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有機太陽電池とは 

有機薄膜太陽電池への期待 

・大面積・軽量で安価に製造できる 

・安全でクリーンな再生可能エネルギ 



イメージング測定機能 

電界測定精度 1×104 V/cm  

・有機太陽電池のキャリア寿命を可視化できる 
  世界初の装置 

分解能 2 µm 

キャリア寿命  10 ns～10 ms 

高精度，広い測定レンジ 

ソフトウェアによる 
 自動計測・解析 

新技術の特徴 



開発した装置： ＥＦＩＳＨＧ法  先行技術： Photo-CELIV法 

点のデータ 面のデータ 

新技術の特徴 

・顕微鏡を用いてデータを面で取得 
         （空間分解能 ＜ 2 µm） 

I 

デバイス全体の平均情報 



想定される用途 

有機太陽電池の高効率化のための 
  材料選択・デバイス構造評価 

キャリア挙動を直接把握した上で 
研究・開発へフィードバック 

・新材料・新構造の選択 

・プロセスの最適化 

・欠陥の発見・解析 

特性ムラを可視化して、 
ボトルネック部位を特定 



想定される用途 

類似のデバイス構造をもつ有機ＥＬ照明 
 などへの応用も可能 

有機薄膜太陽電池 有機ＥＬデバイス 



開発装置概要 

装置ブロック図 開発装置 



キャリア寿命のイメージング 

 t＝10-5 s 
＋ 100 nm 

2 mm 

 t ＝10-4 s 

ー 

2 mm 

均一にみえるデバイスの 
ムラがみえる 

開発装置概要 



ON OFF  光照射 

・ライフタイム測定  銅フタロシアニン/C60太陽電池 

 tL1  tL2 

光照射による電子の発生をＥＦＩＳＨＧシグナルで捕えている 

開発装置概要 



ON 
OFF  光照射 

データ解析用関数（フィルタリング関数）による 
 効率的な解析 

)2()()( 1111 tststF −=

 tL1=3.7×10-5 s 
 tL2=4.3×10-2 s 

 tch=1.4×10-4 s 

開発装置概要 
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C60 ∼200 nm 

Laser beam EFISHG  
λω =1000 nm λ2ω =500 nm 

1cm×1cm 

Optical image 

+5V 

   0 V 
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Al 

電界分布イメージングによる 
電圧印加状況の把握 

開発装置概要 
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C60 ∼200 nm 

Laser beam EFISHG  
λω =1000 nm λ2ω =500 nm 

EFISHG image 
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image size 1 cm×1 cm 
resolution  400 µm  

ITO 

Al 

電界分布イメージングによる 
電圧印加状況の把握 

開発装置概要 



EFISHG image 

+5V 

1 

0 

0.5 

電極端の 
 電界集中 

スキャン間隔 
10 µm 

画像サイズ 
2 mm× 100 µm 

光学像ではみえない電界のムラが可視化できる 

開発装置概要 



開発装置の測定精度  
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C60 

∼200 nm 

Laser beam EFISHG  
λω =1000 nm λ2ω =500 nm 

  有機薄膜太陽電池 開放電圧 Voc=0.1 V 程度 
  有機ＥＬ 注入電荷密度  10-8 C/cm2  程度に対応 

ITO 

Al 

開発装置概要 

電界精度 E=6×103 V/cm 



安定性 

開発装置概要 

軸対称偏光レーザーを用いることで、 
 有機薄膜の膜厚方向の電界を測定する 

30 min 0V 

30 min 2V 



実用化に向けた課題 

イメージング測定機能 

電界測定精度 1×104 V/cm  

・有機太陽電池のキャリア寿命を可視化できる 
  世界初の装置 

分解能 2 µm 

キャリア寿命  10 ns～10 ms 

高精度，広い測定レンジ 

レーザーの選択で 
 100 fsまでレンジ拡張可能 

ステージ分解能は 
 200 nmまで向上できる 



 これまで、研究室レベルの小型のデバイスで 
  測定データを積み重ねてきた。 

 
 実用化へ向けて研究されている大面積のデバイスへの 
  測定実績が不足している。 
  研究・開発の現場で本装置を利用するときに顕在化する 
  問題を解決し、実用化に結び付けたい  

企業への期待 



本技術に関する知的財産権 

本開発のベースになる知的財産 
特許第5109123号、特許第5044776号 
（特許権者 東京工業大学） 

本開発の成果による知的財産 
特開2012-038805 
（出願人 プレサイスゲージ株式会社、東京工業大学） 



お問い合わせ先 

東京工業大学 理工学研究科 
 教授 岩本光正 
 
 
 
本発表の関連特許、技術移転については 
東京工業大学 産学連携推進本部にお問い合わせください。 
 
電話： ０３－５７３４－２４４５ 
Email: sangaku@sangaku.titech.ac.jp 
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