 

2. 事業の背景・目的・位置付け 
 

2.1 事業の背景・目的・意義 
 

新エネルギー導入政策における太陽光発電導入目標を実現する過程で、国内

の太陽電池生産の７割以上を占める結晶シリコン太陽電池用のSOG－Si及び基

板の供給不足が導入目標達成のボトルネックになると想定される。これに対し

て、新規の SOG－Si 及び基板供給技術の確立が不可欠であるが、世界的に見て

これに対応できる技術がない状況で、平成８年度までのＮＳＳ計画で開発され

た要素技術をベースとして、量産化を目指した製造技術の開発を進めるもので

ある。 

これは、SOG－Si から基板の製造までを一連の太陽電池用原料技術と捉えて、

ＮＥＤＯ溶融精製法およびＮＥＤＯ電磁鋳造法を基礎技術として開発するも

のである。SOG－Si の量産化製造技術として、年産６０トン規模のパイロット

プラントを開発し、これを用いた冶金的精錬処理技術を確立するとともに、シ

リコン基板の量産化製造技術として、インゴットの連続鋳造化とスライスの高

性能化技術を確立するものである。 

なお、本技術については、国内の太陽電池メーカーばかりでなく、海外メー

カーからも開発要請が来ており、世界的にも注目を集めている。 

 

2.2 事業の位置付け 

 
１．政策的な位置付け 

 新エネルギー導入政策における太陽光発電導入目標を実現する過程で、シリ

コン原料の供給不足がボトルネックになると懸念される。本技術開発は上記問

題の根本的解決を目指した技術開発である。 

本開発では、SOG－Si 供給技術として、ほとんど唯一可能性を有するＮＥＤ

Ｏ溶融精製法及び低コスト基板製造が可能なＮＥＤＯ電磁鋳造法を基礎技術

として、量産化製造技術の開発を行う。これにより新たな SOG－Si 及び基板供
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給技術を確立するとともに、安価な基板を太陽電池産業に供給することで、新

エネルギー導入政策における太陽光発電導入目標達成への重大な障害を除去

することができる。また、本技術開発により、SOG－Si 及び基板の製造工程で

の大幅な省エネルギーも達成できる。 

 

２．研究開発としての位置付け 
 SOG－Si 供給技術の開発は、1970 年代からその重要性は認識され、半導体シ

リコン製造プロセスの改良や冶金的方法等によりアプローチがなされ、その多

くは国家プロジェクトとして進められた。しかしながら、これらの開発では品

質面あるいはコスト面から工業生産に耐え得る技術は得られず、本開発のスタ

ート時にはほとんどの開発が断念されていた。本開発は国内の太陽電池メーカ

ーの要請により計画され、低コストが期待される冶金技術で、実験室的に不純

物除去を確認したＮＥＤＯ溶融精製法を、工業生産規模に近い 60 トン/年規模

の生産設備で実証するもので、SOG－Si 供給技術として現時点では、世界唯一

の技術となっている。 

 一方、基板製造技術のうちインゴット製造技術に関しては、ＣＺ法、キャス

ト法、リボン法等の従来技術が存在する。今回の技術開発では、基板製造の生

産性向上を目指して、ルツボを使用しないため不純物混入のないＮＥＤＯ電磁

鋳造法の連続鋳造技術と製造したインゴットから 1 回の切断で 2500 枚以上の

基板に加工する高生産性スライス技術開発を世界に先駆けて行う。 
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3. 事業の目標 
 

太陽光発電システムの実用化技術を確立するための研究開発の一環として、

結晶シリコン太陽電池の原料となるSOG-Siならびに基板の製造技術を開発し、

その技術的、経済的可能性を明らかにする。合わせて、量産化ラインによる実

証運転研究と太陽電池原料としての評価を行い、低コストかつ省エネルギー型

の SOG-Si 及び基板の量産化製造技術の早期実用化を目指す。 

 

3.1 開発目標 
 

１．規模・生産性 

（１）SOG-Si パイロットプラント規模：生産６０トン／年 

（２）インゴット鋳造速度：２．５mm/min 

（３）基板スライス生産規模：１１５千枚／台・月（１５cm 角基板） 

２．ＳＯＧ－Ｓｉ品質 

（１）特性 ：ｐ型、比抵抗  0.5～1.5Ω・cm 

（２）不純物濃度：P, Fe, Al, Ti ＜0.1ppmw、C < 5 ppmw 

３．製造コスト 

（１）ＳＯＧ－Ｓｉ：２，３００円／kg （1,000 ﾄﾝ／年生産時） 

（２）多結晶インゴット：３，００２円／kg 

       基板スライス・洗浄：１３５．４円／枚 

    （基板総合製造コスト：３１７．９円／枚） 

（基板仕様：サイズ１５cm 角、厚さ２５０μm、Ｓｉ使用量３４．４g/枚） 

  

3.2 開発目標の設定理由 

 

新エネルギー導入政策の太陽光発電導入目標を実現する過程で、シリコン原

料の供給不足に対応できる新規のSOG-Si供給技術を確立することを第一義と

し、合わせて基板の生産性向上を図ることで、太陽電池用シリコン基板の総

合製造コストを低減できる量産化製造技術の開発を行う。 

開発目標は、ＮＥＤＯ及び太陽電池業界各社からなる開発準備委員会で検討

し、SOG-Si 製造技術については工業化レベル（300 ﾄﾝ／年）に至るステップ

として 60 ﾄﾝ／年規模のパイロットプラントを設置し、SOG-Si の品質面では、

ＮＳＳ計画における目標品質を達成できる操業技術を開発する。また、イン

ゴット鋳造及び基板スライス技術においては、生産性 25%の向上を目標に開発

を行うこととする。 
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製造コスト目標として、量産製造技術の確立を目指す SOG-Si は、当時の市

場価格並の 2,300 円／kg 以下とし、インゴット化は 3,002 円／kg、基板化は

135.4 円／枚で基板製造総合コストとしては、317.9 円／枚（1,000 ﾄﾝ／年の

生産規模で、15cm 角基板、設定当時の基板コストの 60%）を設定する。 

 なお、平成１１年度からは、当時の SOG－Si 需給状況と環境問題への貢献

の視点から、品質的に太陽電池に使用が難しく廃棄されていた半導体産業か

ら発生するスクラップシリコン（未利用シリコン）を本開発技術により再資

源化するための検討を加えた。 
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4. 事業の計画内容 
 

4.1 事業全体、個別研究開発項目の計画内容 
 

太陽電池の今後の発展への課題として、SOG－Si の供給確保、基板生産性の

向上、原料を含む基板製造コストの低減、並びに基板品質の向上が挙げられ

る。これらの中で優先されるべき技術課題は、太陽電池生産増の基幹となる

SOG－Si に関する量産化製造技術開発と基板製造コスト低減に視点を置いた

基板生産性向上のための技術開発である。本開発は、太陽電池業界とＮＥＤ

Ｏとの共同研究として実施し、費用の２／３をＮＥＤＯが、１／３を業界が

それぞれ負担して進めることとする。 

 
表 4-1 開発期間および開発スケジュール（年度別計画） 

 
    項 目       平成８年度   ９年度    １０年度  １１年度  １２年度   
  
 太陽電池用シリコン    F/S 調査  
 量産化製造技術の   ●          ●       
 開発          概念設計 ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 建設 実証運転研究  総合  
・脱ﾘﾝ・粗精製         ●          ●                  ●  運転研究 

                                             ●          ●  
                               ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 建設 運転研究      プ 
・脱ﾎﾞﾛﾝ 仕上げ精       ●          ●          ●          ●      ロ 
製              要素技術確認                    セ 

                                                                            ス 
・未利用シリコン                                      予備検討 運転研究 

   再資源化                                      ●         ●    ● 
                             設備検討 
                                                                            評 
 高品質太陽電池用   F/S 調査                                              価 
 ｼﾘｺﾝ基板製造技術 ●          ●      
 の開発        概念設計             設備改造  運転研究  
  ・長尺・高速鋳造                             ●          ●          ● 
   技術      
  ・スライス、後処       ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 建設 運転研究 
   理技術           ●            ●      ●      
 
                                           
 太陽電池シリコン    調査（技術課題、技術・産業動向、品質・市場動向） 
 原料製造技術の  ●                                                      ● 
 実用化解析に関す             品質評価（シリコン、基板） 
 る調査・研究          ●                                          ● 
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4.2 研究開発項目毎の内容の詳細 

 
１．太陽電池用シリコン量産化製造技術の開発 

平成８年度までのＮＳＳ計画の技術開発成果であるＮＥＤＯ溶融精製法を

用いて、年生産量６０トン規模のパイロットプラントを開発する。これを用

いて、市販の金属シリコンを出発原料とし、これを冶金的な溶融精製処理に

より、高純度化し、SOG-Si とする量産化製造技術を開発する。開発すべき主

な技術課題は、電子ビーム真空溶融法による溶解シリコン中のリン除去技術、

水蒸気添加プラズマ溶解法によるボロン除去技術、及び一方向凝固精製法に

よる金属元素不純物の除去技術である。さらに、SOG-Si 製造過程の一方向凝

固精製工程を改良することにより、製造した SOG-Si インゴットをスライス

して基板を得るキャスト工程省略技術について開発を行う。 
また、平成１１年度から、本技術の実用性を高めるため、「未利用シリコン」

を精製・再資源化する技術開発を追加した。 
 
２．高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発 

平成８年度までのＮＳＳ計画の技術開発成果であるＮＥＤＯ電磁鋳造技術

を用いて、溶解部での電磁誘導加熱とプラズマ加熱の併用技術とインゴット

のオンライン切断技術の開発によるインゴット連続鋳造化技術を開発する。

また、基板化技術として、インゴット４本を同時切断できる高性能マルチワ

イヤーソーとそれを用いたスライス技術、およびスライス後の基板の洗浄・

処理を自動化するための洗浄設備、枚葉化設備などとその運転技術を開発す

る。 
 

4.3 研究開発実施主体の体制 

 
SOG－Si 及び基板の量産化製造技術の早期実用化を目指すため、開発の実施

に当たっては、原料メーカーと太陽電池メーカーの計７社よりなる太陽電池

用原料技術研究組合を設立する。本開発は組合とＮＥＤＯとの共同研究開発

として実施し、費用は、ＮＥＤＯ２／３、組合１／３の負担割合とする。 
研究分担としては、川崎製鉄（株）が「太陽電池用シリコン量産化製造技術

の開発」を、住友シチックス（株）が「高品質太陽電池用シリコン基板製造

技術の開発」をそれぞれ行い、太陽電池メーカー５社が開発で試作される SOG

－Si 及び基板の品質評価を行うこととする。 
また、本技術開発を効率的に進め、実用化が可能な技術に仕上げるためには、

幅広い分野からの技術的支援など産学官各界の専門家による支援が必要であ
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ることから、これら専門家により構成される技術分科会を研究組合にて設置

する。 
具体的な体制図を図 4-1 に示す。 

 
 

太陽電池用原料技術研究組合 

川崎製鉄（株） 
住友シチックス（株） 
（現住友金属工業株式会社）

京セラ（株） 
三洋電機（株） 
シャープ（株） 
昭和シェル石油（株） 
大同ほくさん（株） 
（現エア・ウォーター（株））

新エネルギー・産業技術総合開発機構

通商産業省（現経済産業省） 資源エネルギー庁 

石炭・新エネルギー部 新エネルギー対策課 

技術分科会 

共同研究（ＮＥＤＯ２／３負担） 

図 4-1 研究開発体制 

技術委員会 

分担研究 

補助金 
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5. 実用化、事業化の見通し（政策目的達成時のイメージ） 
 

5.1 太陽電池用シリコン量産化製造技術の開発 
 
下記のような方向で本開発技術の早急な実用化を図ることにより、安定した

SOG－Si の供給が期待できる。 
１．初期の投資リスクの軽減、設備製作期間の短縮のため、開発したパイロッ

トプラントを生産設備に改造し、実用化をスタートさせる。 
２．上記で実用化をスタートさせた後、工業生産技術の開発状況、市場の状況

により投資と生産量の拡大を図る。 
 

注）事業化状況 

当面、精製工程が短く工業生産技術の確立に課題が少ない「未利用シリ

コン」を原料とする SOG-Si 製造技術から実用化に着手し、順次、金属シ

リコンを原料とする技術の工業生産技術を確立していく。これに沿って、

川崎製鉄（株）は、下記の計画にて事業化を行う。 
①平成１３年９月以降 生産量２００トン／年 
②平成１４年４月以降 生産量４００トン／年 

        

5.2 高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発 

 

下記のような方向で実用化を進めることにより、基板のコストダウンが期待

できる。 

１．連続電磁鋳造技術は、現有の３４cm 炉にプラズマ併用加熱を適用すること

で実用化に着手し、新炉増設時に連続インゴット切断を含めた連続鋳造技術

の実用化を行う。 

２．スライス技術については、開発した設備を工業化用に改造して、実用化に

入る。基板洗浄・処理技術については既存設備の事業の増設、改善時に合わ

せて個別に順次、実用化していく。基板厚さは、まず３００μmから実用化し、

順次２５０μmへ薄肉化を図る。 

 
注）事業化状況 

多結晶シリコン基板のスライス技術及び基板洗浄・処理技術については

既存工程に適用可能な物から随時実施し、連続電磁鋳造については下記の

規模で、住友金属工業関連会社にて事業化を行う。 

①平成１４年度 生産量１５ＭＷ／年 

②平成１７年度 生産量３０ＭＷ／年 



 

2－10 

6. 今後の展開（政策目的達成までのシナリオ） 
 
冶金的精錬法による SOG－Si 量産化製造技術の実用化により、太陽電池産業

は半導体産業に依存しない独自の SOG－Si 供給技術を初めて持つことになり、

太陽電池生産量への原料供給からの制約がなくなる。このため、太陽電池メー

カーの投資環境は格段に改善され、独立した産業として発展が見込める。また、

省エネルギー連続電磁鋳造によるインゴット製造と高生産性スライス技術に

よる多数枚同時処理により、基板のコストダウンが可能となるため、結晶シリ

コン太陽電池の低コスト化が進展する。このように SOG－Si 及び基板の量産化

製造技術の実用化により、導入目標達成に対する重大な障害を除去できる。 
開発技術の実用化により期待される効果としては、 

  ① 太陽電池産業による半導体産業に依存しない独自の原料供給の確保 
・太陽電池生産量への原料供給面での制約解除 
・シリコン原料の価格、品質の安定化 
・太陽電池投資環境の改善 

② 基板の低コスト化による太陽電池のコストダウンの進展 
また、開発の波及効果としては、下記の項目も期待できる。 

①  冶金的技術による超高純度材料製造の可能性を実証（高純度材料への冶金

技術の発展） 
②  電磁鋳造技術の他金属への適用の可能性 
③  半導体用低抵抗シリコン基板原料製造への開発技術適用の可能性 
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7. 中間・事後評価の評価項目・評価基準、評価手法及び実施時期 
 
中間評価は実施せず、今回、事後評価を実施する。 
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8. 研究開発成果 
 

8.1 事業全体の成果 
 
１．開発規模及び生産性 

開発におけるプラント規模及び生産性については、表 8-1 に示すようにいず

れも開発目標を達成している。また、市販の金属シリコンからインゴットを製

造するプロセスは、従来よりエネルギー多消費型のプロセスであったが、今回

の技術開発により、各プロセスの電力消費量（1000 トン／年）を表 8-2 のよう

に大幅に削減することができた。 

 

    表 8-1 プラント規模及び生産性 

項 目 開発結果 開発目標 

SOG-Si ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ 

開発規模 
６０ﾄﾝ／年 ６０ﾄﾝ／年 

 インゴット鋳造速度 

（34cm 角換算) 
２．５mm/min ２．５mm/min 

 基板スライス生産規模 

 （15cm 角） 
１１５千枚/台・月 １１５千枚/台・月 

 

      表 8-2 製造時の電力原単位（kWh/kg） 

製造品目  開発技術 ＊従来技術 

SOG-Si   ２２ 100 

多結晶インゴット   １８ 22～ 28 

＊ SOG-Si は従来の半導体用シリコン製造技術、多結晶インゴットは 

従来の電磁鋳造技術を比較技術とした。 

 
２．製品の品質 
① SOG－Si 

パイロットプラントで製造したSOG-Siの不純物濃度は表8-3のようになり、

必要とされる品質を満足するものが製造できた。 

 

 表 8-3 製造した SOG-Si の不純物濃度 

                    不純物濃度(ppmw)                      比抵抗 

             Ｐ      Ｂ       Ａｌ    Ｆｅ    Ｔｉ   Ｃ   （Ωcm） 

SOG-Si   ＜0.1  0.06～0.10  ＜0.1  ＜0.05  ＜0.01  ＜5    0.6～1.3 

目標品質   ＜0.1   0.1～0.3   ＜0.1  ＜0.1   ＜0.1   ＜5   0.5～1.5 
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図８－１ 商業用工程で製造された太陽電池の変換効率 

 
さらに、太陽電池としての評価を実施した。キャスト工程を省略し、製造し

た SOG-Si インゴットをスライスして得た多結晶基板を用いて、商業用太陽電

池製造工程で製造した太陽電池の変換効率は、図 8-1 のように 15%以上を達成

した。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
このように SOG-Si は、多結晶太陽電池用基板の原料として十分な品質を持

つが、さらにＣＺ引上げ法により、単結晶が引き上がり、単結晶太陽電池用

基板の原料としても使用できることが確認された。 

 

② 連続電磁鋳造インゴット 
開発した連続電磁鋳造技術を用いて製造した多結晶シリコンインゴットから

製作した基板の太陽電池特性は表 8-4 のようになり、生産性の向上にもかかわ

らず、従来のキャスト法と同等以上の品質のインゴットが製造できた。 

 
 表 8-4 連続電磁鋳造で製造したインゴットによる基板を用いた太陽電池

の変換効率（セル化はＮＥＤＯ評価法に準じる） 

変換効率（％） 
インゴット製造方法 

平均値 最高値 最低値 

連続電磁鋳造法 １３．９ １３．９ １３．７ 

キャスト法（比較） １３．７ １３．８ １３．６ 

 
３．製造コスト 

開発技術による SOG-Si 及び多結晶シリコン基板製造コストを試算した結果、

表 8-5 のように SOG-Si 製造では 2,293 円／kg、多結晶インゴット製造では

300 200 100 0 

インゴット高さ (mm) 

12 

14 

16 

18 

変
換
効
率
 
（
％
）
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2,833 円／ｋｇ、基板のスライス・洗浄では 15cm 角の基板１枚 135.1 円／枚と

なり、基板製造のトータルコストとして 312.8 円／枚が得られた。 

 

表 8-5 SOG-Si 及び基板の製造コスト（1000 トン／年、100MW／年） 

開発結果 開発目標 項   目 

円／kg 円／枚 円／kg 円／枚 

SOG-Si 製造 2,293 (78.9) 2,300  (79.2) 

多結晶インゴット製造 2,833 (98.8) 3,002 （103.3） 

基板スライス・洗浄  － 135.1 － 135.4 

基板製造総合  －  312.8 －   317.9 

 

［コスト試算の前提］・・・・ＮＥＤＯコスト試算式による。 

１）SOG-Si 製造 

原料：予備処理後の金属シリコン（Ｐ<10ppmw、Ｂ：5ppmw、金属不純物

<10ppmw） 

製造工程：今回開発した図 8-2 の工程 

生産規模：1,000 トン／年 

２）多結晶インゴット・基板製造 

製造工程：今回開発した図 8-3 の工程 

インゴットサイズ：３４cm 角 

製品：多結晶基板（１５cm 角、厚さ２５０μm） 

生産規模：100ＭＷ／年 

   
４．成果の発表、特許 

① 発表及び論文等 
表 8-6 に国際会議での発表等を一覧表で示す。 
 

② 特許 
表 8-7 に出願特許の一覧表を示す。 

 

8.2  研究開発項目毎の成果 

 
１．太陽電池用シリコン量産化製造技術の開発 

年生産量６０トン規模のパイロットプラントを設置し、市販の金属シリコン

に含まれる不純物を冶金的な精製技術により除去して、太陽電池に必要な純度

まで高純度化する量産化製造技術の開発に世界で初めて成功した。電子ビーム

真空溶解法による溶融シリコン中のリン除去技術、水蒸気添加プラズマ溶解法
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によるボロン除去技術及び一方向凝固精製法による金属元素不純物の除去技

術からなる精製技術である。特に、従来の冶金技術では困難であった溶融シリ

コン中のボロン除去を可能としたことが大きな特徴である。開発した各シリコ

ン精製工程技術の内容を表 8-8 に示した。 

また、本開発技術の応用ならびに発展として下記の技術を確認した。 

①「未利用シリコン」を、その品質に応じて各精製工程技術を用いて精製・処

理することで太陽電池用原料に再資源化する技術。 
② SOG-Si 製造過程の一方向凝固精製工程を改良することにより、製造した
SOG-Si インゴットをスライスして基板を得るキャスト工程省略技術。 

 
２．高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発 

基板用インゴット製造に関して、電磁鋳造溶解部へのプラズマ加熱の併用技

術とインゴットのオンライン切断技術の開発により連続電磁鋳造技術を開発

した。 

開発技術による装置１基の生産では、約１１０時間で３トンのインゴットが

製造できる。これを従来の技術と同一時間当たりで比較すると、溶解―鋳造一

体型のキャストでは６００kg 程度であり、また、ＣＺ法による６インチ径の

単結晶引き上げでは約２００kg、１２インチでも約４００kg 程度と見込まれ、

開発技術の生産性は従来キャスト法の約５倍、ＣＺ単結晶引き上げの７～１５

倍である。 

また、基板化技術として、インゴット４本を同時切断できる高性能マルチワ

イヤーソーとそれを用いたスライス技術、およびスライス後の基板の洗浄・処

理を自動化するための洗浄設備、枚葉化設備などとその運転技術を開発した。

開発した基板製造の各工程技術の内容を表 8-9 に示した。 



 

図８－２ 太陽電池用原料シリコン(SOG-Si）製造工程 

第二工程（B除去･仕上げ精製凝固）

プラズマ溶解装置

一方向凝固

電子ビーム溶解装置

未利用シリコン（p型）

B ：70
P ： 0.03
Fe： 0.2

第一工程（P除去･粗精製凝固）第一工程（P除去･粗精製凝固）

純度 >99.9999 %

B ：～ 0.1
P ：<0.1
Fe：(10-4)

（ 純度 99.5 % ）

B ： 5
P ： 30
Fe：1500

金属シリコン

純度 99.99 %

不純物除去

P ：0.1
Fe：<10

ウエハ用ブロック
太陽電池用原料

B ： 0.02
P ：20
Fe： 0.2

金属シリコンの予備処理金属シリコンの予備処理

簡易一方向凝固

金属不純物粗除去

w
ppmw
ppmw
ppmw

ppmw
ppmw
ppmw ppmw

ppmw

ppmw
ppmw

ppmw

ppmw
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未利用シリコン（n型）

（キャスト工程の省略）



・
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溶融シリコン

プラズマヒーター

プラズマ加熱併用インゴット製造工程

SOG-Si

切断機

スライス工程

基板洗浄工程

図８－３　太陽電池用多結晶シリコンインゴット及び基板製造工程

インゴット

誘導ヒーター



表８―６ 発表及び論文等 
 

１）研究発表 
発表年月 発表先 題     目 

平成  ９年  ７月 14th European 
Photovoltaic Solar 
Energy  
Conference and 
Exhibition 

Purification of 
Metallic Grade Silicon up to Solar 
Grade by NEDO Melt 
Purification Process  

平成１０年  ３月 第 45 回応用物理学関
係連合講演会 

ＮＥＤＯ溶融精製法による太陽電
池用シリコンの製造とその特性 

  ７月 2nd World 
Conference and 
Exhibition on 
Photovoltaic solar  
Energy Conversion 

Development of NEDO 
Melt-Purification 
Process for Solar Grade 
Silicon and Wafers 

平成１１年  ２月 日本―インド太陽光発
電国際会議 

Development of NEDO 
Melt-Purification 
Process for Solar Grade 
Silicon Production 

６月 第 16 回太陽光発電シ
ステムシンポジウム 

太陽電池用シリコン量産化製造技
術の開発状況 

     ８月 ９ th Workshop on 
Crystal Silicon Solar 
Cell Materials and 
Processes 

Status of Technology Develop- 
ment SOG-Si Materials using 
NEDO-MP Process 
- 

     ９月 ＮＥＤＯ事業報告会 
太陽電池分科会 

「エネルギー使用合理化シリコン
製造プロセス開発」開発状況 

平成１１年  ９月 11th International  
Photovoltaic Science 
and Engineering 
Conference 

Development of NEDO 
Melt-Purification 
Process for Solar Grade 
Silicon 

９月 同上 New Electromagnetic Casting  
using Plasma Jet Melting 

１１月 資源･素材’99（京都） 太陽電池用原料シリコン製造プロ
セスの開発 

平成１２年  ５月 16th European 
Photovoltaic Solar 
Energy 
Conference and 
Exhibition 

Development of NEDO 
Melt-Purification 
Process for Solar Grade 
Silicon by Pilot Plant 

平成１３年  ６月 12th International 
Photovoltaic Science 
and Engineering 
Conference 

A Metallurgical Approach to Solar 
Grade Silicon Feedstock 

                                       



２） 新聞発表、展示会 

 
発表年月 発表先 内  容 

平成 ９年 ２月 日本経済新聞  
 他３紙 

シリコン精製技術開発状況 

      ６月 日刊工業新聞 
化学工業新聞 

太陽電池基板 

      ６月 日刊工業新聞など ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
     １０月 第５回ＳＡＭＰＥ先端

材料技術国際会議展示
会（展示） 

ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況  

平成１０年 ４月 レアメタルニュース ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
     １０月 日刊工業新聞 ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
     １２月 ＮＨＫテレビ（経済最

前線） 
ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 

     １２月 セミコン・ジャパン 98
（展示） 

太陽電池ウェハー専用ワイ
ヤーソー 

平成１１年 ６月 化学工業新聞 ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
平成１２年 ４月 レアメタルニュース ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
平成１３年 ５月 日刊工業新聞、レアメ

タルニュース他７紙 
ＳＯＧ－Ｓｉ開発と事業化 

 

 

３）論文投稿 

 
誌 名 題 目 

日本金属学会誌 , 
 Vol.61 (1997), 1086-1093 

溶融シリコン中のリン，アルミニウムなら
びにカルシウムの蒸発除去 

日本金属学会誌 , 
 Vol.61 (1997), 1094-1100 

一方向性凝固法を用いたシリコンの純化 

鉄と鋼 , 
 Vo1.86 (2000), 717-724 

工業用金属シリコンを用いる太陽電池基
板用高純度シリコン製造プロセスの開発 

Progress in Photovoltaics 
(2001) 

Purification of Metallurgical Grade 
Silicon up to Solar Grade 

 



表８－７   出願特許一覧表  

 
年度 発明の名称 出願日（年／月／日） 出願番号 公開番号 

シリコン溶解用容器 １９９７／１２／１９ 特願平０９－３５０８１６ 特開平１１－１８０７１２ 
溶融シリコンの保持容器 １９９７／１２／２６ 特願平０９－３５９５０４ 特開平１１－１８９４０７ 
シリコンの溶解方法 １９９８／ １／１２ 特願平１０－００３８１７ 特開平１１－１９９３８２ 
金属シリコンからのボロン除去方法 １９９８ ／１／１６ 特願平１０－００６６２３ 特開平１１－１９９２１７ 
太陽電池用シリコン精練炉の集塵装置 １９９８／ １／２０ 特願平１０－００８８５５ 特開平１１－２０９１１８ 
シリコンの精製方法 １９９８／ １／２１ 特願平１０－００９６７２ 特開平１１－２０９１９５ 
金属シリコンからのボロン除去方法及び装置 １９９８／ １／２１ 特願平１０－００９６７３ 特開平１１－２０９１１９ 

平成 ９年 

シリコン鋳造用鋳型 １９９８／ ２／２７ 特願平１０－０４６７６０ 特開平１１－２４０７１０ 
シリコンの精製方法及び装置 １９９９／ ３／２３ 特願平１１－０４５９６０ 特開２０００－２４７６２３ 平成１０年 
電磁誘導鋳造装置 １９９９／ ３／２３ 特願平１１－０７７７３３ 特開２０００－２６４７７５ 
シリコン鋳塊切断方法 １９９９／ ６／２１ 特願平１１－１７４３７７ 特開２００１－０１０９００ 
シリコン連続鋳造法 １９９９／ ７／ １ 特願平１１－１８７８６２ 特開２００１－０１９５９３ 
シリコン連続鋳造法 １９９９／ ７／ １ 特願平１１－１８８１３５ 特開２００１－０１９５９４ 

平成１１年 

シリコン塊の探傷方法 １９９９／ ７／ ６ 特願平１１－１９１５３０ 特開２００１－０２１５４３ 
シリコン連続鋳造法  （米･仏･独） ２０００／１２／２８ ＰＣＴ ＪＰ００／０９３７７  平成１２年 
鋳型への皮膜形成方法、鋳型及び多結晶ｼﾘｺﾝｲﾝｺ゙
ｯﾄの製造方法 

２００１／２／９ 特願２００１０３３３４９  

 



  

表８－８ 「太陽電池用シリコン量産化製造技術の開発」の内容 

開発技術 
開発課題 

（目標達成への課題と到達目標） 
開発した技術内容および成果 

工業化へ残された課題 
（派生した技術） 

リン除去技術 リン濃度 < 0.1 ppmw 電子ビーム溶解法を用いることにより、溶融シ
リコン中のリンを気化することによってリン濃
度を30 ppmw から安定して処理速度 50 kg/hr で 
< 0.1 ppmw を達成する条件を確立した。 
連続50 ch 以上操業する技術を開発した。 

 

凝固粗精製技術 金属不純物濃度 < 10 ppmw  一方向凝固することにより、Fe 1200 ppmw、
Al 600 ppmw、Ti 200 ppmw から安定して、Fe，
Al，Ti <10 ppmw のインゴット150kg/ch を製
造する凝固条件を確立した。 

（派生技術） 
原料を予め一方向凝固する
「予備処理」により、製造元
で、金属不純物を除去できる
ことを明らかにした。 

ボロン除去技術 ボロン濃度 < 0.1 ppmw プラズマ溶解法を用いることにより、溶融Si
中のボロンを酸化精錬することでボロン濃度を
処理速度50 kg/hr で 10 ppmw から<0.1 ppmw ま
で300kg/ch で除去する技術を確立した。 
また、精製の終点制御をサンプリングと比抵抗

測定で行う技術も開発した。 

 

凝固仕上げ精製 
技術（キャスト
工程省略技術） 

導電特性：p型 
比抵抗値：0.5～1.5Ωcm 

300 kg インゴットにおいて、上述の工程終了
後のシリコンを一方向凝固により太陽電池原料
レベル（導電特性：p型、比抵抗値：0.5～1.5
Ωcm）まで精製する凝固条件を確立した。 
凝固仕上げ精製処理を改良することにより、キ

ャスト処理を省略し、太陽電池用多結晶基板を採
取しうるインゴットを作製する技術を開発した。 

 

未利用シリコン
の再資源化技術 

導電特性：p型 
比抵抗値：0.5～1.5Ωcm 
 

「未利用シリコン」を、その品質に応じた処理（上
記の各工程の組み合わせ、および各工程の最適操
業条件）を行うことにより太陽電池用原料シリコ
ンに再資源化する技術を開発した。 

 

 



表８－９ 「高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発」の内容 

   開発した技術 
          開発課題 
（目標達成への課題と到達目標） 

          開発した技術内容及び成果      工業化へ残された課題 

連続電磁鋳造技術 
 

・ 連続鋳造（１０ｍ以上）技術 
・ 鋳造速度の向上(5mm/min) 
（34cm角に換算：2.5 mm/min） 

 

１５ｃｍ角電磁鋳造装置を用いて下記技術を開発 
・ ローラー式給電法による高温部給電技術と湿式回転
刃切断法によるインゴットのオンライン切断技術を
開発した。 

・ 上記設備で長さ１０ｍのインゴットを連続鋳造し、得
られた基板での変換効率が長さ方向に変化しないこ
とを確認した。 

・ 鋳造速度５mm/min. （34cm 角に換算：2.5 mm/min）
を品質変化なしに達成した。 

・ 電磁鋳造溶解部にプラズマ加熱を併用する技術を開
発し、溶解電力約４０％の削減を達成した。 

・ 大型化(34cm 角)と工業生産
への実用化 

 
   

スライス用インゴッ
トの探傷技術 

 

・クラック、異物の検出 ・超音波探傷技術により、シリコンブロック内の 1mm
以上のクラック、異物を検知できる技術を開発した。 

 

接着剤自動塗布技術 ・ スライス用インゴットブロック
とガラスの接着の自動化 

・ 接着剤塗布及び接着作業を一体化した自動接着装置
を開発し、条件の最適化で歩留まり98%を達成した。 

 

 
 

高性能スライス技術 
 

・ 150mm 角×400mmＬのブロック
を4本同時スライス 
厚さ：250μm 

・１回のスライスで２５００枚の150mm角基板を製造で
きる設備を開発し、スライス技術を確立した。 

  スライス生産性：１１５千枚／台・月 
 

 

スラリーの 
  高速洗浄技術 

・ 従来の超音波洗浄に変わる高速
洗浄技術 
  洗浄時間３０分以下 

・ 灯油のジェット流を利用した高速洗浄装置、及び運転
技術を開発した。 
  洗浄時間：５分 

 

基板自動枚葉化技術 ・ スラリー洗浄後の基板を枚葉化
し、カセットに装填する自動枚
葉化装置 

・ 多孔質の吸着板を用いた自動枚葉化装置と運転技術
を開発した。 

   処理速度  ：１枚／１０sec 
   平均歩留まり：９８% 

・ 不良品の排除法 
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第３章 評価 
 

 
１．ＮＥＤＯの関与の必要性、制度への適合性 
 
太陽光発電が未来のエネルギー・環境問題に対処し、大きな産業に発展する可

能性を有することは社会一般に受け入れられている。この普及のネックになる
キーテクノロジーの一つが原材料の安定供給化と低コスト化である。もちろん
世界各国の関心事であり、世界中で過去様々な試みがなされたが、すべて失敗
に帰してきた。本プロジェクトはこの問題を解決する最有力候補の一つである
が、その技術開発リスクの高さあるいは国の施策との関連性の強さを考慮すれ
ば、民間企業のみで取り組むには無理があり、ＮＥＤＯが関与した国のプロジ
ェクトとしての位置付けは妥当であり意義あるものである。 
 
（肯定的意見） 
○新エネルギー導入大綱の目標値、太陽光発電システムの導入の高まりなどを

考慮すると、結晶シリコン原料製造技術の開発は必要であったと考える。ま

た、開発リスクの高さを考慮すると本プロジェクトは妥当である。 
○国の普及施策によって、市場の立ち上がりが急激で設備投資の必要性が高ま

ったが、原料不足に対する不安から、十分な対応が困難であった。また原料

の入手ルートも少なかったために、品薄感がより大きな時代であった。他分

野にまたがる調査は十分だったのか、本事業の是非を判断するためのデータ

が適切であったか若干判断しにくい点は残るが、経産省の施策に合致してお

り妥当と考える。 
○平成 6 年から始まった経済産業省の住宅用 PV 普及施策により、平成 8 年当

時に住宅用市場が急激な拡大が進み、普及施策にとって最大のネックになる

のは、シリコン原料不足でわると太陽電池業界を中心に危惧されていた。し

かし、企業単体では改善できないことであり、国の施策に関わることなので、

ＮＥＤＯの事業とすることは適正であったと考える。 
○太陽光発電は未来のエネルギー・環境問題に対処し、大きな産業に発展する

可能性を有する。そのキーテクノロジーの一つが原料の低コスト化であり、

本プロジェクトの方法はこの目的に合致する最有力候補の一つであるが、技

術は未成熟で、民間のみで対処するにはリスクの大きいテーマであった。 
○太陽光発電は一般に社会的に受け入れられており、その普及のネックとなる

材料の安定的な確保として、リスクを伴う高品質で安価なＳＯＧーＳｉの製

造技術を確立することは国のプロジェクトとして大いに意義がある。 
○半導体用シリコンの規格外品に原料を頼っている太陽電池産業が、半導体産
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業の景気動向から開放できるように新原料開発を行う、という試みは世界中

で実行されたが全て失敗に帰してきた。従って、太陽電池産業を多く抱える

日本において、このリスクを包含している技術開発にＮＥＤＯが関与するこ

とは非常に有意義である。 
○民間のみの改善にはリスクがあるので、ＮＥＤＯの事業として最適である。

ポスト化石資源時代のために優先的事業とすべし。 

 

（その他の意見） 
△原料シリコン需給環境から見てＮＥＤＯの関与は当然。だが、より多くの太

陽電池メーカーに対して、研究成果に対する責任をより強く持たせる仕組み

として、組合形式ではなく例えばＰＶ工業会を設立させるなどの選択肢も可

能性としては考えられるのではないか。 
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２．事業の背景･目的･位置付け 
 
エネルギー源の大半を海外に依存する我が国にとって、太陽光発電によるエネ

ルギー自足は重要な技術開発であり、本プロジェクトは明確に制定された導入
目標を実現させるための課題を解決するものである。また、工業的技術として
のみならず、研究基礎科学的にも意義があり、輸出産業への展開も期待される
ため、日本が世界へ貢献できる技術の一つであると考えられる。 
この点から、長期的展望に立ったグローバルな視点からの価格変動などが議論

されることが重要である。 
 
（肯定的意見） 
○本プロジェクトの発足時の時代背景からみて、目的、政策的位置付けは妥当

であった。 
○エネルギー源の大半を海外に依存する我が国にとって、最初は少しでもあっ

ても太陽光発電によるエネルギー自足は重要な技術開発であり、将来の輸出

産業への展開も期待できる。シリコン原料、基板の低コスト高純度化を目指

す本プロジェクトの目的、方法は明確で、基礎科学的にも意義のあるテーマ

である。 
○太陽光発電の導入目標が制定され、それを実現させるための課題を解決する

ための基盤となる技術開発であり時宜を得ている。また、日本が世界に貢献

できる技術でもある。 
○プロジェクトの目的は単純明快で妥当なものである。事前評価も十分なされ

ている。 
○開始時、現在においても事業目的は妥当で、また将来も同様である。 
○スライス技術開発に着目し、製造コスト低減を狙った点は特に評価できる。 
○本開発技術は大幅な省エネなどが期待される良いテーマである。 
 
（否定的意見） 
●最終成果品の価格目標値、価格変動などについて、長期的展望に立ったグロ

ーバルな視点からの十分な議論が必要である。 
●太陽電池の生産量推移の見通しは、世界並びに国内での需要見通しに立脚し

ているが、特に国内の生産見通しを政府の導入政策に強く依存して立案して

いるきらいがある。 
 
（その他の意見） 
△最終成果品としての太陽電池の性能、経済性の目標値から、量産化製造技術、

基板製造技術の研究開発の目標値を決めるべき要素が大きい。これらの開発
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目標値は外的条件によって変化、変動するファクターを含んでおり、十分検

討すべき課題である。 
△事前評価の資料が提供されていないので、他のプロセス（例えば改良シーメ

ンス、リボン）に対して、十分な優位性が期待できたのかどうかは不明であ

る。 
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３．事業の目標 
 
本プロジェクトにおける技術的目標（不純物含有量）やパイロットプラントの

生産規模目標（年産６０トン）はともに妥当なものであり、それらの高度な目
標に向かって研究開発を実施したことは評価できる。 
一方、国内需要のみでなく、国外生産による国際競争力の強化、低コスト化及

び輸出による生産量の拡大も考えて、より広い視野に立った目標設定も考慮す
べきである。 
 
（肯定的意見） 
○ＳＯＧ－Ｓｉ製造技術の研究開発目標水準は妥当であったと考える。特に不

純物含有量（０．１ppmw以下など）を規定して開発に当たったことは評価

できる。 
○立案又は開発着手時の市場から見て、あるいは太陽電池モジュールの目標コ

ストから見て、コスト目標が適正だったのか若干の疑問は残るが、製品純度

レベルは適正だった。想定される競合製品との仕様比較も適正であったと考

える。 
○ＮＥＤＯの先行プロジェクトである鋳造工程が省略された太陽電池用シリコ

ン基板製造技術の開発が、今回の技術開発に大きく貢献しており、ＮＥＤＯ

の研究費投入先の選択が正しかったと評価できる。 
○需要増大の見通しがはっきりしない時点での、年産６０トンのプラントでの

テストは妥当と言えよう。 
○生産規模６０トン／年などは工業化レベルの３００トン／年から見て妥当と

思われる。 
○立案時の目標は素晴らしく明確である。 
 
（否定的意見） 
●技術的側面からの目標値は妥当であろう。また、製造コストの開発目標は国

内のみならず広い視野に立って決定することが必要であろう。 
●コストは、もっと低くできるように設定しておいた方がよい。あらかじめ目

標を設定して、生産量、発電量によって調整している感がある。特にインゴ

ット、基板コストはもう少し努力すべきだと考える。この部分だけ考えると

電磁鋳造の代わりに連続チョクラルスキー等、現行プロセスの改良による場

合とあまり変わらないでは？ 
 
（その他の意見） 
△国内需要のみでなく、国外生産による国際競争力の強化、低コスト化及び輸
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出による生産量の拡大も考えた目標設定も考慮すべき。 
△費用対効果の定量的データが欲しい。 
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４．事業の計画内容 
 
本プロジェクトは、綿密な研究計画のもと適切な手順を経て研究開発が展開さ

れたものである。また、その研究開発体制及び各研究開発実施者の選定におい
ても、国内の主要な結晶系シリコン太陽電池セル・モジュールメーカーが参画
しており最適であったと思われる。 
ただし、本開発技術は我が国が世界をリードして育成すべき重要な技術であ

り、更なる費用・マンパワーを投入して、実用化を急いでも良かったのではな
いか。 
 
（肯定的意見） 
○本プロジェクトは開発リスクの高いプロジェクトであるが、綿密な研究計画

のもとで研究開発が展開されたといえる。 
○成果からみて適切に行われたと考える。 
○計画及び事業体制は妥当である。事業体制では特に、リスクの高い研究に挑

戦した川崎製鉄（株）及び研究担当者の意欲を買いたい。 
○開発目標の達成を目指し、適切なステップを経て推進している。 
○目標を達成する上で、事業体制、各研究開発実施者の選定等は、太陽電池用

シリコン大手製造会社のほぼ全社が参入しており最適であると判断できる。

目標達成のための研究開発スケジュールも妥当であると判断できる。 
 
（その他の意見） 
△５年間のプロジェクトでは、最初と中間、最終に外部組織による評価が必要

と思われる。 
△本開発技術は我が国が世界にリードし育成すべき重要な技術であり、更なる

予算・マンパワーを投入して、実用化を急いでも良かったのではないかと思

われる。 
△「過不足なく」とは言い過ぎでは。金、時間の制約から・・・。 
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５．研究開発成果 
 
本プロジェクトは、世界でも類例のない独創的な研究開発であり、目標を上回

る成果が得られ、各要素技術を国際水準に照らし合わせて見ても、注目に値す
る優れたものである。現在太陽光発電分野の製造技術では、我が国が世界をリ
ードしており、本研究開発成果により更に確固たる地位を築けるものと思われ
る。 
成果の広報・普及の観点では、プロジェクト規模の割に論文数が少なく、また

工業所有権については基本特許は押さえているものの、主要な外国に対して出
願・登録を行うべきである。 
 
（肯定的意見） 
○当初設定した目標値が達成されている。国際水準から見て注目して良い成果

であろう。 
○成果の計画や目標値に対する達成度は満足されていると考える。 
○世界でも類例のないユニークな研究で、目標を上回る成果を得ている。電磁

鋳造まで含めると３回の凝固を行っているが、これを２回（例えば２回目を

電磁鋳造と一体化）にできれば更に有望。 
○前例のない難しい研究に取り組み、粘り強い努力で克服したことは高く評価

したい。 
○当初の目標値を全てクリアし、また開発された要素技術にしても半導体製造

に活かされ波及効果が期待される。 
○立案時点又は計画見直し時点の時代背景認識から見て、事業は研究開発とし

て成功したといえる。また、国際水準から見て、開発した技術は世界最高水

準に達した優れた成果であると判断できる。 
○太陽光発電の製造技術においては、日本が世界をリードしており、本技術の

開発で更に確固たる地位を築けるものと思われる。 
 
（その他の意見） 
△現時点の論文数は、プロジェクトの規模の割には少ない。 
△本技術開発で、連続電磁鋳造技術と並んで、特に基盤技術となったシリコン

の精製方法や、基板スライス技術に関して、外国に向けて特許を申請・取得

しているかが心配される。 
△ボロン除去技術の開発成功ということが、産業技術としての実用化見通しの

ターニングポイントとなったと判断できるので、もっとこの点を強調されて

はどうか。 
△要素技術に限定すれば成果は大だと思う。新たな市場創造にはつながるだろ
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うか・・・。 
△数年前ＰＶ用のＳi 材料が不足して、太陽電池が十分製造出来ない等のこと

が危惧された時期に、それを解決する本プロジェクトのプレゼンスが薄かっ

たように感じる。うまくＰＲすることが足りなかったのではないか。 
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６．情勢変化への対応 
 
本プロジェクトは、基本計画の変更なく進められたが、情勢変化への前向きな

対応として、半導体産業から発生するスクラップシリコンに着目し、それらの
再資源化への検討を行ったことは特筆すべき点である。 
しかし、太陽光発電分野の将来を見た場合、市場は急激な拡大段階でいまだ流

動的であり、情勢変化への妥当性は判断しにくい部分もある。これまでの５年
間とこれからの５年間では、技術動向の進展が大きく変化するように思える。
特に今後価格面での変化が大きく、グローバルな視点からの議論ができるよう
な体制が必要になろう。 
 
（肯定的意見） 
○基本計画の変更はなく計画通り進められた。 
○ＰＶ用Ｓi 材料の供給は構造的に不安定であることから、本技術開発の計画

は妥当であった。また、目標を全てクリアしていることから本プロジェクト

の運営も適切になされていたと判断される。 
○平成１１年度から、それまで廃棄されていた半導体産業から発生するスクラ

ップシリコン（未利用シリコン）に新たに着目し、本開発技術により再資源

化するための検討を行ったことは、特筆すべき妥当な見直しである。 
 
（否定的意見） 
●低コスト太陽電池のニーズがより強く求められる時代に、より速く計画を進

行すべきだ。速度が遅いのでは・・・。 
 
（その他の意見） 
△これまでの５年間とこれからの５年間では、技術動向の進展が大きく変化す

るように思える。特に今後価格面での変化が大きく、グローバルな視点から

の議論ができるような体制が必要になろう。 
△市場は急激な拡大段階でいまだ流動的であり、情勢変化への妥当性は判断し

にくい。 
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７．実用化、事業化の見通し（実用化のイメージ） 
 
実用化及び事業化については、不純物であるボロン除去技術の確立、ＮＥＤＯ

電磁鋳造法を基盤にした連続鋳造法の開発及びこれに対応した高生産性基板ス
ライス化技術開発の成功という各要素技術に立脚しており、産業技術としての
実用化の見通しは十分できていると判断できる。すでに、本プロジェクトの研
究開発成果を受けて、研究分担先がそれぞれ事業化を進めつつある。 
本プロジェクトの成果には、技術的側面とコスト的側面の両面があり、これら

両面から広い他分野へ期待される波及効果を明確にすること及びこの成果を浸
透させるような努力が必要である。是非、日本独自の製造技術として大事に育
てて欲しい。 
 
（肯定的意見） 
○本プロジェクト成果が実用化されれば、太陽電池製造分野へのインパクトは

大きく、今後の展開が期待される。 
○薄膜系メーカーの設備投資規模が気になるが、結晶系から見れば必需品であ

り事業性は高い技術と考える。本事業によりＰＶメーカー以外の市場参入も

考えられる。 
○当然見通しのある目標を設定したはずで、それをクリアした以上、需要見通

しがマッチすれば実用化、事業化に取り組むのが自然の成り行きである。 
○本プロジェクトの研究開発成果を受けて、川崎製鉄（株）が２００トン／年

規模で事業化を進めつつあり、また住友金属関連企業が連続電磁鋳造につい

て事業化を予定している。 
○要素技術は半導体製造技術にも活かすことが可能である。 
○ボロン除去技術、ＮＥＤＯ電磁鋳造法を基盤技術にした連続鋳造法の開発、

これに対応した高生産性基板スライス化技術開発の成功ということに立脚し

ているので、産業技術としての実用化の見通しは十分できていると判断でき

る。 
 
（否定的意見） 
●本プロジェクトの成果は、技術的側面とコスト的側面の両面があり、これら

両面から広い他分野へ期待される波及効果を明確にすることやこれらの成果

を浸透させ、更なる波及効果が得られるような努力が必要である。 
●本プロジェクトで開発した冶金技術の高純度材料製造への波及効果を期待し

ているが、本製造コストは非常に高価であり、どのような材料種の高純度化

を想定しているのか漠然としている。 
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（その他の意見） 
△本プロジェクトになる成果を浸透させ、更なる波及効果が得られるような努

力が必要であろう。 
△日本独自の製造技術として大事に育てて欲しい。 
△基板スライス技術の高効率化という点では、ひょっとして更に改良の余地が

あるような印象を受けた。 
△明確な結果（省電力、不純物削減）からすれば実用化可能。ただし、関連分

野への「インパクト」となるといかがなものか。 
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８．今後の展開（実用化までのシナリオ） 
 
実用化に向けて策定された具体的なシナリオが実現すれば、原材料シリコンは

間違いなく供給不足になり、本プロセス実用化の可能性は高くなる。更に、生
産規模を上方修正したプラントを建設し、大幅なコストダウンを達成できれば、
起爆剤として国内外の業界に与えるインパクトは極めて大きいと思われる。 
今後は、本プロジェクトの成果と事業化までの間に存在しうる、成熟度を含め

た技術のギャップを明確にし、それを埋めていくこと及び基板の安定供給と供
給可能な価格との間の整合性について常に把握しておくことが大切である。 
 
（肯定的意見） 
○本プロジェクトの事業化技術が確立されれば、太陽電池基板の安定供給が可

能で、業界に与えるインパクトは大きいと考える。 
○２０１０年には４６０万ｋW という需要予測が実現するペースで生産が伸

びれば、シリコンが足りなくなり本プロセス実用化の可能性も高い。あるい

は、生産を上方修正してスケールアップしたプラントをまず作って、大幅な

コストダウンを図り、１００MW、１，０００トン／年以上のＳＯＧ－Ｓｉ

太陽光発電が加速的に発展するような起爆剤として勝負に出られれば面白い。 
○実用化に向けた具体的なシナリオが策定されており、現行の方向性で進めて

行って問題ない。 
○本プロジェクトで開発した技術の今後の展開として、半導体用低抵抗シリコ

ン基板原料製造への適用の可能性を提案しているが、実現性が大いにあると

考えられるので、是非実行に向け努力して欲しい。 
 
（否定的意見） 
●本プロジェクトの成果と事業化までの間の技術に、成熟度を含めた技術のギ

ャップを明確にし、それを埋めていくことや基板の安定供給と供給可能な価

格とのあいだの整合性について常に把握しておくことが大切であろう。 
●将来については不透明な所がある。 
 
（その他の意見） 
△『未利用シリコン』を原料とするＳＯＧ－Ｓｉ製造から着手する計画となっ

ている。技術の更なる開発と成熟には継続した努力が必要であるように思わ

れる。 
△薄膜系メーカーの動向と半導体業界からの参入度合しだい。 
△既に開発済みのＮＥＤＯ流動層シリコンプロセスと、連続チョクラルスキー

との組み合わせ、あるいは電磁鋳造・基板プロセスとを組み合わせた場合と
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の厳密なコスト比較が必要と考える。 
△対抗技術が出現することもあり常に調査が必要。 
△製造コストの点を考慮して、本技術の海外移転を検討してみてはいかがか。 
△太陽電池の要素に限定されるので、大きな経済効果までは得られない。しか

し、コストダウンの要因になるだろう。 
△大衆への普及を考えれば、太陽電池の変換効率を更に 20％位まで向上させる

ことも当初から計画していても良かったのではないか。
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９．総合評価 
 
非常に困難な研究開発に粘り強く取り組み、開発リスクの高いプロジェクトを

当初の研究計画どおりに遂行したことは高く評価するとともに、ＮＥＤＯが関
与してきた事業成功例の 1 つであると認識している。是非、この成果を一般の
方々に太陽電池の低コスト化という形で還元して欲しい。 
真の実用化・事業化には、コスト競争力や市場需給状況を含めたグローバルな

視点に立った世界戦略の策定などのハードルが存在する。本プロジェクト終了
後の事業化計画への追跡評価も必要である。 
 
（肯定的意見） 
○開発リスクの高いプロジェクトを当初の研究計画通りに遂行したことは評価

できる。 
○総合的にみればシリコン原料の生産は必要であり妥当性はあったと考える。 
○コスト低下に今一歩の努力が望まれるが、難しい研究に粘り強く取り組み当

面の目標を達成したのは立派である。真の実用化には更にハードルがある（特

に他のプロセスとのコスト競争）と思うが、新規性の高い研究をサポートし

たＮＥＤＯの見識にも敬意を表する。 
○有用ではあるが、非常に困難な技術開発を期間内に完成させたことに敬意を

表す。また、それが太陽光発電の安定供給・低コスト化に直結する技術であ

ることから、太陽光発電の普及により多くの人達に恩恵を与えるものと期待

される。（特に途上国での太陽光発電を用いた電化方策などで。） 
○ＮＥＤＯが関与してきた事業としては、これまでに最も高く評価できる成功

例の 1つであり、ボロン除去技術を初めとする精製技術、ＮＥＤＯ電磁鋳造

法を基板技術にした連続鋳造法の開発、これに対応した高生産性基板スライ

ス化技術開発の何れもが成功し、産業技術としての実用化の見通しが十分で

きたと高く評価できる。 
○成果が実を結び素材不足が解消、太陽電池パネルレベルで少しコストダウン

になるだろう。 
 
（その他の意見） 
△原料製造技術の開発は世界各国の関心事であり、技術の進展によっては大き

く前提条件が変化する可能性もある。研究開発目標値などを柔軟に議論でき

るように、チェックアンドレビューを行うことも必要である。また、プロジ

ェクト終了後の事業化計画への追跡評価も必要となろう。 
△本プロジェクトの事業化時期には、コスト競争力や市場需給状況を含めた世

界戦略が必要になろう。本プロジェクトのような重要プロジェクトのフォロ



 

3－16 

ー体制も重要になろう。 
△今後の進展を図るためには、グローバルな視点が必要であり、価格面での競

争力を意識した更なる取り組みが必要であろう。 
△メーカーの努力で本技術が完成したが、その成果を一般の方々に太陽電池の

低コスト化という形で是非還元して欲しい。 
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10．今後の研究開発の方向性等に関する提言 
 
もう一度競合する可能性のある他のプロセスとの詳細かつ冷静なコストを含

めた比較検討を行い、優位性を明確にして実用化プラントに発展すべきである。
その際、基本技術だけはしっかり国内で押さえた上で、この技術を核とした海
外展開も選択肢の一つとして検討しても良いと思われる。 
いずれにせよ、経済状況及び技術開発において、最近我が国はあまり元気がな

いが、本開発技術を核として２１世紀の戦略技術である太陽光発電技術を我が
国から世界に発信し、技術立国を是非復活して欲しい。 
 
（肯定的意見） 
○現状のプロジェクト開発計画の策定方針は妥当であろう。 
○目標を達成した以上、もう一度競合する可能性のある他のプロセスとの詳細

かつ冷静なコストを含めた比較検討を行い、優位性が認められれば実用化プ

ラントに発展すべきである。 
○経済状況及び技術開発において、最近日本はあまり元気がないが、本技術を

核として、２１世紀の戦略技術である太陽光発電技術を我が国から世界に発

信し、技術立国を復活して欲しい。 
○本プロジェクトで開発した技術の今後の展開として、半導体用低抵抗シリコ

ン基板原料製造への適用の可能性を是非実現して欲しい。 
 
（その他の意見） 
△今後、研究開発プロジェクトの技術的、コスト的両面の情勢変化が大きくな

るように思える。研究の進捗状況を見守りながら、チェックアンドレビュー

を的確に行うことが重要であろう。また、この種の研究開発プロジェクトは、

事業化が図られて、真に評価される面もある。研究開発終了後の追跡評価シ

ステムを導入することも必要であろう。 
△原料製造コストが電気代に大きく依存しているこの産業では、技術開発を国

内で行うことは重要であるが、開発成功後は、製造ラインを海外移転するこ

とを今後検討しても良いのではないか。 
△比較検討の対象として、海外の技術動向、ＮＥＤＯ流動層プロセスの再検討、

電力、原料立地の有利な海外生産を取り上げる必要がある。 
△太陽電池もユニクロ化で、海外で生産されて行く方向となろうが、基本技術

だけはしっかり国内で押さえて欲しい。 
△電磁鋳造のインゴット断面積の拡大、工程での不純物濃度、残留応力の低減、

結晶粒成長速度の制御、汚染防止に注力して欲しい。 
△リボン結晶が dark horse的存在となっているので相手の欠点を見つつ、妥協
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技術を模索したらと思うが・・・。 
△セルまでの生産はできないのであろうか。可能であれば多様で多分野のモジ

ュールメーカーが誕生することもできて、市場が拡大されるのだが。 

△シリコン基板スライス技術開発、特に歩留まり向上を今後もっと計って欲し

い。 
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第４章 評点法による評点結果 
 
 「エネルギー使用合理化シリコン製造プロセス開発」に係る事後評価の実施に併

せて、下記に基づき、本分科会委員による「評点法による評価」を実施した。 

 

1. 経緯 

(1) 評点法の試行 

通商産業省（当時）において、平成 11 年度に実施されたプロジェクト

の評価（39 件）を対象に、評点法を試行的に実施した。その結果を産業

技術審議会評価部会に諮ったところ、以下の判断がなされた。 
l 数値の提示は評価結果の全体的傾向の把握に有効 
l 評価者が異なっていてもプロジェクト間の相対的評価がある程度可

能 

(2) 評点法の実施 
平成 12 年 5 月の通商産業省技術評価指針改訂にて「必要に応じ、評点

法の活用による評価の定量化を行うこととする」旨規定された。 
以降、プロジェクトの中間・事後評価において、定性的な評価に加え各

評価委員の概括的な判断に基づく評点法が実施されている。 
 

2. 評点法の目的 

l 評価結果を分かりやすく提示すること 
l プロジェクト間の相対評価がある程度可能となるようにすること 

 

3. 評点の利用 
l 評価書を取りまとめる際の議論の参考 
l 評価書を補足する資料 
l 分野別評価、制度評価の実施において活用 

 

4. 評点方法 

(1) 評点の付け方 

l 別紙「評点法による評価シート」により、各評価項目について 3 段階（１，

３，５）で評価する。 
l 総合点の算出に当たっては、表１に示す評価項目の各点数に重み付けの

数値を掛け合わせた後、合算することとする。 
l 重みについては、経済産業省で採用されている重みとの整合をとり、両

者を比較できるようにする。 
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(2) 評点法実施のタイミング 

l 第 1 回分科会において、各委員へ評価コメント票とともに上記(1)の点

数の記入を依頼する。 
l 評価書（案）を審議する前に、集計結果（各項目の平均値、ばらつき等）

を委員に提示、議論の際の参考に供する。 
l 上記審議を行った分科会終了後、委員の評点及びそれに基づく総合点を

計算し、当該分科会での議論等を踏まえた評点の修正を依頼する。 
l 評価書（案）の確定に合わせて、評点の集計を行う。 

(3) 評点結果の開示 

l 評点法による集計結果を開示するが、個々の委員の素点については、個

人情報保護の観点から開示の対象外とする。但し、分科会長については、

議論を円滑に進めるため各委員の素点を参照できることとする。 
l 評点法による評価結果の開示については、あくまでも補助的な評価であ

ることを踏まえ、数字のみが一人歩きすることのないように慎重に対応

する。 
l 具体的には、図表による結果の掲示等、評価の全体的な傾向がわかるよ

うな形式をとることとする。 
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表 1 評点の重み付け 

評点項目 重み 

Ａ 関与の必要性 9／120 

Ｂ 目的･位置付け 9／120 
Ｃ 目標の妥当性 8／120 

(1) 8／120 
Ｄ 計画内容の妥当性 

(2) 9／120 
17／120 

(1) 8／120 
Ｅ 実用化の見通し 

(2) 8／120 
16／120 

Ｆ 実用化のシナリオ 8／120 
(1) 18／120 

(2) 12／120 Ｇ 研究開発成果の妥当性 

(3) 6／120 

36／120 

(1) 8／120 
Ｈ 情勢変化対応妥当 

(2) 9／120 
17／120 
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５．評点結果 
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評点法による評価シート 
 
【Ⅰ．総論（中間評価のみ）】 
 
Ａ．今後のプロジェクトの方向 

 (1)プロジェクトの内容について  ５     ３     １ 

l 国費を使用した技術開発の効果・効率達成の観点に鑑み、今後の事業計画

はいかにあるべきか。 
《判定基準》 

l 拡大を図るべき → ５ 
l 現行どおり継続すべき → ３  
l 合理化・縮小することが妥当 → １ 

           
 
【Ⅱ．各論】 
 
Ａ．事業の目的・政策的位置付け 

 (1)NEDO の関与の必要性・制度への適合性  ５     ３     １ 

l 経済産業省の政策方針に適合しているか（現在及び事業開始時点の時代背

景認識から見て） 
l 研究開発制度の趣旨、目的（選定基準）に適合しているか 
l 特定の制度に基づく事業でない場合、以下のような「市場の失敗」に該当

し、NEDO の関与が必要とされるテーマか（政策立案・評価ガイドライン

参照） 
² 公共財的性格を持つ財・サービスの供給 
² 環境問題等市場原理が働かない外部性 
² 不確実性（リスクの高さ）や情報の偏在などに基づく市場の不完全性 

等 
l 上記には該当しないものの、民間のみでは改善できない問題に対応するた

めに 
l NEDO の関与に公共性が認められるものか 
l 上記を踏まえた上で、緊急性、重要性が高く優先して実施すべき研究開発

と 
l 判断されるか。（緊要性は高いか） 

（別 紙） 
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  《判定基準》 
l 民間のみでは問題解決が図られず、NEDO の事業として 

実施する緊要性が極めて高い → ５ 
l NEDO の事業実施は妥当 → ３  
l NEDO の関与がなくとも民間による取り組みで問題解決が可能 → １ 

 
 
Ｂ．事業の背景・目的・位置付けの妥当性 

 (1)事業目的・政策的位置付けの妥当性  ５     ３     １ 

l 評価時点の時代背景から見て、事業の目的は妥当で、政策的位置付けも明

確か 
l 事業開始時点の時代背景から見て、事業開始時の目的は妥当で、政策的位

置付けも 
l 明確か 
l 事前評価は当時の時代背景認識から見て妥当なものであったか 
l 政策課題（問題）の解決に十分資するものであるか 

  《判定基準》 
l 事業の目的は非常に重要で、政策的位置付けも明確 → ５ 
l 事業の目的は妥当であり、政策的位置付けも大まかにはなさ 

れている → ３ 
l 事業目的の妥当性は失われており、政策的位置付けも不明確 → １ 

 
 
Ｃ．事業の目標の妥当性 

 (1)研究開発目標の妥当性  ５     ３     １ 

l 立案時または計画見直し時点の時代認識から見て、目的達成のために、具

体的かつ明確な開発目標、目標水準を設定しているか 
l 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 
l エネルギー特別会計を使用している場合には、費用対効果分析など定量的

なエネルギー政策上の目標が立てられているか。 
《判定基準》 

l 世界最高水準の目標や事業の目的に応じた目標が具体的に設定 
され、指標設定も適切 → ５ 

l 目標等が概ね過不足なく設定されているが、必ずしも具体的 
ではない → ３ 

l 指標が十分に設定されておらず、目標水準も曖昧 → １ 
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Ｄ．事業計画内容の妥当性 

 (1)研究開発計画の妥当性  ５     ３     １ 

l 目的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 
l 目標達成に必要な要素技術を過不足なく、取り上げているか  
l 研究開発フローにおける要素技術間の関係、順序は適切か 

《判定基準》 
l 計画は、予算、スケジュール、要素技術の設定とも的確であり、 

予算配分も適切に行われている → ５ 
l 計画は概ね妥当で、予算配分も概ね適切である → ３ 
l 計画はスケジュール、予算とも不適切である → １ 

 
 

 (2)研究開発実施者の事業体制の妥当性  ５     ３     １ 

l 目標を達成する上で、事業体制は適切なものか 
l 各研究開発実施者の選定等は適切に行われたか 
l 関係者間の連携／競争が十分行われるような体制となっているか  

《判定基準》 
l 適切な事業体制が構築され、関係者間の連携／競争も十分行わ 

れている → ５ 
l 概ね妥当な事業体制が構築されている → ３ 
l 事業体制が適切に構築されていない → １ 

 
 
Ｅ．実用化、事業化の見通しの妥当性 

 (1)成果の実用化可能性  ５     ３     １ 

l 産業技術としての見極め（適用可能性の明確化）ができているか 
l 公共財としての需要が実際にあるか。見込みはあるか【注】 
l 公共性は実際にあるか。見込みはあるか【注】 

《判定基準》 
l 成果の産業応用について参加企業等が意欲的で実用化へ向けた 

課題解決に向けて自主的な取り組みが期待できる → ５ 
l 実用化に向けての課題は明らかであるが、具体的な道筋等は必 

ずしも明確ではない → ３ 
l 具体的に産業応用が可能であるか否かを含め実用化に向けた道 

筋が描けていない → １ 
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 (2)波及効果  ５     ３     １ 

l 成果は、関連分野へのインパクトを期待できるものか 
l 当初想定していなかった波及的な成果が得られているか 
l プロジェクトの実施自体が当該分野の研究開発を促進するなどの波及効果

を生じているか 
《判定基準》 

l 成果について当初想定されていた分野を越えて広範な応用が考 
えられ、当該分野の研究開発を触発する効果を有する → ５ 

l 成果の応用、波及が当初の想定程度には期待できる → ３ 
l 成果の波及はほとんど期待できない → １ 

 
 
Ｆ．実用化のシナリオ 

 (1)実用化の見通し  ５     ３     １ 

l コストダウン、導入普及、事業化までの期間、事業化とそれに伴う経済効

果等の見通しは立っているか 
《判定基準》 

l 成果の産業応用について参加企業等が意欲的で実用化へ向けた 
課題解決に向けて自主的な取り組みが期待できる → ５ 

l 実用化に向けての課題は明らかであるが、具体的な道筋等は必 
ずしも明確ではない → ３ 

l 具体的に産業応用が可能であるか否かを含め実用化に向けた道 
筋が描けていない → １ 

 
 
Ｇ．研究開発成果の妥当性 

(1)計画と比較した目標の達成度  ５     ３     １ 

l 成果は、目標値をクリアしているか 
l 全体として目標の達成度はどの程度か 
l 立案時点または計画見直し時点の時代認識から見て、事業は研究開発とし

て成功したといえるか。また、評価時の時代背景から見てどうか 
《判定基準》 

l 目標水準を大きく上回る成果をあげて、研究開発として成功 
した → ５ 

l 目標は概ね達成され、研究開発としては成功したと言っても 
良い → ３ 

l 目標にはかなり遠く、研究開発としては失敗した → １ 
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 (2)要素技術から見た成果の意義  ５     ３     １ 

l 世界最高水準、世界初、又は国際水準から見て優れた成果があるか 
l 新たな技術領域を開拓するような成果の独創性が認められるか 
l 新たな市場創造につながるような新規性、先進性があるか 
l 汎用性のある（応用分野の広い）技術が開発されているか 
l 当初想定していなかったような成果（派生技術等）はあるか 
l 将来の時代背景の変化により、重要性の増すあるいは減る成果はどのよう

なものか 
《判定基準》 

l 要素技術として特筆すべき成果が多く見られる → ５ 
l 要素技術として意義のある成果が多く見られる → ３ 
l 要素技術として意義のある成果はほとんどない → １ 

 
 

 (3)成果の普及、広報  ５     ３     １ 

l 論文の発表は、質・量ともに十分か 
l 特許は適切に取得されているか 
l 必要に応じ成果の規格化に向けた対応がとられているか 
l 広報は一般向けを含め十分に行われているか 

《判定基準》 
l 重要な特許が取得され、論文の質、量とも十分で、広報も十分 → ５ 
l 論文、特許ともほどほどに出ており、広報も適宜行われている → ３ 
l 論文、特許とも少なく、広報もほとんど行われていない → １ 

 
 
 
Ｈ．情勢変化への対応の妥当性 

 (1)情勢変化への対応の妥当性  ５     ３     １ 

l 技術動向や社会・市場ニーズの変化等に対応して、計画を適切に見直した

か 
l 計画の見直しに当たっては、時代背景の変化を考慮したか。 

  （特段の情勢変化はなかったと考えられる場合は空欄とする） 
《判定基準》 

l 変化を的確に把握し、計画を適切に見直している → ５ 
l 変化を概ね把握し、計画の見直しも行っている → ３ 
l 変化を把握せず、計画の見直しも行っていない → １ 
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 (2)研究開発実施者の運営の妥当性  ５     ３     １ 

l 意志決定、進捗状況の把握、計画見直しの検討等が、適切に行われている

か 
l プロジェクトリーダー（サブテーマのリーダーを含む）が有効に機能して

いるか 
l プロジェクト開始後の情勢変化（目標未達が明らかになった場合を含む）

への対応は適切か 
《判定基準》 

l 運営上の課題に対し迅速な意志決定と柔軟な対応がなされ、 
適切なプロジェクト管理が行われている → ５ 

l 概ね妥当な運営管理がなされている → ３ 
l 運営管理は適切とは言えず、情勢変化にも対応していない → １ 

 
 
【注】：知的基盤・標準整備等のための研究開発のみ。 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考資料１ 
 
本資料は、第１回「エネルギー使用合理化シリコン製造プロセス開発」（事後評

価）分科会において、プロジェクト実施者がプロジェクトの概要を説明する際に使

用したものである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



エネルギー使用合理化
シリコン製造プロセス開発

新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）太陽・風力技術開発室

太 陽 電 池 用 原 料 技 術 研 究 組 合 （ Ｓ Ｏ Ｇ Ａ ）

平成１３年１２月２１日

－プロジェクトの概要－
（公開用説明資料）



説明内容

（１）目的

（２）背景

（３）ＮＥＤＯの関与の必要性

（４）開発計画及び内容

（５）開発成果

（６）事業化の見通し

（７）その他



プロジェクトの目的

• 太陽光発電の普及促進に対する太陽電池供給面
での最大の障害である、シリコン原料の供給問題を

解決するため、太陽電池用シリコン原料（原料シリ

コン、基板）の量産化製造技術を開発する。　

　１
(目的)



　　　　　　　 <<<<太陽電池用シリコン太陽電池用シリコン太陽電池用シリコン太陽電池用シリコン ((((SOGSOGSOGSOG----SiSiSiSi)>)>)>)> 　 　　　　 <多結晶シリコン基板多結晶シリコン基板多結晶シリコン基板多結晶シリコン基板>
　　　　 純度　： ６～７Ｎ以上 　　　　　　 　　 比抵抗 ： p型　 0.5 ~ 1.5 Ωcm
　 　　 比抵抗：　ｐ型、　0.5～1.5Ωｃｍ キャリヤーライフタイム：>50 μsec 

　　　 　　（ Ｂ： < 0.1 - 0.3 ppmw） 　　　　基板サイズ： 10~15ｃｍ角
　　　 価格　 ： ~3,000  yen / kg            　　　　　　　　 基板厚さ 　 ： 200~350 μm 　　　　　

金属-Si 精製 SOGSOGSOGSOG----SiSiSiSi キャストキャストキャストキャスト スライススライススライススライス 多結晶Ｓｉ多結晶Ｓｉ多結晶Ｓｉ多結晶Ｓｉ

基板基板基板基板

セル化

モジュー
ル化

開発技術のプロダクト
　２



太陽電池は地球環境問題に対応できる
エネルギー技術として大きな発展を期待

• 年率２０％を越える成長。
　　　　　　　　　２０００年生産量：２８８ＭＷ（世界）、１２９ＭＷ（国内）

• ２０１０年には１ＧＷを越える生産を期待　
　　　　　　　　（政府の導入政策などにより）

• 安価に製造できることが普及の要件

太陽電池生産の主力は結晶シリコン太陽電池

• 太陽電池生産量の８０％以上を占める。
　　　　　　　　（高性能、高信頼性、大量生産技術の確立）

• 安価な高純度シリコン基板が大量に必要
　　　　　 （純度７-Ｎ以上の高純度シリコン）

（背景） 　３
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結晶Si太陽電池

世界

国内

将来の生産量見通し将来の生産量見通し将来の生産量見通し将来の生産量見通し ((((MW/Y)MW/Y)MW/Y)MW/Y)

年　年　年　年　 　　　　世界世界世界世界*       *       *       *       　　　　国内国内国内国内********

2005     2005     2005     2005     600       600       600       600       320320320320

2010         1500           10002010         1500           10002010         1500           10002010         1500           1000

*   市場成長率 : 20%/y

** 導入目標４．８２GW への対応

太陽電池の生産量推移
（背景）

　４



結晶シリコン太陽電池生産量の割合

（背景）
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太陽電池製造コスト

（背景）

355 yen / W  in 1998

Silicon wafer

Cell

Module

(Target Cost)
100 yen / W in 2010

Silicon wafer

Module

Cell

　６



太陽電池用ｼﾘｺﾝの供給現状

• 半導体産業の安価な規格外高純度シリコンを利用
　　　　　　　　　（シリコン所用原単位：約１５ｇ／Ｗ）

• ２０００年のシリコン消費量は約３７００トン、
　　　　　　　　　　将来は１０，０００トン以上必要

• 半導体産業からの供給能力はすでに限界

• 太陽電池独自の新しいシリコン供給技術が必要
　　　　　　

（背景） 　７



　　太陽電池でのシリコン所要量
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ｼﾘｺﾝ原単位（ｇ／ｗ）ｼﾘｺﾝ原単位（ｇ／ｗ）ｼﾘｺﾝ原単位（ｇ／ｗ）ｼﾘｺﾝ原単位（ｇ／ｗ）
　＜ｼﾘｺﾝ消費量＞　　

　　年　　　トン/年

　　2000　　～3700

　　2005　　～6000　

　　2010　　>10000

　＜ｼﾘｺﾝｽｸﾗｯﾌﾟ供給量＞

　ﾎﾟﾘｼﾘｺﾝ生産量の２０％

　　2000年：～3400トン

（背景） 　８



　金属-Si ﾄﾘｸﾛﾛｼﾗﾝ

シラン

CZ ,FZ 引
上シリコン

ポリSi

その他用途

　基板

再溶解用高純
度シリコン

スライスキャスト

ＣＺ引上げ

太陽電池

単結晶

多結晶

(17,000 t/y)

規格外シリコン

太陽電池用
シリコン

(新技術）

(~3,400 t/y)

半導体産業

CZ-単結晶基板

FZ-単結晶基板

（背景）

太陽電池用シリコン供給の現状

　９



SOG-Si製造技術の開発状況

• １９７０年代から世界各国の国家プロジェクトとして開発
が行われた。

• １９９６年頃にはすべてのプロジェクトが終了したが実用
技術の開発には成功しなかった。

（開発のアプローチ）

• 半導体シリコン製造技術（シーメンス法）のコストダウン
• 金属シリコンの冶金的精錬による高純度化
• 高純度原料からの直接高純度シリコン製造
• その他

（背景） １０



太陽電池用シリコン製造プロセス開発例太陽電池用シリコン製造プロセス開発例太陽電池用シリコン製造プロセス開発例太陽電池用シリコン製造プロセス開発例

金属シリコンMeSiF6 シリカ

気相シリコン化合物

( SiHCl3, SiH4, SiH2Cl2,..)

精製（精留）

　精　製

(一方向凝固精製)

(リーチング)

(溶融精錬)

精製

還元

(炭素,Al)

還元・析出

太陽電池用シリコン

SRI-Process      　Siemens　Process 　 UMG-Process  　 Siemens-D Process
Ethyl-Process　　 Hemlock-Process 　　　　Silsor-Process        HPS-Process 
　　　　　　　　　　　 UCC-Process 　　　　　 　Siligrain-Process     NEDO-DR Process 

　NEDO-Process                 　　　　　　　　　　　

　

（
プ
ロ
セ
ス
）

　（製品）

開発例

（原料）
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多結晶ｼﾘｺﾝ基板の状況

• 基板製造コストが全コストの１／３以上を占める。

• 半導体に比較して莫大な枚数の基板が必要

　　　（単結晶引上げから生産性の高い多結晶キャスト）

　　　（マルチワイヤーソーによる多数枚同時スライス）

• 低コスト、大量生産向きのプロセスが必要

（背景）
１２



太陽電池用シリコン基板製造技術の現状

（１）単結晶シリコンインゴットの引き上げ＋インゴットのスライス単結晶シリコンインゴットの引き上げ＋インゴットのスライス単結晶シリコンインゴットの引き上げ＋インゴットのスライス単結晶シリコンインゴットの引き上げ＋インゴットのスライス

　　　　　 -------- ----特徴：高品質、高コスト特徴：高品質、高コスト特徴：高品質、高コスト特徴：高品質、高コスト ------------

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CzochralskiCzochralskiCzochralskiCzochralski Method,  Floating Zone MethodMethod,  Floating Zone MethodMethod,  Floating Zone MethodMethod,  Floating Zone Method

（２） 多結晶シリコンインゴット製造（鋳造）多結晶シリコンインゴット製造（鋳造）多結晶シリコンインゴット製造（鋳造）多結晶シリコンインゴット製造（鋳造）++++インゴットのスライスインゴットのスライスインゴットのスライスインゴットのスライス

　　 ------------ 特徴：低コスト、高生産性ー特徴：低コスト、高生産性ー特徴：低コスト、高生産性ー特徴：低コスト、高生産性ー--------

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Casting Process (Directional Solidification)Casting Process (Directional Solidification)Casting Process (Directional Solidification)Casting Process (Directional Solidification)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（３）溶融シリコンから多結晶シリコン基板の直接製造（スライスなし）溶融シリコンから多結晶シリコン基板の直接製造（スライスなし）溶融シリコンから多結晶シリコン基板の直接製造（スライスなし）溶融シリコンから多結晶シリコン基板の直接製造（スライスなし）

　 Ribbon ProcessRibbon ProcessRibbon ProcessRibbon Process:  --- EFGEFGEFGEFG----Process, SRProcess, SRProcess, SRProcess, SR----Process, Process, Process, Process, ---

　　　　Sheet Process:  Sheet Process:  Sheet Process:  Sheet Process:  ------------　　　　SpinSpinSpinSpin----Process, SSP ProcessProcess, SSP ProcessProcess, SSP ProcessProcess, SSP Process, ---

　　

（４）スライス技術スライス技術スライス技術スライス技術

　　　　　マルチワイヤーソーによる多数枚同時スライス　　　　　マルチワイヤーソーによる多数枚同時スライス　　　　　マルチワイヤーソーによる多数枚同時スライス　　　　　マルチワイヤーソーによる多数枚同時スライス

１３



技術開発への要請

• 太陽電池独自の新規な高純度シリコン製造技術の開発
　　　　＊太陽電池普及のボトルネックの解消
　　　　＊半導体産業への依存体質からの脱却

　　　　＊太陽電池の産業基盤確立、技術・品質改善の基盤確立

• 低コストかつ生産性の高い基板製造技術
　　　＊将来の大量生産に適合出来るインゴット製造技術、スライス技術

（背景）
１４



ＮＥＤＯの関与の必要性

・国の太陽電池累積導入目標２０１０年４６０万ｋＷの達成へ

　必須な技術開発。

・太陽電池の発展には太陽電池産業独自の供給源確保が

　緊急課題。

・過去多数の国家プロジェクトが進行したが成功に至ってい

　ない。原料製造技術の開発はリスクが大きい技術開発。

　民間のみではリスクが大きく支援が必要。

（NEDOの関与の必要性） １５



開発１．開発１．開発１．開発１．SOGSOGSOGSOG----SiSiSiSi量産化製造技術の開発量産化製造技術の開発量産化製造技術の開発量産化製造技術の開発
　

　　・金属シリコンを出発物質とする溶融ｼﾘｺﾝの精製技術

　　・６０トン／年規模のパイロットプラントの開発

開発の概要

開発２．高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発開発２．高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発開発２．高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発開発２．高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発

　　・電磁鋳造法の連続鋳造、高速鋳造技術の開発
　　・高性能スライス技術の開発と基板処理技術の開発

(計画及び内容) １６



５２３８６１１，１０７７９４４９予算額（百万円）

高品質太陽電池用
シリコン基板製造
技術の開発

太陽電池用シリコ
ン量産化製造技術
の開発

Ｈ１２Ｈ１１Ｈ１０Ｈ９Ｈ８項　目

実証運転研究 総合運転研究

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ建設・改造

Ｆ／Ｓ調査・概念設計

Ｆ／Ｓ調査・概念設計

ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ建設・改造

実証運転研究

開発スケジュール

(計画及び内容) １７



共同研究（ＮＥＤＯ２／３負担）

通商産業省（現経済産業省）資源エネルギー庁　
石炭・新エネルギー部　新エネルギー対策課

新エネルギー・産業技術総合開発機構

太陽電池用原料技術研究組合
（技術分科会、技術委員会）

川崎製鉄（株）
住友シチックス（株）
（現　住友金属工業（株））
京セラ（株）
三洋電機（株）
シャープ（株）
昭和シェル石油（株）
大同ほくさん（株）
（現　エア・ウォーター（株））

補助金

分担研究

研究開発体制
(計画及び内容) １８



技術分科会委員

性能評価

技術開発

学識経験委員

　材　料・

プロセス

太陽電池・

電池材料

その他

一木　修　　（株）資源総合システム　代表取締役ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

新エネルギー・産業技術総合開発機構

大同ほくさん（株）（現　エア・ウォーター（株））

昭和シェル石油（株）

シャープ（株）

三洋電機（株）

京セラ（株）

（株）住友シチックス（現　住友金属工業　（株））

川崎製鉄（株）

太陽電池用原料技術研究組合

山口真史 　豊田工業大学大学院工学研究科　教授

鈴木英一 　電子技術総合研究所　主任研究官

下川隆一 　電子技術総合研究所　主任研究官

齊藤　忠　　東京農工大学工学部電気電子工学科　教授

森田喜保 　神戸大学工学部機械工学科　教授

森田一樹　　東京大学工学部金属工学科　助教授

井口泰孝　　東北大学未来科学技術共同ｾﾝﾀｰ　教授委　員

佐野信雄 　東京大学　名誉教授委員長

氏名及び所属担　当

(計画及び内容) １９



SOG-Si製造技術開発の経緯

1975-1989　ＮＥＤＯ法開発（要素-ﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾗﾝﾄ開発）

1985-1991　ＮＥＤＯ直接還元法（要素）

1992-1996　ＮＥＤＯ溶融精製法（要素）・・・・・・・・・・・・・ＮＳＳ計画

ＮＥＤＯ溶融精製法を基礎技術にした量産化技術の開発ＮＥＤＯ溶融精製法を基礎技術にした量産化技術の開発ＮＥＤＯ溶融精製法を基礎技術にした量産化技術の開発ＮＥＤＯ溶融精製法を基礎技術にした量産化技術の開発

　（パイロットプラントと工業的に成り立つ生産技術の開発）　（パイロットプラントと工業的に成り立つ生産技術の開発）　（パイロットプラントと工業的に成り立つ生産技術の開発）　（パイロットプラントと工業的に成り立つ生産技術の開発）

ＳＳ計画

(計画及び内容) ２０



開発１．SOG-Si量産化製造技術の開発（１）

原　料

脱リン

不純物除去

脱ボロン・炭素

仕上げ精製

SOG－Si

・・・・　電子ビ－ム溶解を用いた真空精錬

・・・・　一方向凝固精製

・・・・　水蒸気添加プラズマ溶解による酸化精錬

・・・・　一方向凝固精製

・・・・　市販の金属シリコン

（基板化へ）

SOG-Si製造プロセス

(計画及び内容) ２１



（開発内容）（開発内容）（開発内容）（開発内容）

　・　金属シリコンを出発物質とする溶融シリコンの精製量産化技術

　・　６０トン／年規模のパイロットプラントの開発

　・　SOG-Si製造での基板用インゴット製造技術の開発（オプション）

　・　未利用の高純度シリコンを出発物質とする溶融シリコンの精製技術

　　　　（１１，１２年度）

（開発目標）（開発目標）（開発目標）（開発目標）　

　　　品質：　純度　　：　Fe、Al、Ti、P含有量＜0.１ｐｐｍｗ、

　　　　　　　　　　　　　　 C含有量＜５ppmw　

　　　　　　　 比抵抗 ：　ｐ型、0.5～1.5Ωｃｍ

　　　　　　　 製造コスト：　２,３００円/kg　（１,０００ｔ／ｙ生産時）

開発１．SOG-Si量産化製造技術の開発（２）

(計画及び内容) ２２



金属ｼﾘｺﾝ中の不純物含有量と精製目標金属ｼﾘｺﾝ中の不純物含有量と精製目標金属ｼﾘｺﾝ中の不純物含有量と精製目標金属ｼﾘｺﾝ中の不純物含有量と精製目標
(ppmw)

　　　　　PPPP　　　　　　　　　　　　 BBBB FeFeFeFe AlAlAlAl TiTiTiTi CCCC

金属ｼﾘｺﾝ金属ｼﾘｺﾝ金属ｼﾘｺﾝ金属ｼﾘｺﾝ 25252525 7         1000      800       200     50007         1000      800       200     50007         1000      800       200     50007         1000      800       200     5000

SOG – Si（（（（目標）目標）目標）目標） <0.1    0.1<0.1    0.1<0.1    0.1<0.1    0.1～～～～0.3     <0.1      <0.1      <0.1       <50.3     <0.1      <0.1      <0.1       <50.3     <0.1      <0.1      <0.1       <50.3     <0.1      <0.1      <0.1       <5

(計画及び内容) ２３





電子ビーム溶解装置の外観（第一工程）

真空チャンバー： 12 m3

電子銃　　　　　 ： 700 kW× 2 本

インゴット径　： 0.75 m

インゴット重量： 150 kg

２５





プラズマ溶解装置の外観（第二工程）

プラズマ出力 ： 1200 kW

高周波出力　 ： 800 kW

最大溶解量　： 300 kg

２７



シリコン中の不純物の推移(ppmw)

502001000800725

ＣTiFeAlＢＰ

P ： 25 → <0.1
Al： 800 → <10
Fe： 1000 → <10
Ti ： 800 → <10

B ： 7 → 0.3～0.1
C ： 50 → <5
Fe： <10 → <0.1
Al： <10 → <0.1
Ti ： <10 → <0.1
O ： 40 → <2

金属シリコン

SOG－Siインゴット

第一工程
（電子ビ－ム溶解と一方向凝固）

第二工程
（プラズマ溶解と一方向凝固）

　製造したSOG-Siの不純物濃度 　　　　

　 　Ｐ 　Ｂ Ａｌ Ｆｅ Ｔｉ Ｃ　比抵抗（Ωcm）

　　SOG-Si   ＜0.1  0.06～0.10  ＜0.1 ＜0.05  ＜0.01  ＜5    0.6～1.3

　 目標品質 ＜0.1    0.1～0.3   ＜0.1   ＜0.1    ＜0.1    ＜5 　 0.5～1.5

(開発成果) ２８



（開発成果）

商業用工程で製造された太陽電池の変換効率商業用工程で製造された太陽電池の変換効率商業用工程で製造された太陽電池の変換効率商業用工程で製造された太陽電池の変換効率

3003003003002002002002001001001001000000

インゴット高さ　インゴット高さ　インゴット高さ　インゴット高さ　mmmmmmmm

12121212

14141414

16161616

18181818

変変変変
換換換換
効効効効
率率率率
　　　　
％％％％

２９



SOG-Si量産化製造の開発技術

（開発成果）

一方向凝固により、金属不純物濃度＜10ppmwのイン
ゴット150kg/chを製造する条件。

　凝固粗精製

技術

「未利用シリコン」をその品質に応じた処理を行うことに
より、太陽電池原料として、再資源化する技術。

未利用シリコンの
再資源化技術

300 kgインゴットを一方向凝固により、太陽電池原料レ
ベルまで精製する条件。

仕上げ精製

技術

プラズマ溶解法を用いることにより、処理速度50kg/hr、
300 kg/chで、ボロン濃度＜0.1ppmwまで 除去する技術。

ボロン除去

技術

電子ビーム溶解法及び流通式の採用により、処理速度
50kg/hrで、リン濃度＜0.1ppmwを達成。

リン除去技術

内　　　　　容項　目

３０



開発２．高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発(1)

SOG-Si

インゴット鋳造

形状加工

スライス

洗　浄

基板

・・・・　連続電磁鋳造

・・・・　インゴットハンドリング

・・・・　マルチワイヤーソー

・・・・　高速洗浄

・・・・　シリコン製造技術

基板化プロセス

(計画及び内容) ３１



高品質太陽電池用シリコン基板
製造技術開発の経緯

＜多結晶ｼﾘｺﾝ基板製造技術＞
1985-1991　キャスト技術、スライス技術の開発・・・ＳＳ計画

1992-1996　ＮＥＤＯ電磁鋳造法の開発・・・・・・・・・ＮＳＳ計画

　　　・ＮＥＤＯ電磁鋳造法を基礎技術にした　　　・ＮＥＤＯ電磁鋳造法を基礎技術にした　　　・ＮＥＤＯ電磁鋳造法を基礎技術にした　　　・ＮＥＤＯ電磁鋳造法を基礎技術にした

　　　　　生産性の高い連続鋳造技術の開発　　　　　生産性の高い連続鋳造技術の開発　　　　　生産性の高い連続鋳造技術の開発　　　　　生産性の高い連続鋳造技術の開発

　　　・上記に対応した高生産性基板化技術　　　・上記に対応した高生産性基板化技術　　　・上記に対応した高生産性基板化技術　　　・上記に対応した高生産性基板化技術

　　　　　（スライス、洗浄など）の開発　　　　　（スライス、洗浄など）の開発　　　　　（スライス、洗浄など）の開発　　　　　（スライス、洗浄など）の開発

(計画及び内容) ３２



（開発内容）

• 電磁鋳造法の連続鋳造、高速鋳造化技術の開発　

• 高性能スライス技術の開発　　　　　　　　　　　　　　

• スライス基板の自動化処理技術の開発

（開発目標）

　　　　　　　 インゴット鋳造速度　：　２．５mm／min

　　　　　　　 スライス生産性　　　 ： 115,000枚／月・台

　　　　　 　　インゴット製造コスト ：　3,002円／ｋｇ、

　　　　　　　 基板化コスト　　　　　：　135.4円／枚　（１５ｃｍ角）

　　　　　　　　　　（基板総合コスト ：　３１７．９円／枚）

開発２．高品質太陽電池用シリコン基板製造技術の開発(2)

(計画及び内容) ３３







 

インゴット製造 

基板化工程と技術開発 

切断（角出し加工）

インゴット欠陥探傷 

ガラス自動接着 

マルチワイヤーソー 

スラリー洗浄 

枚葉化 

洗 浄 

超音波探傷技術 

２剤方式自動接着技術 

４本同時スライス 

ジェット洗浄方式 

自動カセット収納 

（２５００枚／回以上） 

３６ 



１１５，０００枚／（台・月）スライス能力

一方向走行方式ワイヤー走行方式

□155mm×400mmL×４本最大ワーク寸法×本数

諸　元項　目

ワイヤーソーの概略
３７



（開発成果）

連続電磁鋳造で製造したインゴットによる連続電磁鋳造で製造したインゴットによる連続電磁鋳造で製造したインゴットによる連続電磁鋳造で製造したインゴットによる
基板を用いた太陽電池の変換効率基板を用いた太陽電池の変換効率基板を用いた太陽電池の変換効率基板を用いた太陽電池の変換効率

　　　　 　　　　

１３．６１３．６１３．６１３．６１３．８１３．８１３．８１３．８１３．７１３．７１３．７１３．７キャスト法キャスト法キャスト法キャスト法
（比較）（比較）（比較）（比較）

１３．７１３．７１３．７１３．７１３．９１３．９１３．９１３．９１３．９１３．９１３．９１３．９
連続電磁連続電磁連続電磁連続電磁
鋳造法鋳造法鋳造法鋳造法

最低値最低値最低値最低値最高値最高値最高値最高値平均値平均値平均値平均値

変換効率（％）変換効率（％）変換効率（％）変換効率（％）インゴットインゴットインゴットインゴット
製造方法製造方法製造方法製造方法
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高品質太陽電池用シリコン基板製造の開発技術

超音波探傷技術。検知限界は1mm以上のクラック、
異物。

　インゴットの

探傷技術

多孔質の吸着板を用いた自動枚葉化装置と運転
技術の開発(処理速度10sec/枚,平均歩留まり98%)

基板自動

枚葉化技術

灯油のジェット流を利用した高速洗浄装置、及び
運転技術の開発（洗浄時間５分）

スラリーの

高速洗浄技術

１回に150mm角基板を2,500枚同時スライス出来る
設備と運転技術　

高性能

スライス技術

接着剤塗布及び接着作業の自動化。自動接着装
置を開発（歩留まり98%）

接着剤自動

塗布技術

15cm角で、10mのインゴットを連続鋳造。プラズマ
加熱併用により、40%の電力削減。

連続電磁

鋳造技術

開発技術内容開発項目

（開発成果） ３９



（開発成果）

プラント規模及び生産性プラント規模及び生産性プラント規模及び生産性プラント規模及び生産性

１１５千枚１１５千枚１１５千枚１１５千枚////台・月台・月台・月台・月１１５千枚１１５千枚１１５千枚１１５千枚////台・月台・月台・月台・月
基板スライス基板スライス基板スライス基板スライス

生産規模（生産規模（生産規模（生産規模（15151515cmcmcmcm角）角）角）角）

２．５２．５２．５２．５mm/minmm/minmm/minmm/min２．５２．５２．５２．５mm/minmm/minmm/minmm/min
インゴット鋳造速度インゴット鋳造速度インゴット鋳造速度インゴット鋳造速度

（（（（34343434cmcmcmcm角換算角換算角換算角換算))))

６０ﾄﾝ／年６０ﾄﾝ／年６０ﾄﾝ／年６０ﾄﾝ／年６０ﾄﾝ／年６０ﾄﾝ／年６０ﾄﾝ／年６０ﾄﾝ／年
SOGSOGSOGSOG----SiSiSiSiﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾟｲﾛｯﾄﾊﾟｲﾛｯﾄ

ﾌﾟﾗﾝﾄ開発規模ﾌﾟﾗﾝﾄ開発規模ﾌﾟﾗﾝﾄ開発規模ﾌﾟﾗﾝﾄ開発規模

開発目標開発目標開発目標開発目標開発結果開発結果開発結果開発結果項　目項　目項　目項　目

４０



製造時の電力原単位（製造時の電力原単位（製造時の電力原単位（製造時の電力原単位（kWh/kgkWh/kgkWh/kgkWh/kg））））

２２～２８１８多結晶インゴット

１００２２ＳＯＧ－Ｓｉ

＊従来技術開発技術製造品目

＊＊＊＊ SOGSOGSOGSOG----SiSiSiSiは従来の半導体用シリコン製造技術、多結晶は従来の半導体用シリコン製造技術、多結晶は従来の半導体用シリコン製造技術、多結晶は従来の半導体用シリコン製造技術、多結晶
インゴットは従来の電磁鋳造技術を比較技術とした。インゴットは従来の電磁鋳造技術を比較技術とした。インゴットは従来の電磁鋳造技術を比較技術とした。インゴットは従来の電磁鋳造技術を比較技術とした。

（開発成果） ４１



（開発成果）

SOGSOGSOGSOG----SiSiSiSi及び基板の製造コスト及び基板の製造コスト及び基板の製造コスト及び基板の製造コスト
（（（（1000100010001000トン／年、トン／年、トン／年、トン／年、100100100100MWMWMWMW／／／／年）年）年）年）

　　　　 　　　　

317.9312.8基板製造総合基板製造総合基板製造総合基板製造総合

135.4135.1基板ｽﾗｲｽ・洗浄基板ｽﾗｲｽ・洗浄基板ｽﾗｲｽ・洗浄基板ｽﾗｲｽ・洗浄

(103.3)3,002(98.8)2,833多結晶ｲﾝｺﾞｯﾄ製造多結晶ｲﾝｺﾞｯﾄ製造多結晶ｲﾝｺﾞｯﾄ製造多結晶ｲﾝｺﾞｯﾄ製造

(79.2)2,300(78.9)2,293SOGSOGSOGSOG----SiSiSiSi製造製造製造製造

円／枚円／枚円／枚円／枚円／円／円／円／kgkgkgkg円／枚円／枚円／枚円／枚円／円／円／円／kgkgkgkg

開発目標開発結果
項　目
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開発した技術の太陽電池製造への効果

○ｼﾘｺﾝ需給逼迫により起こる下記の状況を回避

　　・生産量増大への制約、原料ｺｽﾄの上昇、品質の低下

　　・半導体産業における景気変動・技術変化による影響

　　・太陽電池投資環境の悪化

○太陽電池製造コスト低減に寄与

　　　・原料高純度シリコンのコストダウン

　　　・多結晶シリコン基板製造コスト低減

　　　　　　基板製造工程でのシリコン歩留まり向上

　　　　　　基板厚さ、切りしろの減少

　　　　　　端材のリサイクル使用

（開発成果） ４４
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太陽電池製造コストの試算結果
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１．パイロットプラントを生産設備に改造し、実用化をスタート

　　　　（初期の投資リスクの軽減、設備製作期間の短縮）

２．工業生産技術の開発状況、市場状況により投資と生産量拡大へ

（事業化状況）

川崎製鉄の方針

１．当面、精製工程が短く工業生産技術の確立に課題が少ない「未利用
　シリコン」を原料とするSOG-Si製造技術から実用化に着手。

２．順次、金属シリコンを原料とする技術の工業生産技術を確立。

３．生産計画

　　　①平成１３年９月以降　生産量２００トン／年

　　　②平成１４年４月以降　生産量４００トン／年

太陽電池用シリコン量産化製造技術の開発
事業化の見通し
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１．連続電磁鋳造技術は、

　　　現有設備にプラズマ併用加熱を適用することで実用化

　　　新炉増設時に連続インゴット切断を含めた連続鋳造技術の実用化
２．基板化技術については
　　　スライスは開発した設備を工業化用に改造して、実用化
　　　基板洗浄・処理技術については既存設備の事業の増設、改善時に
　　合わせて個別に順次、実用化していく。
　　　基板厚さは、まず３００μmから実用化し、順次２５０μmへ薄肉化を
　　図る。

住友金属工業の方針

１．多結晶シリコン基板のスライス技術及び基板洗浄・処理技術につい　
　　ては既存工程に適用可能な物から随時実施
２．連続電磁鋳造については下記の規模で、関連会社にて事業化を行う。
　　　①平成１４年度　生産量１５ＭＷ／年
　　　②平成１７年度　生産量３０ＭＷ／年　

高品質太陽電池用シリコン基板

製造技術の開発事業化の見通し
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波及効果

• 冶金技術による超高純度材料製造の可能性
　　　　　　（高純度材料への冶金技術の発展）

• 電磁鋳造技術の他金属への適用の可能性

• 開発したSOG-Si製造技術の半導体用低抵抗基板
原料製造への適用の可能性
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発表及び論文等 
１）研究発表 

発表年月 発表先 題     目 
平成  ９年  ７月 14th European Photovoltaic Solar 

Energy Conference and Exhibition 
Purification of Metallic Grade Silicon up to Solar Grade by NEDO 
Melt Purification Process  

平成１０年  ３月 第 45 回応用物理学関係連合講演会 ＮＥＤＯ溶融精製法による太陽電池用シリコンの製造とその特性 
  ７月 2nd World Conference and Exhibition 

on Photovoltaic solar Energy 
Conversion 

Development of NEDO Melt-Purification Process for Solar Grade 
Silicon and Wafers 

平成１１年  ２月 日本―インド太陽光発電国際会議 Development of NEDO Melt-Purification Process for Solar Grade 
Silicon Production 

６月 第 16 回太陽光発電システムシンポジ
ウム 

太陽電池用シリコン量産化製造技術の開発状況 

     ８月 ９th Workshop on Crystal Silicon 
Solar Cell Materials and Processes 

Status of Technology Develop- ment SOG-Si Materials using 
NEDO-MP Process 

     ９月 ＮＥＤＯ事業報告会 太陽電池分科会 「エネルギー使用合理化シリコン製造プロセス開発」開発状況 
平成１１年  ９月 11th International Photovoltaic 

Science and Engineering Conference 
Development of NEDO Melt-Purification Process for Solar Grade 
Silicon 

９月 同 上 New Electromagnetic Casting using Plasma Jet Melting 
１１月 資源･素材’99（京都） 太陽電池用原料シリコン製造プロセスの開発 

平成１２年  ５月 16th European Photovoltaic Solar 
Energy Conference and Exhibition 

Development of NEDO Melt-Purification Process for Solar Grade 
Silicon by Pilot Plant 

平成１３年  ６月 12th International Photovoltaic 
Science and Engineering Conference 

A Metallurgical Approach to Solar Grade Silicon Feedstock 
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２）新聞発表、展示会 
発表年月 発表先 内  容 

平成 ９年 ２月 日本経済新聞 他３紙 シリコン精製技術開発状況 
      ６月 日刊工業新聞、化学工業新聞 太陽電池基板 
      ６月 日刊工業新聞など ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
     １０月 第５回ＳＡＭＰＥ先端材料技術国際会議展

示会（展示） 
ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況  

平成１０年 ４月 レアメタルニュース ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
     １０月 日刊工業新聞 ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
     １２月 ＮＨＫテレビ（経済最前線） ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
     １２月 セミコン・ジャパン 98（展示） 太陽電池ウェハー専用ワイヤーソー 
平成１１年 ６月 化学工業新聞 ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
平成１２年 ４月 レアメタルニュース ＳＯＧ－Ｓｉ技術開発状況 
平成１３年 ５月 日刊工業新聞、レアメタルニュース他７紙 ＳＯＧ－Ｓｉ開発と事業化 

 

３）論文投稿 
誌 名 題 目 

日本金属学会誌 , 
 Vol.61 (1997), 1086-1093 

溶融シリコン中のリン，アルミニウムならびにカルシウムの蒸発除去 

日本金属学会誌 , 
 Vol.61 (1997), 1094-1100 

一方向性凝固法を用いたシリコンの純化 

鉄と鋼 , 
 Vo1.86 (2000), 717-724 

工業用金属シリコンを用いる太陽電池基板用高純度シリコン製造プロセスの
開発 

Progress in Photovoltaics 
(2001) 

Purification of Metallurgical Grade Silicon up to Solar Grade 
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出願特許一覧表 
 

年度 発明の名称 出願日（年／月／日） 出願番号 公開番号 
シリコン溶解用容器 １９９７／１２／１９ 特願平０９－３５０８１６ 特開平１１－１８０７１２ 
溶融シリコンの保持容器 １９９７／１２／２６ 特願平０９－３５９５０４ 特開平１１－１８９４０７ 
シリコンの溶解方法 １９９８／ １／１２ 特願平１０－００３８１７ 特開平１１－１９９３８２ 
金属シリコンからのボロン除去方法 １９９８ ／１／１６ 特願平１０－００６６２３ 特開平１１－１９９２１７ 
太陽電池用シリコン精練炉の集塵装置 １９９８／ １／２０ 特願平１０－００８８５５ 特開平１１－２０９１１８ 
シリコンの精製方法 １９９８／ １／２１ 特願平１０－００９６７２ 特開平１１－２０９１９５ 
金属シリコンからのボロン除去方法及び装置 １９９８／ １／２１ 特願平１０－００９６７３ 特開平１１－２０９１１９ 

平成 ９年 

シリコン鋳造用鋳型 １９９８／ ２／２７ 特願平１０－０４６７６０ 特開平１１－２４０７１０ 
シリコンの精製方法及び装置 １９９９／ ３／２３ 特願平１１－０４５９６０ 特開２０００－２４７６２３ 平成１０年 
電磁誘導鋳造装置 １９９９／ ３／２３ 特願平１１－０７７７３３ 特開２０００－２６４７７５ 
シリコン鋳塊切断方法 １９９９／ ６／２１ 特願平１１－１７４３７７ 特開２００１－０１０９００ 
シリコン連続鋳造法 １９９９／ ７／ １ 特願平１１－１８７８６２ 特開２００１－０１９５９３ 
シリコン連続鋳造法 １９９９／ ７／ １ 特願平１１－１８８１３５ 特開２００１－０１９５９４ 

平成１１年 

シリコン塊の探傷方法 １９９９／ ７／ ６ 特願平１１－１９１５３０ 特開２００１－０２１５４３ 
シリコン連続鋳造法  （米･仏･独） ２０００／１２／２８ ＰＣＴ ＪＰ００／０９３７７  平成１２年 
鋳型への皮膜形成方法、鋳型及び多結晶ｼﾘｺﾝｲﾝ
ｺﾞｯﾄの製造方法 

２００１／２／９ 特願２００１０３３３４９  
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参考資料２ 
 
本資料は、第１回「エネルギー使用合理化シリコン製造プロセス開発」（事後評

価）分科会において、評価の事務局である新エネルギー・産業技術総合開発機構技

術評価部から、株式会社三菱総合研究所へ関連技術の周辺動向調査を依頼したもの

である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



太陽光発電技術周辺動向調査

平成13年12月21日

株式会社　三菱総合研究所



1.太陽光発電システムの現状
（1）我が国の太陽光発電導入目標
　 1-1 新エネルギ?導入実績と目標

（2）我が国の太陽光発電システムの生産量
　 1-2 日本の太陽光発電システム導入量の推移
　 1-3 1995年と2000年の比較（システムメーカシェア）
　
2.太陽電池の現状
（1）我が国の太陽電池の生産量
　 2-1 日本の太陽電池生産量の推移（種類別）
　
（2）世界の太陽電池の生産量
　 2-2  世界の太陽電池生産量の推移（地域別）
　 2-3  世界の太陽電池生産量の推移（種類別）
　 2-4　太陽光発電システムに関する普及導入策と
　　　　生産量

3.太陽電池に関連したシリコン原料の需給概要
（1）太陽電池シリコンの製品
　 3-1 シリコンの原料から製品まで
　 3-2 シリコンの原料と価格

（2）金属シリコンの市場動向
　 3-3 世界の金属シリコン需要量
　 3-4 金属シリコン輸入量の推移
　 3-5 金属シリコン輸入価格の推移
　 3-5 金属シリコン輸入価格の推移（ドル換算）

（3）多結晶シリコンの市場動向
　 3-6 多結晶シリコン生産量及び輸入量の推移
　 3-7 多結晶シリコン輸入価格の推移
　 3-7 多結晶シリコン輸入価格の推移（ドル換算）
　 3-8 多結晶シリコン生産能力（企業別）
　
（4）単結晶シリコンの市場動向
　 3-9 単結晶シリコン生産量の推移
　 3-10 単結晶シリコン基板輸入価格の推移

4.太陽光発電用シリコン技術の開発動向
　 4-1 シリコン精製技術の動向
　 4-2 太陽電池用シリコン基板製造技術の動向
　 4-3 リボンSi基板の開発動向

5.太陽電池用シリコンの需給動向（参考資料）
　 5-1 太陽電池用シリコン消費量の推移
　 5-2 太陽電池の生産能力（計画）
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1-1　新エネルギー導入実績と目標

2010年度

現行対策維持ケース 目標ケース

原油換算 設備規模 原油換算 設備規模 原油換算 設備規模

（万kl） （万kW） （万kl） （万kW） （万kl） （万kW）

太陽光発電 5.3 20.9 62 254 118 482 約２３倍

風力発電 3.5 8.3 32 78 134 300 約３８倍

廃棄物発電 115 90 208 175 552 417 約５倍

バイオマス発電 5.4 8.0 13 16 34 33 約６倍

太陽熱利用 98 ー 72 ー 439 ー 約４倍

未利用エネルギー
（雪氷冷熱を含む） 4.1 ー 9.3 ー 58 ー 約１４倍

廃棄物熱利用 4.4 ー 4.4 ー 14 ー 約３倍

バイオマス熱利用 ー ー ー ー 67 ー ー

黒液・廃材等 457 ー 479 ー 494 ー 約１.１倍

新エネルギー供給 693 ー 878 ー 1910 ー 約３倍

出典：総合資源エネルギー調査会　総合部会／需給部会（平成13年7月）

2010/1999

1999年度（実績）
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1-2　日本の太陽光発電システム導入量の推移

（M W ）

～ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

単年 ‐ 5.3 7.0 12.1 16.2 31.7 42.1 71.9

累計 19.0 24.3 31.3 43.4 59.6 91.3 133.4 205.3

出典： Trends in Photovoltaic Applications （ TASK 1 Report IEA/PVPS 、 2000 年 9 月）

　　　　　　年
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1-3　1995年と2000年の比較（システムメーカシェア）

 海外企業
　78.52%

鐘淵化学工業
0.25%

松下精工
0.63%

シャープ
5.03%京セラ

7.66%

三洋電機
6.41% 松下電池工業

1.51%

1995年
総生産量
79.6ＭＷ

松下電池工業
0.41%

三洋電機
5.87%

京セラ
14.51%

シャープ
17.41%

松下精工
0.35%

鐘淵化学工業
1.73%

三菱電機
4.15%

 海外企業
　55.57%

2000年
総生産量
287.65ＭＷ

出典：PV News2月号、3月号より作成
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2-1　日本の太陽電池生産量の推移（種類別）

出典：PV News2月号、3月号

73.3％

64.5％
64.7％

50.0％
44.8％

37.3％35.1％32.3％28.2％27.8％0
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2-2　世界の太陽電池生産量の推移（地域別）

出典：PV News2月号、3月号

43.9％43.7％36.9％37.4％31.3％30.9％
34.7％ 30.2％ 26.1％40.5％

44.7％

39.7％

31.6％
27.8％

23.9％21.9％23.8％27.8％32.5％35.8％

21.1％

19.9％

21.6％
24.2％

21.2％
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31.2％27.5％28.3％24.2％
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2-3　世界の太陽電池生産量の推移（種類別）

出典：PV News2月号、3月号

31.2％
36.3％39.7％49.2％
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2-4　太陽光発電システムに関する普及導入策と生産量

生
産
量
の
推
移

・THRMIEプログラム（1995年?
1998年）ヨーロッパ域内における
再生可能エネルギー利用のための
実証プログラム

・「再生可能エネルギー利用推進
行動自書」の中でPV普及キャンペー
ン（1997年? 2010年）

・2010年までに3,000MWのPV導入

・100万軒ソーラー・ルーフ・イニ
シアチブ（1997年2010年）2010まで
に100万軒にPVを設置（3025MW）

・2000年までに80MW
・2005年までに820MW
・2010年までに3025MW

・1992年? 97年度公共施設等
用フェイールドテスト事業

（186サイト/4,900kW)
・1998? 99年度産業用フェイー
ルドテスト事業

（166サイト/4,730kW）

・1994? 96年度太陽光発電シ
ステムモニター事業
・1997? 住宅用太陽光発電導
入基盤事業

導
入
普
及
策

EU（欧州）米国日本

生産量 伸び率(%)

1991 年 17.1  

1992 年 18.1  5.8

1993 年 22.44 24.0

1994 年 25.64 14.3

1995 年 34.75 35.5

1996 年 38.85 11.8

1997 年 51.0  31.3

1998 年 53.7  5.3

1999 年 60.8  13.2

2000 年 74.97 23.3

生産量 伸び率(%)

1991 年 19.8  

1992 年 18.8  -5.1

1993 年 16.7  -11.2

1994 年 16.50 -1.2

1995 年 17.4  5.5

1996 年 21.2  21.8

1997 年 35.0  65.1

1998 年 49.0  40.0

1999 年 80.0  63.3

2000 年 128.6  60.8

生産量 伸び率(%)

1991 年 13.4  

1992 年 16.4  22.4

1993 年 16.55 0.9

1994 年 21.70 31.1

1995 年 21.1  -2.8

1996 年 18.8  -10.9

1997 年 30.4  61.7

1998 年 33.5  10.2

1999 年 40.0  19.4

2000 年 60.66 51.7

出所：出所：MRIMRI
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3-1　シリコンの原料から製品まで

セル化セル化

金　属金　属
シリコンシリコン

多結晶多結晶
シリコンシリコン

単結晶単結晶
シリコンシリコン
引き上げ引き上げ

単結晶単結晶
ウェーハウェーハ ICIC

SSチップチップ
（規格外品）（規格外品）

規格外品規格外品
トップボトムトップボトム
外周加工屑外周加工屑

リメルト用リメルト用
シリコンシリコン

規格外ウェーハ規格外ウェーハ

単結晶再引上げ単結晶再引上げ

スライススライス

結晶化結晶化

ダミーウェーハダミーウェーハ
モニターウェーハモニターウェーハ

太陽電池用太陽電池用
単単結晶基板結晶基板

太陽電池用太陽電池用
多結晶基板多結晶基板

気化精製・凝固精製気化精製・凝固精製
太陽電池用シリコン太陽電池用シリコン

出典：出典：BOUNDARY 1996.10BOUNDARY 1996.10
注）数値は注）数値は20002000年年推定推定

3%

286t 254t

1461t

9545t

9258t

3909t

5349t

4195t
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3-2　シリコンの原料と価格

金　属金　属
シリコンシリコン

多結晶多結晶
シリコンシリコン

単結晶単結晶
シリコンシリコン

純度純度　　9898％程度％程度

用途用途

・アルミ合金用・アルミ合金用

・シリコン樹脂・シリコン樹脂

・多結晶シリコン・多結晶シリコン

価格価格（（20002000年末）年末）

　ブラジル品　ブラジル品1616万円万円//tt

　　中国品　中国品　 　　99万円万円//tt

純度純度99.999999.9999％％

用途用途

・単結晶シリコン材料・単結晶シリコン材料

・太陽電池・太陽電池

価格価格（（20002000年）年）

　ドイツ　ドイツ36733673円円//kgkg

　　米国　米国　47464746円円//kgkg

純度純度99.99999999999.999999999％％

用途用途

・半導体・半導体

・太陽電池・太陽電池

価格価格（（20002000年）年）

　　55ｲﾝﾁ品　ｲﾝﾁ品　25002500?? 27002700円円//枚枚

　鏡面ウェハー　　鏡面ウェハー　36003600?? 38003800円円//枚枚

　　88ｲﾝﾁ品　ｲﾝﾁ品　79007900?? 83008300円円//枚枚
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3-3　世界の金属シリコン需要量

（単位： 1,000t ）

1999 年 2000 年（見通し）

ヨーロッパ 318     339     

北  米 272     278     

日  本 160     181     

アジア（日本以外） 50     *

その他の西側諸国 88     135     

合計 888     933     

出典：工業レアメタルNo.116
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3-4　金属シリコン輸入量の推移

出典：財務省輸入通関統計
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3-5　金属シリコン輸入価格の推移

出典：レアメタルニュース
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3-5　金属シリコン輸入価格の推移（ドル換算）

出典：レアメタルニュース、金融統
　　　計月報よりMRI作成

0

500

1000

1500

2000

2500

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 年

年末価格
（ドル／t）

中国

ブラジル

年 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

為替レート 125.25 124.65 111.89 99.83 102.91 115.98 129.92 115.20 102.08 114.90

出典：金融経済統計月報
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3-6　多結晶シリコン生産量及び輸入量の推移

出典：新金属協会資料、財務省輸入通関統計
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3-7　多結晶シリコン輸入価格の推移

出典：財務省輸入通関統計
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3-7　多結晶シリコン輸入価格の推移（ドル換算）

出典：財務省輸入通関統計、金融経済月報
　　　よりMRI作成
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平均価格
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ドイツ

全合計

アメリカ合衆国

年 1997 1998 1999 2000

為替レート 129.92 115.20 102.08 114.90

出典：金融経済統計月報



18

3-8　多結晶シリコン生産能力（企業別）

計画値

1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年

トクヤマ 2,000 3,300 3,300 3,300 3,300 4,500 

三菱マテリアルポリシリコン 1,300 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 

住友シチックス尼崎 500 700 700 700 700 700 

　小　計　　 3,800 5,600 5,600 5,600 5,600 6,800 

Hemlok Semiconductor 3,200 4,200 6,100 6,100 6,100 6,100 

Advanced Silicon Materials Inc. 1,300 2,100 4,000 4,000 4,000 4,000 

MEMC  （旧  Albemarle Corp. ） 1,250 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 

MPSA
（ Mitsubishi Material Poly Silicon America ）

- - 1,000 1,000 1,000 1,000 

　小　計 5,750 7,700 12,500 12,500 12,500 12,500 

Wacker Chemitronic Corp.  （ドイツ） 2,500 2,800 3,400 4,000 4,200 4,200 

Huls MEMC  （イタリア） 750 850 900 1,000 1,000 1,000 

　小　計 3,250 3,650 4,300 5,000 5,200 5,200 

合　計 12,800 16,950 22,400 23,100 23,300 24,500 

生産量（推定） 14,400 16,050 15,900 14,800 18,380 20,500 

（単位： t/年）

現有能力

出典：レアメタルニュース  No.2031 （ 2001 年 3月 16 日号）

ア

メ

リ
カ

ヨ
・
ロ
兊
パ

企業名

日

本
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3-9　単結晶シリコン生産量の推移

年 生産量（t）
対前年比
伸び率

（%）

年 生産量（t）
対前年比
伸び率

（%）

年 生産量（t）
対前年比
伸び率

（%）
1976 132   94.1   1985 1,163   0.0   1994 2,880   20.3   

1977 123   △6.8  1986 1,237   6.4   1995 3,598   24.9   

1978 170   38.2   1987 1,232   △0.4  1996 4,030   12.0   

1979 245   44.1   1988 1,512   22.7   1997 4,248   5.4   

1980 327   33.5   1989 1,720   13.8   1998 3,772   △11.2  

1981 444   35.8   1990 1,933   12.4   1999 4,510   19.6   

1982 537   20.9   1991 2,210   14.3   2000 5,349   18.6   

1983 778   44.9   1992 2,139   △3.2  

1984 1,163   49.5   1993 2,394   11.9   

出典：新金属協会資料
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3-10　単結晶シリコン基板輸入価格の推移

出典：レアメタルニュース
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4-1　シリコン精製技術の動向

・大学での基礎研究終了し、
Photowatt社による工業化が検討さ
れている。

・100KVAの高周波プラズマ溶解
設備（溶解量1kg）で実験。

高周波プラズマによるシリコン中
の不純物を除去する。

高周波プラズマ
精製法

（Photowatt社）

（Pierreet Marie 
Curie 大学）

・60t/年のパイロットプラントによる
研究開発終了

リン除去および金属不純物粗精
製からなる第一工程、ボロン、炭
素除去および金属不純物仕上げ
精製からなる第二工程を通して
太陽電池用シリコンを精製する。

NEDO溶融精製
法

冶
金
的

・すべての半導体用シリコンの製
造に用いられる

・コストが高く太陽電池用シリコン
の製造に向かない

シリコンを塩化処理し発生した
SiHCH3を蒸留し、水素還元する
ことにより高純度多結晶シリコン
を作る。

従来法

現状概要精製法

化
学
的
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4-2　太陽電池用シリコン基板製造（インゴット）技術の動向

・キャスト工程の省略電磁鋳造溶解部へのプラズマ加熱の併用とイン
ゴットのオンライン切断技術の開発による連続電
磁鋳造を行う。

プラズマ溶解装
置（NEDO）

・研究段階金属シリコンを電子ビームで溶解し、不純物の蒸
発除去を行う。次に溶解シリコンをインゴット製造
装置に供給し、電子ビームで溶解しながら結晶成
長を行う。

電子ビーム溶解
法

・多量の電力消費がある。

・操業が難しい。
・インゴットの大きさに限界がある。

金属製の水冷ルツボ（コールドクルーシブル）を
誘導コイル内に設置して、磁力によって溶体を浮
かせて加熱する方法である。

コールドクルー
シブル法

・材料費のコストが高くなる。
・離型剤からの不純物の混入

・インゴットの大きさに上限がある。

原料のシリコンを高純度石英のルツボで真空中
あるいは不活性雰因気中で誘導溶解し、冷却速
度を制御し結晶粒の大きさをコントロールして結
晶成長を行う。

キャスト法

特徴（欠点）概要
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4-3　リボンSi基板の開発動向

100μm厚、6cm幅、成長速度10cm2/min、変換効率15.1％
の太陽電池が試作されている。

デンドライトウェブ法

100μm厚、10cm幅、成長速度10? 20cm2/min、変換効率
14.1％の太陽電池が試作されている。

EGF法

100μm厚、10cm幅、変換効率15.1％の太陽電池が試作さ
れている。

ストリングリボン法

開発状況製造方法

課題：①リボン結晶をガイドするエッジの安定性

　　　②結晶の熱歪みの制御
　　　③結晶の面成長速度（cm2/min)

リボン法：多結晶Siを溶融シリコンから直接シート状に成長させる方法
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5-1　太陽電池用シリコン消費量の推移

生産量 *1

（ MW ）
原単位 *2

（ g/W ）
Si 消費量 *2

（ t）
生産量 *1

（ MW ）
原単位 *2

（ g/W ）
Si 消費量 *2

（ t ）

全結晶
生産量 *1

（ MW ）

Si 消費量 *2

（ t）
伸び率
（ % ）

1984 14.40 20    288.0 14.40 288.0 2.9 

1985 14.60 20    292.0 14.60 292.0 1.4 

1986 16.00 20    320.0 0.20 7 1.4 16.20 321.4 10.1 

1987 18.70 20    374.0 0.05 7 0.4 18.75 374.4 16.5 

1988 19.80 20    396.0 0.10 7 0.7 19.90 396.7 6.0 

1989 27.25 20    545.0 0.30 7 2.1 27.55 547.1 37.9 

1990 31.70 20    634.0 0.05 7 0.4 31.75 634.4 15.9 

1991 40.60 20    812.0 0.20 7 1.4 40.80 813.4 28.2 

1992 41.70 20    834.0 0.30 7 2.1 42.00 836.1 2.8 

1993 46.25 20    925.0 0.20 7 1.4 46.45 926.4 10.8 

1994 56.65 20    1,133.0 0.60 7 4.2 57.25 1,137.2 22.8 

1995 66.75 19.5 1,301.6 2.00 7 14.0 68.75 1,315.6 15.7 

1996 71.35 18.5 1,320.0 3.00 7 21.0 74.35 1,341.0 1.9 

1997 104.90 19    1,993.1 4.00 7 28.0 108.90 2,021.1 50.7 

1998 128.50 17.5 2,248.8 5.00 7 35.0 133.50 2,283.8 13.0 

1999 169.50 16.5 2,796.8 4.20 7 29.4 173.70 2,826.2 23.8 

2000 242.28 15.5 3,755.3 14.70 7 102.9 256.98 3,858.2 36.5 

*2. 太陽電池用シリコン消費量及び原単位は㈱資源総合システムによる推定
*1. 結晶シリコン太陽電池生産量は、 PV News データから引用

合計

年

結晶シリコン型太陽電池 リボンシリコン型太陽電池
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5-2　太陽電池の生産能力（計画）その１

国名 企業名
生産能力

（2000年）

拡張計画

（増設分/新設分）

拡張後の生産能力

（拡張終了年）
使用技術

京セラ 72 計画中 計画中 多結晶Si
シャープ 54 順次拡大 順次拡大 単結晶Si、多結晶Si、a-Si

8 － － a-Si
15 105（～2005） 120（～2005） a-Si／単結晶Si

キヤノン 10 － － a-Si 
松下電池工業 2 － － CdTe
鐘淵化学工業 20 20（2002） 40（2002） a-Si
松下精工 1 － － 単結晶Si、多結晶Si
三菱電機 15 10（2001） 25（2001） 多結晶Si
三菱重工業 R&D 10（2002） 10（2002） a-Si

30 － － 単結晶Si
4 － － CIS
20 － － 多結晶Si
5 － － a-Si 

（Solec International） （10） － － （単結晶Si基板）
United Solar Systems 4.5 25 29.5 a-Si 

ASE Americas 5 10（？） 15（？） リボンSi
AstroPower 20+5 10 35（2001） 単結晶Si+多結晶Si薄膜
First Solar 20 80 100 CdTe

Ebara Solar パイロット 1（2001） 1（2001） リボンSi
Energy Photovoltaics － 10（？） 10（？） CIS

Evergreen Solar パイロット 10（2001） 10（2001） リボンSi
Iowa Thin Film R&D － － a-Si 

GSE パイロット 1.5（？） 1.5（？） CIS
BP Solar （アメリカ） パイロット 10（？） 10（？） CdTe

Solarex

日本

三洋電機

アメリカ

Siemens Solar Industries

（単位：MW）
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5-2　太陽電池の生産能力（計画）その２

国名 企業名
生産能力

（2000年）
拡張計画

（増設分/新設
拡張後の生産能力
（拡張終了年）

使用技術

BP Solar （イギリス） 10 － － 単結晶Si
Intersolar （イギリス） 2.5 － － a-Si 

パイロット － － CIS
2 － － 単結晶Si

ASE （ドイツ） 15 － － リボンSi、単結晶Si、多結晶Si
シェルソーラー （オランダ） 6 － － 多結晶Si
フォトワット （フランス） 15 5 20（2001） 多結晶Si
Eurosolare （イタリア） 2.5 － － 単結晶Si、多結晶Si

ヘリオステクノロジー （イタリア） 2.2 － － 単結晶Si
Isophoton （スペイン） 10 計画中 計画中 単結晶Si

ANTEC （ドイツ） パイロット 10（2001） 10（2001） CdTe
シェルドイツ（ドイツ） 25 － － 多結晶Si
Free Energy（フランス） 1 － － a-Si

GPV（スウェーデン） 4 － － 単結晶Si、多結晶Si
EPV （ドイツ） パイロット 5（？） 5（？） CIS

Duna Solar （ハンガリー） 5 － － a-Si
（Deutsche Solar（ドイツ）） 32 68（～2002） 100（～2002） （多結晶Si基板）

W_rth Solar（ドイツ） パイロット 10（？） 10（？） ＣＩＳ
Astra Solar（スペイン） 1.5 8.5（2001） 10（2001） 単結晶Si
パシフィックソーラー パイロット 20（？） 20（？） 多結晶Si薄膜

Sustainable Technologies R&D － － Gr_tzel型
BP Solar ｵｰｽﾄﾗﾘｱ 11 9（2001） 20（2001） 単結晶Si、多結晶Si
合計 465.2 438.0 602.0

出典：P.D. Maycock氏、PV Energy Systems資料、PV Insider's Report、Trends in Photovoltaic Applications
　　　（IEA-PVPS）及び各社インタビュー資料を基に㈱資源総合システムにより作成

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ

ヨーロッパ

Siemens Solar （ドイツ）

（単位：MW）


