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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結着剤を含む、半導体微粒子が分散されたペーストを透明導電性基板上に塗布し、
　上記ペーストを上記ペーストに含まれる溶媒の沸点以下の温度で乾燥させて上記溶媒を
除去した後、３０℃以上、上記透明導電性基板の軟化温度以下の温度に加熱しながら上記
ペーストをプレスすることにより上記半導体微粒子を上記透明導電性基板上に圧着して上
記半導体微粒子からなる半導体電極を形成するようにした光電変換素子の製造方法。
【請求項２】
　上記透明導電性基板が透明プラスチック基板上に透明導電膜を形成したものである請求
項１記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項３】
　上記透明導電性基板の軟化温度以下の温度が５０℃以上である請求項１記載の光電変換
素子の製造方法。
【請求項４】
　上記透明導電性基板の軟化温度以下の温度が２００℃以下である請求項１記載の光電変
換素子の製造方法。
【請求項５】
　上記透明導電性基板の軟化温度以下の温度が５０℃以上１２０℃以下である請求項１記
載の光電変換素子の製造方法。
【請求項６】
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　上記ペーストに分散された上記半導体微粒子に増感色素が予め担持されている請求項１
記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項７】
　上記光電変換素子は湿式太陽電池である請求項１記載の光電変換素子の製造方法。
【請求項８】
　結着剤を含む、増感色素を担持する半導体微粒子が分散されたペーストを透明導電性基
板上に塗布し、
　上記ペーストを上記ペーストに含まれる溶媒の沸点以下の温度で乾燥させて上記溶媒を
除去した後、３０℃以上、上記透明導電性基板の軟化温度および上記増感色素の失活温度
のうちの低い方の温度以下の温度に加熱しながら上記ペーストをプレスすることにより上
記半導体微粒子を上記透明導電性基板上に圧着して上記半導体微粒子からなる半導体電極
を形成するようにした光電変換素子の製造方法。
【請求項９】
　上記光電変換素子は色素増感湿式太陽電池である請求項８記載の光電変換素子の製造方
法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、光電変換素子およびその製造方法ならびに電子装置およびその製造方法に関
し、例えば、半導体微粒子からなる半導体電極を用いた湿式太陽電池に適用して好適なも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
エネルギー源として石炭や石油などの化石燃料を使用する場合、その結果発生する二酸化
炭素のために、地球の温暖化をもたらすと言われている。また、原子力エネルギーを使用
する場合には、放射線による汚染の危険性が伴う。環境問題が取り沙汰される現在、これ
らのエネルギーに依存していくことは大変問題が多い。
【０００３】
一方、太陽光を電気エネルギーに変換する光電変換素子である太陽電池は太陽光をエネル
ギー源としているため、地球環境に対する影響が極めて少なく、より一層の普及が期待さ
れている。
【０００４】
太陽電池の材質としては様々なものがあるが、シリコンを用いたものが多数市販されてお
り、これらは大別して単結晶または多結晶のシリコンを用いた結晶シリコン系太陽電池と
、非晶質（アモルファス）シリコン系太陽電池とに分けられる。従来、太陽電池には、単
結晶または多結晶のシリコン、すなわち結晶シリコンが多く用いられてきた。
【０００５】
しかし、結晶シリコン系太陽電池では、光（太陽）エネルギーを電気エネルギーに変換す
る性能を表す光電変換効率が、アモルファスシリコン系太陽電池に比べて高いものの、結
晶成長に多くのエネルギーと時間とを要するため生産性が低く、コスト面で不利であった
。
【０００６】
また、アモルファスシリコン系太陽電池は、結晶シリコン系太陽電池と比べて光吸収性が
高く、基板の選択範囲が広い、大面積化が容易である等の特徴があるが、光電変換効率が
結晶シリコン系太陽電池より低い。さらに、アモルファスシリコン系太陽電池は、生産性
は結晶シリコン系太陽電池に比べて高いが、製造に真空プロセスが必要であり、設備面で
の負担は未だに大きい。
【０００７】
一方、太陽電池のより一層の低コスト化に向けて、シリコン系材料に代えて有機材料を用
いた太陽電池が多く研究されてきた。しかし、この太陽電池の光電変換効率は１％以下と
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非常に低く、耐久性にも問題があった。
【０００８】
こうした中で、非特許文献１に、色素によって増感された多孔質半導体微粒子を用いた安
価な太陽電池が報告された。この太陽電池は、増感色素にルテニウム錯体を用いて分光増
感した酸化チタン多孔質薄膜を光電極とする湿式太陽電池、すなわち電気化学光電池であ
る。この太陽電池の利点は、安価な酸化チタン等の酸化物半導体を用いることができ、増
感色素の光吸収が８００ｎｍまでの幅広い可視光波長域にわたっていること、光電変換の
量子効率が高く、高いエネルギー変換効率を実現できることである。また、製造に真空プ
ロセスが必要無いため、大型の設備等も必要無い。
【非特許文献１】
Nature(353, p.737-740, 1991)
【０００９】
しかし、この太陽電池は、多孔質半導体電極を作製する過程で約５００℃での高温焼成プ
ロセスを必要とするため、この焼成温度に耐えうる基板の使用が不可欠となり、基板選択
の自由度が減少するという問題がある。これに関しては、３００℃未満での低温焼成、さ
らには、乾式製膜法や湿式での電解析出法を応用した、焼成プロセスを用いない半導体電
極の作製方法に関する研究も数多く報告されているが、これらの方法により作製された半
導体電極は耐久性が乏しく、太陽電池の光電変換効率も数％未満に留まっているのが現状
である。
【００１０】
こうした中で、A. Hagfeldt らは結着剤を含む酸化チタン微粒子のペーストを基板上に塗
布後、このペーストをプレスすることで基板上に半導体微粒子を圧着するという、室温下
で半導体電極を作製可能なプロセスを発表した（非特許文献２）。
【非特許文献２】
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry,
145(2001),107
【００１１】
【発明が解決しようとする課題】
非特許文献２によれば、室温下で半導体電極を作製した色素増感太陽電池の光電変換効率
は約４～５％に達しているが、焼成プロセスを用いて半導体電極を作製した太陽電池と比
較すると光電変換効率は低い。また、この方法によれば、室温下で半導体電極を作製する
ため、耐熱性の低いプラスチック基板も透明電極の支持体として使用可能となるが、ペー
ストのプレスによりプラスチック基板上に圧着形成した半導体微粒子層は基板に対する密
着性および柔軟性が低く、湾曲や伸縮に対する耐久性に課題がある。また、結着剤にエチ
ルセルロースを用いているが、このエチルセルロースはアルコールや有機溶媒に可溶であ
り、色素染色の際に用いる色素溶液や電解液中に溶解し、時間と共に著しく特性が劣化し
てしまう。
【００１２】
　従って、この発明が解決しようとする課題は、半導体微粒子からなる半導体電極の基板
に対する密着性および半導体電極の柔軟性が高く、湾曲や伸縮に対する耐久性が高く、し
かも光電変換特性に優れた光電変換素子の製造方法を提供することである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、従来技術が有する上記課題を解決すべく種々実験および検討を行った結果、
半導体微粒子を分散させたペーストのプレス工程を常温ではなく、より高い温度で行うこ
とが、半導体電極の基板に対する密着性および柔軟性の向上や光電変換効率の向上に有効
であることを見出し、この発明を案出するに至ったものである。
【００１５】
　すなわち、上記課題を解決するために、この発明の第１の発明は、
　結着剤を含む、半導体微粒子が分散されたペーストを透明導電性基板上に塗布し、
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　上記ペーストを上記ペーストに含まれる溶媒の沸点以下の温度で乾燥させて上記溶媒を
除去した後、３０℃以上、上記透明導電性基板の軟化温度以下の温度に加熱しながら上記
ペーストをプレスすることにより上記半導体微粒子を上記透明導電性基板上に圧着して上
記半導体微粒子からなる半導体電極を形成するようにした光電変換素子の製造方法である
。
【００１７】
　この発明の第２の発明は、
　結着剤を含む、増感色素を担持する半導体微粒子が分散されたペーストを透明導電性基
板上に塗布し、
　上記ペーストを上記ペーストに含まれる溶媒の沸点以下の温度で乾燥させて上記溶媒を
除去した後、３０℃以上、上記透明導電性基板の軟化温度および上記増感色素の失活温度
のうちの低い方の温度以下の温度に加熱しながら上記ペーストをプレスすることにより上
記半導体微粒子を上記透明導電性基板上に圧着して上記半導体微粒子からなる半導体電極
を形成するようにした光電変換素子の製造方法である。
【００１９】
この発明において、乾燥させたペーストをプレスする際の温度は、半導体電極の基板に対
する密着性および柔軟性の改善効果を十分に得るため、好ましくは４０℃以上、より好ま
しくは５０℃以上とする。一方、透明導電性基板の支持体として透明プラスチック基板を
用いたり、ペーストに分散された半導体微粒子に予め増感色素が担持されている場合には
、使用する透明導電性基板や増感色素にもよるが、このプレスの際の温度の上限は一般的
には１５０～２００℃である。このプレスの際の温度は、典型的には５０℃以上１２０℃
以下である。ペーストの乾燥は、ペーストに含まれる溶媒を除去するために行われ、乾燥
温度は、溶媒の沸点以下で、溶媒が水の場合は例えば５０℃前後、溶媒が有機溶媒の場合
は１００℃前後が一般的である。
【００２０】
ペーストのプレス方法に特に制限は無く、平板式のプレス機等を用いるプレス成型法、ロ
ール等を用いるロールプレス法や圧延（カレンダー) 法等種々の方法を用いることができ
る。プレスの際にペーストに加える圧力に上限は無いが、高い圧力を加えた場合には半導
体微粒子層の基板への密着性が高まるため、耐久性に優れた光電変換素子を実現すること
ができる。この圧力は通常５００ｋｇ／ｃｍ2 以上であり、好ましくは１０００ｋｇ／ｃ
ｍ2 以上であり、さらに好ましくは５０００ｋｇ／ｃｍ2 以上である。加熱プレスする時
間は特に制限されないが、通常１秒～６００秒程度であり、生産性や半導体微粒子層の密
着性を考慮すると好ましくは３秒～３００秒である。
【００２１】
透明導電性基板は、導電性または非導電性の透明支持基板上に透明導電膜を形成したもの
であっても、全体が導電性の透明基板であっても良い。この透明支持基板の材質は特に制
限されず、透明であれば種々の基材を用いることができる。この透明支持基板は、光電変
換素子外部から侵入する水分やガスの遮断性、耐溶剤性、耐候性等に優れているものが好
ましく、具体的には、石英、ガラス等の透明無機基板、ポリエチレンテレフタレート、ポ
リエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリスチレン、ポリエチレン、ポリプロピ
レン、ポリフェニレンサルファイド、ポリフッ化ビニリデン、テトラアセチルセルロース
、ブロム化フェノキシ、アラミド類、ポリイミド類、ポリスチレン類、ポリアリレート類
、ポリスルフォン類、ポリオレフィン類等の透明プラスチック基板が挙げられるが、これ
らに限定されるものでは無い。この透明支持基板としては、加工性、軽量性等を考慮する
と、透明プラスチック基板を用いるのが好ましい。また、この透明支持基板の厚さは特に
制限されず、光の透過率、光電変換素子内部と外部との遮断性等によって自由に選択する
ことができる。
【００２２】
透明導電性基板の表面抵抗は低いほど好ましい。具体的には、透明導電性基板の表面抵抗
は５００Ω／□以下が好ましく、１００Ω／□がさらに好ましい。透明支持基板上に透明
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導電膜を形成する場合、その材料としては公知のものを使用可能であり、具体的には、イ
ンジウム－スズ複合酸化物（ＩＴＯ）、フッ素ドープＳｎＯ2 （ＦＴＯ）、ＳｎＯ2 等が
挙げられるが、これらに限定されるものではなく、これらを２種類以上組み合わせて用い
ることができる。また、透明導電性基板の表面抵抗を低減し、集電効率を向上させる目的
で、透明導電性基板上に導電性の高い金属の配線をパターニングすることも可能である。
【００２３】
半導体微粒子の材料としては、シリコンに代表される元素半導体のほかに、各種の化合物
半導体、ペロブスカイト構造を有する化合物等を使用することができる。これらの半導体
は、光励起下で伝導帯電子がキャリアーとなり、アノード電流を与えるｎ型半導体である
ことが好ましい。これらの半導体は、具体的に例示すると、ＴｉＯ2 、ＺｎＯ、ＷＯ3 、
Ｎｂ2 Ｏ5 、ＴｉＳｒＯ3 、ＳｎＯ2 等であり、これらのうちＴｉＯ2 が特に好ましい。
また、半導体の種類はこれらに限定されるものでは無く、２種類以上混合して用いること
もできる。
【００２４】
半導体微粒子の粒径に特に制限は無いが、一次粒子の平均粒径で１～２００ｎｍが好まし
く、特に好ましくは５～１００ｎｍである。また、この平均粒径の半導体微粒子にこの平
均粒径より大きい平均粒径の半導体微粒子を混合し、平均粒径の大きい半導体微粒子によ
り入射光を散乱させ、量子収率を向上させることも可能である。この場合、別途混合する
半導体微粒子の平均粒径は２０～５００ｎｍであることが好ましい。
【００２５】
結着剤を含む、半導体微粒子が分散されたペーストの作製方法に特に制限は無いが、物性
、利便性、製造コスト等を考慮した場合、湿式製膜法が好ましく、半導体微粒子の粉末あ
るいはゾルを水等の溶媒に均一分散し、さらに結着剤を添加してペーストを調製し、透明
導電性基板上に塗布する方法が好ましい。塗布方法は特に制限はなく、公知の方法に従っ
て行うことができ、例えば、ディップ法、スプレー法、ワイヤーバー法、スピンコート法
、ローラーコート法、ブレードコート法、グラビアコート法、また、湿式印刷方法として
は、例えば、凸版、オフセット、グラビア、凹版、ゴム版、スクリーン印刷等様々な方法
により行うことができる。半導体微粒子の材料として結晶酸化チタンを用いる場合、その
結晶型は、アナターゼ型が光触媒活性の点から好ましい。アナターゼ型酸化チタンは市販
の粉末、ゾル、スラリーでも良いし、あるいは酸化チタンアルコキシドを加水分解する等
の公知の方法によって所定の粒径のものを作っても良い。市販の粉末を使用する際には粒
子の二次凝集を解消することが好ましく、塗布液調製時に乳鉢やボールミル等を使用して
粒子の粉砕を行うことが好ましい。このとき、二次凝集が解かれた粒子が再度凝集するの
を防ぐため、アセチルアセトン、塩酸、硝酸、界面活性剤、キレート剤等を添加すること
ができる。
【００２６】
ペーストに添加する結着剤は、色素染色の際の色素溶液や電解液に不溶であることが好ま
しい。この結着剤としては公知のものを使用することができ、セルロース類、ポリエーテ
ル類、ポリビニルアルコール、ポリアクリル酸、ポリアクリルアミド、ポリエチレングリ
コール、ポリエチレンイミン、ポリ（メタ）アクリル酸メチル、ポリフッ化ビニリデン、
スチレンブタジエンラバー、ポリアミドイミド、ポリテトラフルオロエチレン（フッ素樹
脂）等が挙げられるが、これらに限定されるものではなく、２種類以上混合して用いても
構わない。
【００２７】
半導体微粒子層は一般に、その厚さが増大するほど単位投影面積当たりの担持色素量が増
えるため光の捕獲率が高くなるが、注入した電子の拡散距離が増すため電荷再結合による
ロスも大きくなる。従って、半導体微粒子層には好ましい厚さが存在するが、その厚さは
一般的には０．１～１００μｍであり、１～５０μｍであることがより好ましく、３～３
０μｍであることが特に好ましい。半導体微粒子層の厚さを増すために、一度プレス成型
した半導体微粒子層の上から再度ペーストを重ね塗りし、これを再度プレスすることによ
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り半導体微粒子層を積層させることも可能である。半導体微粒子の表面積の増大や、半導
体微粒子層の不純物を除去し、色素から半導体微粒子への電子注入効率を高める目的で、
例えば四塩化チタン水溶液を用いた化学メッキや三塩化チタン水溶液を用いた電気化学的
メッキ処理を行っても良い。また、半導体微粒子層のインピーダンスを低減させる目的で
導電助剤を添加しても良い。
【００２８】
半導体微粒子に担持させる色素としては、増感作用を示すものであれば特に制限はないが
、例えば、ローダミンＢ、ローズベンガル、エオシン、エリスロシン等のキサンテン系色
素、キノシアニン、クリプトシアニン等のシアニン系色素、フェノサフラニン、カブリブ
ルー、チオシン、メチレンブルー等の塩基性染料、クロロフィル、亜鉛ポルフィリン、マ
グネシウムポルフィリン等のポルフィリン系化合物、その他アゾ色素、フタロシアニン化
合物、クマリン系化合物、Ｒｕビピリジン錯化合物、アントラキノン系色素、多環キノン
系色素等が挙げられる。この中でも、ルテニウム（Ｒｕ）ビピリジン錯化合物は量子収率
が高く特に好ましいが、これに限定されるものではなく、単独もしくは２種類以上混合し
て用いることができる。
【００２９】
上記色素の半導体微粒子層への担持方法に特に制限は無く、例えば上記色素をアルコール
類、ニトリル類、ニトロメタン、ハロゲン化炭化水素、エーテル類、ジメチルスルホキシ
ド、アミド類、Ｎ－メチルピロリドン、１，３－ジメチルイミダゾリジノン、３－メチル
オキサゾリジノン、エステル類、炭酸エステル類、ケトン類、炭化水素、水等の溶媒に溶
解させ、これに半導体微粒子層を浸漬し、もしくは色素溶液を半導体微粒子層に塗布する
方法が一般的である。また、上記色素を半導体微粒子の分散されたペーストへ溶解させ、
予め色素が担持された状態の半導体微粒子を塗布、プレス成型する方法がより好ましい。
この場合、１半導体微粒子に対する色素分子の仕込み量は１～１０００分子であり、１～
１００分子がさらに好ましい。また、色素分子が半導体微粒子に対して大過剰に担持され
た場合、光エネルギーによって励起された電子が半導体微粒子に注入されず、電解質を還
元するためエネルギーロスの原因となる。従って、色素分子は半導体微粒子に対して単分
子吸着が理想的な状態であり、必要に応じて担持させる温度や圧力を変化させることが可
能である。色素同士の会合を低減する目的でデオキシコール酸等のカルボン酸類を添加し
ても良い。また紫外線吸収剤を併用することもできる。
【００３０】
過剰に担持された色素の除去を促進する目的で、色素が担持された半導体微粒子層に対し
、アミン類を用いて表面を処理しても良い。アミン類の例としてはピリジン、４－ｔｅｒ
ｔ－ブチルピリジン、ポリビニルピリジン等が挙げられ、これらが液体の場合は、そのま
ま用いても良いし、有機溶媒に溶解して用いても良い。
【００３１】
対極は導電性物質であれば任意のものを用いることができるが、絶縁性の物質でも、半導
体電極に面している側に導電層が設置されていれば、これも使用可能である。ただし、電
気化学的に安定である材料を電極として用いることが好ましく、具体的には、白金、金、
およびカーボン等を用いることが望ましい。また、酸化還元の触媒効果を向上させる目的
で、半導体電極に面している側は微細構造で表面積が増大していることが好ましく、例え
ば、白金であれば白金黒状態に、カーボンであれば多孔質状態になっていることが望まれ
る。白金黒状態は、白金の陽極酸化法、塩化白金酸処理などによって、また、多孔質状態
のカーボンは、カーボン微粒子の焼結や有機ポリマーの焼成等の方法により形成すること
ができる。
【００３２】
電解質は、ヨウ素（Ｉ2 ）と金属ヨウ化物もしくは有機ヨウ化物との組み合わせ、臭素（
Ｂｒ2 ）と金属臭化物あるいは有機臭化物との組み合わせのほか、フェロシアン酸塩／フ
ェリシアン酸塩やフェロセン／フェリシニウムイオンなどの金属錯体、ポリ硫化ナトリウ
ム、アルキルチオール／アルキルジスルフィドなどのイオウ化合物、ビオロゲン色素、ヒ
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ドロキノン／キノン等を用いることができる。上記金属化合物のカチオンとしてはＬｉ、
Ｎａ、Ｋ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｃｓ等、上記有機化合物のカチオンとしてはテトラアルキルアン
モニウム類、ピリジニウム類、イミダゾリウム類等の４級アンモニウム化合物が好適であ
るが、これらに限定されるものでは無く、これらを２種類以上混合して用いることもでき
る。この中でも、Ｉ2 とＬｉＩ、ＮａＩやイミダゾリウムヨーダイド等の４級アンモニウ
ム化合物を組み合わせた電解質が好適である。電解質塩の濃度は、溶媒に対して０．０５
Ｍ～５Ｍが好ましく、さらに好ましくは０．２Ｍ～１Ｍである。Ｉ2 やＢｒ2 の濃度は０
．０００５Ｍ～１Ｍが好ましく、さらに好ましくは０．０００１～０．１Ｍである。また
、開放電圧、短絡電流を向上させる目的で４－ｔｅｒｔ－ブチルピリジンやカルボン酸等
の各種添加剤を加えることもできる。
【００３３】
上記電解質組成物を構成する溶媒として水、アルコール類、エーテル類、エステル類、炭
酸エステル類、ラクトン類、カルボン酸エステル類、リン酸トリエステル類、複素環化合
物類、ニトリル類、ケトン類、アミド類、ニトロメタン、ハロゲン化炭化水素、ジメチル
スルホキシド、スルフォラン、Ｎ－メチルピロリドン、１，３－ジメチルイミダゾリジノ
ン、３－メチルオキサゾリジノン、炭化水素等が挙げられるが、これらに限定されるもの
ではなく、単独もしくは２種類以上混合して用いることができる。また、溶媒としてテト
ラアルキル系、ピリジニウム系、イミダゾリウム系４級アンモニウム塩の室温イオン性液
体を用いることも可能である。
【００３４】
光電変換素子の漏液、電解質の揮発を低減する目的で、上記電解質組成物へゲル化剤、ポ
リマー、架橋モノマーなどを溶解させ、ゲル状電解質として使用することも可能である。
ゲルマトリクスと電解質組成物との比率は、電解質組成物が多ければイオン導電率は高く
なるが、機械的強度は低下する。また、逆に電解質組成物が少なすぎると機械的強度は大
きいがイオン導電率は低下するため、電解質組成物はゲル状電解質の５０ｗｔ％～９９ｗ
ｔ％が望ましく、８０ｗｔ％～９７ｗｔ％がより好ましい。また、上記電解質と可塑剤を
用いてポリマーに溶解させ、可塑剤を揮発除去することで全固体型の光電変換素子を実現
することも可能である。
【００３５】
光電変換素子の製造方法は特に限定されないが、例えば電解質組成物が液状、もしくは光
電変換素子内部でゲル化させることが可能であり、導入前は液状の電解質組成物の場合、
半導体電極と対極とを向かい合わせ、２つの電極が接しないように半導体電極が形成され
ていない基板部分を封止する。このとき、半導体電極と対極との隙間に特に制限は無いが
、通常１～１００μｍであり、より好ましくは１～５０μｍである。この電極間の距離が
長すぎると、導電率の低下から光電流が減少してしまう。封止方法は特に制限されないが
、対光性、絶縁性、防湿性を備えた材料が好ましく、種々の溶接法、エポキシ樹脂、紫外
線硬化樹脂、アクリル系接着剤、ＥＶＡ（エチレンビニルアセテート) 、アイオノマー樹
脂、セラミック、熱融着フィルム等を用いることができる。また、電解質組成物の溶液を
注液する注入口が必要であるが、半導体電極層およびそれに対向する部分の対極上でなけ
れば、注入口の場所は特に限定されない。注液方法に特に制限は無いが、予め封止され、
溶液の注入口を開けられた上記セルの内部に注液を行う方法が好ましい。この場合、注入
口に溶液を数滴垂らし、毛細管現象により注液する方法が簡便である。また、必要に応じ
て減圧もしくは加熱下で注液の操作を行うこともできる。完全に溶液が注入された後、注
入口に残った溶液を除去し、注入口を封止する。この封止方法にも特に制限は無いが、必
要であればガラス板やプラスチック基板を封止剤で貼り付けて封止することもできる。ま
た、ポリマーなどを用いたゲル状電解質、全固体型の電解質の場合、色素を担持した半導
体電極上で電解質組成物と可塑剤を含むポリマー溶液をキャスト法により揮発除去させる
。可塑剤を完全に除去した後、上記方法と同様に封止を行う。この封止は真空シーラーな
どを用いて、不活性ガス雰囲気下、もしくは減圧中で行うことが好ましい。封止を行った
後、電解質を半導体微粒子層へ充分に含侵させるため、必要に応じて加熱、加圧の操作を
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行うことも可能である。
光電変換素子はその用途に応じて様々な形状で作製することが可能であり、その形状は特
に限定されない。
【００４２】
　上述のように構成されたこの発明によれば、結着剤を含む、半導体微粒子が分散された
ペーストあるいは結着剤を含む、増感色素を担持する半導体微粒子が分散されたペースト
を透明導電性基板上に塗布し、上記ペーストを上記ペーストに含まれる溶媒の沸点以下の
温度で乾燥させて溶媒を除去した後、３０℃以上、透明導電性基板の軟化温度以下の温度
あるいは透明導電性基板の軟化温度および増感色素の失活温度のうちの低い方の温度以下
の温度に加熱しながら上記ペーストをプレスすることにより半導体微粒子を透明導電性基
板上に圧着して半導体微粒子からなる半導体電極を形成するようにしていることにより、
半導体電極の透明導電性基板に対する密着性および柔軟性の向上を図ることができ、湾曲
や屈曲に対する半導体電極の耐久性の向上を図ることができる。
【００４３】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の一実施形態について図面を参照しながら説明する。
図１はこの発明の一実施形態による色素増感湿式光電変換素子を示す。
図１に示すように、この色素増感湿式光電変換素子においては、透明導電性基板１上に増
感色素を担持した半導体微粒子層２（半導体電極）が形成されたものと、透明導電性基板
３上に白金または白金触媒層４が形成されたものとが、それらの半導体微粒子層２および
白金または白金触媒層４が所定の間隔をおいて互いに対向するように配置されており、そ
れらの間の空間に電解質層（電解液）５が封入されている。この電解質層５は、図示省略
した所定の封止部材により封入されている。ここで、半導体微粒子層２は、結着剤を含む
、増感色素が予め担持されている半導体微粒子が分散されたペーストをプレスにより圧着
することで形成されたものである。
【００４４】
図２に、特に、透明導電性基板１が透明基板１ａ上に透明電極１ｂが形成されたものであ
り、透明導電性基板３が透明基板３ａ上に透明電極３ｂが形成されたものである場合の色
素増感湿式光電変換素子を示す。
【００４５】
透明導電性基板１（あるいは透明基板１ａおよび透明電極１ｂ）、半導体微粒子層２、透
明導電性基板３（あるいは透明基板３ａおよび透明電極３ｂ）および電解質層５としては
、すでに挙げたものの中から、必要に応じて選択することができる。
【００４６】
次に、この色素増感湿式光電変換素子の製造方法について説明する。
すなわち、まず透明導電性基板１を用意する。次に、図３Ａに示すように、この透明導電
性基板１上に、結着剤を含む、増感色素を担持した半導体微粒子が分散されたペースト６
を所定のギャップ（厚さ）に塗布する。次に、３０℃以上、透明導電性基板１の軟化温度
および増感色素の失活温度のうちの低い方の温度以下、好ましくは５０℃以上１２０℃以
下の温度に加熱しながら、このペースト６を所定の方法および圧力でプレスする。この圧
力は５００ｋｇ／ｃｍ2 以上であり、好ましくは５０００ｋｇ／ｃｍ2 以上２００００ｋ
ｇ／ｃｍ2 以下である。この加熱プレスにより、図３Ｂに示すように、透明導電性基板１
上に色素担持半導体微粒子層２が圧着形成される。
【００４７】
一方、別途透明導電性基板３を用意し、その上に白金または白金触媒層４を形成する。
そして、上記の透明導電性基板１とこの透明導電性基板３とをそれらの半導体微粒子層２
および白金または白金触媒層４が所定の間隔、例えば１～１００μｍ、好ましくは１～５
０μｍの間隔をおいて互いに対向するように配置するとともに、所定の封止部材を用いて
電解質層５が封入される空間を作り、この空間に予め形成された注液口から電解質層５を
注入する。その後、この注液口を塞ぐ。これによって、色素増感湿式光電変換素子が製造
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【００４８】
次に、この色素増感湿式光電変換素子の動作について説明する。
透明導電性基板１側からこの透明導電性基板１を透過して入射した光は、半導体微粒子層
２の表面に担持された増感色素を励起して電子を発生する。この電子は、速やかに増感色
素から半導体微粒子層２の半導体微粒子に渡される。一方、電子を失った増感色素は、電
解質層５のイオンから電子を受け取り、電子を渡した分子は、再び対極の白金または白金
触媒層４で電子を受け取る。この一連の過程により、半導体微粒子層２と電気的に接続さ
れた透明導電性基板１と、白金または白金触媒層４と電気的に接続された透明導電性基板
３との間に起電力が発生する。このようにして光電変換が行われる。
【００４９】
以上のように、この一実施形態によれば、３０℃以上、透明導電性基板１の軟化温度およ
び増感色素の失活温度のうちの低い方の温度以下、好ましくは５０℃以上１２０℃以下の
温度に加熱しながら、結着剤を含む、増感色素が予め担持された半導体微粒子が分散され
たペースト６をプレスして透明導電性基板１上に半導体微粒子層２を圧着形成するので、
半導体微粒子層２の基板に対する密着性および柔軟性の向上を図ることができ、それによ
って半導体微粒子層２の湾曲や伸縮に対する耐久性が高くなり、しかも光電変換効率が十
分に高い。このため、耐久性および光電変換特性に優れた色素増感湿式光電変換素子、特
に色素増感湿式太陽電池を実現することができる。また、この色素増感湿式光電変換素子
は高温焼成プロセスを用いないで製造することができるため、基板の材料の選択の自由度
が高い。
【００５０】
【実施例】
色素増感湿式光電変換素子の実施例について説明する。実施例の条件を表１にまとめて示
す。また、実施例の測定結果を、比較例の測定結果とともに表２に示す。
【表１】
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【００５１】
実施例１
半導体微粒子としてＴｉＯ2 微粒子を用いた。結着剤を含む、ＴｉＯ2 微粒子が分散され
たペーストを荒川裕則「色素増感太陽電池の最新技術」（シーエムシー）p.45-47(2001) 
を参考にして以下のように作製した。１２５ｍｌのチタンイソプロポキシドを７５０ｍｌ
の０．１Ｍ硝酸水溶液に室温で撹拌しながらゆっくり滴下した。滴下が終了したら、この
溶液を８０℃の恒温槽に移し、８時間撹拌して、白濁した半透明のゾル溶液を得た。この
ゾル溶液を室温まで放冷し、ガラスフィルターでろ過した後、７００ｍｌにメスアップし
た。得られたゾル溶液をオートクレーブへ移し、２２０℃で１２時間水熱処理を行った後
、１時間超音波処理を行うことにより分散処理した。次いでこの溶液をエバポレーターに
より４０℃で濃縮し、ＴｉＯ2 の含有量が２０ｗｔ％になるように調製した。この濃縮ゾ
ル溶液に、ペースト中のＴｉＯ2 の重量に対して５ｗｔ％となるようにヒドロキシエチル
セルロースを添加し、遊星ボールミルで均一に混合し、増粘したＴｉＯ2 ペーストを得た
。
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【００５２】
このＴｉＯ2 ペーストに、シス－ビス（イソチオシアナート）－Ｎ，Ｎ－ビス（２，２' 
－ジピリジル－４，４' －ジカルボン酸）－ルテニウム（II）二水和物を、１ＴｉＯ2 微
粒子に対して１０分子の仕込み比で溶解させ、ＴｉＯ2 微粒子に色素を吸着させた。
【００５３】
得られた色素担持ＴｉＯ2 ペーストをブレードコーティング法により、表面をＳｎＯ2 で
被覆した導電性ＰＥＴ基板（シート抵抗５０Ω／□）に大きさ１ｃｍ×１ｃｍ、ギャップ
２００μｍで塗布した後、プレス成型機により１２０℃、１００００ｋｇ／ｃｍ2 の条件
で３０秒間圧着した。こうして圧着形成された色素担持ＴｉＯ2 微粒子層の上にさらにギ
ャップ２００μｍで上記色素担持ＴｉＯ2 ペーストをブレードコーティングし、上記と同
様の条件で色素担持ＴｉＯ2 微粒子層を圧着形成した。
【００５４】
対極は、予め１ｍｍの注液口が開けられた、表面をＳｎＯ2 で被覆した導電性ＰＥＴ基板
（シート抵抗５０Ω／□) に白金を厚さ１００ｎｍスパッタしたものを用いた。
上記のように形成された色素担持ＴｉＯ2 微粒子層、すなわち半導体電極と対極の白金面
とを向かい合わせ、その外周を厚さ３０μｍのＥＶＡフィルムとエポキシ接着剤とによっ
て封止した。
【００５５】
一方、メトキシプロピオニトリル３ｇに、ヨウ化リチウム（ＬｉＩ）０．０４ｇ、１－プ
ロピル－２，３－ジメチルイミダゾリウムヨーダイド０．４７９ｇ、ヨウ素（Ｉ2 ）０．
０３８１ｇ、４－ｔｅｒｔ－ブチルピリジン０．２ｇを溶解させて混合溶液を作製し、電
解質組成物を調製した。
【００５６】
上記の電解質組成物を上記のように予め形成した注液口に数滴垂らし、減圧することで素
子内部に注液した後、注液口をＥＶＡフィルム、エポキシ接着剤およびＰＥＴ基板で封止
し、色素増感湿式光電変換素子を得た。
【００５７】
実施例２～６
表１に示す条件でペーストをプレスした以外は実施例１と同様にして色素増感湿式光電変
換素子を作製した。
【００５８】
実施例７
実施例１と同様に調製したＴｉＯ2 ペーストをそのままブレードコーティング法により、
表面をＳｎＯ2 で被覆した導電性ＰＥＴ基板（シート抵抗５０Ω／□) に大きさ１ｃｍ×
１ｃｍ、ギャップ２００μｍで塗布した後、プレス成型機により１２０℃、１００００ｋ
ｇ／ｃｍ2 の条件で３０秒間圧着した。こうして圧着形成された色素担持ＴｉＯ2 微粒子
層の上にさらにギャップ２００μｍで上記色素担持ＴｉＯ2 ペーストをブレードコーティ
ングし、上記と同様の条件で色素担持ＴｉＯ2 微粒子層を圧着形成した。
【００５９】
次いで、０．５ｍＭのシス－ビス（イソチオシアナート）－Ｎ，Ｎ－ビス（２，２' －ジ
ピリジル－４，４' －ジカルボン酸）－ルテニウム（II) 二水和物および２０ｍＭのデオ
キシコール酸を溶解した脱水エタノール溶液に１２時間浸漬し、ＴｉＯ2 微粒子層に色素
を担持させた。こうして得られた色素担持ＴｉＯ2 微粒子層を４－ｔｅｒｔ－ブチルピリ
ジンのエタノール溶液、脱水エタノールの順で洗浄し、暗所で乾燥させた。
光電変換素子の組み立て、電解質組成物の調整は実施例１と同様に行った。
【００６０】
実施例８～１２
表１に示す条件でペーストをプレスした以外は実施例１０と同様にして色素増感湿式光電
変換素子を作製した。
【００６１】
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実施例１３～１９
表１に示す結着剤を用いたこと以外は実施例１と同様にして色素増感湿式光電変換素子を
作製した。
【００６２】
実施例２０
実施例１と同様に調製したＴｉＯ2 濃縮ゾル溶液をエバポレーター、減圧乾燥器で乾燥さ
せた後、ＴｉＯ2 ２０ｗｔ％、ポリフッ化ビニリデン１ｗｔ％、Ｎ－メチルピロリドン７
９ｗｔ％を遊星ボールミルで混合し、ＴｉＯ2 ペーストを作製した。
色素の担持方法、プレス成型、光電変換素子の組み立て、電解質組成物の調整は実施例１
と同様に行った。
【００６３】
実施例２１～２２
表１に示す結着剤を用いたこと以外は実施例２０と同様にして色素増感湿式光電変換素子
を作製した。
【００６４】
実施例２３
透明導電性基板にフッ素ドープ導電性ガラス基板（シート抵抗１０Ω／□）を用い、対極
に、予め１ｍｍの注液口が開けられたフッ素ドープ導電性ガラス基板（シート抵抗１０Ω
／□) に白金を厚さ１００ｎｍスパッタし、その上に塩化白金酸のエタノール溶液を数滴
垂らし、３８５℃に加熱して塩化白金処理したものを用いた以外は実施例１と同様にして
色素増感湿式光電変換素子を作製した。
【００６５】
比較例１～６
表１に示す条件（室温下）でペーストをプレスした以外は実施例１と同様にして色素増感
湿式光電変換素子を作製した。
比較例７
実施例１で調製したＴｉＯ2 濃縮ゾル溶液に分子量が５０万のポリエチレングリコール（
ＰＥＧ）を添加し、遊星ボールミルで均一に混合し、増粘したＴｉＯ2 ペーストを得た。
得られたＴｉＯ2 ペーストをブレードコーティング法によりフッ素ドープ導電性ガラス基
板（シート抵抗１０Ω／□) に大きさ１ｃｍ×１ｃｍ、ギャップ２００μｍで塗布した後
、４５０℃に３０分間保持し、ＴｉＯ2 を導電性ガラス基板上に焼結した。
【００６６】
次いで、０．５ｍＭのシス－ビス（イソチオシアナート）－Ｎ，Ｎ－ビス（２，２' －ジ
ピリジル－４，４' －ジカルボン酸）－ルテニウム(II)二水和物および２０ｍＭのデオキ
シコール酸を溶解した脱水エタノール溶液に１２時間浸漬し、ＴｉＯ2 微粒子に色素を吸
着させた。こうして得られた色素担持ＴｉＯ2 微粒子層を４－ｔｅｒｔ－ブチルピリジン
のエタノール溶液、脱水エタノールの順で洗浄し、暗所で乾燥させた。
【００６７】
対極は、予め１ｍｍの注液口が開けられたフッ素ドープ導電性ガラス基板（シート抵抗１
０Ω／□) に白金を厚さ１００ｎｍスパッタし、その上に塩化白金酸のエタノール溶液を
数滴垂らし、３８５℃に加熱することにより塩化白金処理したものを用いた。
上記のように形成された色素担持ＴｉＯ2 微粒子層と対極の白金面とを向かい合わせ、そ
の外周を厚さ３０μｍのＥＶＡフィルムとエポキシ接着剤とによって封止した。
【００６８】
一方、メトキシプロピオニトリル３ｇに、ヨウ化リチウム（ＬｉＩ）０．０４ｇ、１－プ
ロピル－２．３－ジメチルイミダゾリウムヨーダイド０．４７９ｇ、ヨウ素（Ｉ2 ）０．
０３８１ｇ、４－ｔｅｒｔ－ブチルピリジン０．２ｇを溶解させて混合溶液を作製し、電
解質組成物を調製した。
上記の電解質組成物を上記のように予め形成した注液口に数滴垂らし、減圧することで素
子内部に注液した後、注液口をＥＶＡフィルム、エポキシ接着剤およびＰＥＴ基板で封止
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し、色素増感湿式光電変換素子を得た。
【００６９】
比較例８
ＴｉＯ2 の焼成温度を１５０℃としたこと以外は比較例１と同様にして色素増感湿式光電
変換素子を作製した。
【００７０】
比較例９
透明導電性基板に表面をＳｎＯ2 で被覆した導電性ＰＥＴ基板（シート抵抗５０Ω／□) 
を用い、対極に、予め１ｍｍの注液口が開けられた、表面をＳｎＯ2 で被覆した導電性Ｐ
ＥＴ基板（シート抵抗５０Ω／□）に白金を厚さ１００ｎｍスパッタしたものを用いた以
外は比較例８と同様にして色素増感湿式光電変換素子を作製した。
【００７１】
以上のように作製した実施例１～２３および比較例１～９の色素増感湿式光電変換素子に
おいて、擬似太陽光（ＡＭ１．５、１００ｍＷ／ｃｍ2 ）照射時における光電変換効率を
１ヵ月ごと、３ヶ月後まで測定した。透明導電性基板の支持体にプラスチック基板を用い
たものについては測定期間内に、光電変換素子の受光面側を外側に向け、曲率１／５ｍｍ
に湾曲させたままの状態で室温下、暗所に保存した。支持体にガラス基板を用いているも
のは、そのまま室温下、暗所に保存した。
【００７２】
上記光電変換素子のうち、湾曲させたものについてＴｉＯ2 微粒子層の状態を目視により
確認した。以上の測定結果を表２に示す。
表２から、実施例１～２３による色素増感湿式光電変換素子は従来の焼成プロセスを用い
た比較例７～９による色素増感湿式光電変換素子と比較して、光電変換効率は同等であり
、低温焼成プロセスのものと比較すると遥かに特性が優れているが分かる。また、プラス
チック基板を用いて湾曲させた場合もクラックや剥離が起こらず、耐久性に優れているこ
とが分かる。さらに、実施例１～２３による色素増感湿式光電変換素子は室温下でプレス
を行った比較例１～６による色素増感湿式光電変換素子と比較して、光電変換効率および
耐久性に優れていることが分かる。
【００７３】
以上、この発明の一実施形態について具体的に説明したが、この発明は、上述の実施形態
に限定されるものではなく、この発明の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
例えば、上述の実施形態において挙げた数値、構造、形状、材料、原料、プロセスなどは
あくまでも例に過ぎず、必要に応じてこれらと異なる数値、構造、形状、材料、原料、プ
ロセスなどを用いてもよい。
【００７４】
具体的には、例えば、上述の実施形態においては、半導体微粒子に予め増感色素が担持さ
れたペーストを塗布しているが、半導体微粒子に増感色素が担持されていないペーストを
塗布した後、この塗布されたペーストに色素染色を施してペースト中の半導体微粒子に色
素を担持させるようにしてもよい。
【００７５】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明によれば、結着剤を含む、半導体微粒子が分散されたペー
ストを透明導電性基板上に塗布し、ペーストを乾燥させた後、３０℃以上、透明導電性基
板の軟化温度以下の温度、あるいは、透明導電性基板の軟化温度および増感色素の失活温
度のうちの低い方の温度以下の温度に加熱しながらこのペーストをプレスすることにより
半導体微粒子を透明導電性基板上に圧着して半導体電極を形成することにより、半導体電
極の基板に対する密着性および柔軟性が高く、湾曲や伸縮に対する耐久性が高く、しかも
光電変換特性に優れた光電変換素子を得ることができる。
【００７６】
また、この発明によれば、結着剤を含む、半導体微粒子が分散されたペーストを基板上に
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塗布し、ペーストを乾燥させた後、３０℃以上、基板の軟化温度以下の温度、あるいは、
基板の軟化温度および増感色素の失活温度のうちの低い方の温度以下の温度に加熱しなが
らこのペーストをプレスすることにより半導体微粒子を基板上に圧着して半導体電極を形
成することにより、半導体電極の基板に対する密着性および柔軟性が高く、湾曲や伸縮に
対する耐久性が高く、しかも例えば光電変換特性などの特性に優れた電子装置を得ること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施形態による色素増感湿式光電変換素子の要部の断面図である。
【図２】この発明の一実施形態による色素増感湿式光電変換素子の要部の断面図である。
【図３】この発明の一実施形態による色素増感湿式光電変換素子の製造方法を説明するた
めの断面図である。
【符号の説明】
１…透明導電性基板、１ａ…透明基板、１ｂ…透明電極、２…半導体微粒子層、３…透明
導電性基板、３ａ…透明基板、３ｂ…透明電極、４…白金または白金触媒層、５…電解質
層

【図１】

【図２】

【図３】
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