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（新エネルギー技術開発プログラム） 
「太陽光発電システム未来技術研究開発」基本計画 

 
新エネルギー技術開発部 

1. 研究開発の目的・目標・内容 

(1) 研究開発の目的 

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

要性が増しており、無尽蔵かつクリーンな太陽光発電システムの普及促進が社会的要請と

なっている。2005 年 3 月に制定された新エネルギー技術開発プログラムにおいて、太陽

光発電は、環境負荷が小さい石油代替エネルギーとして、コスト低減・性能向上のための

戦略的取り組みが要求される新エネルギーの一つとして位置づけられている。2004 年 6
月に策定された「2030 年に向けた太陽光発電ロードマップ（PV2030）」においては、2030
年の長期的視野で「太陽光発電のエネルギー供給技術としての地位確立」を目指し、その

経済性改善と適用性拡大を柱とする技術開発戦略が示された。その中で，当面取り組むべ

き短期的課題として，総合資源エネルギー調査会答申の太陽光発電導入目標（2010 年「482
万ｋＷ」）の達成に向け、太陽光発電システムの経済性改善や適用性の拡大に向けた技術

開発を進めて実用化を図り、太陽光発電の加速的な普及拡大を図ることが重要となってい

る。これに関して、これまで独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、

「ＮＥＤＯ技術開発機構」という）は多くの研究開発を行っているが、現状では、例えば、

住宅用太陽光発電システムの発電コストは、45 円/kWh 程度と、家庭用電灯電力料金（23
円/kWh 程度）等の競合エネルギーと比較して約 2 倍と高く、更なる技術開発が必要な状

況にある。一方で、太陽光発電は我が国ばかりでなく世界的な規模で生産量，導入量とも

伸びており、海外においても、米国・ドイツなどを中心に太陽光発電システムの技術開発

ならびに導入促進が進められている。 
このような状況から、太陽光発電が将来、エネルギーの一翼を担える発展を可能とする

ためには、新コンセプトの太陽電池等、現状技術の延長にない技術革新を目指した中・長

期視野での技術研究開発を実施し、太陽光発電の経済性、性能、機能、適用性、利便性等

の抜本的な改善を図り、太陽光発電の制約のない普及拡大を促進することが必要不可欠で

ある。また、現在の我が国の太陽光発電産業と関連技術の世界における優位性を堅持する

ためにも、従来技術の延長にない技術革新を目指した継続的な技術開発が必要不可欠であ

る。 
本研究開発は、太陽光発電の汎用エネルギー源と競合できる経済性・適用性の確保、お

よび太陽光発電産業の一層の市場拡大と我が国の世界における優位性堅持に向け、太陽光

発電の経済性、性能、機能、適用性、利便性等の抜本的な改善と太陽光発電の制約のない



普及拡大の促進に資することを目的とする。 
  

(2) 研究開発の目標 

2020 年における発電コスト 14 円／ｋＷｈ（モジュール製造コスト換算 75 円／Ｗ）、2030

年における発電コスト 7 円／ｋＷｈ（モジュール製造コスト換算 50 円／Ｗ）を達成する

ことを目標とする。本研究開発の終了時点（平成 21 年度末）における目標は、2020 年に

おける発電コスト目標達成に必要な要素技術の確立、2030 年における発電コスト目標実現

に資する要素技術の選択である。 

 

(3) 研究開発の内容 

上記目標を達成するため、以下の研究項目について別紙の研究開発計画に基づき研究開

発を実施する。 

①CIS 系薄膜太陽電池 

②薄膜シリコン太陽電池 

③色素増感太陽電池 

④次世代超薄型シリコン太陽電池 

⑤有機薄膜太陽電池 

⑥次世代技術の探索 

 

2. 研究開発の実施方式 

(1) 研究開発の実施体制 

本研究開発は、ＮＥＤＯ技術開発機構が、単独ないし複数の原則、本邦の企業、研究組

合、公益法人、大学等の研究機関（原則、国内に研究開発拠点を有していること。ただし、

国外企業の特別な研究開発能力、研究施設等の活用あるいは国際標準獲得の観点からの国

外企業との連携が必要な場合はこの限りではない）から公募によって研究開発実施者を選

定のうえ委託して実施する。 
また、 終的には採択状況等を検討したうえで判断するが、ＮＥＤＯ技術開発機構が指

名する研究開発責任者（プロジェクトリーダー）を置き、その下で効率的、効果的な研究

開発を実施する。 

(2) 研究開発の運営管理 

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

究開発責任者と密接な関係を維持しつつ、プログラムの目的及び目標、並びに本研究開発

の目的及び目標に照らして適切な運営管理を実施する。具体的には、「太陽光発電技術委

員会」で開発内容について審議し外部有識者の意見を運営管理に反映させる。技術開発の



進捗状況は、研究開発責任者から、研究開発中に年数回、報告を受けることにより把握す

る。 

 

3. 研究開発の実施期間 

本研究開発の期間は、平成 18 年度から平成 21 年度までの 4年間とする。 

 

4. 評価に関する事項 
ＮＥＤＯ技術開発機構は、技術的および政策的観点から、研究開発の意義、目標達成度、

成果の技術的意義ならびに将来の産業への波及効果等について、外部有識者による事後評

価を平成 22 年度に実施する。なお、評価の時期については、当該研究開発に係る技術動

向、政策動向や当該研究開発の進捗状況等に応じて、前倒し等、適宜見直すものとする。

また、「太陽光発電技術委員会」で、開発内容について審議し、必要に応じてテーマの追

加・見直し・中止を行うものとする。 

なお、研究開発項目③「色素増感太陽電池」及び研究開発項目⑤「有機薄膜太陽電池」

については、新規かつ重要な課題への挑戦を促進し、早期に将来性を見極める観点から平

成 19 年度末にＮＥＤＯ技術開発機構によるヒアリング及び外部有識者を含めた評価等に

基づき個別の研究テーマ毎に継続又は中止の判断を行う。 

 

5. その他の重要事項 

(1) 研究開発成果の取扱い 

①成果の普及 

本研究開発で開発される研究開発成果についてはＮＥＤＯ技術開発機構、委託先とも

普及に努めることとする。 

②知的財産権の帰属 

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

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

原則として、すべてを委託先に帰属させることとする。 

(2) 基本計画の変更 

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

況、内外の研究開発動向、政策動向、プログラム基本計画の変更、評価結果、研究開発

費の確保状況、当該研究開発の進捗状況等を総合的に勘案し、達成目標、実施期間、研

究開発体制等、基本計画の見直しを弾力的に行うものとする。 



(3) 根拠法 

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

第 1項第 1号イに基づき実施する。 

 

６．基本計画の改訂履歴 

(1) 平成 18 年３月、制定。 

 



（別紙)研究開発計画  

 

研究開発項目①「CIS 系薄膜太陽電池」 

１．研究開発の必要性 

CIS 系薄膜太陽電池は、結晶シリコン太陽電池に匹敵する高い変換効率を実現できる可

能性があり、また金属・プラスチックなどの軽量基板上への太陽電池形成が可能であるこ

とから多用途化に適している。また、結晶シリコン太陽電池で問題となっているシリコン

原料供給の制約もない。さらに、CIS 系薄膜太陽電池では、材料のバンドギャップを広く

することで周囲温度に対する出力の依存性を小さくすることが可能で、結晶シリコン太陽

電池に比べ、日射量が大きい夏季の発電量を増やし、年間発電量の増大が期待できる。 

しかし、現時点においては、変換効率はモジュールで 13 %であり、この太陽電池に期待

されるレベル（結晶シリコン太陽電池並み）に到達しておらず、変換効率の一層の向上が

必要となっている。また、軽量基板上での製造要素技術も未整備であり、ガラス基板上に

作製した場合に比べ軽量基板上に形成したモジュールの変換効率は低い値に留まってい

る。 

本研究開発は、CIS 系薄膜太陽電池の効率向上と軽量基板上への製造技術の高度化を目

的として実施する。   

  

２．具体的内容 

高効率化を図り、また工場屋根などへの用途拡大に対応可能な軽量太陽電池の形成プロ

セス要素技術を開発する。 

（1) 高効率化 

・CIS などの薄膜系材料においてシリコンにない特徴を活かすために 1.3 eV 以上のワ

イドギャップ材料の高品質化技術（欠陥密度低減等） 

・ワイドギャップ材料に対応し、かつカドミウムを含まない新しい界面バッファ層 

（2) 軽量基板上への太陽電池の形成プロセス要素技術 

・高温（600 ℃）に耐えうる新しい軽量基板材料 

・既存の軽量基板材料に対応する CIS 系薄膜の低温化プロセス 

 

３．目標 

(1)高効率化：サブモジュール（10 cm 角程度）で変換効率 18 % 

あるいは、サブモジュール（30 cm 角程度）で変換効率 16 % 

(2)軽量基板上形成：サブモジュール（10 cm 角程度）で変換効率 16 % 

 



 

研究開発項目②「薄膜シリコン太陽電池」 

１．研究開発の必要性 

厚さ 10 μm 以下の薄膜シリコンで構成される薄膜シリコン太陽電池は、従来の結晶シリ

コン太陽電池で課題となっていた材料コストの大幅な低減が可能であり、シリコン原料供

給の制約もない。また、薄膜シリコン太陽電池は周囲温度の上昇に伴い出力が増加する特

性を有しており、日射量が大きい夏季の発電量増加が大きく、年間発電量の増大が期待で

きる。安全性に問題のある元素を使用しないことから環境負荷が小さいことも薄膜シリコ

ン太陽電池の特長である。 

しかし、現時点においては、薄膜形成面積や薄膜形成速度、さらに装置内壁に付着した

シリコン膜の除去に要する時間が製造時間にかなりの影響を及ぼしており、製造コストの

低減には生産性（面積、製膜速度、装置メンテナンス時間）の大幅な改善が必要である。

また、薄膜シリコン太陽電池の変換効率は現時点では初期効率で 13 %（面積約 3600 cm2、

2 層タンデム型）であり、発電コストの低減のためには一層の高効率化と光劣化の抑制が

必要不可欠である。 

本研究開発は、薄膜シリコン太陽電池の生産性と変換効率の向上を目指して実施する。 

 

２．具体的内容 

薄膜シリコンなどを用いた太陽電池において、高生産性・高効率化を図る。 

（1) 高生産性のテーマでは以下の事項を開発する。 

・マイクロ波や超高周波等を用いた新しいプラズマ源などの開発により、高品質な微結

晶シリコンを高スループットで生産する技術。大面積、高速で製膜する技術、および

高速クリーニング技術。 

 

（2) 高効率化のために以下のような新規材料を開発し、モジュール化を行う。 

① ワイドギャップ材料 

・高開放電圧かつ低劣化率で量産可能なワイドギャップ材料およびそれを用いたセルに

おける界面制御と欠陥低減技術 

② ナローギャップ材料 

・多接合太陽電池に適したバンドギャップ設計と、それに適合する材料の高品質化 

・微結晶シリコン：開放電圧の制限要因を明確化、界面バッファ層や粒界制御などによ

る開放電圧向上（多結晶シリコンレベル） 

・アモルファスシリコンゲルマニウム：光劣化率の抑制 

・微結晶シリコンゲルマニウムやゲルマニウム系合金：欠陥密度の低減と価電子制御技

術 

③ セル化・モジュール化技術 



・上記のワイドギャップ材料、ナローギャップ材料を用いた多接合太陽電池の 適  

化 

・セルの高効率化ならびに、モジュール化における集積化ロスの低減技術 

 

３．目標 

(1)高生産性：下記の①あるいは②いずれかを目標とする。③については①あるいは②を

同時に達成することを条件とする。 

①微結晶シリコン薄膜において大面積 4 m2、製膜速度 2.5 nm/s以上で単接合セル効率 8 %

以上かつ効率分布が製膜領域全域にわたって 10 %以下を得るための要素技術確立 

②10 cm 角以上の基板において製膜速度 10 nm/s 以上で微結晶シリコン単接合セルを製

膜し、変換効率 8 %以上かつ効率分布が製膜領域全域にわたって 10 %以下 

③薄膜シリコンのエッチング速度 20 nm/s 以上 

なお、高生産性実現において、製膜速度向上以外の手法でも同等と認められる提案は別

途協議のうえ判断する。 

 

(2)高効率化：面積 1000 cm２のモジュールで変換効率 15 %（安定化効率）の実現。 

ただし、微結晶シリコンを用いる場合には、単基板で製膜速度 2.5 nm/s 相当のスル

ープットにおいて実現するものとする。 

また、微結晶シリコン以外の材料を使用する提案は別途協議のうえ判断する。 

 

 



研究開発項目③「色素増感太陽電池」 

１．研究開発の必要性 

色素増感太陽電池は、シリコン材料以外の低コスト材料を用いると共に高真空プロセス

などを使用しない簡便な工程で製造が可能であり、低価格化の可能性が大きい。また、こ

の太陽電池は入射角度が大きい（斜め入射の）光でも発電特性を保つ特長があり、朝・夕

の時間帯で大きな発電量が期待できる。また、周囲温度に対する出力の依存性が小さいた

め、日射量が大きい夏季の発電量を増やすことが可能で、朝・夕の時間帯での発電も合わ

せて、年間発電量の増大が期待される。 

ところが、現時点の変換効率はセルで 11 %、モジュールで 6 %と不十分なレベルに留ま

っている。また、用いる電解質溶液の揮発に伴い変換効率の低下が生じるなど耐久性に乏

しい。 

本研究開発は、色素増感太陽電池のセル、モジュールについて変換効率の向上と耐久性

の向上を目指して実施する。 

 

２．具体的内容 

色素増感太陽電池において、高効率化と耐久性向上を図り、量産型モジュール製造プロ

セスを開発する。なお、新規かつ重要な課題への挑戦を促進し、早期に将来性を見極める

観点から平成 19 年度末にＮＥＤＯ技術開発機構によるヒアリング及び外部有識者を含め

た評価等に基づき個別の研究テーマ毎に継続又は中止の判断を行う。 

（1）高効率化 

・新規色素開発（非ルテニウム系材料の開発等）、高性能半導体電極の改善、タンデム構

造色素太陽電池の開発、等 

・セル試作・評価を円滑に行うための体制を整備する 

（2）モジュール化技術開発・耐久性向上 

・対極／電解質等の低コスト化・耐久性向上、等 

・封止構造形成技術等の開発により 30 cm 角程度のサブモジュールを開発し、かつ不揮発

性電解質の開発などにより、ＪＩＳ規格の環境試験・耐久性試験で耐久性向上を実証す

る。 

・半導体電極の低温形成技術、集積構造（集積化ロスの低減）、等の開発 

 

３．目標 

（1) 高効率化 

・セル（面積 1 cm２）変換効率 15 %以上 

（2) モジュール化技術開発・耐久性向上 

・サブモジュール（30 cm 角程度）で変換効率 8 %、かつＪＩＳ規格Ｃ８９３８の環境

試験・耐久性試験（温湿度サイクル試験、耐熱性試験、耐湿性試験、温度サイクル試



験、光照射試験）において相対効率低下 10 %以下を実現する。 



研究開発項目④「次世代超薄型シリコン太陽電池」 

１．研究開発の必要性 

結晶シリコン太陽電池は、厚さ 200 μm 以上の結晶シリコンを用いるため、シリコン材

料のコストが太陽電池全体のコストに占める割合が大きく、低価格化への障害となってい

る。また、近年の結晶シリコン太陽電池の生産規模の急激な拡大に伴い、シリコン原料の

供給不足が顕在化しており、太陽光発電の導入普及への影響が懸念されている。こうした

問題を解決するための一つの有効なアプローチは、使用するシリコン基板の厚さを 100 μ

m レベルまで超薄型化を図ることである。使用するシリコンの量を低減することで太陽電

池の製造コストが低下し、またシリコン原料供給の制約も緩和される。 

ところが、超薄型結晶シリコン太陽電池の製造工程では、割れや反りが生じることが問

題となっており、従来技術の延長線上にない革新的なプロセス技術、ハンドリング技術が

必要不可欠と考えられる。 

本研究開発は、超薄型結晶シリコン太陽電池の実現に必要な製造技術の確立を目指して

実施する。 

 

２．具体的内容 

結晶シリコン太陽電池において、量産時に適用可能な、シリコン基板スライス技術およ

び超薄型セル・モジュール製造技術を開発する。 

・ スライシングに適した多結晶シリコンインゴットの 適化 

・ 厚さ 100 μm のスライス技術の選択と 適化（ただし、カーフロス 150 μm 以下） 

・ スライス後の極薄シリコン基板のハンドリング技術・搬送技術 

・ 太陽電池形成プロセス（接合形成、不活性化など）の手法・条件の抜本的な見直し（拡

散によらない表面側・および裏面の接合形成、プロセス温度の低減、等）と新規手法 

・ 電極形成工程（厚さ 100 μm 以下のセルに対して印刷電極で反りが生じないことが必

要） 

・超薄型シリコンを用いた太陽電池モジュール製造工程の課題抽出と解決のための要素技

術開発 

・ 製造工程におけるシリコン基板および太陽電池の評価・検査技術 

 

３．目標 

研究開発期間 3 年目（平成 20 年度）終了時までに以下の目標を実現したうえで、モジ

ュール製造工程の課題抽出と対応策の検討を行う。 

・単結晶シリコン太陽電池：厚さ 100 μm、面積 12.5 cm 角相当のセルにおいて、変換効

率 21 % 

・多結晶シリコン太陽電池：厚さ 100 μm、面積 15 cm 角相当のセルにおいて、変換効率

18 % 



研究開発項目⑤「有機薄膜太陽電池」 

１．研究開発の必要性 

有機薄膜太陽電池は原料にシリコンを使用せず、また高真空プロセスなどを使用しない

工程で製造が可能であり、この点から低価格化の可能性が大きい。また、この太陽電池は

周囲温度に対する出力の依存性が小さいため、日射量が大きい夏季の発電量を増やすこと

が可能で、年間発電量の増大が期待される。 

しかし、現時点でのセル（面積 1 cm2以下）変換効率は 5 %と他のタイプの太陽電池に比

べて低く、また大気中での性能低下が生じるなど耐久性に問題がある。本研究開発は、有

機薄膜太陽電池の高効率化と耐久性向上を目指して実施する。 

 

２．具体的内容 

高効率化、耐久性向上のため、以下の研究開発を実施する。なお、新規かつ重要な課題

への挑戦を促進し、早期に将来性を見極める観点から平成 19 年度末にＮＥＤＯ技術開発

機構によるヒアリング及び外部有識者を含めた評価等に基づき個別の研究テーマ毎に継

続又は中止の判断を行う。 

（1) 高効率化 

・p型および n型材料探査、デバイス構造の検討 

・短絡電流向上のための光電変換部分（ｐｎ接合界面等）の増大・新デバイス構造、積層

化技術 

(2) 耐久性向上 

・大気中における性能劣化の要因を不純物、大気との化学反応の両面から検討し明確化 

 

３．目標 

・セル（面積 1 cm２）変換効率 7 %を実現する。 

・初期変換効率 7％のセルにおいて連続光照射下での大気暴露 100 時間による相対効率低

下 10 %以下。 

 

 



研究開発⑥「次世代技術の探索」 

１．研究開発の必要性 

太陽光発電の一層の導入普及を図るためには、発電コストの大幅な低減、太陽電池の変

換効率の大幅な向上、太陽光発電システムの長寿命化に寄与する可能性がある新概念太陽

電池・次世代技術の探査が必要である。本研究開発はこうした目的で実施する。 

 

２．具体的内容 

従来の概念にとらわれない、新しい材料・構造・製造方法等により大幅な低コスト化・

高性能化・長寿命化が実現可能と考えられる、新しい発想の太陽光発電システムに関する

探索的研究を実施する。 

課題： 

(1) 高効率化：新概念太陽電池、超高効率太陽電池 等  

(2) 低コスト化：超革新太陽電池用材料、超低価格形成技術 等 

(3) 長寿命化：超耐久材料／構造、新規封止技術 等 

 

３．目標 

2010 年以降の太陽光発電研究開発にむけて低価格・高性能・長寿命太陽光発電システム

実現のための要素技術を開発し、有望な技術を選択する。 
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