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概要 
作成日  

施策（プログラム）名 太陽光発電技術研究開発費補助金 
事業(プロジェクト名) 太陽光発電技術研究開発 

「先進太陽電池技術研究開
発」 

PJコード Ｅ０１０１７ 

事業担当推進部室・担当者 太陽・風力技術開発室 
事業の概要 太陽光発電の本格的な普及促進に資すべく、低コスト太陽電池の研究

開発等を実施し、太陽電池産業・市場の早期自立化に貢献する。 
１．事業の目的・政策的位置
付けについて        
【ＮＥＤＯが関与する意義】【実施
の効果（費用対効果）】【事業の背
景・目的・位置付け】 

太陽光発電については、エネルギー安定供給と地球環境問題等への対
応の観点から、技術の早期実用化と急速な導入普及が求められている。
これまでの各種施策効果により、その発電コストは従来よりも大幅に
低減されているものの、現時点で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年度の導
入目標 482 万 kW の達成には、発電コストをユーザーが導入補助金な
しで自発的に購入しうるレベル（家庭用電力料金並み）にまで低減する
ことが必要である。 
このため、電力供給源としての太陽光発電の経済性と信頼性を確立
し、太陽光発電の本格的な普及促進に資すべく、低コスト太陽電池の研
究開発等を実施し、太陽電池産業・市場の早期自立化に貢献することを
目的とする。 

２．研究開発マネジメントに
ついて           
【事業の目標】 

2000年度までのニューサンシャイン計画の成果等を踏まえて、2005
年度までに「一般家庭の電気料金を下回る発電コスト水準を確保できる
技術の確立」を目指し、更なる低コスト化が期待できる薄膜太陽電池等
の製造技術を開発する。 
主な実施事項 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy   
ｼﾘｺﾝ結晶系薄膜太陽電
池ﾓｼﾞｭｰﾙ製造技術 1,017   1,272      2,289
CIS 系薄膜太陽電池ﾓ
ｼﾞｭｰﾙ製造技術    571     813      1,384
超高効率結晶化合物系
太陽電池ﾓｼﾞｭｰﾙ製造技
術 

  358     425        783

 
      

【事業の計画内容】 

       

（単位：百万円） H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy  総額 
(当初)       一般会計 

(実績)       
(当初) 2,276 2,942 3,156 3,029 2,625 14028電特会計 

(実績) 1,946 2,510     4456
(当初)       特会 

(実績)       
(当初)       特会 

(実績)       
(当初) 2,276 2,942 3,156 3,029 2,625 14028

【開発予算】 

総予算額 

(実績) 1,946 2,413     
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経済省担当原課 研究開発課(H13FY)、新エネルギー対策課(H14FY～)

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー  

委託先 
太陽光発電技術研究組合（鐘淵化学工業、三菱重工業、昭和シ
ェル石油、松下電器産業、シャープ、大同特殊鋼、大同メタル）、
産業技術総合研究所 
(再委託)東京工業大学、東京農工大学、豊田工業大学、豊橋技
術科学大学、奈良先端科学技術大学院大学、福井大学、立命館
大学 

【開発体制】 

共同研究先  

【情勢変化への対応】  

【今後の事業の方向性】  

３．研究開発成果 
 
(写真、図、表の使用可) 
 
(要素技術含む) 

 (1)シリコン結晶系薄膜太陽電池モジュール製造技術開発 
①ハイブリッド構造高効率化技術：a-Si/中間層/薄膜多結晶 Siハイ
ブリッド構造セル(1㎝角)において初期変換効率 14.7%を達成し、
新構造の有効性を確認するとともに、3600ｃ㎡の従来型ハイブリ
ッドモジュールで初期変換効率 13%を達成し、新構造セルの大面
積化へ基盤となる技術を確立した。 
②シリコン薄膜高品質化技術：超高周波(60～100MHz)プラズマ
CVDで膜質改善を図り、a-Si／微結晶 Siタンデムセルで初期効率
13.1%を得るとともに、大面積用プラズマ可視化装置を開発し、大
面積微結晶シリコン膜の高速安定製膜に目処を得た。 

 
(2) CIS系薄膜太陽電池モジュール製造技術開発 
①CIS 薄膜高品質化技術：セレン化法を用いた 30×30 ㎝の CIS
薄膜太陽電池の安定製造条件を確立し、得られたセルから選択し
た高効率セル４枚からなる 3600ｃ㎡の試作モジュールで、変換効
率 13.4%(世界最高)を得た。 
②高品質薄膜製造高速化技術：多元蒸着法によりフレキシブル基
板（ステンレス）上に高効率 CIS薄膜太陽電池を形成するための
各種要素技術開発を行い、小面積で変換効率 16.2%を得た。また、
これらの結果に基づいてロール・ツー・ロールプロセスを構築す
るための要素技術を開発した。 

 
(3) 超高効率結晶化合物系太陽電池モジュール製造技術開発 

Ge基板上に集光用結晶化合物セルを開発し変換効率 31%を得た。
また、集光光学系モジュール、レンズﾞ及び追尾システムなどの設
計、製作、検討を行い、300倍集光システムの実証試験に入った。
また、500倍集光システムについてもレンズ等の設計を行った。 
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(特許・論文等について件数
を記載) 

特許出願 79件 
論文 110件 

４．実用化、事業化の見通

し 

本技術開発成果は、プロジェクト終了後の事業化のための技術開発等
を通じて、シリコン結晶系薄膜太陽電池や CIS 系薄膜太陽電池などの
事業化につながるものと考えている。これにより、太陽電池モジュール
製造コスト 100円/Wが達成され、発電コストを家庭用電気料金並みに
まで低減するとともに、2010年度の導入目標 482万 kWの達成に貢献
することが期待される。 
これまでの技術開発状況を踏まえると、各製造技術における実用化の

見通しは次のとおりである。 
シリコン結晶系薄膜太陽電池モジュール製造技術については、高効率
化、大面積化など今後のさらなる技術開発等の進展を通じ、従来の量産
ラインへの適用などその実用化が期待される。 

CIS系薄膜太陽電池モジュール製造技術については、既に世界最高の
変換効率達成など良い結果が得られており、大面積化など今後のさらな
る技術開発等の進展を通じ、その実用化が期待される。 
超高効率結晶化合物系太陽電池モジュール製造技術については、集光
システムとしては今後の技術開発の進展等によるところが大きいもの
の、その実用化が期待される。一方、本技術開発で開発される個別要素
技術（例えばセル技術）の実用化も期待される。 

実施時期 １５年度 中間評価実施 評価履歴 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
実施時期 １８年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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「太陽光発電技術研究開発「先進太陽電池技術研究開発」」 

（中間評価）評価概要（案） 
 
１．プロジェクト全体に関する評価 
１．１ 総論 
１）総合評価 
太陽光発電は、環境問題、安全性、資源のいずれの面からも、21 世紀の有力な
エネルギー源である。しかし実用技術としてはようやく緒についたばかりで、発電
コストは家庭用電気料金と比較して依然相当割高である。この問題を解決して他の
発電方法に較べて競争力のある 100円/W以下に下げようという目標は十分評価に
値する。また、日本がこの分野で世界的優位性を保つための国のプロジェクトとし
ての意義も大きい。中間評価時点で計画通りかそれ以上の世界的成果を上げている
テーマもあり評価できる。 
しかしながら、本プロジェクトの３つの個別テーマの位置付けは必ずしも明確と
は言えない。３つのテーマの役割分担を明確にし、メリハリをつけて重点投資する
といった政策も考慮すべきである。最近急速に伸びている太陽電池の主体は結晶シ
リコン系であることを踏まえ、その結晶シリコンとの競争力をどう高めていくかと
いう観点から実用化のシナリオを明確にすべきである。 
さらに、重要な課題の一つである研究開発投資の効果評価がほとんど行われてき
ていないということも指摘できる。太陽電池生産は急速に伸びているとはいえ、
2010年度の太陽光発電導入目標 482万 kWを達成し、更なる発展を図るには、評
価に基づく補助金の効果的投入によって研究開発、生産、普及をバランスよく加速
することが不可欠である。太陽光発電はパーセントオーダーの２次エネルギー供給
源となり、わが国の基幹産業に成長する可能性が視野に入ってきた。この機を逃さ
ず政府資金を拡大的かつ効果的に投入し、夢の実現を図ることが望まれる。 
 
２）今後に対する提言 
３プロジェクトはいずれもコスト目標を 100 円/W (100MW 生産時)としている
が、事業化に対するシナリオを明確にすべきである。実用化の可能性、研究投資効
率等を、現在の主流であり着実に生産をのばしている多結晶シリコン系との競争力
から比較検討し、3つの研究テーマがそれぞれ担うべき役割を明確にする必要があ
る。薄膜シリコン系は十分な目標設定のもとで優れた研究成果が得られており、内
容の拡充、開発研究体制の拡大再編成、開発資金の増額等を実施すべきである。そ
の際、大学の人材と研究設備の活用も望ましい。CIS系も十分な目標設定のもとで
優れた研究成果が得られており、今後ともこのペースを維持継続していく必要があ
る。今後は量産を意識した装置の開発や信頼性評価などにも力を入れていくべきで
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ある。超高効率化合物系は、高い変換効率等の優れた成果が得られていることは評
価できるが、実用化にフォーカスして研究開発のターゲットを絞ることが重要であ
る。 
重要な課題の一つである研究開発投資の効果評価、供給ポテンシャル等の多角的

なシナリオ分析等も行っておくべきである。新たな方向として、太陽光発電をさら
に推進するシステムを設計し実施することも提言したい。 
 
１．２ 各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
太陽光発電技術は今後のわが国のエネルギー・環境政策にとって重要な新エネル
ギー技術の一つである。太陽電池の発展は生産コスト低減にかかっているが、技術
の進展と生産規模の拡大なしにはコストは低減できない。従って、発展初期におい
ては民間活動のみでは大きなリスクのために産業が維持できず政策的な後押しが
必要である。また、太陽電池は公共性が高く設備投資及び研究開発資金等の面で大
きな負担がかかる反面、民間ではその投資回収が困難な事業である。太陽電池の開
発費用は、これまでに他のエネルギー技術に投じられてきた国の膨大な資金と比較
するとまだ小さい。これより本プロジェクトは NEDOの関与が適切であると言え
る。 
太陽光発電に関する現実の上昇気流を意識して、他の発電システムとの競争・棲
み分けを考慮した、生産の拡大、普及促進を前提とした具体的な開発シナリオを示
すべきである。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
本プロジェクトではコストと効率という明解な目標を設定している。研究開発マ
ネジメントは効率良く、事業体制も十分基礎的能力のある研究開発実施者を中心に
構成されており妥当である。 
しかしながら全ての系に目標を一律に設定することに疑問が残る。3つのテーマ
の役割分担を明確にし、それぞれのテーマにメリハリを付けて重点投資するといっ
た政策も考慮すべきである。さらに、各研究開発項目のコスト低減や原料制約等の
シナリオ分析を実施し、研究開発基本計画に反映することが重要である。 
太陽光発電は今後大きく成長する可能性をもつ分野であり、技術的に見ても大き
な発展が期待できる領域である。その意味で、国の一層の研究開発投資が必要なの
は言うまでもない。ただ、企業による実用化がすでに始まっている分野でもある。
国の研究開発投資に際しては、強い競争力をもつ太陽光発電技術を日本がいち早く
実用化する道筋をつくることに最大の重点を置くべきである。このため、基盤技術
の整備と個別企業のビジネスのための技術開発を明確に分けて慎重に投資し、企業
の自由な競争による太陽光発電産業の健全な発展を妨げることのないよう十分留
意すべきである。 
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３）研究開発成果について 
世界最高の変換効率等、計画通りかそれ以上の成果を得ているテーマもある。ま
た、薄膜シリコン系においては低コスト化の指針も示されている。論文数は予算額
からすると少ないが、研究テーマが実用化研究であることを斟酌すると妥当な数字
であり、特許数も十分満足できる。報道・展示・口頭発表等の件数も多く、活発な
情報発信を行っている。 
ただ、成果は順調ではあるが、より世界をリードする姿勢が欲しい。超高効率結
晶化合物系については集光型だけを想定していることの根拠となるニーズおよび
低コスト化の道筋が明確でない。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
実用化に向けた目標設定を達成しつつあり、薄膜シリコン系と CIS 系に関して
はある程度の事業化のシナリオが窺えた。 
ただ、今回の研究開発の成果が生産の拡大にどうつながるのか明確でなく、その
ため実用化へのシナリオも明確でない。現在の主力太陽電池である結晶シリコン系
にどう対抗し、優位性を確保するのかの説得力のある根拠が乏しい。コストダウン、
事業化への時間軸の入ったシナリオを示して国民に説明してゆくべきである。また、
これら 3タイプの実用化の可能性、用途等、技術の資質から見た可能性と限界、市
場性などを将来図として描きながら研究の進め方や予算配分をすべきである。 
 



 

 
 

 

 成果に関する評価 
シリコン結晶系
薄膜太陽電池モ
ジュール製造技
術 

ハイブリッド構造高効率化技術での世界最高の初期
変換効率など特筆すべき成果と計画以上の進捗度は評
価できる。高速成膜技術の開発などある程度低コスト
化への取り組みも示し、今後実用化に対して期待が持
てる。また、シリコン薄膜高品質化技術でのプラズマ
の可視化といった基礎技術も着実に開発している。 
ただ、技術自身は新しくないので、特許戦略を含め
た独自性、優先性の確保が重要である。ハイブリッド
太陽電池では 5年の計画を 4年で達成しそうであると
の説明があったが、より高い目標を設定して加速的な
研究開発成果を期待する。 

 成果に関する評価 
CIS 系薄膜太陽
電池モジュール
製造技術 

変換効率が比較的簡単なプロセスで得られることが
積で世界最高の効率を達成した。全体的にみて進捗度
おり満足できる。劣化がないので、有望製品に育つ可
また、ロール・トゥ・ロール法による高品質薄膜高速
は低コスト化の可能性も高い。CIS 系太陽電池は米国
発が行われ主要な技術は既知であるが、オリジナルな
また、将来の大量導入の際、相当の役割を分担できる
も考慮されている。CIS 系太陽電池は、小面積セルと
換効率の差が他の太陽電池に比べ大きいため、損失解
関する研究開発が必要である。 
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個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価個別テーマに関する評価    

実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
ハイブリッド太陽電池は大面積高速製膜の問題
がクリアーできればプロジェクト終了時までに一
部実用化が始まる可能性が大きい。製膜温度も
300℃以下に抑えられればアモルファスとの組み合
わせも可能となり、シリコン原料問題を有する結晶
シリコン太陽電池の対抗馬になる期待が高まる。 
すでにアモルファスシリコン太陽電池やアモル
ファスと結晶シリコンとのハイブリッド型太陽電
池に、類似の技術の導入が始まっていると考える
が、特許等による優先権は確保できているか整理す
る必要がある。 

本テーマは量産ラインを意識した装置の開発を行ってお
り、実用化に重要な劣化問題（長期安定化対策）にも取り組
んでいるところではあるが、将来の大量生産を前提として、
コスト低減が可能となる成果が得られるよう今後の研究を
行うべきである。 
受託 2 グループは同じ開発目標に対して異なるアプロー
チから開発を行ってきた。今後、さらに競争原理を加速させ
るため、産官学の連携を重視し、研究成果、目標達成度に応
じた予算配分をすべきである。将来的に、安価な太陽電池用
結晶シリコンが市場に出てきた時に備えて、柔軟に対応でき
る対策・見通しについても検討しておくべきである。 

実用化の見通しに関する評価 今後に対する提言 
期待され、大面
は計画を超えて
能性が大きい。
化技術について
で活発な研究開
発想も見える。
可能性について
モジュールの変
析とその対策に

CIS 薄膜高品質化技術は大面積化、量産
化技術等の進展によっては実用化が期待で
きるが、大面積・高効率目標の達成、低コ
ストモジュール生産への具体的プランを意
識すべきである。 

CIS 薄膜高速製造技術は低コスト製造の
アイデアは良い。大面積、高効率セルが達
成できれば実用化の可能性はあるが、薄膜
高品質化技術以上の具体的プランを検討す
べきである。 

CIS 系太陽電池は重点的に事業化を推進する近未
来テーマと位置付ける。早急にコスト目標を達成す
べく後半の研究開発を加速させるべきである。もと
もと小面積では非常に高い変換効率を有するので、
大面積においての損失解析とその対策に関する研究
開発を推進すべきである。2010年の大量導入時に、
結晶シリコン系および薄膜シリコン系と比較しても
相当分を負担出来る技術として発展させるため、さ
らなる大面積化・高効率化を達成し、早期の実用化
を期待する。 



 

    

 
 

 成果に関する評価 実用化の見通しに関する評価 
超高効率結晶化
合物系太陽電池
モジュール製造
技術 

太陽電池の最高効率を追求する姿勢は常に必要であ
る。本テーマは高い変換効率の実現、高性能集光モジュ
ール、集光システム等の成果は評価できる。 
ただし、太陽を追尾するための稼動部分という本来自
然界で設置する際には望まれない装置が必須で、僅かで
はあるが保全を含めたランニングコストも掛かるはずで
ある。集光型のニーズおよび集光システム、付帯設備を
含めた最終コスト目標達成の見通しについて論理的な説
明が必要である。 

集光モジュールは高い変換効率という他には無い特徴がある
ので、用途によっては早期実用化が期待できる。もし、単純なコ
スト比較では割高になったとしても、高効率という特長を生かし
た応用を見いだせる可能性はある。高い変換効率が得られている
ことは評価できるが、追尾システムおよび付帯設備が足かせにな
り市場が限定される恐れがある。また、超高効率太陽光発電シス
テムは、どこで、どれだけ、どのように使うのかということが十
分に説明されておらず、集光型で汎用太陽光発電を普及させるた
めの説得力あるシナリオが明確でない。 

製
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今後に対する提言 
本テーマはニーズや用途がはっきりせず、
造原価以外にランニング費用を必要とす
が、高い変換効率の実現、高性能集光モジ
ールおよび集光システムの開発などで評
できる成果が多く得られている。また、集
セルで変換効率 35%という中間目標もク
アーできていることから、実用化にフォー
スして研究開発のターゲットを絞ること
重要である。 
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2.2

2.3

2.3

2.8

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化・事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値

 
 

評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の位置付け・必要性について 2.8  A A B A A A
２．研究開発マネジメントについて  2.3  B B B A A B
３．研究開発成果について  2.3  B A B B A B
４．実用化・事業化の見通しについて 2.2  B B B B A B
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
 ＜判定基準＞ 
(1)事業の位置付け・必要性について (2)研究開発マネジメントについて 

・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(3)研究開発成果について (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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個別テーマの評点結果 
 

 

研究開発成果について 実用化・事業化の見通し
について 詳細個別テーマ 

平均値 素点（注） 平均値 素点（注） 
新ハイブリッド構造 2.6  A A B B A 2.6 A B A B A
Si薄膜高品質化 2.2  B A B B B 2.4 A A B B B
CIS薄膜高品質化 2.4  B A B B A 2.2 B B B B A
CIS薄膜高速製造技術 2.2  B A B B B 1.8 B B C B B
超高効率結晶化合物系 2.0 B A B C B 0.6 D C C D C

（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 
研究開発成果について 実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね適切          →C 
・適切とはいえない      →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 

 

0.6

1.8

2.2

2.4

2.6

2

2.2

2.4

2.2

2.6

0 1 2 3

超高効率結晶化合物系
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