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＜研究内容・成果等の要約＞ 

電子ドナー（D）性と電子アクセプター（A）性共役高分子のブレンド膜を発電層に用いる高分子ブレ

ンド太陽電池は、実用化を目指してエネルギー変換効率（PCE）の向上が図られてきたが、未だ本来

期待できる発電性能の発現には至っていない。D性、A性共役高分子がナノメートルサイズで相分離

した発電層内では、高密度のD/A界面形成によって大量の光電荷キャリアが生成可能になる一方で、

電荷キャリアの大半が電極への輸送途中で再結合失活することが原因と考えられている。そこで本研

究ではまず、D/A共役高分子ブレンド膜における電荷再結合の支配因子の解明に取り込んだ。次に高

効率な光電荷キャリアの生成と輸送・回収の両過程に必要な特性を有する素子を設計し高性能化を目

指した。その結果、電荷再結合の抑制にはD/A界面でのアモルファス領域と高い秩序構造を有するド

メイン形成が必要であることが示唆された。次にこのような構造を有するD/Aブレンド膜に、別のA

分子を加えた三成分ブレンド型素子を設計した。三成分ブレンド素子では光吸収波長領域の拡張と電

荷再結合の抑制とによって、JSCの増加と高いFFの維持を同時に達成できており、10%を超えるPCE

を示す高効率素子の開発に成功した。 
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＜研究の目的＞ 

電子ドナー（D）性と電子アクセプター（A）性共役高分子のブレンド膜を発電層に用いる高分子

ブレンド太陽電池は、印刷技術をベースに高速・大量、低環境負荷、低コストでの生産が可能であ

る。このような理由から実用化を目指してエネルギー変換効率（PCE）の向上が図られてきたが、

未だ本来期待できる発電性能の発現には至っていない。D 性、A 性共役高分子がナノメートルサ

イズで相分離した発電層では、高密度の D/A 界面形成により大量の光電荷キャリアが生成可能で

ある一方で、電荷キャリアの大半が電極への輸送・回収途中で再結合により失活する。そこで本研

究では、高分子ブレンド膜にける電荷再結合の支配因子を明らかにするとともに、光電荷キャリア

の生成と輸送・回収の両過程に必要な特性を同時に満たす素子を設計する。本来のブレンド構造を

維持しながらも電荷再結合を抑制することで高性能高分子太陽電池の創出を目指す。 

＜結果・考察＞ 

1. 素子作製: Indium tin oxide（ITO）基板上にゾル-ゲル法でZnOを製膜し透明カソード電極を作

製した。D/A ブレンド膜をカソード電極上にスピンコート法で製膜し、最後に MoO3/Ag（アノー

ド電極）を蒸着することで素子を完成させた（図1a）。D性、A性材料には半導体特性の異なる4

種の共役高分子（D1, D2, A1, A2）を用いて素子

（D1/A1, D1/A2, D2/A1, D2/A2）を作製した。ま

たこれらとは別の電子アクセプター（A3）を用い

て三元ブレンド素子を作製した。作製した素子に

対して、疑似太陽光照射下にて電流-電圧（J–V）

特性、外部量子収率（EQE）測定をおこなった。

さらに素子開放回路条件下にて、照射光強度を変

化させながらインピーダンス分光測定を行った。 

2. 電荷再結合の評価： インピーダンススペクトルを図1bの等価回路を用いて解析した。得られ

る再結合抵抗RrecとCPE定数TCPE、CPE指数pを用いて式（1）から素子開放回路条件下での平均

電荷寿命τavを算出した。また式（2）で求まる静電容量Ceqを用いて式（3）に従い電荷キャリア密

度nを算出した（qは電荷素量、LはD/Aブレンド膜の膜厚）。 
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τavと n を両対数プロットした結果を図 2(a)示す。全ての素子においてτavは 1/n に対して直線的に

減少しており、電荷キャリアの損失過程が二分子再結合であることがわかる。そこで式（4）から

二分子再結合定数γ を算出した。 

3. Langevin再結合定数との比較：次に

各素子の正孔、電子電荷移動度から予測

される二分子電荷再結合定数（Langevin

再結合定数γ L）を式（5）により求め実測

値γと比較した。 
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図 2(b)から、D2/A1, D2/A2 素子では、γ

がγ L とほぼ一致する従来型の再結合挙

動を示しているのに対し、D1/A1, D1/A2 

 

図 1. (a) 素子構造 (b) 等価回路 

 

図2 (a) τavのn依存性 (b) インピーダンスで得られた

γの実測値と正孔、電子移動度から予測される

Langevin型の再結合定数（直線）との比較 
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素子では、γがγ Lより1桁以上も小さくなっており電荷再結合が抑制されていることがわかった。 

4. 薄膜モルフォロジー評価： D1ブレンド素

子において電荷再結合が抑制される原因を解

明するため、D1, D2 薄膜のモルフォロジーの

違いを微小角入射小角X線散乱（GISAXS）測

定により議論した。得られた2次元回折像を図

3に示す。D1, D2いずれの膜でも膜面外方向に

π-πスタックに由来する散乱ピークが見られ、

面内方向にはラメラスタックに由来する散乱

ピークが確認された。このことからD1, D2鎖

はいずれも、電荷輸送に有利なフェイスオン配

向をとっていることがわかった。一方、各ピー

クの位置と半値幅からスタック間距離 d およ

び結晶子サイズLcを評価したところ、D1はD2

に比べて短い d と大きな Lcを有しており、高

分子鎖の構造秩序化がより発達していること

がわかった（表 1）。さらにブレンド膜におけ

るDとAの混合状態（相溶性）を議論するため、薄膜の接触角測定から求めたD, A材料の表面自由

エネルギーを用いてD/Aの界面自由エネルギーFD/Aを算出した（表2）。その結果、D1はD2に比べ

てA1, A2との相溶性が低いことが示された。 

5. 電荷再結合の支配要因: 構造秩序化が強くかつAとの相溶性が低いD1を用いたD1/A1, D1/A2素

子では、D/A 界面でのアモルファス領域とD1 ドメイン内の秩序構造領域とでHOMO のエネルギー

準位に差が生まれる（図4a）。界面領域からドメ

インへの正孔キャリアの移動が促進される結

果、D/A 界面での電子との再結合が抑制される

と考えられる。一方で構造秩序化が弱くかつA

との相溶性が高いD2を用いるD2/A1, D2/A2素

子では、D/A界面とD2ドメインでのHOMOの

エネルギー準位の差が僅かであり、電荷再結合

の抑制が起こらなかったと考えられる。 

6. 厚膜素子の作製： D1/A1素子とD2/A1素子に対して fill factor 

（FF）の膜厚依存性を評価した（図5）。D2/A1素子では膜厚増加

とともにFFが低下する。一方で、D1/A1素子では250 nmの厚膜

においても高いFFを維持していることがわかる。FFは生成した

光電荷キャリアの輸送・回収効率を反映した値であり、膜厚に依

存せずに高いFFを維持可能なD1/A1素子では、電荷再結合の抑

制によって光電荷キャリアの非損失輸送が達成できていること

がわかった。 

7. 三成分ブレンド型素子の設計と高性能化: D1/A1素子をベー

スにして、D1, A1とは光吸収波長帯域が異なるアクセプター分子

（A3）を加えたD1/A1/A3三成分ブレンド素子を設計した。 

 

図3. GIWAXS像 (a) D1 and (b) D2 

 

表1. GIWAXS測定により得られた各パラメータ 

 ラメラスタック π-πスタック 

Polymer d (nm) Lc (nm)  d (nm) Lc (nm) 

D1 2.1 16  0.36 2.3 

D2 2.4 5.4  0.39 1.5 

表2. D/Aの界面自由エネルギー 

 D1/A1 D1/A2 D2/A1 D2/A2 

FD/A (mN/m) 3.02 2.33 0.32 0.09 

 

 

図 4. 予想されるブレンド膜のモルフォロジーと

電荷再結合 (a) D1/Aブレンド膜 (b)D2/Aブレン

ド膜 

 

図5. D1/A1, D2/A1素子におけ

るFFの膜厚依存性 
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A3 ブレンド比の最適化を進めるた

め、D1:A1:A3 = 100 : x : y（x : y = 100 : 

0, 90 : 10, 75 : 25, 50 : 50）のブレンド

比で素子を作製し、J-VとEQE測定

をおこなった。A3 ブレンド比の増

加とともに JSCが向上し x : y = 50 : 

50 の素子において、JSC = 20.3 

mA/cm2、PCE = 11%を達成した（図

6a）。EQEスペクトルからは、A3の

光吸収帯である800 nmでのEQE値

がA3 のブレンド量に応じて線形的

に増加していることがわかる（図6b）。さらに、三成分ブレンド素子のFFはD1/A1が有する高い値

（FF = 0.65）を維持できていた。これらの結果は、A3 の光吸収により生成した電荷キャリアが再結

合による失活を逃れて電極へ輸送・回収されていることを示している。このように、電荷再結合が抑

制された三成分ブレンド素子の設計によって、高いFFとJSCが同時に達成できるようになった。 

<結論> 

本研究では、種々の D/A ブレンド素子を作製しインピーダンス分光測定によって電荷再結合定数を

評価した。さらにGIWAXS 測定による薄膜微細構造評価と接触角測定による表面自由エネルギーの

評価から、電荷再結合の抑制因子を議論した。その結果、電荷再結合の抑制には D/A 界面でのアモ

ルファス領域と高い秩序構造を有するドメイン形成の両者が必要であることが示唆された。さらにこ

のような構造的特徴を有する D/A ブレンド膜に、光吸収波長帯域が異なる別のアクセプター分子を

第三成分として加えた三成分ブレンド型素子を設計した。三成分ブレンド素子では光吸収波長領域の

拡張と電荷再結合の抑制とによって、JSCの増加と高いFFの維持が同時に達成できた結果、10%を超

えるエネルギー変換効率を示す高効率素子の開発に成功した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6. D1/A1/A3 三成分ブレンド素子の(a) J-V 特性と(b) EQE

スペクトル 


