
国立研究開発法人 産業技術総合研究所

2019.12.13編

開催日時：2019年12月17日（火）10時00分～17時45分　　18日（水）9時40分～16時40分 会場：つくば国際会議場 大ホール

（※）プログラムは予告なく変更することがありますので、ご了承願います。 ポスターセッション・・・2日目13:40～15:40

講演時間 12月17日 講演タイトル 著者（○は講演者） 所属（特記無しの所属は産総研）

開会の辞 増田 淳

主催者挨拶 小林 哲彦

来賓挨拶 佐藤 嘉晃 様 新エネルギー・産業技術総合開発機構  理事

S1 10:15 ～ 10:35 特別講演 再生可能エネルギーの主力電源化に向けた課題と展望 清水 淳太郎 様
経済産業省 資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部　新エネルギー課長

S2 10:35 ～ 11:05 研究センター長講演 産総研における太陽光発電研究の概要 松原 浩司

T1 11:05 ～ 11:45 一般講演 ペロブスカイト太陽電池の研究開発動向 〇近松 真之

T2 11:45 ～ 12:05 高性能太陽電池のためのペロブスカイト結晶後処理法の開発 〇古郷 敦史，宮寺 哲彦，近松 真之

12:05 ～ 13:20 昼食

T3 13:20 ～ 14:00 一般講演 結晶シリコン太陽電池のパッシベーティングコンタクト技術 〇松井 卓矢，海汐 寛史，Martin Bivour*1，Martin Hermle*1，齋 均 *1 Fraunhofer-ISE

T4 14:00 ～ 14:20 シリコンヘテロ接合太陽電池の界面欠陥の評価 〇布村 正太，坂田功，佐藤愛子，Mickaël Lozac'h，松原浩司

T5 14:20 ～ 14:40 両面受光-裏面電極型結晶シリコン太陽電池の作製と評価 〇立花 福久，棚橋 克人，望月 敏光，白澤 勝彦，高遠 秀尚

T6 14:40 ～ 15:00 分光法による太陽電池モジュールの劣化評価 原 浩二郎，〇千葉 恭男

T7 15:00 ～ 15:20 太陽エネルギーを用いた光電極による海水中の水分解反応の選択性制御 〇奥中 さゆり，三石 雄悟，佐山 和弘

15:20 ～ 15:40 コーヒーブレイク

T8 15:40 ～ 16:20 一般講演 スマートスタック技術を用いた多接合太陽電池の研究と今後の展望
〇牧田 紀久夫，水野 英範，太野垣 健，大島 隆治，庄司 靖，相原 健人，
　齋 均，高遠 秀尚，菅谷 武芳

T9 16:20 ～ 16:40 超高速HVPE成長によるInGaP/GaAs 2接合セルの開発 〇大島 隆治，庄司 靖，牧田 紀久夫，生方 映徳*1，菅谷 武芳 *1 大陽日酸

T10 16:40 ～ 17:00 高効率低コスト太陽電池に向けたHVPE法によるAl含有化合物半導体の結晶成長 〇庄司 靖，大島 隆治，相原 健人，牧田 紀久夫，生方 映徳*1，菅谷 武芳 *1 大陽日酸

S3 17:00 ～ 17:45 招待講演 真の発展を迎える太陽光発電システム 一木 修 様 資源総合システム　代表取締役社長

18:00 ～ 20:00 意見交換会 （会場　１階　多目的ホール）

講演時間 12月18日 講演タイトル 著者（○は講演者） 所属（特記無しの所属は産総研）

T11 9:40 ～ 10:20 一般講演 絶縁抵抗監視をはじめとする太陽光発電設備の安全性向上に関する産総研の取り組み 〇髙島 工，池田 一昭，大関 崇，加藤 和彦

T12 10:20 ～ 10:40 分散電源システム統合化技術の研究開発プラットフォームSoRa(Solar Resource Application platform)の構築 〇大谷 謙仁，橋本 潤，青砥 由貴

10:40 ～ 10:50 休憩

T13 10:50 ～ 11:10 一般講演 高移動度透明導電膜 〇鯉田 崇

T14 11:10 ～ 11:30 CIGS太陽電池のアルカリ不純物効果と制御技術 〇石塚 尚吾，西永 慈郎，上川 由紀子，金 信浩，田口 昇

T15 11:30 ～ 11:50 III-V族半導体基板上Epitaxial CIGS太陽電池の開発 〇西永 慈郎，石塚 尚吾，菅谷 武芳

T16 11:50 ～ 12:10 新型太陽電池セル・モジュールの性能評価技術 〇吉田 正裕，志村 陽哉，上田 孝，山越 憲吾，杉本 和則，佐々木 あゆ美，菱川 善博

T17 12:10 ～ 12:30 ＩＶ 特性の温度・照度依存性に直列抵抗が及ぼす影響 〇菱川 善博，吉田 正裕

12:30 ～ 13:40 昼食

13:40 ～ 15:40 ポスターセッション （会場　ホワイエ　・・・　会期中掲示）

S4 15:40 ～ 16:40 チュートリアル講演 太陽電池セル・モジュールの劣化機構と信頼性向上技術 増田 淳

クロージング 閉会の辞 古谷 博秀

司会 ： 松井 卓矢

オープニング

司会 ： 吉田 郵司

司会 ： 菅谷 武芳

司会 ： 吉田 正裕

司会 ： 石塚 尚吾

司会 ： 近松 真之

司会 ： 松原 浩司

『AIST太陽光発電研究成果報告会2019』　プログラム
主催　太陽光発電研究センター・再生可能エネルギー研究センター

共催　産業技術連携推進会議 環境・エネルギー部会

エネルギー・環境シンポジウムシリーズ

10:00 ～ 10:15
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