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C-1
岡本保、林亮二、原茂樹、
坂雄介、小川洋平、高橋渓
太

木更津工業高等専門
学校　電気電子工学
科

CdTe太陽電池におけるCdTe層へのCuドーピング法
の開発

C-2

牧田　紀久夫、水野　英
範，小牧　弘典，斎　均、反
保　衆志，菅谷　武芳，大
島　隆治、柴田　肇、松原
浩司，仁木　栄

産総研太陽光発電工
学研究センター

メカニカルスタック技術を用いた薄膜化合物系多接合
太陽電池の検討

C-3
川北史朗、今泉充、高橋真
人

宇宙航空研究開発機
構

CIGS太陽電池の宇宙実験

C-4

阿部泰宏, 長田晋太郎, 深
水昇平, 小田雄介, 峯元高
志，中西康次, 太田俊明,
高倉秀行

立命館大学
引き剥がし法を用いたCuInS2薄膜の転写とスーパー
ストレート型太陽電池への応用

C-5
樋口　貴士1、宇佐美　徳隆
2、峯元　高志1

立命館大学1、東北大
学2

高温成膜によるCu(In,Ga)Se2太陽電池の作製と結晶
粒界の評価

C-6
田村　昭洋、阿部　泰宏、
峯元　高志

立命館大学
リフトオフ法を用いたCu(In,Ga)Se2太陽電池における
表面ガラスの影響

C-7
Xing Liping, Norimune
Hirata, and Akira Yamada

Tokyo Institute of
Technology
Sakai Chem. Ind.

Properties of Cu(In1-xGax)Se2 Solar Cells with
Zn(S,O,OH) Buffer Layers Deposited Using
Multidentate Ligand

C-8
芝本　晃一、中野翔平、柴田翔太郎、

Diogo Muniz de Souza,　海川龍治 龍谷大学
IMOを裏面電極に用いたタンデム構造太陽電池の
Cu(In,Ga)S2トップセルの特性

C-9 平田理美、海川龍治 龍谷大学 マイクロ波照射によるCuIn(S,Se)2薄膜の作製

C-10 赤木洋二、徳留勇樹 都城高専
クランク型ボールミルを用いた太陽電池用
CuIn(S,Se)2結晶の合成

C-11
Zhang Xianfeng, Tsuyoshi
Kobayashi, Yasuyoshi
Kurokawa, Akira Yamada

東京工業大学
Characterization of Ag(In,Ga)Se2 solar cells showing
different performances

C-12
中村哲士, 前田 毅, 和田隆
博

龍谷大学 第一原理計算によるCuInSe2中のCu拡散の評価

C-13
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CuInGaSe2単結晶の作製

C-14 前田　毅, 和田 隆博 龍谷大学
CuInSe2および関連化合物へのCdおよびZnのド－ピ
ングに関する第一原理計算

C-15
川本浩平1，大浦慎右1，山
口利幸1，新山茂利2，今西
敏人2

1和歌山高専，2和歌
山県工業技術セン
ター

化合物プリカーサのセレン化法によるCu2ZnSnSe4薄
膜と太陽電池の作製

C-16
岡　祐介1，山口利幸1，新
山茂利2，今西敏人2

1和歌山高専，2和歌
山県工業技術セン
ター

セレン・硫黄混合雰囲気中での熱処理による
Cu2ZnSn(Sx,Se1-x)4薄膜の作製

C-17
Myo Than Htay1, 百瀬成空
2, 櫻井一輝1, 岩野翔太1,
橋本佳男1, 伊東謙太郎1

1信州大学工学部電
気電子工学科
2長野高専 電気電子
工学科

硫黄・セレン同時反応法により作製した
Cu2/ZnSn(S,Se)4薄膜太陽電池

C-18
野村 岳, 前田 毅, 和田隆
博

龍谷大学
Cu2SnS3およびCu2Sn(S,Se)3の合成と印刷/高圧焼
結法による薄膜化

C-19
永岡　章1、吉野　賢二1、
三宅　秀人2

宮崎大学 THM法によるCu2ZnSnSe4単結晶の作製

C-20

菅谷武芳1)、武田明紘
1,2)、大島隆治1)、松原浩
司1)、仁木栄1)、岡野好伸
2)

1)産総研
2)東京都市大学

InGaP上のInGaAs/GaAs量子ドット太陽電池

C-21

西俊明，岩崎拓海，池田和
磨，佐々木拓生，鈴木秀
俊，小島信晃，大下祥雄，
山口真史

豊田工業大学，宮崎
大学

X線逆格子マッピングによる格子不整合InGaAs系の
歪緩和過程の研究

C-22
佐々木拓生、大下祥雄、山
口真史

豊田工業大学 透過型電子顕微鏡を用いた歪InGaAs層の欠陥評価



C-23
庄司靖、秋本克洋、岡田至
崇

東京大学、筑波大学
InGaAs量子ドット太陽電池における2段階吸収過程の
バイアス依存性

C-24
宮下 直也、アーサン ナズ
ムル、イスラム ムハンマド
モニルル、岡田 至崇

東京大学 先端科学技
術研究センター

4接合タンデム太陽電池に向けたGaInNAsSb太陽電
池の構造検討

C-25
稲垣　充、相坂真樹、池田
和磨、小島信晃、大下祥
雄、山口真史

豊田工業大学
CBEにおける原料ガス流量比がGaAsNの電気的特性
に与える影響

C-26
幸脇　広幸，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中の再結合中心に熱処理が与える影響

C-27
森岡剛志、山本奨、鈴木章
生、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

結晶成長方法がGaAsN薄膜内の窒素原子起因局在
準位に与える影響

C-28
加藤好徳、片山竜一、大橋
史隆、伊藤貴司、野々村修
一

岐阜大学
室温製膜したInXGa1-XN薄膜における熱アニール依
存性

C-29

Boussairi Bouzazi*,
Nobuaki Kojima, Yoshio
Ohshita, and Masafumi
Yamaguchi.

Toyota Technological
Institute

C-V-T and I-V-T characteristics for the
Characterization of Electrical Properties of　Undoped
GaAsN Schottky Diodes Grown by Chemical Beam
Epitaxy

C-30

小島慶也、相原健人、中野
陽介、奥村拓雄、福山敦
彦、碇哲雄、藤井宏昌、杉
山正和、中野義昭

宮崎大学、東京大学
歪補償量子井戸太陽電池における光励起キャリア再
結合過程の量子井戸積層数依存性

C-31
池田和磨，稲垣充，小島信
晃，大下祥雄，山口真史

豊田工業大学 CBE成長したGaAsN における N-H 結合の方位分布

色素増感太陽電池・有機太陽電池
番号 著者 所属 タイトル ページ

D-1
東原知哉

東京工業大学大学院 界面活性剤を用いた有機薄膜太陽電池の高効率化
と長寿命化

D-2
岸直希1、林純輝1、斎藤毅
2、曽我哲夫1

1名古屋工業大学、2
産業技術総合研究所

PEDOT:PSS/単層、多層カーボンナノチューブ複合正
孔輸送層を持つ有機薄膜太陽電池の作製と評価

D-3

布施新一郎1・杉山栄1・田
中恵多1・米谷真人1・和田
雄二1・田作優美2・尾込裕
平2・早瀬修二2・高橋孝志1

東工大院理工1・九工
大院生命体工学2

ワンポットパラジウムカップリング反応を駆使する太陽
電池用色素ライブラリーの迅速構築と機能評価

モジュール技術・評価
番号 著者 所属 タイトル ページ

M-1
植野聖也1、太田靖之2、吉
田翔多1、西岡賢祐2、峯元
高志1

立命館大学1、宮崎大
学2

太陽追尾における環境因子及び太陽追尾型太陽電
池の解析

M-2

下瀬健一1・大竹秀明1・山
田芳則2・Joao Gari da
Silva Fonseca Jr.1・高島工
1・大関崇1

産業技術総合研究所
1・気象庁気象研究所
2

ＰＶ発電予測に向けた気象庁メソ数値予報モデルの
日射量予測精度検証－つくばでの大外し事例の解析
－

M-3
夏慧，嶋田進，吉野純，小
林智尚

岐阜大学
太陽光発電の出力変動に係わる日射強度短期変動
の推定

M-4
石井 徹之，大谷 謙仁，佐
藤 梨都子，森永 亮

産業技術総合研究所 太陽電池モジュールの定格出力と屋外発電量の関係
調査

M-5
末藤豪*1、太田靖之1、永
井宏和2、荒木建次2、西岡
賢祐1

1. 宮崎大学
2. 大同特殊鋼

散乱比と傾斜面日射量を用いた集光型太陽光発電シ
ステムの導入指標

M-6
大関崇，高島工，五十嵐
剛，若林始

産業技術総合研究
所，電気安全環境研
究所

太陽光発電システムのオンサイト点検技術に関する
検討～線形内挿法のアレイへの適用～

M-7
大関崇, Joao Fonseca, 大
竹秀明，下瀬健一，高島
工，荻本和彦

産業技術総合研究
所，東京大学

太陽光発電システムの広域発電予測の予測誤差限
界に関する検討



M-8

菱川善博１、飛田博美１、
山越憲吾１、森一郎2、千葉
勇3、菊池一彦4、中島昭彦
5、菱川善博１、飛田博美
１、山越憲吾１、森一郎2、
千葉勇3、菊池一彦4、中島
昭彦5、佐藤剛彦13、岡村
清和14

産業技術総合研究所
1、岩崎電気㈱2、英弘
精機㈱3、㈱オプトリ
サーチ4、㈱カネカ5、
共進電機㈱6、京セラ
㈱7、協和㈱8、三洋電
機㈱9、㈱相馬光学
10、分光計器㈱11、三
菱重工業㈱12、三菱
電機㈱13、㈱ワコム
電創14

産総研とPVメーカーの太陽電池測定コンソーシアム
共同研究

M-9
大関崇，高島工，松山賢
五，菅伸介，荻本和彦

AIST，SHARP，東京
大学

太陽光発電システムの気象センサを利用しない遠隔
故障診断技術の開発～模擬故障データによる検証結
果～

新技術・新材料（含：透明導電膜）
番号 著者 所属 タイトル ページ

N-1 山田繁１，黒川康良１，小長井誠１,２
１東京工業大学　電子
物理工学専攻，２東京
工業大学　PVREC

TiO2:Nb拡散防止層を用いたSi量子ドット超格子構造
太陽電池の電気的特性の改善

N-2 河野 悠, 峯元 高志 立命館大学 SnS薄膜を用いた薄膜太陽電池の作製

N-3

小嶋　稔　章1、神谷なお美
1、井手亜紀子1、長野文子
1、吉野　賢二1、竹元裕仁
2、豊田浩司2、富安　静夫
2、稲葉孝一郎2、羽賀健一
2、徳留功一2

1 宮崎大学　2 東ソー
ファインケム

スプレー熱分解法によるZnO薄膜の作製と低抵抗化

N-4
森中恒星, 榊間 博, 山添誠
二, 和田隆博

龍谷大学 (Ba,Sr)CuSeF系p型透明導電材料の諸物性

N-5 大西　智,山田　明 東京工業大学 a-Siを介した表面活性化接合に関する研究

N-6 小嶋　稔、吉野　賢二 宮崎大学
スプレー熱分解法によるSnO2系透明導電膜の成長メ
カニズムの解明

N-7
木皿且人、吉田裕之、鈴木
拓明、今泉　充(1) 藤田和
久(2)

(1)宇宙航空研究開発
機構 (2)光産業創成
大学院大学

レーザー方式による宇宙太陽光発電システムの光電
変換について

Si系太陽電池
番号 著者 所属 タイトル ページ

S-1
湯本　伸伍, 平田　憲司,
杉村　恵美,　西村　英紀,
冬木　隆

奈良先端科学技術大
学院大学

レーザードーピングにより形成した電極下高濃度不純
物層幅の最適化

S-2
飯尾 成央、三木 祥平、佐
藤根 大士、新船 幸二

兵庫県立大学
シリコンインゴットスライス時の廃棄クーラントからの
シリコン再原料化の検討

S-3 杉村恵美,谷あゆみ,冬木隆
奈良先端科学技術大
学院大学

逆方向バイアス印加時のエレクトロルミネッセンス発
光の有無と光電特性との関連の解析

S-4 田中成明,西村英紀,冬木隆
奈良先端科学技術大
学院大学

ビーム走査における重畳率を変化させた場合のレー
ザードーピング特性の解析

S-5

Abdullah Uzum1, Marwan
Dhamrin1, Hiroaki Sato2,
Katsuhiko Katsuma2,
Kuniyasu Kato2
, Yoshiyuki Suda1 and
Koichi Kamisako1

1 Tokyo Uni. of
Agr.&Tech.
2 The Nippon
Synthetic Chemical
Industry Co., Ltd.

Review of Recent Selective Emitter Solar Cell
Fabrication Technologies and Single Screen-Printing
Selective Emitter Solar Cells

S-6
伊東大樹、福山敦彦、碇哲
雄、鈴木秀俊、境健太郎

宮崎大学
エピタキシャル成長基板への応用を目指したSi基板
表面の平坦化及び不純物除去

S-7
森崎翔太、平田憲司、西村
英紀、片桐卓也、田中成
明、冬木隆

奈良先端科学技術大
学院大学

n型単結晶シリコン基板へのレーザーによるボロン
ドーピング

Si薄膜太陽電池（含：HIT太陽電池）
番号 著者 所属 タイトル ページ

T-1
大島隆治、山中光之、川浪
仁志、高遠秀尚、松原浩
司、坂田功

産業技術総合研究所
高品質SiGe単結晶を用いたヘテロ接合太陽電池の作
製



T-2
中田和吉[1], 小長井誠
[1,2]

[1]東京工業大学大学
院理工学研究科電子
物理工学専攻, [2]東
京工業大学大学院太
陽光発電システム研
究センター

a-SiO:H薄膜によるヘテロ接合太陽電池のパッシベー
ション効果向上

T-3
アディカリ　スディープ、内
田　秀雄、脇田　紘一、梅
野　正義

中部大学 カーボン／Si系HIT太陽電池

T-4
吉葉修平、ダムリン・マルワ
ン、須田良幸、上迫浩一

東京農工大学
Al2O3/Siパッシベーション界面における熱アニール効
果の要因

T-5
小島拓人，上甲朋広，青木
真理，竹内重富，小島信
晃，大下祥雄

豊田工業大学 SiNx:H膜の界面特性に対する高速熱処理の影響

T-6
浜下大輔、黒川康良、小長
井誠

東京工業大学
Conductive-AFM法を用いたp型ナノ結晶3C-SiC:H薄
膜の結晶性評価

T-7
秋池良、倉持豪人、玉野公
章、渋田見哲夫、Porponth
Sichanugrist、小長井誠

東ソー,東工大院理工
高ヘイズなスパッタZnO基板を用いた薄膜Si太陽電池
の高効率化

JST　CREST・さきがけ
番号 著者 所属 タイトル ページ

J-1
山田容子1,3、青竹達也1、
池田慎也1、大橋知佳2、中
山健一2,3

1奈良先端科学技術大学院大学

物質創成科学研究科、2山形大

学大学院工学研究科、

3CREST,JST

光変換ペンタセンの合成、FET特性、及び薄膜構造制
御

J-2
河原塚 篤1,2,3,4，藤田 実
樹2,3,4，堀越 佳治2,3,4

早稲田大学高等研究
所1，早稲田大学理工
学術院2, 早稲田大学
材料技術研究所3，
JST-CREST4

CuInSe2/CuGaSe2超格子の吸収効率

J-3
柳田真利、本田充紀、韓礼
元

独立行政法人　物質・
材料研究機構

色素増感太陽電池におけるヨウ素系電解液の輸送特
性

J-4
山本 俊輔、漆畑 孝、三木
祥平、吉田 晴彦、小椋 厚
志、新船 幸二、佐藤真一

兵庫県立大学 工学研
究科、明治大学 理工
学部、CREST

ALD-AlOxパッシベーション膜の熱アニールによる構
造変化の検討

J-5
鷲尾　司、神保和夫、片桐
裕則

長岡工業高等専門学
校、JST-CREST

TG/DTAによるCZTS硫化処理の最適化

J-6
原康祐1,2)、宇佐美徳隆
1,2)、藤克昭3)、馬場正和
3)、都甲薫3)、末益崇2,3)

1) 東北大学、2) JST-
CREST、3) 筑波大学

アンドープBaSi2エピタキシャル薄膜の余剰キャリア寿
命

J-7 市川　結，今村　祐介
信州大・繊維，ＪＳＴさ
きがけ

励起移動およびプラズモン増強された励起移動をもち
いた有機薄膜太陽電池

J-8
丸本 一弘1,2, 伊東 壮哲1,
永森 達矢1

筑波大数物1 , JST さ
きがけ2

有機薄膜太陽電池の特性劣化機構のミクロ解明

J-9 梅山有和,今堀　博

京都大学大学院工学
研究科
JSTさきがけ
京都大学物質-細胞
統合システム拠点

化学修飾フラーレンピーポッドの光物性および光電気
化学特性

J-10
加藤慎也、渡辺裕也、黒川
康良、山田明、太田最実、
丹羽勇介、廣田正樹

東京工業大学大学院
JST-さきがけ
東工大太陽光発電シ
ステム研究センター
日産総合研究所

Atomic Layer Deposition (ALD)を用いたシリコンナノ
ワイヤアレイへのパッシベーション膜の作製

J-11
佐伯 昭紀，辻　雅司, 関 修
平

阪大院工、JSTさきが
け

マイクロ波法（TRMC）によるドナーアクセプター薄膜
中の電荷キャリアダイナミクス

J-12
當摩　哲也1,3，周　英1，宮
寺　哲彦2,3，山成　敏広2，
吉田　郵司2

金沢大理工1，産総研
2，JSTさきがけ3

CuIナノロッドによる低分子系有機薄膜太陽電池の高
性能化



J-13
大北英生1,2、本田哲士1、
横家星一郎1、辨天宏明1、
伊藤紳三郎1

京都大学工学研究科
1 ,JSTさきがけ2

バルクヘテロ接合高分子太陽電池の近赤外色素増
感

J-14
野瀬嘉太郎1,2、東野孝浩
1、宇田哲也1

京都大学材料工学専
攻2, JSTさきがけ2

ZnSnP2を中心としたカルコパイライト相の固溶体形成
とバンドギャップ制御

J-15
沈　青1,2、八谷聡二郎1 、
片山建二3、豊田太郎1

1 電通大
2 JST さきがけ
3 中大理工

TiO2ナノ構造電極に吸着したPbS量子ドットの光励起
キャリアダイナミクスと光電変換特性

J-16
村中厚哉1,2、斉藤麻美1、
京谷史子1、平山真智子1、
内山真伸1,3

1. 理研基幹研
2. JSTさきがけ
3. 東大院薬

低分子系有機近赤外線吸収材料の設計と合成

J-17 片山　哲郎・宮坂　博 大阪大学大学院基礎
工学研究科

波長可変な顕微過渡吸収分光を用いた光電変換系
における電荷捕捉サイトおよび光退色過程の解明

J-18
沓掛健太朗1,2、井上海平
1、大野裕1、徳本有紀1、宇
佐美徳隆1、米永一郎1

東北大学1、ＪＳＴさき
がけ2

太陽電池用超高品質シリコン結晶を目指した機能性
結晶粒界の作製と制御

J-19
村田 理尚・登 政博・若宮
淳志・佐川 尚・吉川 暹・村
田 靖次郎

京大化研・JST さきが
け・京大エネ理工研

ダンベル型フラーレン誘導体の合成と光電変換特性

J-20
浅岡定幸, 青谷正嗣, 山田
駿介, 小村元憲, 吉田博久

京工繊大院工芸, JST
さきがけ, 東工大資源
研, 首都大院都市環
境

光エネルギー変換を目指したポルフィリンの高配向集
積化薄膜の開発

J-21

板垣奈穂、松島宏一、桑原
和成、押川晃一郎、Iping
Suhariadi、山下 大輔、徐鉉
雄、鎌滝晋礼、内田儀一
郎、古閑一憲、白谷正治

九州大学、JSTさきが
け

高効率量子井戸型太陽電池のための新規酸窒化物
半導体薄膜の作製

J-22
太野垣健、宇佐美徳隆、藩
伍根、星裕介、金光義彦

京都大学化学研究所
Ge/Si第２種型量子ドット太陽電池における高効率光
電変換の探索

J-23

荒木秀明1,2)，知野広太郎
1)，粟飯原直也1)，豊永詞
1)，神保和夫1)，片桐裕則
1,3)

1) 長岡工業高等専門
学校，2) JST-さきが
け，3) JST-CREST

硫化法によるCu2SnS3薄膜の作製

J-24 櫻井岳暁
筑波大学、JSTさきが
け

有機薄膜太陽電池における電極界面電子構造の放
射光による解析

J-25
若宮淳志・谷口拓弘・村田
靖次郎・Dy Joanne Ting・瀬
川浩司

京大化研・JST さきが
け・東大先端研

分子内配位結合を用いた有機色素の電子構造制御

J-26
會津康平・上田純平・田部
勢津久

京都大学 Yb3+添加In2O3薄膜の作製と波長変換特性

J-27 大平 圭介、松村 英樹
北陸先端科学技術大
学院大学 グリーンデ
バイス研究センター

フラッシュランプアニールによる大粒径結晶粒poly-Si
形成

J-28
佐川　尚・李　在衡・吉川
暹

京都大学エネルギー
理工学研究所

ポリチオフェン／フラーレンバルクへテロ接合の厚膜
化および傾斜化とデバイス特性評価

J-29
綿打敏司1,2 柳本一樹1 長
尾雅則1 田中功1 渡辺晴
菜3、宇佐美徳隆3

山梨大クリスタル研
1、JST-PRESTO2、東
北大金研3

太陽電池用単結晶シリコンの育成法としての赤外線
集中加熱法の可能性


