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工業倶楽部関東支部
本会は会員相互の親睦・交流を図るとともに情報交換、技術交流を推進し母校の隆盛と工業の発展
に寄与することを目的とします。

ニュースレター NO．13
2008年6月8日、岐阜大学工業倶楽部関東支部は設立されました。
その後の関東支部の活動についてお伝えします。

◆

第8回総会・講演会・懇親会
2015年6月6日（土）
五反田「ゆうぽと」（６階

案内

13時より

花梨の間)、(７階 福寿の間）にて開催

品川区西五反田８－４－１３
詳細は4ページをご覧下さい。是非参加をお願い致します。
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1. ご挨拶
春もたけなわ、大変過ごしやすい季節になりました。
関東支部会員の皆様にはそれぞれの御立場でご活躍のことと思います。
日頃は、会員各位、岐阜大学ならびに岐阜大学工業倶楽部の関東支部に対するご支援・ご
協力を賜り衷心より感謝致しております。
さて、関東支部では来る６月６日（土）１３時より第８回定期総会を昨年と同じ五反田
「ゆうぽうと」で開催致します。
今回の総会では２０１４年の活動報告・決算報告、２０１５年の活動計画・予算をご審議・
ご承認頂きます。
また、総会後の講演会には、岐阜大学の現状と将来について会員の皆様によく知って頂く
ために、大変お忙しいなか昨年４月ご就任の岐阜大学長・森脇久隆様にご講演頂きます。
是非多数の皆様のご参加をお願い致します。
今年は工業倶楽部設立７０周年の節目の年で、工業倶楽部本部では今秋カミング・ホー
ム・ディと位置づけ各種行事が計画されております。関東支部では、これらの行事に積極的
に参画し、さらには関東支部独自の協賛記念行事を検討したいと考えております。
今後とも皆様のご支援ご協力をよろしくお願い致します。
２０１５年４月吉日
岐阜大学工業倶楽部 関東支部長 堀尾 義矩
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2. 岐阜大学工業倶楽部

関東支部

第８回

総会・講演会・懇親会のご案内

日時： ２０１５年６月６日（土曜日） １３時～１７時（受付 １２時３０分より）
場所： 五反田「ゆうぽうと」 （６階 花梨の間）、
（７階
品川区西五反田８－４－１３
交通案内：

福寿の間）

電話 ０３－３４９０－５１１１

・東急池上線「大崎広小路駅」 徒歩約１分
・ＪＲ・都営地下鉄「五反田駅」 西口徒歩約５分
・ＪＲ「大崎駅」 西口徒歩約７分

次

第

第１部 第８回（２０１５年）関東支部総会（６階 花梨の間）１３時００分～１３時３０分
報告事項 １．２０１４年度 活動報告
２．２０１４年度 決算報告、会計監査報告
決議事項 １．２０１５年度 活動計画（案）
２．２０１５年度 予算（案）
その他
第２部 講演会（６階 花梨の間）

１３時４０分～１４時４０分

講師 国立大学法人岐阜大学 学長 森脇 久隆 様
演題 「岐阜大学の現状と展望」
第３部 懇親会（７階 福寿の間）

１５時００分～１７時００分

立食パーティ方式で行います。
ご来賓、ご講演者、同級生・先輩・後輩、学科等、分け隔てなく懇談し、交流を図ります。

多数のご参加をお待ちしています

☆参加費、年会費について
◆総会・講演会・懇親会参加の方:８，０００円（２０１５年度年会費２，０００円を含みます）
◆既加入および新規加入で総会・講演会・懇親会不参加の方：２０１５年度年会費２，０００円
☆参加申し込み：期日までに同封の返信はがきに記入の上、送付と参加費・年会費の振込
（ゆうちょ銀行の場合は同封の振込用紙にて）をお願い致します。
ご不明の点があれば、下記の問い合わせ・連絡先まで問い合わせをお願い致します。
☆お問い合わせ・ご連絡先
岐阜大学工業倶楽部 関東支部 事務局長 木村 信幸
TEL/FAX：045-892-0197

email：gtk-jimu@gifu-t-kanto.com
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3. 母校便り

(化学・生命工学科学科長

木内

一壽

教授)

「化学・生命工学科」の現状と将来
平成 25 年 4 月、工学部は従来の 9 学科から 4 学科 8 コースに改組されました。その中で化
学系の応用化学科、生命工学科、機能材料工学科の 3 学科は統合され、新たに「化学・生命工
学科」となり、学科内に物質化学コースと生命化学コースが設置されました。今回の工学部改
組では、私は副教務委員長としてカリキュラム編成を担当し、入学してからコースに分かれる
までの 1 年半の工学基礎科目について議論を重ねました。また、本年度は学科長として化学・
生命工学科の学科紹介パンフレットの作成に携わり、大学説明会で高校生にアピールできるも
のが出来たものと思っています（図 1）
。

図 1 化学・生命工学科の学科紹介パンフレット、表紙（左）とコース紹介（右）
学科紹介では、
「化学」を視点とした「ものづくり」と「生命現象の解明」について説明し
ています。パンフレットの序文は次の通りです。
化学・生命工学科には、化学の知識を基盤として様々な工業製品や医薬品を生み出し、社会
生活を豊かにする目的があります。本学科では、新素材や機能性物質、医薬品など、人々の生
活に係わり、環境に優しい「ものづくり」のために必要な知識を学びます。化学・生命工学科
の科学・技術分野は多岐に渡りますので、
「物質化学コース」と「生命化学コース」にて、
「化
学」の幅広い分野に対応した教育・研究を行っています。
本母校便りでは、化学・生命工学科のホットニュースとして、学部改組に続く「大学院改組」
と学生の留学を推奨するための海外協定大学との間の「国際ジョイントミーティング」につい
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て紹介すると共に、各研究室の現状と将来として、物質化学コースと生命化学コースそれぞれ
の状況について報告します。なお、国際ジョイントミーティングに関しては Lee Wah LIM 准
教授に、物質化学コースの現状と将来に関しては松居正樹コース長に原稿を依頼しました。

3.1. 化学・生命工学科のホットニュース
3.1.1.

大学院改組
現在、平成 29 年度の大学院修士課程の改組に向けてワーキンググループが組織され、活発

な議論が行われています。学長の意向により、この改組は工学研究科のみでなく、応用生物科
学研究科と医学研究科再生医科学専攻を含む大学全体での大学院改組として進行しています。
「環境科学」
、
「生命科学」
、
「ものづくり」の 3 つをキーワードとして、岐阜大学に自然科学系
の総合研究科を設置する予定です。化学・生命工学科の学部生は、物質化学コースでは「もの
づくり」に関する専攻、生命化学コースでは「生命科学」に関する専攻に進むことになる予定
です。新研究科の各専攻名とその下の領域名、学生定員、入試制度などの大枠が 3 月中旬まで
に決まると思います。これまでの工学研究科では、学部・博士前期課程の 6 年一貫教育を掲げ
ていますが、新研究科では、一貫性を保ちつつ、異分野の融合による教育・研究を通じ、幅広
い視野を持つ技術者や研究者として、社会に貢献できる人材を育てたいと考えています。
ここでは、大学院改組について詳細に触れることは出来ませんが、順次、大学 HP に掲載さ
れていくと思いますので、注目していてください。
3.1.2.

国際ジョイントミーティング（Lee Wah LIM 准教授）
今春、工学研究科博士前期課程に、日本人学生と留学生が混在し、英語により講義が行われ

るグローバル環境・エネルギーコース
（GU-GLEE; Gifu University Global Environment & Energy
Course）が開講されます。工学部は教育・研究活動の活性化のため世界各国の大学と協定を結
んでいますが、この GU-GLEE の PR を兼ね、海外協定大学の学長、学部長、リエゾン担当教
員（13 カ国 23 大学 46 名）を招待し、2014 年 12 月 17、18 日の二日間、第 1 回国際ジョイ
ントミーティングを開催しました。アジア、欧米、アフリカなどから招待した 46 名を含め約
90 人が参加し、国際交流に関する教育システム、留学制度などの取り組みについて意見交換
を行いました。会議
では各大学同士のネ
ットワークが形成さ
れ、国際感覚に優れ
た学生の育成を目指
すことになりました。
右は一日目の会場と
なった岐阜都ホテル
での記念写真です。
（www.eng.gifu-u.ac.jp/topics/2015/01/internationaljointmeeting-report2014121718）
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3.2. 各研究室の現状と将来
3.2.1.

物質化学コース（松居正樹コース長）

私は昭和 45 年（1970 年）に工業化学科に入学、49 年大学院入学、51 年から助手に採用され、
今日に至っています。大学に入学してからずっと岐阜大学に居ます。笠松時代は知りませんが、
長良、各務原を経て、今の黒野時代を経験してきました。そして、定年の 65 歳まであと 2 年に
なりました。
私の入学時は工業化学科と合成化学科の 2 学科でした。思えば、モルタル塗り、プレハブの
校舎で十分な設備もないまま時間が流れていったように思います。工学部が黒野に移転したのは
1981 年（昭和 56 年）で、化学系の 2 つの学科は応用精密化学科となりました。長い廊下と入
口のガラス戸には驚きました。移転当時は、そのガラス戸にぶつかる事故もあったくらいです。
1997 年（平成 9 年）に生命工学科が設立されました。応用精密化学科から一部の研究室が生命
工学科に移りました。1999 年（平成 11 年）に岐阜大学工学部の目玉をつくるために、博士後期
課程の環境エネルギーシステム専攻（環エネ）が設立され、化学系からも 2 つの研究室が参画
しました。2002 年（平成 14 年）に応用精密化学科は、機能材料工学科と応用化学科に分かれ
ましたが、2012 年から大部分の研究室は、化学・生命工学科の物質化学コース（物質）となり
ました。最近ではネットで就職先を探すことが多いですが、このような経緯もあり、生命化学コ
ースと物質化学コースの就職関係の募集の企業向け窓口は今でも一つです。私が入学した頃の研
究室は、時間の流れと共に、後継ぎのないところや学科外に転出したところもあります。一方、
新しい研究室もできました。私の記憶を基に、大体の流れを表１に示します。また、現在の当該
研究室の研究のキーワードも示しました。継続している研究室のキーワードは、私の学生の頃と
大きな変更はありませんが、中身は随分と違っていると思います。研究内容や最近の動向につい
ては、HP（ http://www.eng.gifu-u.ac.jp/kagaku-seimei/ ）を参照して下さい。
現教員には、昔では考えられないような仕事が課せられています。当たり前と言われるかも知
れませんが、プロ野球と同じように、その年の評価結果が給料に反映される年棒制が導入されよ
うとしている今日この頃です。
表１ 工業化学、合成化学 (昭和 49 年頃) から化学・生命工学科 (平成 27 年) までの大体の推移
昭和 49 年頃

推

移

研究キーワード

工１（日比野研） 日比野 → 塗師 → 橋場（機能）→ 桜田（物質）+

セラミック加工

工２（立木研）

立木 → 上野 → 箕浦（環エネ）→ 杉浦（環エネ）+

電気化学

工３（高瀬研）

高瀬 → 村松 → 柴田（機能）→ 松居（物質）+

色素化学

工４（水田研）

水田 → 加藤（応化）→ 村井（生命）+

有機合成

工５（倉石研）

倉石 → 西村（応化）→ 上宮（物質）+

分離膜

合１（青木研）

守富（環エネ）+

CFRP リサイクル

神原（環エネ）+

環境浄化

青木 → 矢野（応化）→ 沓水（物質）+

ソフトマテリアル

平松（生命）+
合２（杉山研）

高橋 → 大矢（物質）+

ゾル・ゲル

元島（応化）/
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合３（佐藤研）

佐藤 → 小川（生命）→ 矢留（生命）→北出（生命）+
＊

創薬

合４（平林研）

平林 → 石原 → 稲垣（応化）→ 石田 （物質）+

計算化学

共通講座

水田 → 三輪 → 竹内（生命）+

分析化学

＊

繊維

大沢 → 三輪（機能）→ 武野 （物質）+

高分子加工

黒崎 → 岡村（機械工学科へ）/
牧島 → 小森（地域科学部へ）/
中尾 → 坂元 → 枦村（応化）/
新しい研究室

短大

川村（応化）→ 海老原（物質）+

無機化学

杉（機能）→ 纐纈（物質）+

天然物化学

嶋（物質）+

磁性材料

伊藤 /

印：准教授、 推移列末尾の＋印：継続している研究室、/ 印：後継者なし or 学科外に転出

＊

3.2.2.

生命化学コース（木内一壽コース長(兼任)）

私は 1999 年 12 月に新設されて間もない生命工学科生命情報工学講座の教授として赴任しま
した。当時は、生命工学に関連する学科は東京工業大学と岐阜大学のみで、全国から学生が集
まって来ました。初めて学科長に任命されたとき、学生の出身都道府県を調べたところ、約 1/3
が東海三県以外の出身でした。現在では、多くの大学に生命工学科あるいはこれに準ずる学科
が設置されたため、愛知県と岐阜県出身の学生が大半を占めています。将来に向けては、他大
学との違いを明確にして、高校生にアピールすると共に、特色ある教育・研究を進めて行かな
ければとコース全員で考えています。学部改組から 2 年経ちましたが、女子学生の占める割合
は旧生命工学科時代

表2

生命化学コースの常勤教員の構成

から引き続いて平均

氏

40% を 超 え て い ま

竹内 豊英

す。一方、生命化学

名

Lee Wah

LIM*

香織*

役職

学位

氏

名

役職

学位

教授

工博

吉田

豊和

教授

農博

准教授

工博

満倉

浩一

准教授

工博

教授

薬博

横川

隆志

教授

理博

准教授

工博

大野

敏

助教

工博

コースを構成する教

安藤

員に関しては、表 2

岡

に示す通り、女性教

村井 利昭

教授

工博

木内

一壽

教授

医博

芝原 文利

准教授

工博

森田

洋子*

教授

理博

藤澤 哲郎

教授

工博

大橋

憲太郎

准教授

薬博

亀山 啓一

准教授

理博

吉田

敏

教授

工博

石黒 亮

助教

理博

上田

浩

准教授

薬博

宮地 秀和

准教授

工博

的に見ても工学部で

北出 幸夫

教授

薬博

は多い方だと思いま

池田 将

准教授

工博

す。女子学生に対し

喜多村

助教

薬博

古田

享史

准教授

工博

ては、教育研究指導

柴田 綾*

助教

工博

古山

浩子*

助教

理博

だけでなく大学生活

*女性教員、**兼担

員は兼担（主に学部
の授業および卒論指
導）を含める と
19.2% に達し、全国

夏央

徳昭

連合創薬医療情報研究科**
赤尾

幸博

教授

医博

医学研究科再生医科学専攻**

全般についても相談に乗っています。
生命化学コースを構成する常勤教員のもう一つの特徴は、取得した学位が自然科学の殆どの
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分野（工学、理学、薬学、医学、農学）を網羅していることです。学生は 3 年次では化学に関
連する幅広い領域の専門科目を勉強することになり少し大変かもしれません。それ故、研究分
野も多岐にわたり、卒論や修論のテーマは多彩なものになっています。各研究室のキャッチフ
レーズを表 3 にまとめてみました。専門でない方には馴染みがなく分かり難いかもしれません
が、それぞれの領域で興味深いテーマに取り組み、学生の研究指導に日夜努力しています。
表3

生命化学コース各研究室のキャッチフレーズ

キャッチフレーズ

研究室名
竹内研
(竹内,LIM)

新しい固定相やキャピラリーカラムの開発により、クロマトグラフィーの高性能化を
目指しています。開発したシステムを環境分析に応用します。

安藤研
(安藤，岡)

有機化合物を効率よく選択的に合成する方法の研究をやっています。特にアル
ケンの立体選択的合成法と核酸や糖などの合成法の開発に力を入れています。

村井研
(村井，芝原)

「分子を組立てる・区別する・究める」素朴な疑問から思わぬ展開へ、有機合成化
学をベースに新反応開発・新分子創成にチャレンジしています。

藤澤研
(藤澤，亀山，石黒)

放射光 X 線溶液散乱法、光散乱法等を用い、溶液中のタンパク質集合体の体
積・構造変化に及ぼす圧力摂動や界面活性剤の影響について解析しています。

宮地研
(宮地)

光合成複合体を模倣した超分子合成と太陽電池への応用や多点認識分子セン
サｰ等の超分子化学に基づく人工生体機能の構築に関して研究を進めています｡

北出研
(北出， 核酸科学、有機合成化学、分子生物学、遺伝子工学、超分子化学などの手法等
池田，喜多村,柴田) を駆使して、次世代医療に貢献するゲノム創薬研究を主に実施しています。
吉田(豊)研
(吉田(豊)， 満倉)

自然界の多彩な微生物から新しい酵素反応を見つけ、微生物酵素を活用して有
用化合物の生産する、環境に優しいバイオプロセスの開発を目指しています。

横川研
(横川，大野)

生物の仕組みを上手に活用することで、非天然型のアミノ酸やヌクレオチドをタン
パク質・RNA に組み込み、世の中に役立てようと研究を行っています。

木内・森田研
(木内，森田，大橋)

アルツハイマー病、パーキンソン病、ALS 等の神経変性疾患でニューロンの脱落
に係わる酸化ストレス・小胞体ストレスの分子機構の解明を目指します。

吉田(敏)研
(吉田(敏))

ヒトを測ろう！ ヒトの健康状態などを診断するために、ヒトの代謝変化を非侵襲的
にかつ簡便に分子レベルで測定する手法を開発しています。

上田研
(上田)

三量体 G 蛋白質共役型受容体を介する細胞形態の制御機構解明による創薬基
盤やヒト嗅覚受容体遺伝子を用いた匂いセンシング技術の確立を目指します。

生命化学コースの歴史は、旧生命工学科を含めて、18 年目に入ったところです。一代目の
教授陣は殆どが退官され、私を含め来年度二人が定年を迎えると、各研究室を主催する教授は
一通り陣容が入れ替わることになります。これからも、生命工学科時代の研究に対する自由な
雰囲気は生命化学コースに受け継がれ、学生の教育・研究指導に生かされていくと思います。
今回、化学・生命工学科のホットニュースと各コースの現状と将来について紹介しました。
大学には改革が求められ、岐阜大学は地域に根ざすと共に国際化を目指すという「グローカル
化」が重要なテーマになっています。岐阜大学工業倶楽部関東支部のニュースレターには、今
後も最新の大学の動向について意見が寄せられると思いますので、ご支援の程よろしくお願い
致します。
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4. 太陽電池ミュージアムと本学における太陽電池研究開発
(電気電子・情報工学科 伊藤貴司准教授 大学院工学研究科電気工学専攻 1990 年修了)
日本学術振興会では、学術の社会的連携・協力の推進事業として、多くの産学協力研究委員
会が設置されています。その一つに、小長井誠先生（東京工業大学教授）が委員長を務められ
ている次世代の太陽光発電システム第 175 委員会があります。本委員会は、平成 16 年度に設
置されて 10 年が経ちました。その 10 周年記念行事として、平成 26 年 11 月 24 日、25 日に
国立京都国際会館にて「太陽電池ミュージアム」が開催されました。私は、今回その開催に、
準備から携わりました。ここでは、「太陽電池ミュージアム」について紹介させていただきま
す。また、本学の太陽光発電に関する研究組織である未来型太陽光発電システム研究センター
についても紹介させていただきます。

4.1. 太陽電池ミュージアム
日本学術振興会産学協力研究委員会次世代の太陽光発電システム第 175 委員会では、本委員
会での活動を広く一般の方に広報することを目的とし、10 周年記念行事として、
「太陽電池ミ
ュージアム」と題し、本の太陽電池開発の歴史をテーマに、最古から最新の太陽電池に至る進
化・技術革新をレビューする展示を行いました。そ
の開催準備等を、本委員会幹事である産業技術総合
研究所の松井卓矢氏と私が担当しました。
「太陽電
池ミュージアム」では、多くの太陽電池研究に携わ
ってこられた大学、
研究機関や企業にご協力いただ
き、結晶シリコンやアモルファスシリコンなどシリ
コン系太陽電池をはじめ、GaAs などⅢ-Ⅴ化合物
太陽電池、
CIGS や CZTS など化合物薄膜太陽電池、
有機薄膜太陽電池、
近年注目されているぺロブスカ

写真 1 太陽電池ミュージアムの

イト太陽電池を含む色素増感太陽電池、有機太陽電

設営を行っている筆者（左）

池などに関する貴重な資料を出展いただきました。

と松井氏（右）

また、本委員会の委員長である小長井先生ご自身が
開発された初期の太陽電池試料や当時企業などか
ら提供されて保管されていた資料、また太陽電池の
研究開発を牽引されてこられた濱川圭弘先生（大阪
大学名誉教授）のグループで初期に作製されたアモ
ルファスシリコン太陽電池試料も展示され、太陽電
池に関する歴史的な資料を直接見ることができま
した。本学からは、鐘淵化学工業株式会社（現 株
式会社カネカ）にて、1980 年頃に作製されたアモ
ルファスシリコン太陽電池パネルを出展しました。
これと同型の太陽電池パネルが、岐阜大学工学部棟
の屋上に設置されており、現在も稼働しています。
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「太陽電池ミュージアム」は、太陽光発電の研究者だけでなく一般の方に、のべ 250 名を超え
る方々にご来場いただけました。第 6 回太陽光発電世界会議（The 6th World Conference on
Photovoltaic Energy Conversion）の開催期間中に同じ国立京都国際会館で開催されたこともあ
り、多くの海外の太陽光発電研究者にも来場いただき、盛況のうちに終了することができまし
た。

4.2. 岐阜大学における太陽光発電に関する研究開発
薄膜シリコン太陽電池で用いられるアモルファスシリコン薄膜の作製は、仁田昌二先生（岐
阜大学名誉教授）により岐阜大学において、日本で最初に行われました。米国でのアモルファ
スシリコン太陽電池の発表後、アモルファスシリコンに注目が集まると、大阪大学濱川先生や
三洋電機桑野幸徳氏（現 太陽光発電技術研究組合理事長）らが仁田先生の装置を見学に来ら
れました。その後、濱川先生、小長井先生らを中心に日本におけるアモルファスシリコン太陽
電池の研究開発が盛んになっていきました。鐘淵化学工業株式会社から濱川研究室に研究員と
して在籍していた太和田善久氏（現 大阪大学招へい教授）により、アモルファスシリコンに
炭素を入れたアモルファスシリコンカーバイト薄膜が開発され、p 型アモルファスシリコンカ
ーバイトを窓材として用いることで、当時 4.5%程度のアモルファスシリコン太陽電池の変換
効率は 8%へと大幅に改善されました。
「太陽電池ミュージアム」で岐阜大学から出展したアモ
ルファスシリコン太陽電池パネルは、仁田先生の仕事がこのような経緯で製品化されたものと
も考えられます。
岐阜大学では、その後野々村修一先生（岐阜大学工学部副学部長、大学院工学研究科教授）
が岐阜大学大学院工学研究科終了後、大阪大学濱川研究室でアモルファスシリコン太陽電池の
研究で工学博士取得され、明石工業高等専門学校を経て、岐阜大学工学部に仁田研究室の助手
として着任されました。野々村先生が新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）から受
託研究を受けられ、アモルファスシリコン太陽電池に関する研究開発が活発になっていきまし
た。一方、箕浦秀樹先生（岐阜大学名誉教授）の研究室では、色素増感太陽電池に関する研究
開発が行われていました。その後、野々村先生、箕浦研究室の吉田司先生（現 山形大学教授）、
小林智尚先生（大学院工学研究科教授）がそれぞれ代表で提案していた計 3 件の課題が、NEDO
受託研究として同時に採択されました。これがきっかけとなり、平成 18 年 12 月にプロジェク
ト研究センターとして、未来型太陽光発電システム研究センター (http://www1.gifu-u.ac.jp/
~solar/top.html) が設置されました。このような太陽光発電に関する研究センターの設置は、
国立大学法人では岐阜大学が最初でした。野々村先生がセンター長となり、設置時には薄膜シ
リコン系太陽電池研究開発部門、色素増感太陽電池研究開発部門、発電量評価技術研究開発部
門が設けられました。その後、太陽電池モジュール評価技術研究開発部門、ハイブリッドエネ
ルギーシステム研究開発部門、新エネ・省エネ教育研究部門、生物資源応用研究開発部門が立ち
上げられ、現在では計 7 つの研究開発部門があり、そのメンバーは工学部だけではなく、地域科
学部、流域圏科学研究センターおよび総合情報メディアセンターの教員で構成されています。
本センターでは、これからも太陽光発電の研究開発だけでなく、これからの太陽光発電産業
を支えていく人材育成も取り組んでまいります。今後も本センターに対する皆様方の温かいご
支援とご協力をお願いいたします。

11

岐阜大学工業倶楽部関東支部

5.

太陽電池開発に従事して（大学院工学研究科工業化学専攻 1972 年卒 飯田英世）
１９６９年、私は卒業研究として工業化学科の電気化学の研究室を選びました。当時の研究
室では立木教授の下、上野先生、箕浦先生、（未来型太陽光発電システム研究センター

杉浦

教授も当研究室）の諸先生の研究体制で薄膜（硫化亜鉛薄膜、酸化チタン薄膜、銅メッキ薄膜）
とその応用研究（無機ＥＬ素子、光電極など）が行われておりました。私は無機ＥＬを卒業研
究テーマとして選び、スパッタリング法によるＭｎ添加硫化亜鉛薄膜ＥＬ素子の研究を行いま
した。この研究がその後の私の社会人としての研究生活にも大きな影響を与えることになりま
した。ここでは昨年２０１４年１１月２３日～２７日京都国際会議場で開催された太陽電池国
際会議(The 6th World Conference on Photovoltaic Energy Conversion)に併設された「太陽電池
ミュージアム」
（日本学術振興協会１７５委員会：東京工業大学小長井誠教授、１０周年記念
行事）に参加した内容および狭い範囲ではありますが私が経験した薄膜アモルファスシリコン
太陽電池と結晶系シリコン太陽電池について説明したいと思います。

5.1. 薄膜アモルファスシリコン太陽電池
１９８０年代は太陽電池の研究において、薄膜系太陽電池の一種であるアモルファスシリコ
ン太陽電池の研究が一種のブームになり、米国、日本などを中心に研究開発と量産化が盛んに
なりました。この中心的な材料であるアモルファスシリコン膜の研究は、岐阜大学工学部の仁
田研究室での研究が日本における発端になっています。当時は日本において電卓や電子式時計
の商品化がブームになっており、アモルファスシリコン太陽電池はその電源として、演算素子
（ＣＭＯＳ）や表示素子（ＬＣＤ）とともに重要な構成部品となりました。これら電卓や時計
は、その後それぞれの構成部品が発展するゆりかごとなりました。日本におけるアモルファス
シリコン太陽電池の量産は三洋電機（現パナソニック㈱）、富士電機製造㈱、太陽誘電㈱、㈱
カネカ、京セラ㈱など多くの企業が参加して行われました。私も太陽誘電㈱（群馬県高崎市）
でこの開発から量産立ち上げの仕事に従事しました。
この成果の一つが今回の太陽電池ミュージアムに展示した「テクスチャ付き透明導電膜とそ
れを応用したアモルファスシリコン太陽電池」です。この研究成果は、当時の通産省工業技術
院電子技術総合研究所（現独立行政法人産業技術総合研究所）と太陽誘電㈱との共同研究によ
って得られたものです。この技術を少し説明いたします。太陽電池において重要なことは、ま
ず入射光を有効に発電に使うことで、反射による損
失をできる限り抑える必要があります。従ってどの
ようなタイプの太陽電池でも表面に微細な凹凸（テ
クスチャ）が設けてあり、入射光をできるだけ太陽
電池の中に取り込み、閉じ込めるような工夫をして
います。出展した技術は、このテクスチャを透明導
電膜自体に付与する技術で、膜の製造条件の制御に
よって微細な凹凸（約０．２５μｍ）を膜表面に作
りこむ技術です。写真１にテクスチャ付き酸化錫透
膜とテクスチャ無し酸化錫膜を示します。左上のテク
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＜写真１＞ テクスチャ透明導電膜
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スチャ膜では光の散乱によって膜が白濁して見え、右あるいは下のテクスチャ無しの膜では平坦な表
面であるため膜厚に応じた干渉色が見え、これらが異なった表面状態の膜であることを示しています。
この技術の重要な点は、光閉じ込め効果によって太陽電池の効率を上げられるだけでなく、必要なア
モルファスシリコン膜の厚みを最小限に抑えることができるため、成膜時間が短縮できると共に太陽電
池の寿命も改善できると言う効果が得られます。写真２にはこの技術を使ったアモルファスシリコン太
陽電池を示します。この太陽電池は１９８１年電子技術総
合研究所の一般公開で展示されました。
ここで紹介した技術は、その後、アモルファスシリ
コン膜をこのテクスチャ透明導電膜ともう一つの透
明導電膜でサンドイッチし、光の閉じ込め効果をさら
に大きくするという構造にも発展し、現在もなお重要
な技術として世界中で使用されています。さらにこの
膜 を 量 産 す る た め の 研 究 に も 取 り 組 み 、 CMD :
Chemical Mist Deposition 法と名付けた大気中成膜装
置の開発も旧文部省科学技術庁新技術開発事業団の
資金援助（１９８５年～１９８９年）のもとに行いま
しました。この製造装置で形成した膜は、その後太陽
電池のみならずタッチパネル（抵抗膜方式）やカラー
ＰＤＰ用の膜としても応用されました。以上の技術は

＜写真２＞ テクスチャ透明
電極を用いた世界で初めての
アモルファスシリコン太陽電池

国際特許（ＵＳＰ：４５００７４３等）を取得すると
共に論文発表（IEEE Electron Device letters, Vol.EDL-4 No.5 May 1983）等も行いました。多
くの技術者の努力によって培われたアモルファスシリコン太陽電池の技術は、その後、ＬＣＤ
平面ディスプレーのスイッチング用ＴＦＴ（薄膜トランジスタ）へと応用展開され、今日の各
種液晶ディスプレー、大型ＬＣＤ－ＴＶの要素技術として大いに貢献しました。

5.2.

結晶系シリコン太陽電池
現在私達が屋外でよく目にする結晶シリコン太陽電池は、１９５４年米国ベル研究所のピア
ソン、シャッピン、フーラーによって発明されて以来、約６０年の歴史をもっています。私は
２００５年からナミックス株式会社（新潟県新潟市）で結晶系シリコン太陽電池の電極形成に
使われる銀ペーストの開発に携わることになりました。銀ペーストは携帯電話、スマートホン、
パソコン、タブレットなど私達の身近に有る電子機器に用いられている小型受動部品の電極材
料として重要な材料ですが、太陽電池、特に結晶系シリコン太陽電池にとってもなくてはなら
ない材料です。太陽電池用の電極は、一般的には銀ペーストとアルミニウムペーストをシリコ
ン基板（厚み１８０μｍ程度）の表裏にスクリーン印刷、乾燥し、一度の大気中焼成（約８０
０℃、１分以内）によって表裏一度に形成されます。太陽電池がＬＳＩと異なるのは単位面積
当たりの付加価値が非常に低く、とにかく安く製造する必要があります。そのために様々な工
夫が必要ですが、電極形成においてはＬＳＩのような薄膜形成とホトリソグラフィーを組み合
わせるような高価な工程を使えません。そこで導電性ペーストをスクリーン印刷すると言うＬ
ＳＩでは考えられない大胆な技術が導入されました。太陽電池で用いられる電極はその抵抗値
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（接触抵抗、ライン抵抗）と形状が重要ですが、焼成で形成された銀厚膜電極／絶縁膜（Ｓｉ
Ｎｘ：Ｈ）／半導体界面の接触抵抗値は特に重要です。形状はより多く光を取り込むために細
線化（電極幅５０μｍ程度）されています。これらの特性は銀ペーストの性質によって大きく
変化するため銀ペース組成の決定は重要なキーテクノロジーとなり、現在でも世界中でこのペ
ースト開発の熾烈な競争が行われています。

5.3. まとめ
薄膜系と結晶系の両シリコン系太陽電池の開発に携わることによって、それぞれの長所短所
を見る事ができ大変貴重な経験をすることができました。太陽電池の普及に関しては様々な意
見があり、まだ多くの解決すべき課題がありますが、太陽電池による発電方式は、回転機構を
持たず太陽光を直接電気に変換できる唯一の方法として今後益々普及し、人類のエネルギー問
題解決に寄与して行くものと思います。

6. ニュース報告
6.1. 2014 年度(平成 26 年度)「見学会」を開催致しました。
行事委員会

小鹿昇・加藤規康・酒向泰蔵

１．日 時

： 2014 年 10 月 10 日(金)

２．場 所

： 造幣局東京支局(池袋)

14:30～16:00

３．参加者 ： 15 名
（申込者は 18 名、所要により欠席者 3 名）
参加者内訳 ①土木系 3 名 ②機械系 ７名 ③化学系 5 名

４．見学内容
1) 造幣局＆東京支局事業内容のビデオ
2) 記念貨幣とプルーフ貨幣
（収集用の光沢の強い貨幣）製造ラインの見学
3) 博物館の見学
＊ 日本の貨幣の歴史（和同開珎～大判・
小判～現代)
＊ 各種勲章の展示＊記念貨幣展示

東京造幣局玄関にて

５．見学概要
造幣局東京支局は、当初貴金属製品の品位証明を主務に現在の千代田区に設けられました。
その後業務拡大に伴い昭和 14 年に現在の豊島区に移転し勲章を昭和 16 年に貨幣の製造を
開始し、昭和 18 年に造幣局東京支局となり平成 15 年からは独立法人となり現在に至ります。
東京支局では主に「プルーフ貨幣セットの製造」
「勲章等の製造」
「貴金属製品の品位証明」お
14
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よび「地金等の分析試験」等の業務を行っているとのことでした。
工場では、プルーフ貨幣や記念貨幣を、プレスを
用いて生産する様子や、出来たコインを綺麗に研磨
する工程を見学しました。博物館では、昭和 39 年
に作られたオリンピックの「金」メダルや各県ごと
の記念コインなどを見学しました。また、現在使わ
れているコインの「偽造防止」のための繊細で高度
の技術を、500 円コインを用いて「現物説明」を受
け、その技術の高さに感心しました。勲章コーナー

懇親会にて

でも「金属加工技術」や「七宝焼」の美しい技術に
驚いたり感心したりの連続でした。古代からの貨幣のコーナーでは、時価ウン千万円の大判に
はため息を漏らす人もいたとか、日常を忘れたひと時を送ることができたと思います。

６．見学会終了後には、池袋にて懇親会を行いました。
2015 年度についても見学会の開催を計画致しております、会員の方々のご意見や見学先の
ご希望等を本会事務局までお寄せください。

6.2. ゴルフ会

(酒向 泰蔵)

昨年 10 月 23 日（木）に新武蔵丘ＧＣにて、参加者４名で実施しました。
第４回は来年４月頃を予定しており、多くの参加を望みます。

6.3. ウォーキング会

(外山 一吉)

昨年１１月２９日（土）に第３回ウォーキング会を 6 名が参加して行い、丹沢の宮ケ瀬ダム
と宮ケ瀬湖周辺散策しました。
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7. スタッフから
7.1. ドミニカ共和国における太陽光発電の取組みと現状

（水野 善允）

全世界で 20 億人もの人が未だ電力網から取り残され、ドミニカ共和国でも地方住民の 60％
(約 40 万人)が電力を供給されていない。太陽光発電に最も適したカリブ海地域の国の一つとし
て Photon 誌に紹介されたドミニカ共和国は、2013 年に Monte Plata に当国最初でラテンアメ
リカ最大の 30MW ソーラー発電プラント導入プロジェクトを立ち上げた。メディーナ大統領
はシバオ国際空港の運営に必要な電力を賄う太陽光発電所の開所式に出席した。また、太陽光
および風力発電による再生可能エネルギー導入等を所管するエネルギー鉱山省を創設した。民
間の電力投資会社が社債を公募するなど、太陽光発電への関心は高い。ドミニカ共和国で評価
の高い日本国際協力機構（JICA)は技術協力と共に職業訓練庁(INFOTEP)などを通じた職業訓
練と中小企業の競争力強化に取り組んでいる。太陽光発電分野では、ビジャ・エスペランサ養
護施設太陽光発電施設整備計画などの実績があるが、維持管理体制の構築などの課題が挙げら
れる。私は JICA ボランティア(SV)として 2011 年 4 月から 2 年間ドミニカ共和国サンティア
ゴ市(人口約 90 万人)の職業訓練所
（北部 INFOTEP）
に派遣された。
全国に４か所ある INFOTEP
は 14～30 歳を中心に幅広い年齢層に技術訓練を無償で行う国家レベルの中核機関の一つであ
る。職員数約 700 名、学生総数約 2000 名で、40 以上の講座が開設されている。私は電子系指
導教官への技術指導に重点を置き、
「太陽光発電」をテーマに毎週木曜日午前 10 時から 12 時
までセミナーを開講した。授業(8 週)で太陽電池について概説した。先生達が不慣れな実習(16
週)でソーラパネルを製作し、そのパネルを使っ
て中型ソーラカーを製作した。ソーラカーを動か
すために PIC による電子回路製作実習(12 週)を
行った。先生達はパソコンを使うのは得意で、ス
ペイン語を日本語に翻訳してパソコンで話しか
けてくれたが、プログラムを読むことや作成する
ことには慣れていなかった。既成の大型ソーラパ
ネルは、先輩 SV がサンティアゴ市内に見つけた
輸入品販売店から購入できたが、ソーラセルや
PIC ライターはこの国では購入できなかった。信

図１．

用できる輸入業者を探さねばならなかったが、先
生達は業者を知らなかったし、経験もなかった。
日本からの購入は支払方法(invoice)が問題とな
った。INFOTEP 周辺は危険地域で、歩いて１０
分の距離にあるフェレテリア（店名：オチョア、
日本のホームセンターに匹敵する規模のティエ
ンダ）へ行くのは公式的には許可されなかった。
実習で使用する工具や機材、電子部品などの調達
も難しく、小ネジやアングル、アクリル板や FET
などは危険な市内を探し回らねば購入できなか
った。購入できないと諦めていた PIC が首都サ
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ントドミンゴの電子部品店にあったのには驚いた。
学生と共に製作したソーラパネル（図１）はブラジルで開催された国際展覧会「FETEPS 2011」
に出品された。日本から持参した組み立てキットの小型ソーラロボット（フゲテス）に先生や
学生達が興味を示した。このフゲテスと製作ソーラパネルを産業技術博覧会 EXPO CIBAO に
出品した。INFOTEP の学校見学会で、実習で製作したソーラカーとフゲテスが新館一階玄関
の特等席に並べられ、見学者達の興味を引いた（図２）
。
ドミニカ共和国政府の推し進める太陽光発電システム構築と差はあるが、我々が製作したソ
ーラパネル、ソーラカーやフゲテスがドミニカ共和国の人達の興味を引き、私のボランティア
活動の目的の一つである太陽光発電普及の格好の材料になったのではないかと自負している。

7.2. 自宅太陽光発電

－

1 年間の測定結果まとめ

(高尾 英次郎)

2 年前半に拙宅新築時に設置した 4kw
の太陽光発電により、売電との差引で電
気代(ほぼ)ゼロを達成しています。オール
電化で夏冬通じて全室 29℃～19℃の室
内環境を維持した中の実績ですが、発電
図 1 太陽光パネル

と全系統の消費電力を自作計測システム

を使って 2 年間連続して測定した結果をまとめてみました。

(1) 設備と使用環境
項 目

仕

様

(旧宅仕様)

備

考

建物

木造 2 階建て 延べ 130m2

給湯

オール電化

(電気・ガス併用)

深夜電力

暖房

全室ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ温水式床暖房

(LDK1 室のみ床暖房)

エアコン併用､100%電化

太陽光発電

ソーラパネル 4kW、パワーコンディショナ 3.2kW

(110m2)

高断熱化省エネ住宅

真南方向、傾斜角 30°

(2) 電気料金の収支 (図 2)；
図は、2 か月毎の売電収入と買
電料金の 1 年間の推移を示します。
発電による売電収入年約１４万
円に対して、買電の電気料金は、

図 2 電気料金収支

約 14.5 万円で、年間の電気料金

は、僅か 0.5 万円の支出で済んでいます。買電の電気料金は、ガス併用の旧宅と比較すると約
10%減少し、ガスを含む全エネルギー料金に対しては約 45%減少しています。
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(3) 電力の収支 (図 3)；
1 日当たり発電電力(マイナ
スで表示)と売買電力を 2 月毎
に記録しました。夏季 5～9 月
は、
発電≒消費となりましたが、
冬季 10～4 月は、消費電力は発
電を大きく上回り、特に 1~2 月
は 25kWh と発電量の 2.5 倍の
買電となっています。
発電量は、

図 3 発電/消費電力と内訳

3~4 月と 7~8 月が比較的多いこ
とが分かりました。

(4) 年間電力消費内訳 (図 4) ；
冷蔵庫､給湯､冷暖房で年間電力の 75%をその中で床暖房が、最
も多く 33%を占めました。それ以外では、冷蔵庫が 23%、給湯
器が 13%と少なくないことが分かりました。エアコンは、29℃

(凡例は、図 C と同じ)
図 4 消費電力内訳

設定で冷房していたところ 7~8 月に 22%(3.3kWh／日)を占め、
12~3 月の暖房を含めても年間では 6%に
留まりました。ただし暖房は、床暖房を
主、エアコンを従に使った結果で、エア
コンを主に使うと使用電力は、さらに減
少すると思われます。

(5) 発電電力の変化 (図 5、図 6) ；
太陽電池の発電性能の変化を見るため
図 5 1 日の発電量推移(季節変化)

2012 年 10 月から 2 年間の快晴日の最大
発電電力(kW)を整理してみました。発
電量は、
雲の影響を受けない雲量ゼロの
快晴日に発電量が最大となる南中時の
値を取出し(図 5)、その日の南中時太陽
高度で補正し、パネル温度の影響を考慮
して気温横軸グラフに記録(図 6)しまし
た。1 年間で 0.9%減少との結果を得た
が、 データのばらつき(σ=362W)から
誤差レベルで、１年間での劣化や汚れに
より発電量が低下しているとは言えな

図 6 発電電力最大値 (快晴日の正午)

いと結論します。
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8. 編集後記
☆寄付のお願い
関東支部の今後のさまざまな活動を支えていくために、基金の充実が肝要なのはいうまでもありま
せん。現在、岐阜大学工業倶楽部の支援金と会員の会費のみで運営されています。資料の印刷、配送
等役員、委員による多大な尽力に負うところが大きいです。
寄付に対する制約はございません。卒業（修了）在籍最終年 学部・研究科 ご連絡先をご記入の
上、gtk-jimu@gifu-t-kanto.com までご連絡くださるようお願いいたします。
☆ユニークな高校、大学が出現
・卒業に必要な１２４単位のすべてがインターネットで取得できる、ソフトバンクがつくった
「サイバー大学」 http://www.cyber-u.ac.jp/
・大前研一学長で、遠隔教育システムでのグローバル人材育成が特徴
「ビジネスブレイクスルー大学」 http://bbt.ac/
・小林 りん代表理事が設立に注力した全寮制国際高等学校で、全人格的教育の必要性を訴えている
「インターナショナルスクール・オブ・アジア軽井沢（ＩＳＡＫ）
」 http://isak.jp/jp/
・北九州市から国際交流ゾーンの指定を受け、国際化に注力し設備も素晴らしい
「九州国際大学」 http://www.kiu.ac.jp/
・留学生の比率が４０％以上と非常に高く、教員も約半数が外国籍という多文化共生キャンパス
「立命館アジア太平洋大学」 http://www.apu.ac.jp
・種々の大学の講師による、無料で学べる大学講座
「gacco」 http://gacco.org/
☆国際化
2014 年には、スーパーグローバル大学（３７校：トップ型１３校、グローバル化牽引型２４校）
が創設され、国際化が進められています。
岐阜大学でも交際交流会館、工学部ー留学生センターが設けられており、昨年第一回国際ジョイン
トミーティングが開催されました。
今後の一層の国際化を期待したいです。
ニュースレターNO．13 を発行いたします。今号は、‘太陽光発電特集’のような形になりました。
まだ不備な点が多々あると思いますのでご意見いただけたらと思います。
今後ともなお一層のご協力をお願いする次第です。
今号から、岐阜大学から許可を頂いたロゴを使用し、フルカラー版としました。

（野田記）

編集：岐阜大学工業倶楽部関東支部
会報委員会

編集 野田和生
高尾英次郎
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