
Si関連

S-1
入川 淳平1、宮島 晋介1、山田
明1,2、小長井 誠1,2

1東工大,
2PVREC

負の固定電荷を有するa-Al1-xOx:Hパッシベーション
膜を用いたSi太陽電池の開発

S-2 新船　幸二 兵庫県立大
ガリウムドープによる多結晶シリコンインゴットの抵
抗率変化の制御

S-3
沓掛健太朗、兒玉仁史、東海
林雅俊、宇佐美徳隆、藤原航
三、中嶋一雄

東北大
シリコンバルク多結晶の組織制御に向けた融液成
長の基礎研究

S-4

○古市和也、鈴木秀紀、前田修
平、マルワン・ダムリン、須田正
則、上迫浩一

東京農工大
RPECVD法によるSiNx:H反射防止膜のパッシベー
ション効果

S-5
斉藤　貴志,  平田　憲司,　大鐘
章義,　 Athapol Kitiyanan,　冬
木　隆

NAIST
シリコン太陽電池作製における紫外レーザー多段階
照射による不純物ドーピング

S-6
杉村　恵美,  Athapol Kitiyanan,
平田　憲司,　斉藤　貴志,  大鐘
章義,　谷　あゆみ,　冬木　隆

NAIST エレクトロルミネッセンス法による深さ方向解析

S-7
壹岐俊洋1、田村仁1、福山敦彦
1、碇哲雄1、境健太郎2

1宮崎大・工、2
宮崎大・産連セ
ンター

PPTおよびSPV法による半導体p-n接合界面におけ
るキャリア再結合過程の研究

S-8 岩本直久
ジャパンファイ
ンスチール（株）

ダイヤモンドワイヤによるSi インゴットスライスに関
する研究

Si薄膜太陽電池

T-1

勝間　勝彦1、野辺丈司2、西尾
玲3、萩原明彦4、徳丸照高5、山
本千津子6、柄澤稔6、武山洋子6

※、増田淳6、近藤道雄6

1日本合成化学
工業、2きもと、3

帝人デュポン
フィルム、4東芝
機械、5三菱ガス
化学、6AIST

光硬化樹脂テクスチャを用いたサブストレート型フレ
キシブル薄膜シリコン太陽電池

T-2
大平 圭介、西川 拓也、柴 和
宏、竹本 寛之、松村 英樹

JAIST
100 µsのキャリア寿命を有するフラッシュランプア
ニールにより形成されるガラス基板上多結晶シリコ
ン薄膜

T-3
笠嶋俊介1, Ihsanul Afdi Yunaz1,
小長井誠1,2

1東工大,
2PVREC

アモルファスシリコン太陽電池特性の照射強度依存
性の評価

T-4
T. Krajangsang1, I. A. Yunaz1, A.
Yamada1,2 and M. Konagai1,2

1東工大,
2PVREC

Numerical Study of Hetero-Junction
Microcrystalline Silicon Solar Cells

色素増感・有機薄膜太陽電池

D-1
小石祐太朗、野口恭兵、永井
卓磨、山口岳志、荒川裕則

東京理科大
高性能な色素増感太陽電池サブモジュールの作製
とその耐久性

D-2
宇佐川準、宇崎健史郎、Shyam
Pandey, 早瀬修二

九州工大 タンデム、ハイブリッド色素増感太陽電池

D-3 高島淳矢
日本特殊陶業
（株）

銅ポリイミド積層基板を用いた背面集電型色素増感
太陽電池の開発

D-4 佐川 尚、吉川 暹 京都大学
種々の条件で成膜したバルクへテロ接合有機薄膜
太陽電池の特性評価



D-5
Golap Kalita ,Kouichi Wakita
and Masayoshi Umeno

中部大
Incorporation of Carbon Nanotubes in Organic Solar
Cells

D-6 瀬川浩司 東京大学
光をあてると電気がたまる「エネルギー貯蔵型色素
増感太陽電池」

D-7
平下康貴1、福山敦彦1、碇哲雄
1、境健太郎2、岩本朋久、古川
昌司3

1宮崎大・工、2
宮崎大・産連セ
ンター、3九州
工大

P25/PC101混合割合によるチタニア薄膜のフォトル
ミネッセンスおよび光熱変換スペクトル変化

化合物薄膜太陽電池

C-1
岡本 保、吉野 薫、神田 陽平、
池田 成亨、橘 哲也

木更津高専
CdTe多結晶薄膜太陽電池のCSS製膜過程における
CdCl2添加効果

C-2
知野広太郎，髙山穂高，小池
惇平，久保祐貴，荒木秀明

長岡高専
金属プリカーサの硫化によるCZTS系薄膜太陽電池
の作製

C-3
久保祐貴，小池惇平，髙山穂
高，知野広太郎，荒木秀明

長岡高専
めっき・硫化法を用いたCZTS系薄膜太陽電池の作
製

C-4 神保和夫、片桐裕則 長岡高専 50㎜角CZTS太陽電池の面内分布

C-5
酒井紀行、神保和夫、片桐裕
則

長岡高専
CZTS薄膜のモフォロジー改善を目的とした硫化条
件の検討

C-6
風間信均、神保和夫、片桐裕
則

長岡高専 CZTS太陽電池における硫化時間の影響

C-7
中村竜太、神保和夫、片桐裕
則

長岡高専 CZTS太陽電池におけるMo下部電極の検討

C-8 山崎　誠 長岡高専 溶融法によるCu(Ga,In)S2結晶の成長と評価

C-9
峯元高志、長田晋太郎、高倉
秀行

立命館大
犠牲層を用いない引き剥がし法によるフレキシブル
Cu(In,Ga)Se2太陽電池

C-10
脇坂暢一、峯元高志、高倉秀
行

立命館大
EBSPによるCu(In,Ga)Se2薄膜表面の粒界性格分布
測定

C-11
長田晋太郎、姉川高也、峯元
高志、高倉秀行

立命館大
Lift-off法を用いた他基板上へのCu(In,Ga)Se2太陽
電池の移乗

C-12
前田和也1)、田中久仁彦1)、打木
久雄1)、山口利幸2)

1長岡技科大、2
和歌山工専

Cu/Sn/Znプリカーサから作製したCu2ZnSnS4薄膜の
Cu及びS供給量の検討

C-13
福井雄貴、田中久仁彦、打木
久雄

長岡技科大
非真空プロセスで作製したCu2ZnSnS4光吸収層の組
成比依存性

C-14
山口利幸，浅井康孝，奥　尚
之，前田和也，新山茂利，今西
敏人，田中　徹

和歌山工専
三元化合物からの連続成膜法による高いGa/III比を
持つCu(In,Ga)Se2薄膜太陽電池の作製(II)

C-15

上川 由紀子, ○古江 重紀, 崔
誠佑, 石塚 尚吾, 小牧 弘典, 山
田 昭政, 柴田 肇, 松原 浩司,
仁木 栄

AIST CIGS太陽電池における光吸収層の薄膜化

C-16
赤木洋二1、河野悠1、中村重之
2、野元恵太3、吉武剛3、吉野賢
二4

都城高専1、津
山高専2、九州
大総理工3、宮
崎大工4

真空蒸着法により作製した太陽電池用 CuInS2薄膜
のCu/In比依存性

C-17
島田聡郎、橋本佳男、伊東謙
太郎

信州大学 Cu2ZnSnS4薄膜太陽電池　-特性と硫化条件-

C-18 岡田竜弥 トッキ（株）
カルーセルスパッタ・硫化法を用いたCZTS光吸収層
の作製



C-19
田母神崇1)，坪井望2-3) ，大石耕
一郎4)，金子双男1-3)，小林敏志2)

1)新潟大院自
然科学研究科，
2)新潟大工，3)
新潟大超域研
究機構，4)長岡
高専

多元蒸着法によるGaP及びGaAs基板上へのCuInS2
エピタキシャル薄膜の作製と評価

III-V系太陽電池

G-1
稲垣充1、鈴木秀俊1、大下祥雄
1、小島信明1、牟田口和真2、福
山敦彦2、山口真史1

1豊田工大、2宮
崎大

GaAsNの伝導帯近傍の電子構造に関する研究

G-2 太田靖之*、西岡賢祐 宮崎大
光線追跡と回路シミュレーターによる集光型太陽電
池の動作解析

G-3
太田靖之*、内田全紀、西岡賢
祐

宮崎大
回路シミュレーターを用いたInGaP/InGaAs/Ge三接
合型太陽電池の温度特性解析

G-4
J.H. Hwang*, H. Suzuki, N.
Kojima, Y. Ohshita and M.
Yamaguchi

豊田工大
The effect of surface steps during crystal growth on
minority carrier life time of (In)GaAsN based solar
cells

G-5

B. Boussairi, H. Suzuki, J.H.
Lee, M. Inagaki, J.H. Hwang, N.
Kojima, Y. Ohshita, and M.
Yamaguchi

豊田工大
Recombination center in p-type GaAsN grown by
Chemical beam Epitaxy

G-6
鈴木秀俊、橋口大樹、小島信
晃、大下祥雄、山口真史

豊田工大 GaAsNにおけるN起因の正孔散乱に関する研究

G-7
本多貴彦、鈴木秀俊、橋口大
樹、小島信晃、大下祥雄、山口
真史

豊田工大
微傾斜基板を用いた結晶成長によるGaAsNの電気
的特性の改善

G-8
崔炳久、佐々木拓生、鈴木秀
俊、神谷格、大下祥雄、山口真
史

豊田工大 InGaAs/GaAsにおける歪緩和過程のIn組成依存性

G-9 田中 友博 豊田工大
重水素置換原料を用いたGaAsN中N-H複合欠陥の
構造評価

G-10
Jong-Han Lee, Hidetoshi
Suzuki, Yoshio Ohshita and
Masafumi Yamaguchi

豊田工大
Effects of H-related structures on the electrical
properties of H-implanted GaAsN

新材料，透明導電膜

N-1
佐橋達郎、松岡大輔、伊藤貴
司、野々村修一

岐阜大学工学
部

RFスパッタ法によるInXGa1-XN薄膜の作製

N-2
松木伸行、色川芳宏、中野由
崇、角谷正友

NIMS
透明導電性高分子とIII族窒化物半導体によるヘテ
ロ接合太陽電池

N-3 末藤 豪、西岡 賢祐* 宮崎大
銀シングルナノ微粒子の触媒作用を利用して形成し
た反射防止構造の形状制御

N-4
大島 穣1、モハマド ハニフ1、片
桐 裕則2、神保 和夫2、黒木 雄
一郎1、高田 雅介1、安井 寛治1

長岡技科大1、
長岡高専2

加熱タングステンメッシュを用いたZnO透明導電膜
の水素アニール効果

N-5
A. Hongsingthong1, I. A. Yunaz1,
S. Miyajima1, A. Yamada1,2, M.
Konagai1,2

1東工大,
2PVREC

ZnO thin films grown by MOCVD techniques using
DEZn and H2O/D2O mixtures



N-6
名取雅人、小島信晃、山口真
史

豊田工大
MgドープC60エピタキシャル膜の導電率におけるMg
濃度依存

N-7
宮本達弥1、壹岐俊洋1、福山
敦彦1、碇哲雄1、境健太郎2、
中澤日出樹3

1宮崎大・工、2
宮崎大・産連セ
ンター、3弘前
大

sp3/sp3比によるダイヤモンド様炭素薄膜の光学的
特性変化

N-8
*Hare Ram Aryal, Hideo Uchida,
Hideo Sugai and Masayoshi
Umeno

中部大
Carrier Mobility and Photoconductivity of Carbon
Films: towards Carbon Thin Films’ Solar Cell

N-9
X. Han, H. Suzuki, N. Kojima, Y.
Ohshita, M. Yamaguchi

豊田工大
Possible applications of quantum dots-in-a-well
structure in solar cells: more freedom in band
engineering

システム、モジュール関連

M-1
大関　崇1、大谷　謙仁1，高島
工1，菱川　善博1、輿水　源太郎
2，内田　恵久2，荻本　和彦3

1AIST, 2電源開
発(株）、3東京
大学

広域エリアにおける太陽光発電システムの変動特
性ならし効果に関する研究

M-2
鍔本紳介、大日方貴則、王道
洪

岐阜大
太陽光発電に基づくインテリジェント独立電源システ
ムの提案と検討

M-3 若尾 真治 早稲田大学
自己組織化マップを用いた蓄電池併設型太陽光発
電システムの設計情報抽出

M-4
中田恭仁、高橋宏明、勝又直
康、峯元高志、高倉秀行

立命館大 基礎的環境因子によるSi系太陽電池性能の解析

M-5
勝又直康、中田恭仁、峯元高
志、高倉秀行

立命館大
公表されている気象データからの屋外太陽電池性
能予測

M-6
山崎耕平、高橋宏明、勝又直
康、峯元高志、高倉秀行

立命館大
SCAPSを用いたSi系太陽電池の屋外性能シミュ
レーション

M-7
荒木建次、矢野泰三、黒田義
人、熊谷伊三夫、永井宏和、羽
生田智紀

大同特殊鋼
（株）

30kW集光型太陽電池システム初期評価結

M-8 津野裕紀、菱川善博 AIST
4条件の屋内I-V特性測定値を用いた屋外出力の推
測と性能評価

M-9 前島　聡 英弘精機（株） 太陽電池屋外測定法

M-10 前島　聡 英弘精機（株） 色素増感太陽電池の最適膜厚等測定方法

M-11
植田　譲1、工藤　満2，小西　博
雄2

1東工大、2NTT
ファシリティーズ

北杜メガソーラプロジェクトにおける各種太陽電池の
発電特性評価

M-12
山口利幸，福林祐司，和田英
樹，山本文雄，植田健司

和歌山工専
EEパークに設置された10kW太陽光発電システム10
基の発電特性

M-13 須藤　学
東レ・ダウコー
ニング（株）

シリコーンによる太陽電池セル封止技術


