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１．評価対象研究開発プロジェクトの概要

昭和49年度のサンシャイン計画からこれまでに実施され終了した、9つの太陽
光発電に関する研究開発プロジェクトについて追跡評価を行った。光発電に関する研究開発プ ジェクトについて追跡評価を行った。

なお、太陽光発電に関わるプロジェクトは、全体として、研究開発のステージと
しては基礎基盤から実用化まで 太陽電池の種別としては結晶シリコン系 薄しては基礎基盤から実用化まで、太陽電池の種別としては結晶シリコン系、薄
膜シリコンやCIS系まで広く包含しており、関連し合っている。従って、個々の

プロジェクト単位で評価を行うことは必ずしも適当ではなく、太陽光発電に関わ
る 連のプロジ クト群全体として評価検討することが適切と考え そのようにる一連のプロジェクト群全体として評価検討することが適切と考え、そのように
評価を実施した。

以 に プ ジ クト概要説明資料を示す以下に、プロジェクト概要説明資料を示す。
 p.3：評価対象プロジェクトの変遷と研究開発対象
 p.4：太陽光発電関連の予算推移

5 研究開発の歴史的展開 p.5：研究開発の歴史的展開
 p.6：施策全体の目標に対するロジックツリー

2



調査対象プロジェクト：数の①～⑨調査対象プロジェクト：数の①～⑨

元号（年度） S49 ～ H4 H5 ～ H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26
西暦（年度） '74 ～ '92 '93 ～ '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14西暦（年度） 74 92 93 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

実用化
（短期視野での技術
開発）

⑨太陽光発電システム実
用化加速技術開発
【12億円（国費6億円）】

⑧太陽光発電システム普及加速型技術開発
（H12-14別名）【国費44億円】
◆薄膜多結晶量産技術
◆アモルファスシリコン製膜技術
◆多結晶シリコン基板量産技術　等◆多結晶シリ ン基板量産技術 等

③即効型

【16億円】

◆高品質イン
ゴット製造　◆

多結晶基板ｽ B 太陽光発電システム未来

④先進太陽電池技術研究開発【103億円】
◆シリコン結晶系薄膜太陽電池モジュール製
造技術
◆CIS系薄膜太陽電池モジュール製造技術多結晶基板ｽ

ﾗｲｽ技術　等
B　太陽光発電システム未来
    技術研究開発
◆CIS系薄膜太陽電池
◆薄膜シリコン太陽電池
◆色素増感太陽電池
◆次世代超薄型シリコン太陽
電池

D　太陽光発電システム次
世代高性能技術の開発

②ニューサンシャイン計画
【572億円】

◆PV1　薄膜太陽電池（新
高

⑤革新的次世代太陽光発電システム技術研
究開発　【78億円】
◆薄膜シリコン（12ﾃ ﾏ）

◆CIS系薄膜太陽電池モジュ ル製造技術
◆超高効率結晶化合物系太陽電池モジュール
製造技術

①サンシャイン計画
【1074億円（一部、太陽熱

電池
◆有機薄膜太陽電池　等

型アモルファス、高信頼性
CdTe、薄膜多結晶、CIS応
用型等）
◆PV2　超高効率太陽電池
（単結晶シリコン、結晶化合
物）
◆ 太陽電池 評価シ

◆薄膜シリコン（12ﾃｰﾏ）
◆CIS系薄膜太陽電池（7ﾃｰﾏ）
◆色素増感太陽電池（7ﾃｰﾏ）
◆結晶シリコン太陽電池（7ﾃｰﾏ）
◆有機薄膜・化合物等他太陽電池（6ﾃｰﾏ）
◆システム技術（１ﾃｰﾏ）

含む）】

◆結晶系太陽電池
◆アモルファス太陽電池
◆利用システム・周辺技術
（設置、周辺装置等）

（基盤整備技術開発）

A　太陽光発電システム共通
基盤技術研究開発
◆太陽電池評価技術の研究

C　革新的太陽光発電技術研究開発

◆PV3　太陽電池・評価シ
ステム技術
◆PV4　利用システム・周辺
技術
◆PV5　実証研究

⑥太陽光発電システム共通基盤技術研究開
発【42億円】

基礎基盤

（基盤整備技術開発）◆太陽電池評価技術の研究
◆PV環境技術の開発
◆標準化支援事業等

⑦太陽光発電技術研究開発
【14億円】
◆薄膜シリコン系太陽電池

発【42億円】
◆太陽電池評価技術の研究
◆太陽光発電評価技術の研究開発　等

基礎基盤

注：③の正式名称は以下。即効型高効率太陽電池技術開発　（H12-14年度は④先進太陽電池技術研究開発として実施）
　　 ⑧のH12-14年度の名称は以下。「太陽光発電システム普及促進型技術開発」

◆薄膜シリ ン系太陽電池
◆超高効率低コストCIS系太陽電池
◆超薄膜結晶シリコン太陽電池
◆薄膜結晶化合物太陽電池　等
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太陽光発電関連の予算推移太陽光発電関連の予算推移

 1974年のサンシャイン計画発足以降、2005年までに総額4,000億円弱（研究開発2000億円、市場活性化1300億円等）の公的資
金が太陽電池関連の研究開発、産業育成に投入されている。2003年以降は補助率の低下で、総額は減少している。

 近年の科学技術関連経費の増加に伴い、国の科学技術関連経費に対する太陽光発電関連の研究開発割合は減少傾向にある。
ただし、新エネルギー関連予算に占める太陽光発電関連の割合は、2000年～2005年において、20％前後で大きく変化していない。
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研究開発の歴史的展開研究開発の歴史的展開

60
70
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90
100

サンシャイン計画前期
(1974年～1979年）
－初期の立ち上げと低コスト
製造技術の取り組み開始－

サンシャイン計画後期
(1980年～1992年）

－実証実験、制度改正・ 補助まで
含めた実用化 ・普及への地ならし－

ニューサンシャイン計画
(1993年～2000年）
－多様なシリコン系太陽電池
開発への挑戦と建材一体型
モジュールの取り組み－

NEDO5ヵ年計画
(2001年～2005年）
－将来に向けた新たな
電池の開発と評価、
認証の取り組み－

1990年までに高機能、低価格
(1/100)の太陽電池の開発。
1995年に210万戸の家庭と1
万棟のビルに設置し、総発電
量750万ｋWを目指す。

一般家庭電気料金（20～30円/ｋW
ｈ）に相当する発電コストでの電力供
給可能技術確立。長期目標として
2010年に「電気事業における新設発
電設備に一部導入可能とするため
の発電コストを目指す。

事
業
展
開

目
標
設
定

社
会
背
景

原 石油危機Ⅰ
石油危機Ⅱ

湾岸戦争
イラク戦争

第一次石油危機による
新エネルギーへの期待
の高まり

地球環境問題への対応

エネルギー・資源
問題の地球規模の
深刻化。IEAにおけ
る太陽光発電の
重要性認識

第二次石油危機による再度の危機感高まり

→環境問題への対応の必要性

PV生産量の
中国・欧州の

台頭、日本の
シェア低下

PV2030
－2030年に累積
100GW、家庭用
電力の1/2をまか
なえること－

2010年に23円/ｋ
Wh
2020年に14円/ｋW
2030年に7円/ｋWh

2010年の太陽光発
電の我が国導入目
標である482万ｋW
を達成するに必要な
技術水準の獲得

（ドル/バレル）
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結晶系シリコン太陽電池
アモルファス
シリコン太陽電池

低コストシリコン研究
化合物太陽電池

CIS系太陽電池
ナノ構造制御太陽電池

色素増感太陽電池
有機薄膜対応太陽電池

技
術
開
発
系
譜

油
価
格

・代エネ法施行
（1980）

・余剰電力買取制度（1992）

石油危機Ⅱ
湾岸戦争

イラク戦争

・住宅用モニター制度（1994）
・産業用支援制度（1994）

・新エネ法施行
（1997）

・新エネ導入
大綱（1994）

・太陽熱住宅補助制度
（1980）

・PV設置対応
電事法改正
（1990） ・系統連系ガイドライン（1993）

・補助制度
打ち切り
（2005）

補助金など

法制度施行・改正法
・
制
度

・RPS法
（2002）

・電事法改正（1995）

・太陽光発電
ロードマップ
（2004）

リーマン・
ショック

・住宅用太
陽光補助金
復活
（2009）

ポストシリコン
薄膜多接合
低倍率集光型

・太陽光発電の
新たな買取制度
（2010）
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①サンシャイン計画（S49～H4）のうち太陽光発電関連
◆結晶系太陽電池
◆アモルファス太陽電池
◆利用システム・周辺技術（設置、周辺装置等）

太陽光発電電力の
普及拡大による
エネルギー源
多様化

二酸化炭素排出量

系統電力並みの
コストの実現

系統連系の実現、
安定化

シリコン使用量を減らした太陽電池
構造の開発（薄膜シリコン等）

光電の変換効率の向上

低コスト製造技術の開発
製造ラインの開発

新型太陽電池の開発
（化合物系、有機薄膜等）

基本施策直接的開発製品・技術 実現すべき課題研究開発
（プロジェクト名と研究対象）

③即効型高効率太陽電池技術開発（Ｈ11～12）

⑧太陽光発電システム普及加速型技術開発（H12～17）
◆薄膜多結晶シリコンセル量産技術
◆アモルファスシリコン製膜技術
◆多結晶シリコン基板量産技術 等

周辺装置、システムの開発

②ニューサンシャイン計画（H5～12）のうち太陽光発電
◆PV1 薄膜太陽電池（新型アモルファス、

高信頼性CdTe、薄膜多結晶、CIS応用型等）
◆PV2 超高効率太陽電池（単結晶シリコン、結晶化合物）
◆PV3 太陽電池・評価システム技術
◆PV4 利用システム・周辺技術
◆PV5 実証研究

実用化研究の推進

施策全体の目標に対するロジックツリー施策全体の目標に対するロジックツリー

二酸化炭素排出量
の抑制による
地球環境問題
解決への貢献

逆潮流の実現可能性の実証

消費者、ユーザー
にとっての信頼性、
利便性の確保

太陽電池の性能評価技術

太陽電池のリサイクル・リユース
技術の開発

太陽電池の
適用場面の拡大

建材一体型太陽電池等の開発

電力会社による余剰電力
買取制度の開始（平成2年度）

新エネルギー
（太陽光発電）
の利用拡大

我が国産業の
活性化

逆潮流に関する規制緩和
（平成2年度）

透明な太陽電池
柔軟性のある太陽電池等

④先進太陽電池技術研究開発（H13～17）
◆シリコン結晶系薄膜太陽電池モジュール製造技術
◆CIS系薄膜太陽電池モジュール製造技術
◆超高効率結晶化合物系太陽電池モジュール製造技術

⑤革新的次世代太陽光発電システム技術研究開発
（H13～17）

◆薄膜シリコン太陽電池（12ﾃｰﾏ）
◆CIS系薄膜太陽電池（7ﾃｰﾏ）
◆色素増感太陽電池（7ﾃｰﾏ）
◆結晶シリコン太陽電池（7ﾃｰﾏ）
◆有機薄膜・化合物等他太陽電池（6ﾃｰﾏ）
◆システム技術（１ﾃｰﾏ）

⑥太陽光発電システム共通基盤技術研究開発
（H13～H17）

◆太陽電池評価技術の研究
◆太陽光発電評価技術の研究開発 等

⑦太陽光発電技術研究開発（H13～H17）
◆薄膜シリコン系太陽電池
◆超高効率低コストCIS系太陽電池
◆極薄膜結晶シリコン太陽電池
◆薄膜結晶化合物太陽電池 等

⑨太陽光発電システム実用化加速技術開発（H17～19）
◆高品質インゴット製造
◆多結晶基板スライス技術 等

フィールドテスト事業
（試験設置と運転）

設置に対する補助金制度
（平成6～17年度、再開） 6



２．事業化、波及効果等

�太陽光発電研究開発の結果、我が国では太陽電池の普及が進み、2004年まで
世界トップの導入量であった。

�公的資金による研究開発成果は、民間企業で活用され、変換効率の向上や生産
コストの低減に大きく寄与した。その結果、日本企業の国際競争力は大きく向上し、
80年代から2007年までは、生産量世界一であった。 （p.8）

�また、技術的な波及効果も大きく、例えば、アモルファスシリコンの製膜技術が
TFT液晶のシリコン薄膜に応用され、シャープの液晶事業に大きな寄与を果たし
たた。

�太陽電池セル・モジュールの生産額、インバーター等周辺機器の生産額、設置費
用を含む経済的インパクトは、2010年には、1兆円を超えており、1981年からの
累計で、5兆5000億円の経済的インパクトが創出されていると推計される。また、
2009年時点では、2.7万人の雇用を生み出している。 （p.9）

�2000年代後半は、国内市場の減退と海外の低コストメーカの台頭によりシェアを
低下させているが、導入補助金や買取制度の復活、NEDOによる成長誘導施策
により、今後も急成長が期待される太陽電池市場での復権が計画されている。

7



国別の太陽電池生産量推移国別の太陽電池生産量推移

� サンシャインプロジェクト以降の公的資金による研究開発を通じて、シャープ、京セラ、三洋電機などの日本企業
の国際競争力は大きく向上し、80年代から2007年までは、生産量世界一であった。

� サンシャイン計画等と企業の研究開発による技術が蓄積され、90年代初頭には世界でほぼ日本のみが太陽電
池の量産体制を築いていた。そこに、助成金による市場が創出され、量産効果によるコスト削減と価格低下によ
る市場拡大という好循環が生み出された。その競争力により、ヨーロッパの需要増にも対応でき、2000年代から
は輸出量も急速に増加した。

8出所：NEDO「NEDO30年史」2010



太陽光発電に関する経済的インパクト太陽光発電に関する経済的インパクト
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３．追跡評価ＷＧ、評価項目、評価基準

座長

荒井 和雄 産業技術総合研究所イノベーション推進
本部イノベーション推進企画部

３－１．追跡評価ＷＧ

追跡評価ＷＧ名称

菊池 純一 青山学院大学法学部・大学院法学研究科
教授 法学部長・法学研究科長

太陽光発電研究開発追跡評価WG

委員

本部イノベ ション推進企画部
招聘研究員

浦島 邦子 文部科学省 科学技術政策研究所
上席研究官
国立大学法人名古屋大学 客員教授

神本 正行 国立大学法人弘前大学 教授
北日本新エネルギー研究所長

町田 智弘 シャープ株式会社 ソーラーシステム
開発本部 次世代要素技術開発センター
所長

追跡評価ＷＧ委員
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３－２．評価項目、評価基準

�本調査では、「経済産業省技術評価指針に基づく標準的評価項目・評価基準」
（平成22年7月改訂）を基本として情報収集・分析を行ったが、多数に渡る対象プ

ロジェクトの目的、成果、相互関係等に着目し、俯瞰的に評価する必要があると
判断されたため、施策評価の観点も追加し、標準的評価項目・評価指針に所要
の修正を加えて評価項目を設定し、その視点から対象プロジェクトの追跡評価に
必要となる情報の収集・分析等を行ったものである。

�具体的には、標準的評価項目・評価基準の「Ⅰ．技術に関する施策評価」の中
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�具体的には、標準的評価項目 評価基準の Ⅰ．技術に関する施策評価」の中
間・事後評価の評価項目並びに「Ⅲ．追跡評価」の「Ⅰ.波及効果に関する評価」
及び「Ⅱ.現在の視点からのプロジェクトの評価」の評価項目を合わせ、「Ⅲ．追跡

評価」の評価項目中で施策評価で実施した方が適切な項目を移動させる等の修
正を行った。



４．施策評価の概要

１．施策（太陽光発電研究開発）の目的・政策的位置付けの妥当性

（１）施策（太陽光発電研究開発）の目的の妥当性

� 第1次石油危機前の時期に、1974年～2000年までという長期的な視点で目標設定を行った
点は高く評価できる。エネルギー問題の解決、環境問題の解決に対して、経済性を踏まえた
先駆的かつ包括的な目標設定は妥当であった。系統連系のためのシステム研究に早期に取
組むなど、ニーズを見据えた取り組みを進めてきたと捉えることができる。

� しかし、1970年代から持続して研究成果が積み上げられたことにより、2000年時点では既に、
技術の全体概要が見えていたと考えられるにもかかわらず、技術ロードマップに基づく政策展
開は2004年からであった。応用開発の推進さらには産業振興の要請から判断しても、技術
ロ ドマップに基づく更なる施策の展開が遅れたのではないかと考えられる

（２）施策（太陽光発電研究開発）の政策的位置付けの妥当性

ロードマップに基づく更なる施策の展開が遅れたのではないかと考えられる。

� 代替エネルギー開発と環境問題への対応という2つの政策的意義があり、地球温暖化がク
ローズアップされた近年はいっそう政策的位置づけは高まったと言える。

� 太陽光発電は、当初に設定された直接的技術開発の目標から出発し、日本の産業活性化を
推進する「主力」にまで成長した。また、現在のエネルギー政策につながる先駆け的研究開発
が設定されており、「エネルギー導入大綱」の大きな基盤となる研究開発として位置づけられ
る。

� 世界を先導する我が国の太陽光発電に関する研究開発、一連の施策は海外からも高い評価
を得ている。
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（３）国の施策で行われるべき研究開発としての妥当性はあったか。国の関与が

必要とされる研究開発施策であったか。

� 1970年初頭に掲げられた「将来予想されるエネルギー危機回避に資する技術開発」という
目標に対して、「太陽エネルギー」の研究開発を選択したことは極めて妥当であり、その後
の地球環境保全という時代の要請に対しても即応が可能な選択であったといえる。

� 太陽電池のコストは開発の初期段階では特に高価であり、目標とするコスト水準との乖離
が極めて大きく、超長期の研究開発が必要であった。そのような超長期の研究開発を私企
業単独で継続することは、市況などの外的要因などの影響もあり、難しかったと考えられ、
国が先導するプロジェクトで実施したことは有意義であった。

� また、材料、モジュール、システム、導入にわたる協調的研究開発や、系統連系等のインフ
ラ事業にかかわる研究開発は、国が率先して実施しなければならなかったと考えられる。
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� 短期的課題と長期的課題（基礎研究）がバランスよくプログラムの中に組み込まれていたと
思うが、今後は特に基礎研究に関して文部科学省等との省庁間連携を推進することが求め
られる。



２．施策（太陽光発電研究開発）の構造及び目的実現見通しの妥当性

（１）現時点において得られている成果は妥当か。

� 公的な研究開発により、企業の事業化への意欲が鼓舞され、産業化が進められたと判断でき
る。プロジェクトで実施した成果は企業において、現在でも基本的な技術として活用されてい
る。また、太陽光発電システム導入補助金制度、余剰電力の買取制度は普及に大きな役割
を果たしたと評価できる。

� アモルファス太陽電池など、目標が高すぎたものもあったが、その技術的な成果を適切に評
価し、TFT液晶技術などの他分野に応用し、実用化に結び付けた点は高く評価できる。

� ただし、2000年以降技術革新による発電コストの低減効果は顕在化していない。実際にコス
トを低減するために、規模の経済が実現するような研究開発目標の設定が必要であった。
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� 製品開発に直結する以前の基礎的な研究開発から段階的に、課題の絞り込みがなされてき
た点は妥当であった。企業を中心に、製造ラインの構築及び事業用システムの実用化に向け
た研究開発が早い段階から展開されたことは事業化に結び付けるためには、適切な判断で
あったと評価できる。

� 今後は、分散型の住宅用システムによる市場推進力に期待しつつ、10GW等の大規模システ
ムにより発電市場を牽引する施策が必要不可欠である。さらに、国内基準にとどまらず国外
の環境に適合したユニバーサルなシステム開発を展開することは業界の多様な連携関係を
強めることになる。

（２）施策（太陽光発電研究開発）の目的を実現するために研究開発プロジェクトを含

む技術に関する事業が適切に配置されてきたか。それぞれの事業間での連携は

適切に取られてきたか。



（３）個々の研究開発プロジェクト終了後のフォローアップの状況。

� フィールド事業や様々な導入・普及策によりフォローアップはほぼ適切に行われており、プ
ロジェクト間の引き継ぎも適切であったと考えられる。研究開発から事業化フェーズへの
移行に際しても、プロジェクトの主体者間での情報交換が密に行なわれることにより、研
究開発成果の移転やそのフォローは適切に行われていた。

� しかし、結晶系シリコンのコストダウン競争で、海外企業の後塵を拝しているという実情を
鑑みるに、結晶系シリコン技術課題の分析が十分に行われたかどうかを検討する必要が
ある。NEDO5カ年計画以降は研究開発課題が基礎研究よりとなっている点は、国が支
援するプロジェクトという性質上、理解できるが、国の産業競争力の強化と言う点で、実用
化・製品化に近く、産業競争力に直結する段階の研究開発に対する、国の関与の在り方
については 検討する必要がある
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については、検討する必要がある。

� 2005年ごろからの国際競争力低下に関連しては、2003年以降の市場活性化施策の展
開に問題があったと考えられる。市場活性化に係る施策が2002年をピークに2003年から
急速に減退するにつれ、日本国内の太陽光発電の導入量は頭打ちとなり、日本企業の
国際的な生産シェアも低下することとなった。

� 2009年以降は、導入に対する補助金が復活し、エネルギー政策やグリーンイノベーショ
ンの施策により、太陽光発電についての注目は再び高まっている。政策のプラスの影響
を受けて、現在も技術の進歩や導入拡大が進んでいると考えられる。

� 今後も様々な状況変化に柔軟に対応し、早め早めに適切な政策を講じる必要がある。



３．総合評価

� 本プロジェクトは大きな成果が生み出され、活用された長期プロジェクトとして大いに評価
できる。施策の目的・政策的位置づけ、施策の構造及び目的実現見通しのいずれをとっ
ても、国の実施すべき施策として極めて妥当であった。しかし、今後さらなる成果を生み
出すため、各委員より以下の様な改善の方向が提示された。

【プロジェクトの運営について】
� 公的研究開発プロジェクトにおいて、メンバー各自の研究結果を活かし、研究開発のスピードを
上げるためには、実験とモデル等、それぞれ別の研究者が逐次情報交換し、検討しながら進め
ていくのが効率的であり、そうしたことをコーディネートする役割がPLに求められる。プロジェクト
において、現在の縦のつながりに加え、横のつながりを強化すべきである。

【施策の在り方について】
� 市場活性化の施策の軸足が「産業育成」にあるとすれば、持続性のある自立的な発展の姿が
見えるま そ 施策を続けるべき ある そ うな頼も 市場活性化 施策と創造力を発

� 本プロジェクトは大きな成果が生み出され、活用された長期プロジェクトとして大いに評価
できる。施策の目的・政策的位置づけ、施策の構造及び目的実現見通しのいずれをとっ
ても、国の実施すべき施策として極めて妥当であった。しかし、今後さらなる成果を生み
出すため、各委員より以下の様な改善の方向が提示された。

【プロジェクトの運営について】
� 公的研究開発プロジェクトにおいて、メンバー各自の研究結果を活かし、研究開発のスピードを
上げるためには、実験とモデル等、それぞれ別の研究者が逐次情報交換し、検討しながら進め
ていくのが効率的であり、そうしたことをコーディネートする役割がPLに求められる。プロジェクト
において、現在の縦のつながりに加え、横のつながりを強化すべきである。

【施策の在り方について】
� 市場活性化の施策の軸足が「産業育成」にあるとすれば、持続性のある自立的な発展の姿が
見えるま そ 施策を続けるべき ある そ うな頼も 市場活性化 施策と創造力を発
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見えるまでその施策を続けるべきである。そのような頼もしい市場活性化の施策と創造力を発
揮する研究開発の施策がシンクロナイズすることが必要である。

� 日本版バイドール条項導入以降、国家プロジェクトから創成された特定の特許権が短期的な
経営判断によって放棄される（公知技術化される）、あるいは、特許マップ上の系統的な特許群
が他社に売却されるという事態が生じている。国としての知財パッケージを最適に保つ政策を
再検討することが必要である。

� 今後実施する研究開発プロジェクトのあり方として、研究開発と並行して適切な導入・普及策を
実施すること、ニーズ志向で目標設定を行うこと、海外の市場を視野に入れた研究開発テーマ
を設定することが求められる。

【研究開発評価のインフラについて】
� プロジェクトの推進には、市場、コスト、効率、技術開発課題などについて、常に俯瞰的議論を
共有することが重要であり、評価に用いた各種データや技術情報、企業や評価者の声のデータ
ベース化が必要である。これらのデータベースが構築されることにより、プロジェクトのブラッ
シュアップや次の技術開発に資する評価ポイントの明確化ができるように役立てたい。

見えるまでその施策を続けるべきである。そのような頼もしい市場活性化の施策と創造力を発
揮する研究開発の施策がシンクロナイズすることが必要である。

� 日本版バイドール条項導入以降、国家プロジェクトから創成された特定の特許権が短期的な
経営判断によって放棄される（公知技術化される）、あるいは、特許マップ上の系統的な特許群
が他社に売却されるという事態が生じている。国としての知財パッケージを最適に保つ政策を
再検討することが必要である。

� 今後実施する研究開発プロジェクトのあり方として、研究開発と並行して適切な導入・普及策を
実施すること、ニーズ志向で目標設定を行うこと、海外の市場を視野に入れた研究開発テーマ
を設定することが求められる。

【研究開発評価のインフラについて】
� プロジェクトの推進には、市場、コスト、効率、技術開発課題などについて、常に俯瞰的議論を
共有することが重要であり、評価に用いた各種データや技術情報、企業や評価者の声のデータ
ベース化が必要である。これらのデータベースが構築されることにより、プロジェクトのブラッ
シュアップや次の技術開発に資する評価ポイントの明確化ができるように役立てたい。



５．事業評価の概要

I. 波及効果に関する評価

I－１技術波及効果

（１）実用化への進展度合

（太陽光発電分野）

� 太陽光発電については、世界でもトップレベルの効率をもつ太陽電池を生み出し、2005年以前はわが国が
太陽電池導入量の世界トップであったことから、プロジェクトの成果が実用化に大きく貢献したと言え、販売
普及できた実績は評価に値する。

� 技術的には、太陽電池セルからシステムまで、一気通貫で研究開発を行った点や、技術の発展系譜が確立
し、シリコン系、化合物半導体系、有機系にまで波及し、さらに、システム技術及び評価技術の発展があっ
た点は評価できる。

� しかし、住宅用の用途が大半を占めており、技術的発展に偏りが生じている点や、海外の低コストメーカへ
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の台頭に対し、特許の実施料収入を生み出すように工夫すべきであった点などは課題として挙げられる。

（２）一連のプロジェクト群成果からの技術的な広がり具合

� アモルファス太陽電池で開発された薄膜作製技術など、太陽電池を含む半導体技術は、現在のTFT液晶や
LEDの技術や商品へ寄与していると考えられる。太陽電池という変動電源の系統連系に関わる技術は、風
力等の他の変動電源の導入、さらにはスマートグリッド技術などに寄与している。

� 一連のプロジェクトは産学官連携のプロトタイプとなり、太陽光発電に関する川上から川下までの産業に研
究主体群を形成したといえる。また、太陽光に関する会議への参加者は年々増加しており、派生技術の広
がりをも意味すると判断される。



（３）国際競争力への影響

� 太陽電池の1980年代から2007年までの生産量世界一は、公的な施策によるところが大きかったと言
える。研究開発プロジェクトにより、太陽電池や太陽光発電の技術レベルは世界最先端となり、導入助
成金は量産効果によるコスト削減と価格低下によるさらなる市場拡大をもたらした。特に補助金の重要
性に関しては海外での評価が高い。

� 太陽電池セル・モジュールの国内外の出荷比率（JPEA）によれば、2010年で国内：輸出は4:6であり、
輸出産業としても利益をもたらしていると考えられる。パワーコンディショナー関連の国際規格等、わが
国がリーダーシップをとれるようになったものがある。

� しかし、外国企業との技術提携は活性化しておらず、日本の生産量シェアは、2005年以降下降してい
る。その原因の一つとしては、関係業界団体を介して国際標準へのアプローチが粘り強く続けられてき
たものの、主導権を握るほどの組織力は発揮できなかったことが挙げられる。国内で創成された先端
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たものの、主導権を握るほどの組織力は発揮できなかったことが挙げられる。国内で創成された先端
技術をグローバルな基準に基づいて評価するための体制作りが必要であったと考えられる。また、新た
な太陽電池の性能・安全性、太陽電池モジュールの出力、長期信頼性等の評価手法の確立は国際競
争力確保のために必須であり、国際標準の協議においてさらにリーダーシップを取れるようにする必要
がある。

� 太陽電池セル・モジュールのビジネスは、「ターンキービジネス」により、価格的な主導権が日本から中
国や台湾等へ移行しつつある。DRAMなど、他産業と同じ轍を踏まないためにも、技術力をより昇華さ
せ、国による一層のリーダーシップと関係者への配慮と連携へのバックアップが期待される。国内にお
いては、導入補助金の復活、電力の買取制度による需要増加が期待される。結晶シリコン太陽電池の
ような成熟した技術と思われているものでも生産技術を精査して、コスト競争力の源泉となる必要な技
術を育てていく必要がある。



I－２ 研究開発力向上効果

（１）知的ストックの蓄積度合

� 太陽電池関連企業の2000～2006年の日米欧中韓への特許出願において日本国籍が圧倒的であり、企業
の多くは公的資金を得て研究開発を進めている。その意味で、プロジェクトにより、充分な知的ストックを持
つことができたといえる。また、基礎物理的な見地のみならず、製造技術に関してもノウハウが得られたと考
えられる。これらの知的ストックに加え、共同研究等による知的ストックの共有、特に基礎的な知見の共有は、
各社が技術を実用化する上で効果的だったのではないかと推察される。

� 一方、プロジェクトへの非参加企業の特許出願は出願件数の上位企業には入っていない。日本版バイドー
ル制度により、研究開発力のスピルオーバー効果が減速したのではないかと推察される。

（２）研究開発組織の改善・技術戦略への影響

� 太陽電池・太陽光発電の事業化の経緯から見ても、国内の企業間の連携や業界団体については有効に機
能し ると考え る 研究開発体制 知的財産戦略など公的研究開発 実施し きた とは 企業に
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能していると考えている。研究開発体制、知的財産戦略など公的研究開発で実施してきたことは、企業に
とって概ねプラスに働いていると考えられる。

� 一連のプロジェクト群を通じ、専門家間の人的ネットワークが形成され、国内外の様々な学会・会議の形成
につながった。国際会議などを通じて研究成果を発表し、関係者間で情報交換を積極的に行ってきたことが
世界トップレベルの技術力、産業競争力につながった。

（３）人材への影響

� 2005年までは世界でもトップの生産量シェア、技術レベルを保っており、太陽電池、太陽光発電の業界内で
は、第一人者と言われる人材を多数輩出していると言える

� しかし、(財)光産業技術振興協会調査によれば、太陽光発電産業を含む光産業の研究開発従事者数は、近
年の10年間で約2倍に増えているが、業界内部での再編成も進行し、かつ、研究者の高齢化の問題も抱え
ている。国内外から高く評価される研究開発の成果を持続的に創成できる組織的な対応が必要になると考
える。



I－３ 経済効果

（１）市場創出への寄与

（２）経済的インパクト

� 太陽電池の性能とコストが実用化レベルに達していない時期に国家プロジェクトが企業の研究継続と人材
育成を支え、それが新しい市場の創造と拡大に寄与した。

� 産官学の連携により、住宅用太陽光発電市場を日本が独自に創出した点、太陽電池セル・モジュールの約
6割は輸出されている点、それにより、生産額の対GDP比率も大きく増加している点などは大きな経済効果
であり、高く評価される。

� しかし、2000年代後半からドイツ、中国、米国の新興メーカーに追い越されたことは、単純に企業だけの責
任ではないと考えられる。市場活性化への公的資金の投入も1994年ごろから開始されているが、特許発明
をより一層早期に実施するための政策的判断が必要であったと考える。

� 国内生産規模も1兆円を超え、累計5.5兆円、2009年には2.7万人の雇用を生み出す規模になり、2009年で

（３）産業構造転換・活性化の促進

� プロジェクトによる太陽電池の性能の向上と民間企業の産業化、逆潮流ありの系統連系と余剰電力の買取
制度、導入補助金など一連の施策により、裾野の広い産業群を形成できた。新規参入企業の成長を見ても、
活性化の牽引力は大きいと評価できる。

� 太陽電池そのものだけでなく、PVハウス、ゼロエネルギーハウスといった住宅産業の新たな展開に結び付
き、販売も含めると市場と雇用は大いに創出されたと考えられる。

� ただし、補助金が打ち切られたことにより、国内市場は減少してしまったため、今後は補助金がない状態で
も、市場が広がるような施策が必要である。

国内生産規模も 兆円を超え、累計 兆円、 年には 万人の雇用を生み出す規模になり、 年で
生産の約6割を輸出する産業に成長しており、経済的インパクトは大きいといえる。市場開拓へ多くの人材が
投入され、非常に裾野の広い産業を形成した。

� しかし、近年の国際競争の中で各社のシェア争いは激化している現状を鑑みると、グローバルな視点に基づ
いて経済的インパクトを評価し、政策に反映させることが必要であると考える。
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I－４ 国民生活・社会レベルの向上効果

（１）エネルギー問題への影響

（２）環境問題への影響

� 太陽光発電システムは導入量や稼働率により、エネルギー供給量の面では現状では少ないが、国際エネ
ルギー機関（IEA）のロードマップによれば、2050年には電力の10%以上が太陽光発電由来の電力になる
と予想されている。現時点においても、エネルギー資源の分散化をある程度実現しており、国としてのリスク
分散に貢献したと考えられる。

� なお、導入拡大を図るうえで規格化や設置場所の多様なニーズに合わせたデザイン、デバイス特性、シス
テムの最適化等が求められるとの意見もあった。

� また、自然エネルギーを利用した発電方法として、太陽光・風力は小学生や一般市民にも理解しやすい。こ
のような装置・施設が全国に普及したことによって、教育効果が向上したことは、間接的に問題解決につな
がるとの意見もあった。
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� 太陽光発電システムは、製造時も含め、主要な既存電源と比較して、CO2排出は極めて低い。導入が促進
されれば、システム運用における技術的習熟効果も累積すると考えられるので、その環境問題への貢献は
さらに増幅すると考えられる。

� 自然の力を積極的に利用してエネルギーを起こすということを、小学生や一般市民にも容易に理解されるよ
うになった点や、太陽光発電システムのエネルギーペイバックタイムや創エネルギー総量、発電システムの
排出量など環境問題への寄与の定量的評価が国民に浸透しつつある点も効果としては大きいと評価できる。

� なお、リサイクルモジュール等の成果の実用化に期待したいとの意見もあった。



Ⅱ. 現在の視点からの一連のプロジェクト群の評価

Ⅱ－１ 国家プロジェクトとしての妥当性

� 太陽光発電はようやく普及し始めた段階であるが、このような状況に至るまでに本プロジェクト群の果たし
た役割は極めて大きかった。1970年代中盤から現在に至るまで、国が一貫してリーダーシップを発揮し、
企業や研究機関等の太陽電池や太陽光発電の研究開発と導入促進の支援を継続したことは評価できる。
企業の自主性に任せた場合、市場原理に基づくインセンティブが期待できず、諸般の事情で継続性が失
われる危惧は容易に想像でき、市場が明らかでなかった太陽光発電技術において、産官学の連携によ
る材料、セル、製造技術、システムにわたる研究開発の推進、市場の形成のために必要な環境の整備な
どの一連の施策は国の関与なくしてはできなかった。明確なコスト目標と導入目標を定めて国として研究
開発を進めてきた結果、地球温暖化対策のキーテクノロジーとして期待されるまでになった。

� 2000年代半ばから、日本国内の太陽光発電導入量が頭打ちとなり、日本企業の生産量シェアが低下し
た事実を鑑みるに、政策パッケージとして、「研究開発」、「実証・フィールドテスト」、「市場活性化」の諸施
策において、特に、「市場活性化」の施策判断に不備があったのではないかと考える。また、国際標準の
推進体制についても再検討の必要があると考える。
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Ⅱ－２ 目標設定

� コストと導入量は強く関係しており、開発の初期から一貫してこの2つに対し明確な目標設定をしてきたこと
は、評価できる。目標レベルはニーズ側から設定されており、極めて挑戦的な高いレベル設定となっている。
研究開発や導入促進の各フェーズの節目ごとに、その時点での外的要因や技術レベル等を考慮した弾力
的な目標設定が行われており、方向性や方法は妥当であったと考える。そのような、長期的な目標設定のも
とに一連の施策が実施されてきたことは、他国からも評価が高い。

� また、太陽光発電の導入・普及が進んだという結果から判断しても、目標設定は妥当であったと考えられる。

推進体制についても再検討の必要があると考える。
� 今後は、技術開発の推進のみではなく、まずは将来の社会ニーズをきちんととらえ、それに必要な技術を
推進する体制を整備することが望ましいと考えられる。

� なお、世界でトップレベルになれるチャンスがある技術に関しては、積極的に予算を投入して取り組むべ
きという意見もあった。



Ⅱ－３ プロジェクト実施方法

� 長期間にわたるプログラムのため、その間国の予算の枠組み等の変更があったが、技術の進展状況や
市場動向に合わせ、柔軟にプロジェクトを実施してきている。1980年以降、国が計画策定やマネジメント
能力を有する機関へ、太陽電池・太陽光発電の研究開発や導入促進の事業を委託したことにより、事業
の公平性は保たれていたと考えられる。また、産官学の有識者による委員会等を立ち上げ、プロジェクト
の進捗や技術的課題の議論を行っていたので、マネジメントについても妥当と考えられる。

� 複数の技術シーズを探索することにより、実用化に向けたニーズの体系化・明確化が行われてきたこと
は、プロジェクト実施方法として、良策であった。

� しかし、技術ロードマップの策定は遅かったと判断する。また、データベースに基づく俯瞰的な技術精査
等により、開発コミュニティ外の新技術をも取り込む工夫も必要である。 シリコン結晶系太陽電池のよ
うな成熟分野でもブレークスルー技術は必要であり、コンペティティブなフェーズでの競争力強化の工夫
が求められる。

� さらに、研究開発成果が生み出すアウトカムをグローバルな視座から再点検することによって、研究開発
の現場にフィードバックすることも必要であったと考える。研究開発を取り巻く社会情勢が激しく変化する
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Ⅱ－ ４ Ⅱ－１～Ⅱ－３の評価を踏まえ、プロジェクト終了時の事後評価の妥当性

� 研究開発や導入促進の各フェーズの節目ごとに、評価を実施しており、事後評価の結果は、概ね妥当で
あったといえる。設定された研究開発目標の到達等を基軸に事後評価が行われているが、後継プロジェクト
あるいは次のステップにつながるような知見等を記録として残し、評価を加えることも必要であると考える。

� 追跡評価においては、プロジェクトの終了後、成果を得られなかった要因も情報収集すべきである。また、プ
ロジェクト成果の波及効果の評価は、技術的側面のみならず、経済的側面（市況、景気など）や社会的側面
（法制度、インフラなど）等の有機的な関係を注意しつつ評価を行うことが重要と考える。

の現場にフィ ドバックすることも必要であったと考える。研究開発を取り巻く社会情勢が激しく変化する
今後においては、技術のみならず、社会及び経済学者も交えた体制でのプロジェクトの推進が望まれる。

� 今後、長期的・挑戦的課題の重要性が増すと思われるので、目標設定、実施体制、運営方法等のあり方
について再検討が必要である。さらに文部科学省のプロジェクトとの連携も重要という意見もあった。


