
化合物系太陽電池

C-1

Myo Than Htay、石橋加津彦、石
上翔太、櫻井一輝、岩野翔太、
中村義博、橋本佳男、伊東謙太
郎

信州大学
金属積層プリカーサーの硫化法によるCu2ZnSnS4薄膜太
陽電池の作製

C-2 酒井　紀行 ソーラーフロンティア㈱
Cd-free CZTS　薄膜太陽電池及びサブモジュールの開
発

C-3
○辻田和真，山口利幸，新山茂
利，今西敏人

和歌山工業高等専門学校
高Ga/III比を持つCu(In,Ga)Se2薄膜へのS添加と太陽電池
の作製

C-4
○大浦慎右，山口利幸，新山茂
利，今西敏人

和歌山工業高等専門学校
Cu2ZnSnSe4化合物プリカーサからのセレン化法による薄
膜と太陽電池の作製

C-5 森本　卓也 ソーラーフロンティア㈱ 30 cm角CISサブモジュールにおける17%達成

C-6
Zhang Xianfeng1, Tsuyoshi
Kobayashi1, Akira Yamada1, 2

1Department of Physical
Electronics、2Photovoltaic
research center, Tokyo
tech, Japan

Influence of Ag/(In+Ga) Ratio on Properties of
Ag(InGa)Se2 Solar Cells

C-7 三瀬貴寛、中田時夫 青山学院大学 ナローギャップCuIn3Te5薄膜太陽電池

C-8 ○張毅聞1,2, 山田明1 東京工業大学1 、凸版印
刷(株)2

ナノ粒子塗布法によるIn2S3バッファ層のCu(InGa)Se2太陽
電池への適用

C-9
関光秀1、徳田剛大1、吉野賢二
1、三関賢一郎2、森理恵2、張守
斌2、銅直成雄2

宮崎大学１、三菱マテリア
ル（株）2

CuInGaSe2単相ターゲットを用いたRFスパッタ法による

CuInGaSe2薄膜の作製とGlass基板とMo基板の比較

C-10
濱崎亮介、小田雄介、深水昇
平、山元昭人、峯元高志、高倉
秀行

立命館大学 CuInS2太陽電池におけるZn(O,S)窓層のS比率の最適化

C-11 泉 太一郎, 和田 隆博 龍谷大学 印刷/高圧焼結法を用いたSb添加Cu(In,Ga)Se2膜の作製

C-12
田端隆博, 前田 毅, 中村哲士, 和
田隆博

龍谷大学
Inフリー太陽電池材料Ag2ZnSnSe4の合成および非真空法
による薄膜作製

C-13
高　峰, 山添誠司, 前田 毅, 和田
隆博

龍谷大学
X線回折およびXAFSを用いたCu2ZnSnSe4系化合物の構
造解析

C-14 中村哲士, 前田 毅, 和田隆博 龍谷大学

第一原理計算によるCu2ZnSnSe4系太陽電池材料, Ⅰ

2ZnSnSe4 [Ⅰ: Cu, Ag], Cu2IISnSe4 [II: Zn, Cd, Hg]および

Cu2ZnIVSe4 [IV: Si, Ge, Sn]の相の安定性と電子構造の評
価

C-15 前田 毅, 中村哲士, 和田隆博 龍谷大学
第一原理計算によるInフリ‐太陽電池材料Cu2ZnSnS4お
よび関連化合物の 格子欠陥の評価

C-16
山添誠司, 高　峰, 和田隆博, 大
西智, 山田　明

龍谷大学 XAFSを用いたCu(In,Ga)Se2膜の表面構造解析

C-17
永岡　章1、吉野　賢二1、三宅
秀人2 1 宮崎大学、2 三重大学 CuInS2 単結晶の作製と線膨張係数の温度依存性

C-18
進士智一、鷲尾　司、神保和夫、
田島　伸、深野達雄、片桐裕則

長岡工業高等専門学校
OA-CVD法による酸化物プリカーサを用いたCu2ZnSnS4
薄膜太陽電池

C-19 山口幸士、神保和夫、片桐裕則 長岡工業高等専門学校
Cu2ZnSnS4薄膜太陽電池におけるCu/Sn組成比の定量的
評価

C-20
佐竹 泰裕、田中 雄一、田中 恵
一、海川 龍治

龍谷大学 Cu(In,Ga)S2/Mo薄膜作製時の蒸着真空度の影響

C-21
堀口恭平、山内浩太郎、小林大
造*、三瀬貴寛、中田時夫（青山
学院大学）

青山学院大学 MOCVD法によるCIGS太陽電池用ZnO系窓層の開発

C-22 小牧　弘典 AIST Cu(In,Ga)(S,Se)2太陽電池の作製

C-23
本野佑太郎、森賢之、鈴木章
生、丁文、福山敦彦、碇哲雄
山口利幸

宮崎大工学部、和歌山高
専電気情報工学科

連続成膜法によるCu(In,Ga)Se2薄膜のPL及びPPTスペク
トル

C-24
古江 重紀、上川由紀子、石塚
尚吾、小牧 弘典、山田 昭政、柴
田 肇、松原 浩司、仁木 栄

AIST CIGS光吸収層の薄膜化における裏面電極構造の検討

C-25
小池惇平，知野広太郎，粟飯原
直也，荒木秀明，中村竜太，神
保和夫，片桐裕則

長岡工業高等専門学校 めっき・硫化法を用いたCu2SnS3薄膜太陽電池の作製

C-26
知野広太郎，小池惇平，江口進
哉，荒木秀明，中村竜太，神保
和夫，片桐裕則

長岡工業高等専門学校 金属積層プリカーサの硫化によるCu2SnS3薄膜の作製

C-27 ○赤木洋二、徳留勇樹 都城工業高等専門学校
クランク型ボールミルを用いた太陽電池用CuInS2結晶の
合成



C-28
嶺岸耕、Jaehong Kim, 久保田純,
堂免一成

東京大学
Cu-Gaセレン化物ディフェクトカルコパイライトの光電気化
学特性

C-29
髙橋和光、*中島一哉、熊澤豊
和、三瀬貴寛、中田時夫

青山学院大学
スパッタ法によるZn(O,S)バッファ層を用いたワイドギャッ
プCIGS太陽電池の試作

C-30 ○田代龍一1*、吉野賢二1** 宮崎大学 ホットプレス法によるCu-In-Ⅵ2化合物の作製

C-31
永岡　章1、吉野　賢二1、三宅
秀人2 1 宮崎大学、2 三重大学 THM法によるCu2ZnSnS4単結晶の作製

C-32
出口翔太、中山直樹、伴公輔、
林朋大、平田理美、海川龍治

龍谷大学
マイクロ波を用いてZnO:Al裏面電極上に作製したCuInSe2
薄膜の特性

C-33 太田靖之*、櫻田侑弥、西岡賢祐 宮崎大学
集光型太陽電池における電極抵抗損失の2次元マッピン
グ

C-34

○永井宏和1、荒木建次1、保浦
健二1、田村和之1、熊谷伊三夫
1、高橋康弘1、Maria Martinez2、
Pablo Trujillo2 、Juan Pablo
Ferrer2

1 大同特殊鋼株式会社、2
ISFOC, Puertollano, Spain

820倍集光型太陽光発電モジュールの開発

C-35
○和田 卓, 田中 友博, 稲垣 充,
小島 信晃, 大下 祥雄, 山口 真
史

豊田工業大学 GaAsN中のN-H結合を形成するHの混入起源

C-36
鈴木秀俊、原口智宏、山内俊
浩、佐々木拓生、大下祥雄、山
口真史

宮崎大学 、豊田工業大学 格子不整合太陽電池用材料InGaAs/GaAs(001)における
転位分布の単色X線トポグラフィー観察

C-37
○佐々木拓生、鈴木秀俊、大下
祥雄、山口真史

豊田工業大学
超高効率III-V化合物太陽電池応用、傾斜組成バッファ層
のリアルタイム構造解析

C-38
Xiuxun Han*, Makoto Inagaki,
Nobuaki Kojima, Yoshio Ohshita,
Masafumi Yamaguchi

Toyota Technological
Institute

Achieving efficient Si doping in GaAsN with (311)B
growth orientation

C-39
○池田和磨，稲垣充，和田卓，
小島信晃，大下祥雄，山口真史

豊田工業大学 GaAsNにおけるN-H局在振動モードの測定温度依存性

C-40
○稲垣充， 池田 和磨 ，小島 信
晃， 大下祥雄，山口真史

豊田工業大学 GaAsN の電子移動度 の自由キャリア濃度依存性

C-41
山本奨、鈴木章生、鹿島康史
郎、福山敦彦、碇哲雄、鈴木秀
俊、稲垣充、山口真史

宮崎大学、豊田工業大学 N組成変化がGaAsN薄膜のバンド端構造に与える影響

C-42
相原 健人、中野 陽介、福山 敦
彦、碇 哲雄
王 云鵬、杉山 正和、中野 義昭

宮崎大学、東京大学
InGaAs/GaAsP歪補償量子井戸太陽電池吸収層での非
発光再結合評価

C-43
Boussairi Bouzazi*, Nobuaki
Kojima, Yoshio Ohshita, and
Masafumi Yamaguchi

Toyota Technological
Institute

Midgap Overlapping of Two Opposite Carrier Traps in
GaAsN Grown by Chemical Beam Epitaxy

C-44

○牧田紀久夫1、征矢隼人2，小
牧弘典1，反保衆志1，古江重紀
1，石塚尚吾1，山田昭政1，柴田
肇1，菅谷武芳1，古川昭雄2, 松原
浩司1，仁木栄1

AIST1、東京理科大学2， 高効率GaAs/CIGSe系メカニカル多接合太陽電池の検討

C-45

中野陽介、鹿島康史郎、山本
奨、鈴木秀俊、福山敦彦、碇哲
雄、境健太郎、B. Boussairi、稲
垣充、山口真史

宮崎大学、豊田工業大学
圧電素子光熱分光法の温度変化解析による深い欠陥準
位とN添加量の関連性の評価

C-46
杉田 憲一1)、三原 章宏1)、A. G.
Bhuiyan1)、山本 暠勇1)、渡邉 則
之2)、重川 直輝2)

1)  福井大学、2）NTTフォトニ
クス研究所

(111)Si基板上へのInGaNのMOVPE成長と評価

C-47
日比野俊、加藤好徳、大橋史
隆、伊藤貴司、野々村修一

岐阜大学 rfスパッタ法により作製したInXGa1-XN薄膜の高光感度化

色素増感太陽電池・有機太陽電池

D-1
宇佐川準、尾込祐平、Shyam S.
Pandey、早瀬修二

九州工業大学 透明導電膜を必要としない色素増感太陽電池

D-2
木下卓巳・Dy Joanne Ting・内田
聡・久保貴哉・○瀬川浩司

東京大学
スピンマネジメントに基づく広帯域色素増感太陽電池の開
発

D-3 池上和志、宮坂　力 桐蔭横浜大学
印刷法による両面発電型フィルム色素増感太陽電池の
開発

D-4
山口岳志、松井浩志、田辺信
夫、荒川裕則

株式会社フジクラ
高効率・高耐久性色素増感太陽電池モジュールの開発状
況

D-5 J-16へ



D-6
○平本昌宏・久保雅之・嘉治寿
彦

分子科学研究所 「pnホモ接合を有するC60薄膜太陽電池

D-7 J－17へ

D-8
Golap Kalita*, Koichi Wakita and
Masayoshi Umeno

Chubu University
Large area graphene film as transparent electrode for
organic solar cells

モジュール技術・評価

M-1 石井 徹之，大谷 謙仁，高島 工 AIST
薄膜系太陽電池モジュールの光照射効果・熱アニール効
果によるＩ-Ｖ特性の変化

M-2
小林智尚，吉野潤，橋本潤，山
田竜輔，高巣久志

岐阜大学
スペクトル日射強度予測技術の開発と太陽光発電量推定
への応用

M-3 植田　譲 東京工業大学
北杜メガソーラプロジェクトにおける各種PVシステムの発
電特性評価

M-4

ジョアン　ガリ　ダ　シルバ　フォ
ンセカ　ジュニア1, 大関　崇1,　 高
島　工1、輿水源太郎2、　内田
恵久2、　荻本　和彦

1AIST、2電源開発㈱、3東京
大学

サポートベクターマシンを用いた太陽光発電量の予測に
おける交差検定効果の検討

M-5 吉田　翔多 立命館大学
太陽電池性能の環境因子等高線図を用いた経年変化の
解析と発電量予測

M-6
吉田弘樹、亀山展和、嶋田翔
太、周戸翔平

岐阜大学
分光日射スペクトル予測に基づくマイクログリッドとそ
の運用

M-7

M-8
澤井　航　(講演者)、井上　泰
宏、　王　道洪

岐阜大学
太陽電池の最大電力点高速測定装置の開発と最大電力
点追従法の評価

新技術・新材料（含：透明導電膜）

N-1

○神谷なお美1*、新宮政人1、小嶋
稔1、吉野賢二1**、竹元裕仁2、
豊田浩司2、稲葉孝一郎2、羽賀
健一2、徳留功一2

宮崎大学１、東ソーファイン
ケム2

ジエチル亜鉛（DEZ）を原料に用いたスプレー法による低
抵抗酸化亜鉛薄膜の大気作製

N-2

新宮政人1*、神谷なお美1、小嶋
稔1、吉野賢二1**、竹元裕仁2、
豊田浩司2、稲葉孝一郎2、羽賀
健一2、徳留功一2

宮崎大学１、東ソーファイン
ケム2

ジエチル亜鉛（DEZ）原料を用いたスピンコート法による酸
化亜鉛薄膜の低温作製

N-3
○菅谷武芳1, 沼上 理1,2, 古江
重紀1, 天野 建1, 小牧弘典1, 仁
木 栄1, 岡野好伸2

 1 AIST, 2 東京都市大学 超多積層InGaAs 量子ドット太陽電池

N-4
江口 陽亮，藤田 浩輝，太田
潤，山口 浩一

電気通信大学 面内超高密度InAs/GaAsSb量子ドットの太陽電池応用

N-5
田所　宏太郎、星名　豊、清水
正幸、山田　明

東京工業大学
太陽電池応用を目指した伸張歪Ｇｅの光学特性評価とガ
ラス基板上への転写技術の開発

N-6
村尾優1、太子敏則2、大野裕1、
徳本有紀1、沓掛健太朗1、米永
一郎

1東北大学、2信州大学
ゲルマニウム結晶中の転位の発生および運動とその制
御

N-7
加藤慎也、渡邊裕也、黒川康
良、山田明

東京工業大学
Metal assisted chemical etchingによるシリコンナノワイヤ
アレイの作製

N-8
○根本勇樹、ダムリン・マルワ
ン、上迫浩一

東京農工大学
結晶Si基板を用いたシリコンナノワイヤー太陽電池の作
製

N-9
黒川康良、加藤慎也、渡邊裕
也、山田明*

東京工業大学
量子効果を考慮したシリコンナノワイヤ太陽電池の電気
伝導特性の解析

N-10

○姫野呂人、後藤康兵、大橋史
隆、伴　隆幸、久米徹二¹　　羽渕
仁恵²、飯田民夫²、夏原大宗¹、
野々村修一¹

岐阜大学¹、岐阜工業高等
専門学校²

構造ＩＩ型Ｓｉクラスレートの分離精製と評価

N-11
○岸直希、三輪郁馬、岡崎俊
也、斎藤毅、水谷年寿、土屋裕
彰、曽我哲夫、神保孝志

名古屋工業大学 低抵抗カーボンナノチューブ透明導電膜の作製

N-12
Crisóforo Morales, Nobuaki
Kojima, Seiji Nishi, Naoki Ogata
and Masafumi Yamaguchi

Toyota Technological
Institute

Study of the degradation of crystalline quality by
magnesium atoms in C60 thin films epitaxially grown.

N-13
○尾形直紀，西誠治，小島信
晃，クリソフォロ・モラーレス，山
口真史

豊田工業大学 MgドープによるC60の構造変化に関する研究



N-14
Dilip Chandra Ghimire*, S.
Adhikari, H. Uchida, K.Wakita and
M. Umeno

Chubu University
Nitrogen incorporated amorphous carbon films by remote
plasma-CVD for photovoltaic purpose

N-15
丁文、中野陽介、福山敦彦、碇
哲雄、A96境健太郎
中澤日出樹

宮崎大学、弘前大学
圧電素子光熱分光法によるダイヤモンド様炭素の光学
ギャップの温度依存性の研究

N-16
S. Adhikari, M. Kayastha, D.C.
Ghimire, H. Uchida, K.Wakita and
M. Umeno

Chubu University Synthesis of graphene like carbon for photovoltaic device

N-17
○鈴木順季1，近藤健二2，岡部泰
典2,　原明人2，北原邦紀1

1 島根大学、2 東北学院大
学

連続発振レーザ結晶化による非晶質基板上のSiGe擬似
単結晶薄膜の成長

N-18
中山慶祐1，後藤正直1，林　慎也
1，小長井誠2

ＪＸ日鉱日石エネルギー1，
東京工業大学2

金属ナノ粒子による太陽電池の光マネジメント技術の開
発

N-19 石川亮佑、小長井誠 東京工業大学
化学剥離グラフェン透明導電膜への共役有機分子による
ドーピング効果

N-20 竹田康彦 *、元廣友美 （株）豊田中央研究所 第3世代太陽電池の現実的な変換効率上限の試算

Si系太陽電池

S-1
早川　太朗、中島　裕貴　、小山
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