
 
 
 

 
 
 

「太陽光発電技術研究開発「先進太陽電池技術研

（即効型高効率太陽電池技術開発）」

（事後評価）評価報告書(案)概要 

 

 

 

目  次 

1.分科会委員名簿・・・・・・・・・・・・

 

2.プロジェクト概要・・・・・・・・・・・

 

3.評価概要(案) ・・・・・・・・・・・・・

 

4.評点結果 ・・・・・・・・・・・・・・・

 

第１０回技術評価委員会 
 
資料 4-2-11 

究開発」 

 

（頁） 

 

  １ 

  ２ 

  ５ 

  ８ 



新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価委員会 

「太陽光発電技術研究開発「先進太陽電池技術研究開発」 

（即効型高効率太陽電池技術開発）」 

（事後評価）分科会 

分科会委員名簿 

 
 

氏名 所属、役職 

分科会長 鯉沼 秀臣 東京工業大学 応用セラミック研究所 所長 

伊東慶四郎 政策科学研究所 主席研究員 

高木 靱生 日本経済新聞社 出版局 日経サイエンス編集長 

中田 時夫 青山学院大学 理工学部 助教授 

藤岡 洋 東京大学 大学院工学系研究科 助教授 

分科会 
委員 

本宮 達彦 信越フィルム株式会社 専務取締役 

 
 

敬称略、五十音順 
 

事務局：新エネルギー・産業技術総合開発機構 技術評価部評価業務課 

1 



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（太陽光発電システム実用化技術開発

費補助金（H11～12）） 
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」

（即効型高効率太陽電池技

術開発） 

PJコード Ｅ９９０３７ 

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 結晶系太陽電池の高効率化・高品質化を即効的に可能とする技術開発

を実施し、新エネルギーとしての太陽光発電システムの導入促進に資す

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、その普及を抜本的かつ急速に進める必要がある。 
太陽光発電の本格的な普及を目指すためには、薄膜技術等の長期的な

技術課題への取組のみならず、一般的なタイプである結晶系太陽電池に

係る技術のブレークスルーを図ることが不可欠である。 
このような状況を踏まえ、結晶系太陽電池の高効率化・高品質化を即

効的に可能とする技術開発を実施し、新エネルギーとしての太陽光発電

システムの導入促進に資する。 
２．研究開発マネジメントに

ついて           

【事業の目標】 

従来の太陽電池に比べ、より高効率化、低コスト化を可能とする技術

開発を実施することにより、新エネルギーとしての太陽光発電システム

の導入促進に資することを目的とする。 

主な実施事項 H11fy H12fy H13fy H14fy   
高品質ｲﾝｺﾞｯﾄ製造技術 

      
薄型・大面積多結晶基

板スライス製造技術       
高効率セル化技術 

      
 

      

【事業の計画内容】 

       

（単位：百万円） H11fy H12fy H13fy H14fy  総額 

(当初)       一般会計 

(実績)       
(当初) 196 560 513 518  1,787 電特会計 

(実績) 167 484 517 407  1,575 
(当初)       特会 

(実績)       
(当初)       特会 

(実績)       
(当初) 196 560 513 518  1,787 

【開発予算】 

総予算額 

(実績) 167 484 517 407  1,575 
経済省担当原課 研究開発課(H11FY～)、新エネルギー対策課(H14FY) 【開発体制】 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 
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プロジェクトリーダー  

委託先 
太陽電池用原料技術研究組合（川崎製鉄、シャープ、(京ｾﾗ)） 
(再委託)九州大学、東京農工大学、東北大学、豊田工業大学、
名古屋大学 

 

共同研究先  

【情勢変化への対応】 平成 13年度から先進太陽電池技術研究開発に統合。 

【今後の事業の方向性】 平成 14年度で研究開発終了。 

３．研究開発成果 
 
(写真、図、表の使用可) 
 
(要素技術含む) 

(1)高品質ｲﾝｺﾞｯﾄ製造技術開発 
 凝固速度制御の最適化等の検討を行い、高品質多結晶シリコンインゴ

ット（サイズ：44㎝×44㎝×17㎝、平均拡散長：290μm、最大拡散
長：450μm）の製造技術を確立した。また、試作したｲﾝｺﾞｯﾄから得た
基板を用いて作製した太陽電池において変換効率 19.0%を得るなどの
結果を得た。 
 
(2)薄型・大面積多結晶基板ｽﾗｲｽ製造技術開発 
 線径 120μのスライス用ﾜｲﾔを開発し、150㎜×300㎜の多結晶ｼﾘｺﾝｲ
ﾝｺﾞｯﾄを厚さ150μｍ、ｶｰﾌﾛｽ150μｍでスライスできる技術を開発した。
また、ﾜｲﾔの耐久性と使用技術の検討を行い、１本のﾜｲﾔでｲﾝｺﾞｯﾄ４本(基
板 4,000枚)のスライスが可能となった。 
 
(3)高効率セル化技術開発 
 上記(1)の技術により製造した高品質ｲﾝｺﾞｯﾄを用いて太陽電池の高効
率化技術を検討した。ﾊﾟｯｼﾍﾞｰｼｮﾝ、ｹﾞｯﾀﾘﾝｸﾞなどの基板改質技術、光閉

じ込め構造形成技術、接合形成技術、電極形成技術などを開発し、試作

した太陽電池(5 ㎝角、厚さ約 300μｍ)で、変換効率 18.4%、小面積で
19.0%(1㎝角)の結果を得た。 

(特許・論文等について件数
を記載) 

特許 １３件 
論文 ６件 
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４．実用化、事業化の見通

し 

 高品質インゴット製造技術開発で開発したシリコンの凝固制御法は、

現在工業的に行われている通常キャスト法にも適用でき、その知見の一

部は既にシリコンインゴット品質向上に役立っている。 
 薄型・大面積多結晶基板スライス製造技術開発では、目標としたスラ

イス技術（シリコン基板の極薄化、カーフロスの低減技術）はほぼ確立

し、今後セル工程での極薄基板のハンドリング技術の検討が必要であ

る。また、本スライス技術の半導体基板への応用も期待されるところで

ある。 
 高効率セル化技術開発で開発した基板改質技術、光閉じ込め構造形成

技術、微細電極形成技術等の実用化により、バルク系多結晶シリコン太

陽電池の変換効率向上が図れる見通しが得られた。 
実施時期 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 １５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」 

（即効型高効率太陽電池技術開発）」 

（事後評価）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 
本プロジェクトは既存技術の高度化で太陽光発電を拡大する研究開発と整理で

き、市場が急速に立ち上がりかけている中で時機を得たものである。将来的には他

の方式も台頭してくるにしても、当面の太陽光発電の市場拡大に役立つ多結晶シリ

コン型がまだ技術の発展途上にあることを考えれば、国民経済的に見ても推進の意

義は大きい。製造コストはほぼ目標値に達し、世界最高レベルの変換効率も得てお

り成果は満足できる。既に本事業で開発された技術や知見の一部は実用に供されて

おり、今後さらなる実用化も期待できる。実用技術に近いこの種の研究開発は、運

用によっては本来国が関与すべきでない市場競争の分野に資金を流出し、かえって

企業間の競争を阻害することにもなりかねないという危険もある。本プロジェクト

が明確な開発目標を示して実施したことは、研究開発マネジメント面でそうした危

惧を避けようとする努力であったと評価できる。 
本プロジェクトは、結晶シリコンは高価であるという前提に立った、シリコン結

晶系太陽電池製造技術の下流部分に焦点を絞った開発であり、上流部分の過去に実

施した低コストシリコン原料開発研究等と殆ど関係の無いものになっている。歩留

まり等を含めた大規模生産への分析を通し、太陽光発電の普及の夢を増大させるプ

ロジェクトであるべきであった。例えば、太陽電池用シリコン原料からの一貫生産

の最適化を再検討し、1 社（研究組合）1GW スケールの生産を想定したシナリオ

が考えられる。他のエネルギーとの競争力はいまだ脆弱であり、新たな公共事業と

してサポートすることにより将来の大きな成果が期待できる。以上の評価を考慮し

た新たなプロジェクト展開を検討すべきである。 
 
２）今後に対する提言 
半導体グレードのシリコンインゴットをスライスする方式は、低コスト化および

供給の絶対量の点で、そう遠くない将来に限界が来ると考えられる。また、性能面

でも理論的効率との差が比較的小さいことから、今後の変換効率の改善も小幅なも

のに留まると予想される。高純度シリコン結晶系モジュールはすでに事業化され、

200MW/年の製造規模となっていることも併せて考えると、本技術開発はこれで終
了し、成果を利用できる他の有望な技術開発に努力を傾注するべきである。NEDO
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によると 2010年度の導入目標 482万 kWの達成には、その発電コストを、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（家庭用電気料金並）まで低減す

ることが必要であるとしている。そのためには、モジュールコストを 100円/W以
下まで下げる必要があり、本技術の成果を踏まえてその現実的達成可能性を明らか

にすべきである。一例として、年産１GWを想定したソーラーグレードシリコンの
量産から太陽電池への一貫生産ラインの製造技術および市場開発戦略プロジェク

トをあげる。原料に係る技術開発は本プロジェクトの対象としてはいないが、昨今

の原料事情の逼迫にともない再検討の要がある。 
 
１．２ 各論 
１）事業の位置付け・必要性について 
太陽電池はわが国のエネルギー・環境政策にとって重要な技術の一つであるが、

その発展は生産コスト低減にかかっている。現在の技術の延長でどこまで高効率、

低コストを実現できるかを確かめ、その過程で生まれた技術を直ちに実用に生かす

本プロジェクトは、技術的発展がそのまま新市場の拡大につながる太陽光発電分野

では有効であったと評価できる。20年前の太陽電池用シリコン原料調査に始まり、
低コストシリコン製造（冶金、流動床プロセス）、キャスト、スライス、リボンシ

リコン, SOG—Si 太陽電池を経て本プロジェクトに至る多結晶シリコン系太陽電
池の技術開発は一応完結した。結晶系シリコン太陽電池に関する問題点を洗い出し、

要素技術が蓄積された意義は大きい。一応の完結をみた NEDOのシリコン太陽電
池研究開発の成果を総括し、僅かではあるが目標に到達しなかった原因を分析し、

さらなる高効率、低コスト化に関する今後の戦略を提案すべきである。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
本プロジェクトにおいてはコストと効率という明解な開発目標を設定し、その変

換効率 20%の目標は多結晶セルでは極めて高い戦略的レベルであった。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と言える。研究開発計画に関しても高品質インゴット、スラ

イス技術、高効率セル化技術など系統的に設定されており明確かつ妥当である。薄

型スライス技術は太陽電池用のみならず、半導体産業にも即応用が出来る。 
 
３）研究開発成果について 
高効率セルにおいては厳密には目標をクリアーできなかったが、世界最高水準に

は達した。コストにおいては当初の目標値をほぼ達成する成果をあげ、現在の太陽

電池の主流になっている多結晶シリコン太陽電池の進歩と普及に役立つ知見が得

られた。高品質インゴットにおいてはインゴット上下で結晶粒径が変わらない結晶

が得られ、キャリア拡散長も目標とした 250μm以上を達成できたことは、実用面
にも応用が可能で、単位面積あたりのコスト低減が可能となった。薄型スライスに
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おいてはワイヤーソー径 120μm にて切断ロス 150μm に抑えて厚さ 150μm の
ウェーハを切断するという極薄スライス技術の開発に成功したことは、今後、太陽

電池用以外にも半導体工業等への展用が大いに期待できる。発表論文数は少ないが、

研究テーマが実用化研究であることを考えると当然とも言え、寧ろ、特許の数と内

容に評価の重点を置くべきと考える。 
一方で、製造コスト試算では目標を達成できたとしているが、変動するシリコン

材料価格をどう見るかで試算結果が大きく変わるとすれば、その目標達成を必ずし

も十分なものと評価するのは難しい。さらに、原料に半導体用の高純度シリコンを

用いており、大規模太陽光発電に発展する鍵となる低コストシリコン供給の課題に

対する解を示していない。過去に検討した研究開発のその後の技術の進歩を考慮し、

再活用の可能性を検討すべきである。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
高効率セル、高品質インゴットにおいて開発された成果は実用化されている現在

の工程に、即応用が可能である。薄型スライスでは実用化されている現在の工程に、

応用が可能である。ただし、関連する付帯技術（スライス後ウェーハの搬送設備等）

の開発が伴わないと、実用化に向けたスムーズな展開が阻害される。シリコン凝固

制御法はすでに一部応用されている。 
一方、インゴット製造に関しては長尺化、連続化等に問題が残る。ウェーハサイ

ズとスライスに用いたインゴットサイズが一致していない。薄型スライスにおいて

は、本研究成果はそのまま直に実用化を意味しない。本技術を即応用した場合、切

断実績が少ないため、コスト高は避けられない。ワイヤーソー径 120μmを使用し、
低価格を達成するためには、多くの実績と量（生産量）をこなして初めて低コスト

となる。径の差は高々40μm だが、技術難易度は桁外れに大きい。また、極薄ウ

ェーハの表面研摩、そり、歩留まり、ワイヤーの消耗等の問題も懸念される。 
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2.5

2.2

2.3

2.5

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 2.5  B A B A A B 
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 2.2  B B A B B B 
４．実用化・事業化の見通しについて 2.5  B A A 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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