
10:30~10:40 Opening Session 野々村　修一

10:40~12:10 基調講演（3件）：30分/件

2030年に向けた太陽光発電ロードマップ
(PV2030)

坂田　功 NEDO

55 世界の太陽光発電産業の動向及び見通し 大東威司、一木 修、貝塚 泉、松川 洋 （株）資源総合システム

新エネルギーネットワークの構築（分散電源
とマイクログリッド）

合田忠弘 三菱電機（株）　系統変電技術部

12:10~13:00 昼食（運営委員会）

13:00~14:45 結晶系：招待30分、一般15分

24 VLD法による太陽電池級シリコンの開発 若松　智 トクヤマ

1 サブ波長構造による太陽電池表面の反射抑制 齋均、藤井誉、辻幸介、大下祥雄、金
森義明、湯上浩雄、山口真史

豊田工業大学　大学院工学研究科　半導体研究室

6 ランダム粒界を有する種結晶を利用した粒界
性格制御Siバルク多結晶成長

宇佐美徳隆、藤原航三、沓掛健太朗、
野瀬嘉太郎、藩伍根1、菅原孝昌、宍戸
統悦、中嶋一雄

東北大学金属材料研究所、サムコソーラー1

7 High Carrier Lifetimes in Low Resistivity
Ga-doped Multicrystalline Silicon Ingots

M.Dhamrin, T.Saitoh,
K.Kamisako,*T.Hirasawa, *T.Eguchi
and I.Yamaga

Tokyo Univ. of Agr. & Tech, *Dai-ichi Kiden
Corp.

9 微結晶3C-SiCを用いたSiヘテロ接合太陽電池 芳賀渓介、宮島晋介、綿引達郎、*山田
明、小長井誠

東京工業大学大学院　理工学研究科、
*東京工業大学　量子ナノエレクトロニクス研究セ
ンター

プログラム

29日（木）



42 エレクトロルミネッセンスによる多結晶シリ
コン太陽電池の特性評価

梶泰枝、高橋優、矢野裕司、畑山智
亮、浦岡行治、冬木隆

奈良先端科学技術大学院大学　物質創成科学研究
科

14:45~15:00　休憩

15:00~16:30 Si薄膜系：招待30分、一般15分

41 大面積・高効率薄膜シリコン太陽電池セルの
開発とスーパーシースルーモジュールへの応
用

野元克彦 シャープ（株）

34 大面積マイクロ波プラズマＣＶＤ法による微
結晶シリコン薄膜の形成

末崎　恭、小井洋平、福田　丞、山本
憲治

（株）カネカ

28 多結晶シリコン薄膜のパルス放電スパッタに
よる低温での成長

野田三喜男，梅野正義 中部大学工学部電子情報工学科

High rate deposition of microcrystalline
silicon by  means of the novel multi-
hole-cathode VHF plasma in the high-
pressure depletion region

Arno Smets and Michio Kondo AIST

49 HIT太陽電池の高Voc化 平茂治、丸山英治、田中誠 三洋電機株式会社　アドバンストエナジー研究所

16:30~17:30 ポスターセッション（揖斐）

18:00~ 意見交換会 小長井　誠

9:00~10:30 色素増感：招待30分、一般15分

46 色素増感太陽電池パネルモジュールの作成 北村隆之，松井浩志，岡田顕一，江連
哲也，田辺信夫

（株）フジクラ

30日（金）



12 色素増感太陽電池の高効率化に関する要素研
究

早瀬修二、山口能弘　河野充、白土竜
一

九州工業大学　生命体工学研究科

13 フィルム型カラフル色素増感太陽電池“レイ
ンボーセル”の新しい展開

箕浦秀樹、吉田司 岐阜大学大学院工学研究科

15 色素増感酸化チタン太陽電池：3次元マルチへ
テロジャンクション太陽電池としての界面制
御とその費用効果

柳田祥三 大阪大学先端科学イノベーションセンター

44 色素増感フルプラスチック太陽電池とそのモ
ジュールユニットの開発

○宮坂力a,b、雉鳥優二郎b、手島健次郎
b、池上和志b

桐蔭横浜大学院工a・ペクセル・テクノロジーズ㈱
b

10:30~11:30 超高効率：一般15分

22 集光モジュールによる高効率太陽光発電 荒木健次、魚住久文、矢野泰三 大同特殊鋼（株）

10 InN系多接合タンデム太陽電池 山本暠勇 福井大学工学部

36 多重積層量子ドット太陽電池へ向けた自己組
織化成長技術の開発

小宮山浩之1、大島隆治1、赤羽浩一2、
岡田至崇1

1筑波大学、2情報通信研究機構

32 Irradiation Effects of  Heteroepitaxial
GaAs Solar Cell

Nallathambi CHANDRASEKARAN, Koji
EZAKI,  Tetsuo  SOGA, Mitsuru
IMAIZUMI(1) and  Takashi  JIMBO,
Takeshi OHSHIMA(２), Hisayoshi
ITOH(２)

Nagoya Institute of Technology,(1) Japan
Aerospace Exploration Agency, (2) Japan
Atomic Energy Research Institute

11:30~12:15 わが社の取組、学界への期待：15分/件

14 大同特殊鋼での太陽光発電研究開発 岡部道生 大同特殊鋼（株）　技術開発研究所長

18 建材一体型モジュールの取組み 若林賢吾 （株）エム・エス・ケイ

23 フィルム太陽電池　~富士電機の取り組みと
学会への期待~

高野章弘 富士電機システムズ（株）

12:15~13:15 昼食

13:15~14:30 CIS:一般15分



57 メカノケミカルプロセスとスクリ‐ン印刷法
を用いたCu(In,Ga)Se2薄膜の作製

○松尾嘉浩・野村周右・稲葉一樹・尾
林　卓・齊藤武尚・和田隆博

龍谷大学　理工学部

45 新しいセル構造と機能を有するCIGS薄膜太陽
電池

中田時夫 青山学院大学・理工学部・電気電子工学科

37 高量子効率CuInS2系薄膜セル 奥村圭司、福村彰久、ヴァンダリ・ラ
メッシュ、橋本佳男、伊東謙太郎

信州大学工学部

27 水蒸気を用いた新製膜技術によるワイド
ギャップCIGSe太陽電池の高効率化

○石塚尚吾1、櫻井啓一郎1、山田昭政
1、柴田肇1、松原浩司1、米村実2、中村
聡史2、中西久幸2、小島猛1、仁木栄1

産総研1、 東理大2

54 CIS系薄膜太陽電池の透明導電膜 櫛屋勝巳 昭和シェル石油（株）

14:30~14:40 休憩

14:40~16:40 基礎講座：40分/件

19 太陽電池用Siバルク多結晶の結晶成長と次世
代の太陽電池用結晶

中嶋一雄 東北大学金属材料研究所

20 透明導電膜（仮） 佐藤一夫、種田直樹 旭硝子

21 太陽電池性能評価技術 菱川善博 産業技術総合研究所

16:40~17:00 Closing Session（総会） 小長井　誠

結晶系

2 間欠供給法による多結晶Si薄膜の大粒径化と
その結晶性評価

大鐘章義、高橋優、浦岡行治、冬木隆 奈良先端科学技術大学院大学　物質創成学研究科

3 一方向凝固技術による多結晶Siインゴット製
造の数値シミュレーション

齊藤　忠、上迫浩一、*山鹿功雄、*江
口　剛、*平沢照彦

東京農工大学、*第一電通

31 多結晶Siインゴットの一方向成長 ○江口剛志、平沢照彦、山鹿功雄、*上
迫浩一、*齋藤　忠

第一電通株式会社、*東京農工大学

ポスター



33 ホットワイヤー法により発生させた原子状水
素によるSiへのテクスチャー形成

佐藤剛彦1、大坪道夫2、松野繁1、小長
井誠2

1三菱電機先端技術総合研究所、2東京工業大学大学
院理工学研究科

8 Si太陽電池への応用を目指した新しいパッシ
ベーション膜a-SiCNの製膜と評価

Oリィマニー・アモーンラット、大坪道
夫、佐藤剛彦*、宮島晋介、綿引達郎、
サンドゥー・アダルシュ**、山田明
**、小長井誠

東京工業大学大学院　理工学研究科、*三菱電機
先端技術総合研究所、
**東京工業大学　量子ナノエレクトロニクス研究
センター40 シリコン基板におけるSiNx:H膜のパッシベー

ション効果
有福直樹、M. Dhamrin、神紘生、須田
正則、齊藤忠、上迫浩一

東京農工大学

43 エレクトロルミネッセンスによる120μm厚単
結晶シリコン太陽電池の裏面パッシベーショ
ン評価

高橋優、梶泰枝、大鐘章義、浦岡行
治、冬木隆

奈良先端科学技術大学院大学　物質創成科学研究
科

Si薄膜系

5 産業化戦略チームのミッションと展望 増田　淳 産業技術総合研究所太陽光発電研究センター

微結晶シリコン高速製膜条件におけるガス温
度計測

布村正太１）、赤塚洋２）、近藤道雄
１、２）

１）産総研、２）東工大

4 常圧熱CVDで作製したTiO2コートTCO（SnO2:F）
薄膜の耐水素ラジカル性能

神戸美花12、黒川康良1、宮島 晋介1、佐
藤一夫2、種田直樹2、小長井誠2

1東工大理工、2旭硝子（株）

29 マイクロ波表面波プラズマCVDによる太陽電池
用カーボン薄膜の作成

古市憲親, 品川崇, 齊木修, 内田秀雄,
野田三喜男, 梅野正義

中部大学工学部電子情報工学科

30 DCプラズマCVDによる太陽電池用DLC薄膜の作
製とその特性

品川崇、鈴木卓也、河原弥七、齊木
修、内田秀雄、野田三喜男、梅野正義

中部大学工学部電子情報工学科

50 μc-Si:H薄膜太陽電池のConductive-AFMを用
いたナノスケールI-V特性評価

沈　振華1,江口元崇1,小川俊輔１,後藤民
浩2,佐藤一夫3,伊藤貴司1,吉田憲充1,
野々村修一1 岐阜大学工学研究科1,群馬大学2,旭硝子(株)3

51 薄膜 Si 太陽電池における TiO2 薄膜の反射
抑制効果と水素ラジカル耐性

和田章宏、夏原大宗、吉田憲充、伊藤貴
司、野々村修一

岐阜大学　工学研究科

52 n 型微結晶 3C-SiC:H 薄膜の太陽電池への応
用

岡部真明、小川俊輔、夏原大宗、二村
彰、吉田憲充、野々村修一

岐阜大学　工学研究科

53 微結晶 3C-SiC:H 薄膜の共振型光熱ベンディ
ング分光法による光吸収スペクトル評価

本田孝 、國井稔枝 、吉田憲充 、野々
村修一

岐阜大学　工学研究科



56 炭素源にモノメチルシランを用いた太陽電池
窓層用SiCx合金薄膜の作製

高井雄大、川崎隆裕、磯谷睦、小川俊
輔、伊藤貴司、野々村修一

岐阜大学工学部電気電子工学科

47 Cat-CVD a-Si膜の瞬間熱処理で作られるナン
膜の特性と太陽電池適用性の検討ナノ・グレ
イン・ポリ・シリコ

福田誠、杉田健、松村英樹 北陸先端大学院大学

CIS

11 CIS太陽電池用バッファー層材料(Zn,Mg)Oの第
一原理計算による評価

○前田毅、和田隆博 龍谷大学　理工学部

16 スプレー法による透明導電膜の作成 吉野賢二 宮崎大学工学部電気電子工学科

26 汎用原料を用いたCZTS系薄膜太陽電池 片桐裕則 長岡高専　電気電子システム工学科

39 ZnMgO透明導電膜を用いたワイドギャップCIGS
太陽電池

○松原浩司，山田昭政，石塚尚吾，櫻
井啓一郎，反保衆志，中村聡史*，米村
実*，中西久幸*，仁木栄

産総研，*東京理科大

48 イオン化セルを用いたSLG/Mo上CuInGaSe2薄膜
の高品質化

宮崎尚、*山田明、小長井誠 東工大理工、*東工大量エレ

38 三段階成長法によるNa制御なしCu(In,Ga)S2薄
膜の特性

海川龍冶1)、大山鑑拡1)、和田隆博2 1)龍谷大学理工学部電子情報学科、2)龍谷大学理
工学部物質化学科

超高系

35 原子状水素援用RF-MBE法によるIII-V-N系化合
物太陽電池材料の高品質化

清水由紀子、小林直人、宮下直也、岡
田至崇

筑波大学

25 集光モジュールの信頼性 荒木健次、魚住久文、矢野泰三 大同特殊鋼（株）


