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プロジェクト概要 
作成日  

制度・プログラ
ム名 

太陽光発電システム共通基盤技術研究開発補助金 
（旧：太陽光発電技術研究開発補助金） 

事業(プロジェク
ト名) 

太陽光発電システム共通基盤技術研究開発 
（旧：大量導入に向けた共通基盤技術の研究
開発及び調査） 

PJコード E01019 

事業担当推進部
室・担当者 

太陽・風力技術開発室 

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】 

 太陽光発電システムは、発電時に燃料が不要でかつクリーンな発電
技術であり、その供給ポテンシャルも大きい。したがって、エネルギ
ー資源の乏しいわが国の将来に必要な発電技術として、その早期実用
化を導入拡大が求められている。実際に、太陽光発電システムの 2010
年度の導入目標として 4820MW が掲げられており、この目標を達成
し、太陽光発電システムの自立的な導入拡大を実現するためには、太
陽電池の低コスト化ばかりでなく、太陽光発電システムの安全性や信
頼性等に関する共通基盤技術を確立することが不可欠であり、総合資
源エネルギー調査会新エネルギー部会でも「新エネルギーの共通基盤
的技術開発については、国が中心となって実施すべき」と報告されて
いる。このような観点から実施する本事業は、公共的性格が濃く、ま
た、太陽光発電技術の導入は我が国の長期エネルギー・環境政策にも
密接に関連することから、国（NEDO）が主体的役割を果たすべきも
のと考えられる。 

２．研究開発マ
ネジメントにつ
いて      
【事業の目標】 

太陽光発電システムの 2010年度の導入目標（4820MW）達成なら
びにそれ以降の円滑かつ健全な大量導入の実現に必要な共通基盤技
術の確立を目的として、太陽電池セル・モジュール及び太陽光発電シ
ステムの性能や信頼性、耐久性、安全性等に関する評価技術を開発す
るとともに、資源の有効利用や環境負荷低減の観点から、太陽光発電
システム構成機器等のリサイクル・リユースに関する要素技術等を開
発することを目標とする。 
主な実施事項 H13f

y 
H14f
y 

H15f
y 

H16f
y 

H17f
y 

 

太陽電池評価技術の
研究開発 

      

【事業の計画内
容】 

太陽光発電ｼｽﾃﾑ評価
技術の研究開発 
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太陽光発電ｼｽﾃﾑのﾘｻｲ
ｸﾙ・ﾘﾕｰｽ処理技術等の
研究開発 

       

太陽光発電ｼｽﾃﾑの電
磁環境性に関する研
究開発 

      

（単位：百万円） H13f
y 

H14f
y 

H15f
y 

H16f
y 

H17f
y 

総額 

(当初)   一般会計 
(実績)   
(当初) 709 811 1,232 1,082 735 4,569電特会計 
(実績) 569 744   
(当初)   特会 
(実績)   
(当初)   特会 
(実績)   
(当初) 709 811 1,232 1,082 735 4,569

【開発予算】 

総予算額 
(実績) 569 744   

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 
（*：調査研究） 

産業技術総合研究所、電気安全環境研究
所、太陽光発電技術研究組合（昭和シェル
石油、シャープ、旭硝子）、資源総合シス
テム*、日本気象協会*、エネルギー総合工
学研究所*、電力中央研究所*、日本電池*、
富士総合研究所* 

【開発体制】 

共同研究先  
【情勢変化への
対応】 

・ 技術の喫緊性等を考慮して、太陽光発電システムの電磁環境性に
関する研究開発の実施期間を 3 年間に短縮して加速的に進めるこ
ととした。 

・ 市場拡大に対応して、結晶系 Si太陽電池モジュール評価手法の開
発を先行的に実施し、平成 14年度をもって終了した。 

・ 太陽光発電システム評価技術の研究開発では、太陽光発電システ
ムの出力抑制損失問題に取り組むこととしていたが、この問題に
ついては、新たな研究開発事業で本格的に取り組むこととなった
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ため、本事業での取り組みは平成 14年度で終了することとした。

【今後の事業の
方向性】 

（事後評価時） 

３．研究開発成
果 
 
(写真、図、表の
使用可) 
 
(要素技術含む) 

1.太陽電池評価技術の研究開発 
複合加速劣化試験方法の研究開発については、加速劣化試験に関す
る各種現行規格の調査結果を参考にモジュールの劣化原因となる環
境因子(光強度・温湿度等)の制御モードを設定した｡また、複合加速劣
化試験装置を設計･導入し、実際に長期間使用された供試モジュール
を用いて光強度・温度依存性に関する基礎特性を明らかにするための
実験的検討を開始した。 
太陽電池評価手法の研究開発については、ニューサンシャイン計画
において開発した各種太陽電池セル、モジュールの評価装置を各委託
先に移設し、移設前に比較して十分な評価精度が得られることを確認
した。さらにセル評価精度向上に向けた測定誤差解析を行い、装置運
用法等の改善により太陽電池セルの測定再現性を改善した（移設前±
1.0％→移設後±0.5％）。特に NEDO 開発中の新型セル（CIS、多接
合等）用の性能評価装置の誤差解析により、測定精度向上のために必
要な機能（課題）を明確化した。また、結晶 Si 系モジュールの性能
評価技術に関しては、照度分布不均一性を補正するための方法を見出
し、概ね開発を終了した。 

2.太陽光発電システム評価技術の研究開発 
太陽光発電システムの設計･施工支援技術の開発については、シス
テム性能指標および時積算日射データから年･月･日単位の発電電力
量を推定する設計シミュレーションモデルのプロトタイプを開発し、
ローカル損失要因の少ないシステムについては、発電電力量の推定誤
差(月単位)は±10%未満、自乗平均誤差(年間)は約 4%になることを検
証した。性能診断技術の開発については、太陽光発電システムの運転
状態を監視する受動的手法と、システムの直流側に加えた微少な電気
的擾乱の応答によってモジュールの不具合を検出する能動的手法の
両方を検討した。 
また、ニューサンシャイン計画で平成 12 年度まで実施されていた

住宅用太陽光発電システム(約 100 軒)に関する詳細な運転データ収集
を再開し、実運転時における各種損失要因や長期運転性能評価の統計
的分析･評価を実施した。 

3.太陽光発電システムのリサイクル・リユース処理技術等の研究開発
結晶 Si 太陽電池モジュールのうち、現行モジュール構造について
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は、使用済みモジュールの性状評価から裏面の修復による継続使用の
可能性が示されたが、リサイクル技術については、EVA分解のための
有望な技術の発掘途上にある。リサイクラブルモジュール構造につい
ては、9 セルモジュールでの基本構造が得られ、耐候性には問題ない
ことが示されたが、一方で、電気的特性が低下するという問題も明ら
かになった。 

CIS系薄膜太陽電池モジュールについては、モジュールの分解と回
収部材のリユース性がある程度確認され、その基本プロセスが明確と
なった。 
太陽電池モジュール用ガラスについては、これまで結晶 Si 太陽電
池モジュールを対象としたリサイクルの基本プロセスが明確となっ
た。 
太陽光発電システム適正処理のための社会システムの研究につい
ては、リサイクルシステムに必要となる構成要素が具体化され、また、
目標とすべきリサイクル指標の定量化の方法論が提示されるという
進展はあったが、制度的項目の具体化は実施中である。 

4. 太陽光発電システムの電磁環境性に関する研究開発 
太陽光発電システムの電磁環境適合性測定手法等に関する調査を
もとに、IEC61000シリーズを仮の指標として評価項目と基準を設定
し、各種測定条件のもとでエミッションおよびイミュニティ測定を実
施した結果、太陽光発電システムの電磁環境両立性に関する試験方法
の一次案を作成した。 

(特許・論文等に
ついて件数を記
載) 

論文：   20件 
口頭発表：45件 
特許出願：5件 
報道：   4件 （平成 14年度末現在） 

４．実用化、事
業化の見通し 

太陽電池評価技術の研究開発で得られる太陽電池モジュールの複
合加速劣化試験技術は、現状では未整備な国内規格（JIS）および国
際規格（IEC）への貢献が期待される。また、太陽電池セル・モジュ
ールの性能評価技術は、太陽電池モジュールの国際認証制度に不可欠
な基本技術を提供するものである。 
太陽光発電システム評価技術の研究開発で開発される最適システ
ム設計技術は、規格や設計ガイドラインへの貢献が可能であるほか、
今後設置される住宅用太陽光発電システムの発電量増大に直接寄与
するものである。また、性能診断技術については、さらなる実用化技
術開発により市場での利用が期待される。 
太陽光発電システムのリサイクル・リユース処理技術等の研究開発
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で開発される各種太陽電池モジュールのリサイクル・リユースのため
の基本技術は、低コスト化などのさらなる技術開発により市場での実
用化が期待される。また、太陽光発電システムリサイクルのガイドラ
イン案は、将来の大量廃棄に適切に対応できる太陽光発電システムの
普及・流通体系の構築への貢献が期待される。 
太陽光発電システムの電磁環境性に関する研究開発で開発される太
陽光発電システムの電磁環境影響測定手法は、規格化などを通じて電
磁環境面からみた PVシステムの安全性向上に役立つことが期待され
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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「太陽光発電システム共通基盤技術研究開発」（中間評価） 
評価概要（案） 

１．総論 
１）総合評価 
地球環境問題、資源枯渇問題や京都議定書等を背景に新エネルギーの大量導入は

緊急の課題である。本プロジェクトでは国のエネルギー政策を基に今後の太陽光発
電システムが大量普及された場合を想定し、太陽電池の長期信頼性評価、太陽光発
電システムの設計診断技術、リサイクル・リユース、電磁環境性等についての諸問
題を精力的に解決しようとするものでありプロジェクトの目的や研究開発の目標
は十分評価できる。また、研究成果は、個別技術としては、中間目標は概ね達成さ
れており、最終目標に向けての準備が整っており、十分な成果が得られていると考
えられる。特に太陽電池評価技術や太陽光発電システム評価技術は、重要かつ公共
性の高い研究成果として実用化の見込みがある。 

 
２）今後に対する提言 
２０１０年の太陽光発電システムの導入目標達成には、現時点の状況では非常に
多くの努力が必要と考えられる。この目標を達成するために、それぞれの個別技術
が、どのように役立つのか整理が必要である。 
特に、リサイクル・リユース処理技術等に関しては、実用化のためには経済的に
も市場に受け入れられるレベルであることが必要であり、経済性評価とその基準の
検討が望まれる。 
電磁環境性に関する研究開発では、ＥＭＣ※測定手法の一次提案として評価でき

る。本テーマは、太陽光発電システムの普及のために取り組まなければならない課
題であるため、評価技術の標準化などにつながる具体的なイメージを明確にするこ
ととが必要である。さらに今後、評価基準の明確化も望まれる。 
 今後も国際的に通用する基準の確立と規格化のために技術的知見が得られるよ
う検討を進めることを期待する。 
 
※ＥＭＣ：電磁環境適合性 

 
２．各論 
１）事業の目的・位置付けについて 
本プロジェクトは、我が国のエネルギー政策に合致した研究開発である。太陽
光発電システムの大量導入促進のために必要となる性能評価手法の確立や、リサ
イクル技術の標準化に資するガイドライン案作成などの課題は、民間企業のみで
進めることが困難である。また、国際市場での我が国の優位性拡大や関係団体で
の規格化・標準化策定を視野に入れてその基礎となる技術開発を行っている。よ
って、本プロジェクトは、国の機関が中心となって進めるべき課題であることか
ら、ＮＥＤＯの事業としては極めて妥当である。 
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２）研究開発のマネジメントについて 
太陽光発電システムの大量導入促進に資する共通基盤技術の研究開発としては、
最終目標を達成できるような明確な目標設定がなされている。また、サンシャイン
計画で得られた技術の実用化を考慮し、計画に盛り込まれていることは評価に値す
る。特に、電磁環境性に関する研究開発を加速したことや太陽電池評価技術の研究
開発を一部先行実施したことは、情勢変化への適切な対応と評価できる。研究開発
実施者は、技術レベルが高く、公共性を考慮した構成になっており適切に選定され
ている。 
太陽電池技術に関する技術革新は、めざましい勢いで進んでいることを十分に認
識した上で、これまで通り新しい技術に対応できるように、研究開発内容や開発目
標のタイムリーな見直しが望まれる。 
 
３）研究開発成果について 
全体としては、ほぼ初期の計画通りに進捗しており、中間目標は概ね達成されて
おり、中間評価段階としては満足できるものと評価できる。特に、太陽光発電シス
テム評価技術では、設計シミュレーションモデルをインターネット上に公開し大き
な反響を得ている。研究成果を広く普及することのみならず、潜在的なユーザを拡
大する可能性を秘めており、太陽光発電システムの大量導入に関して大きな効果が
期待できることは評価に値する。 
一方、太陽電池評価技術については、複合加速劣化試験装置の開発・導入に時間
を取られており、十分な進捗が見られず、中間目標に達していない。今後、研究を
加速して実施することを望む。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
太陽電池評価技術の研究開発成果は、太陽電池モジュールの国際相互認証制度の
確立に対して重要な位置付けにあり、これに向けての対応が進められている点は評
価できる。セル評価技術やモジュール評価技術は、これまで確立してきた技術の延
長でもあり、実用化が可能である。複合加速劣化試験方法は、順調に開発が終了し
た場合、現在未整備な JISおよび IECなどの規格に貢献できる。 
太陽光発電システム評価技術は、開発ユーザに適正な太陽光発電システムを供給
する上で、重要かつ公共性の高い研究成果として実用化の見込みがある。 
リサイクル・リユース処理技術は、技術的な課題と同時に、経済的に市場に受け
入れられることが必要であるため、経済性評価とその基準等の検討が不可欠である。 
電磁環境性に関する研究開発では、ＥＭＣ測定手法の一次提案として評価できる。
本テーマは、太陽光発電システムの普及のために取り組まなければならない課題で
あるため、評価技術の標準化などにつながる具体的なイメージを明確にすることと
が必要である。さらに今後、評価基準の明確化も望まれる。 



 

    

    
    

要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価要素技術に関する評価    

 成果に対する評価と今後に対する提言 

太陽電池評価技術の研究開発 

太陽電池評価技術に関しては、国内の評価基準として活用され、現在の太陽電池産業の維持拡大に大きく貢献している。
また、太陽電池国際基準に向けての対応が取られていることは、評価に値する。 
 但し、複合加速劣化試験方法に関しては、今後の課題として認識されているとおり、劣化の要因分析（機械的劣化、電気
特性劣化）などを行い、外的因子の設定（暴露条件の設定方法）をすべきである。併せて理論的な根拠を追求し、劣化モデ
ルの妥当性検証を行う必要がある。 
 複合加速劣化試験方法と太陽電池性能評価方法ともに、本研究開発の成果が国際的に実用可能な基準と規格化への展開

につながることが望まれる。 
 

太陽光発電システム評価技術の研究
開発 

太陽光発電システムの設計シミュレーションモデル開発については、これまでの運転実験のデータ収集と分析が十分に行
われている。また、設計支援ツールとしてだけでなく、ユーザの立場に立った性能評価機能も有していることに加え、イン
ターネット上で公開し大きな反響を得ており、成果の普及に寄与しており評価できる。 
今後は、今まで蓄積してきた各々のユーザーに対しての性能予想と実績を基にし、日陰損失や入射角依存性損失等を加味
した、更にきめの細かい性能評価手法が望まれる。 

 

太陽光発電システムのリサイクル・
リユース処理技術等の研究開発 

中間評価段階としては、資源を回収するための基本プロセスが明らかになっており、概ね目標が達成できたと評価できる。
初期に導入した太陽電池モジュールの処分が開始されそうな時期を迎え、リサイクル・リユースの技術や社会的仕組みを早
急に確立する必要があり、本プロジェクトの成果が大いに期待される。 
 処理プロセスに比べて社会システムの研究が遅れている。特に従来製品の分析（数量・利用形態・寿命・寿命経過後の
特性や価格）を基にしたニーズ探索が不明確である。今後は、計画に従って、社会システムとしての経済性評価を行った上、
より実践的なリサイクル・リユースガイドライン案を策定することが望まれる。 

 

太陽光発電システムの電磁環境性に
関する研究開発 

エミッション測定において複雑な現象が確認され、EMC 測定手法の一次提案まで作成できたのは評価できる。EMC は設置
条件など少しの変化で現象が大きく変るため、ガイドライン案の策定のためには、さらに多くの事例についての検討が必要
と考えられる。 
 太陽電池が大量普及した場合に社会に与えるマイナス面は、電磁障害のみならず、反射光による環境擾乱など、他にも
ある。今後、どのような社会的・環境的悪影響があるか、検証する必要がある。 
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評価項目 平均値 素点（注） 
１．事業の目的・位置付けについて 2.5 A B A B B A
２．研究開発マネジメントについて 2.0 B B C B B A
３．研究開発成果について 1.8 C B B B B B
４．実用化・事業化の見通しについて 1.8 C B B B B 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。 
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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
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