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A crucial issue facing polymer-based solar cells (PSCs) is how to maximize short-circuit current density (JSC) and
open-circuit voltage (VOC) at the same time and thus the power conversion efficiency (PCE). A key to resolving the issue
is to reduce the relatively large photon energy loss, which is defined by the difference between the optical bandgap of
the material and VOC. Here, I will show that a semiconducting polymer based on naphthobisoxadiazole (PNOz4T),
having a narrow bandgap of 1.52 eV, can give high VOC of approximately 1 V with relatively high efficiencies of more
than 8%, when combined with PC71BM. As a result, the photon energy loss was found to be as small as 0.52 eV, which
is much smaller than that of typical high-performance polymer/fullerene systems and approaches the values of inorganic
and perovskite solar cells. It is also interesting to note that the efficiency of the PNOz4T system is one of the highest
values among the polymer/fullerene cells with such small photon energy loss. I will also show the synthesis of new
naphthalene-based electron-deficient building units, which allows us to precisely tune the electronic properties of the
materials.
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図 1. 有機半導体のエネルギーダイヤグラムと OPV の
開放電圧（VOC）の関係.
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研究経過と考察
1. ナフトビスオキサジアゾール（NOz）を有する半
導体ポリマーの開発
我々のグループでは、最近、PNTz4T の化学構造の
硫黄（S）部位を酸素（O）に置き換えた PNOz4T を
開発した（図 2a）
。これら二つの半導体ポリマーは、
それぞれの素子の分光感度特性（図 2b 左）からも分

図 2. (a) 有機半導体のエネルギーダイヤグラム. (b)
PNOz4T の化学構造. (c) PNOz4T 素子と PNTz4T 素子（n
型材料：PC71BM）の分光感度特性（左）と電流-電圧特
性（右）.

かるように、バンドギャップはほぼ同じである（約
1.5 eV）
。一方、PNOz4T 素子では、VOC は約 1.0 Ｖ
と、PNTz4T 素子の 0.7 V よりも高い値を示した（図
2b 右）。これは、酸素原子の電子求引性に由来する
ポリマーの軌道準位の低下に起因する。その結果、
PNTz4T 素子の光エネルギー損失は、約 0.8 eV と一
般的な OPV と同程度であるのに対し、PNOz4T 素子
は約 0.5 eV と無機太陽電池並みに小さい値となった。
さらに、PNOz4T 素子のエネルギー変換効率は最大
で 8.9%と高い値を示した。これまで光エネルギー損
失が無機太陽電池並みに小さい OPV は報告例が少

図 3. OPV の光エネルギー損失に対するエネルギー変換効
率のプロット.

ない上に、VOC が高くなる一方で変換効率は 1–6%程
度と低いものであった（図 3）
。これは、励起子解離

のドライビングフォースとなる LUMO オフセット
が小さくなるためと考えられる。しかし、PNOz4T
素子においては、LUMO オフセットは 0.1 eV と極め
て小さいが、分光学的解析から励起子解離効率はほ
ぼ 100%に近いことが分かった。すなわち、PNOz4T
は PNTz4T と同様のバンドギャップを持ち、励起子
解離効率が高いことから、今後の素子の最適化によ
り、
PNOz4T 素子は PNTz4T 素子と同様の JSC
（~20 mA
cm–2）を与える可能性がある。これに加えて、約 1 V
と高い VOC を示すため、飛躍的な変換効率の向上が
期待できる。
2. 新骨格の開発
NTz、NOz および NSz は、ナフタレンにそれぞれチ
アジアゾール、オキサジアゾールおよびセレナジア
ゾールが 2 つずつ縮合したヘテロ環である。我々は、
これらを NaBH4/CoCl2 を用いて還元反応を行うこと
で、2 つあるチアジアゾール、オキサジアゾールお
よびセレナジアゾールのうち片側のみが選択的に開
環されることを発見した。さらに、その後、塩化チ
オニル、塩化セレニニルおよびジアセチルを追加す
ることで、チアジアゾール、セレナジアゾールおよ
びピラジンが形成し、2 つの異なるジアゾール環を
図 4. NTz および NSz を出発としたハイブリッド型骨格
の合成（上）.NOz を出発としたハイブリッド型骨格の
合成（下）.

もつ 6 種類のハイブリッド型ナフタレン系ヘテロ環
が合成できることを見いだした（図 4）。
これらハイブリッド型ヘテロ環の物性を UV-vis 吸収
スペクトルおよびサイクリックボルタメトリにより
評価したところ、ジアゾール環の性質に対応して、
吸収帯および分子軌道準位が変化した。すなわち、
適切なジアゾール環を選択することで、電子物性を
精密に制御できることを見いだした。
次に、ハイブリッド型ヘテロ環のうち NOT を用いた
半導体ポリマーを合成した（図 5）
。合成したポリマ
ーを用いて有機薄膜太陽電池を作製したところ、
NTz を有する半導体ポリマーに比べて、変換効率は

図 5. NOT を有する半導体ポリマーの合成.

低下したものの、光エネルギー損失は約 0.1 eV 減少
した。今後、さらに開発を継続することで、高効率
化が期待される。
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