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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式(V)：
(LL1)m1(X1)m2Ru(BL)Ru(X2)m3(LL2)m4・CI ・・・(V)
（ただし、BLは下記一般式B-1～B-4：

（ただし、R21、R22、R23およびR24はそれぞれカルボキシル基を表し、B-1～B-4のどの環
の炭素原子に結合していてもよく、ｅ,ｆ,ｇおよびｈはそれぞれ独立に１～８の整数を表
す。）のいずれかにより表される配位子であり、
X1およびX2は同一でありそれぞれジチオカルバメート基、アシルアミノオキシ基、アシル
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オキシ基およびイソチオシアネート基からなる群から選ばれた基で配位する１座または２
座の配位子を表し、
LL1およびLL2は同一でありそれぞれ下記一般式(IV-1)または（IV-2)：

（ただし、R1及びR2は同一でありそれぞれアルコキシ基（炭素原子数１～20）又はアミノ
基（炭素原子数０～20）を表し、R3およびR4は同一でありそれぞれアルキル基（炭素原子
数１～20）を表し、R5およびR6は水素原子を表し、ａおよびｂはそれぞれ１を表し、ｃお
よびｄはそれぞれ２を表す。）を表し、
m1およびm4はそれぞれ１であり、 m2およびm3はそれぞれ１または２であり、CIは電荷を
中和させるのに対イオンが必要な場合の対イオンを表す。）により表されるルテニウム錯
体色素により増感された半導体微粒子を含むことを特徴とする光電変換素子。
【請求項２】
請求項１に記載の光電変換素子において、前記半導体微粒子が酸化チタン微粒子であるこ
とを特徴とする光電変換素子。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の光電変換素子を用いることを特徴とする光電気化学電池。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は長波長域にも高い光吸収能を有する金属錯体色素により増感された半導体微粒子
を用いた光電変換素子、ならびにそれからなる光電気化学電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
太陽光発電に使用する太陽電池として単結晶シリコン、多結晶シリコン、アモルファスシ
リコン、またはテルル化カドミウムやセレン化インジウム銅等の化合物からなる太陽電池
が実用化もしくは主な研究開発の対象となっているが、家庭用電源等に広く普及させる上
では、製造コストが高いこと、原材料の確保が困難であること、エネルギーペイバックタ
イムが長いこと等の問題点があり、これらを克服する必要がある。一方、大面積化や低価
格化を目的として、有機材料を用いた太陽電池も多く提案されてきたが、一般に変換効率
が低く、耐久性も悪いという問題があった。
【０００３】
このような状況下で、「Nature」，第353巻，第737～740頁，1991年、および米国特許492
7721号、WO 94/04497号等に、ルテニウム錯体色素により分光増感された二酸化チタン多
孔質薄膜を作用電極とする湿式光電変換素子および太陽電池、ならびにこれを作製するた
めの材料および製造技術が提案された。この湿式光電変換素子の第一の利点は二酸化チタ
ン等の安価な酸化物半導体を高純度に精製することなく用いることができるため、安価な
光電変換素子を提供できる点であり、第二の利点は用いる色素の吸収がブロードなため、
可視光線のほぼ全ての波長領域の光を電気に変換できることである。
【０００４】
しかしながら公知のルテニウム錯体色素は可視光を吸収するものの、700nmより長波長の
赤外光はほとんど吸収しないため、赤外域での光電変換能が低いという問題がある。した
がってさらに変換効率を上げるためには、可視光～赤外域にわたる広い波長領域で吸収能
を有し、高い光電変換能を示す色素の開発が望まれている。
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【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、可視光域のみならず赤外域にも高い光吸収能を有し、かつ半導体微粒子
を効率良く増感し得る長波長域対応の金属錯体色素、およびかかる金属錯体色素を用いる
ことにより高い光電変換効率を有する光電変換素子ならびにそれからなる光電気化学電池
を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的に鑑み鋭意研究の結果、金属原子に対して窒素で２座配位できる部位を２個以上
有する配位子と、必要に応じて５または６員環を完成するのに必要な非金属原子を有する
２座配位子とが配位結合してなる金属錯体色素に、さらにアシルオキシ基、アシルチオ基
等で配位する１座または２座の配位子を配位させることにより、長波長域でも優れた光吸
収能を有する金属錯体色素が得られること、およびかかる金属錯体色素により増感した半
導体微粒子は光電変換素子として好適な高い光電変換効率を示し、良好な光電気化学電池
となることを発見し、本発明に想到した。
【０００７】
光電変換素子は、下記一般式(I) ：
(LL1)m1(X1)m2M1(BL)M2(X2)m3(LL2)m4・CI ・・・(I)
（ただし、M1およびM2はそれぞれ金属原子を表し、 BLは前記金属原子に対して窒素で２
座配位できる部位を２個以上有する配位子を表し、 X1およびX2はそれぞれ独立にアシル
オキシ基、オキザリレン基、アシルチオ基、チオアシルオキシ基、チオアシルチオ基、ア
シルアミノオキシ基、チオカルバメート基、ジチオカルバメート基、チオカルボネート基
、ジチオカルボネート基、トリチオカルボネート基、アシル基、カルボニル基、チオシア
ネート基、イソチオシアネート基、シアネート基、イソシアネート基、ハロゲン原子、シ
アノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキシ基およびアリールオキシ基からな
る群から選ばれた基で配位する１座または２座の配位子、あるいはジアルキルケトンまた
はカルボンアミドからなる１座または２座の配位子を表し、 LL1およびLL2はそれぞれ独
立に下記一般式(II)：
【化９】

（ただし、ZaおよびZbはそれぞれ独立に５または６員環を完成するのに必要な非金属原子
群を表す。）により表される２座配位子を表し、 m1およびm4はそれぞれ独立に０または
１であり、 m2およびm3はそれぞれ独立に１～４の整数を表し、m2またはm3が２以上のと
き、X1またはX2はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、またX1同士またはX2同士が連結
していてもよく、 CIは電荷を中和させるのに対イオンが必要な場合の対イオンを表す。
）により表される金属錯体色素により増感された半導体微粒子を含むのが好ましい。
【０００８】
光電気化学電池は、上記光電変換素子を用いる。
【０００９】
さらに下記条件を満たすことにより、長波長域において一層優れた光吸収能を有する金属
錯体色素により増感した半導体微粒子を含む光電変換素子および光電気化学電池が得られ
る。
【００１０】
(1) 一般式(II)により表されるLL1およびLL2において、ZaまたはZbにより形成される環は
ピリジン環、ピリミジン環、ピラジン環、ピリダジン環、ピラゾール環、イミダゾール環
、トリアゾール環、チアゾール環、オキサゾール環、ベンゾイミダゾール環、ベンゾトリ
アゾール環、ベンゾオキサゾール環およびベンゾチアゾール環からなる群から選ばれた少
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【００１１】
(2) 一般式(I) により表される金属錯体色素において、配位子BLは下記一般式(III-1)～(
III-3)：
【化１０】

（ただし、Zc、Zd、Ze、Zfはそれぞれ独立に５または６員環を形成するのに必要な非金属
原子群を表し、n1は０または１を表す。）により表されるものが好ましい。
【００１２】
(3) 配位子BL中でZeまたはZfにより形成される環はピラジン環であるのが好ましい。
【００１３】
(4) 一般式(I) により表される金属錯体色素において、配位子BLとしては、下記一般式B-
1～B-10：
【化１１】



(5) JP 4281931 B2 2009.6.17

10

20

30

40

R21～R30はそれぞれ独立に置換基を表し、B-1～B-10のどの環の炭素原子上に置換してい
てもよい。ｅ, ｆ, ｇ、ｈ、ｊ、ｋおよびｑはそれそれ独立に０～８の整数を、ｐおよび
ｒはそれぞれ独立に０～６の整数を、ｓは０～４の整数を表す。）のいずれかにより表さ
れるものが好ましい。
【００１４】
(5) 一般式B-1～B-10により表される配位子BLにおいて、R21～R30はそれぞれ独立にアル
キル基、アルケニル基、アリール基、ヒドロキシル基、アルコキシ基、アミノ基、アルコ
キシカルボニル基、カルボキシル基、スルホン酸基、ホスホリル基、ホスホニル基または
ハロゲン原子を表すのが好ましい。
【００１５】
(6) 一般式(I) の金属錯体色素中の配位子BLはB-1～B-4のいずれかにより表されるのが好
ましい。
【００１６】
(7) 一般式(I) の金属錯体色素中の配位子LL1またはLL2は、それぞれ独立に一般式(IV-1)
または（IV-2)：
【化１２】
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（ただし、R1、R2、R5およびR6はそれぞれ独立に置換基を表し、R3およびR4はそれぞれ独
立に水素、アルキル基またはアリール基を表し、ａおよびｂはそれぞれ独立に０～４の整
数を表し、ｃおよびｄはそれぞれ独立に０～２の整数を表し、R1とR2、R3とR4、R3とR5お
よびR4とR6はそれぞれ互いに連結して環を形成していてもよい。）により表されるのが好
ましい。
【００１７】
(8) 一般式(IV-1)または（IV-2)中のR1、R2、R5およびR6は、それぞれ独立にアルキル基
、アルケニル基、アリール基、ヒドロキシル基、アルコキシ基、アミノ基、アルコキシカ
ルボニル基、カルボキシル基、スルホン酸基、ホスホリル基、ホスホニル基またはハロゲ
ン原子であるのが好ましい。
【００１８】
(9)一般式(I) において、X1およびX2は、それぞれ独立にジチオカルバメート基、アシル
アミノオキシ基、アシルオキシ基、オキザリレン基、イソシアネート基、シアネート基、
イソチオシアネート基、チオシアネート基、アルキルチオ基またはアリールチオ基である
のが好ましい。
【００１９】
(10)一般式(I) により表される金属錯体色素は少なくとも１つの酸性基を有するのが好ま
しい。
【００２０】
(11)一般式(I) 中のM1およびM2は、それぞれ独立にRu、Fe、Os、Cu、Ｗ、Cr、Mo、Ni、Pd
、Pt、Co、Ir、Rh、Re、MnまたはZnであるのが好ましい。
【００２１】
(12)一般式(I) 中のM1およびM2は、それぞれ独立にRu、Fe、OsまたはCuであるのが好まし
い。
【００２２】
(13)一般式(I) 中のM1およびM2はRuであるのが好ましい。
【００２３】
(14)半導体微粒子は酸化チタン微粒子であるのが好ましい。
【００２４】
すなわち、本発明の光電変換素子は、下記一般式(V)：
(LL1)m1(X1)m2Ru(BL)Ru(X2)m3(LL2)m4・CI ・・・(V)
（ただし、BLは下記一般式B-1～B-4：
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（ただし、R21、R22、R23およびR24はそれぞれ独立にアルキル基、アルケニル基、アリー
ル基、ヒドロキシル基、アルコキシ基、アミノ基、アルコキシカルボニル基、カルボキシ
ル基、スルホン酸基、ホスホリル基、ホスホニル基またはハロゲン原子を表し、B-1～B-4
のどの環の炭素原子に結合していてもよく、ｅ, ｆ,ｇおよびｈはそれぞれ独立に０～８
の整数を表す。）のいずれかにより表される配位子であり、
X1およびX2はそれぞれ独立にジチオカルバメート基、アシルアミノオキシ基、アシルオキ
シ基、オキザリレン基、イソシアネート基、シアネート基、イソチオシアネート基、チオ
シアネート基、アルキルチオ基及びアリールチオ基からなる群から選ばれた基で配位する
１座または２座の配位子を表し、
LL1およびLL2はそれぞれ独立に下記一般式(IV-1)または（IV-2)：

（ただし、R1、R2、R5およびR6はそれぞれ独立にアルキル基（炭素原子数１～20）、アル
ケニル基（炭素原子数２～20）、アリール基（炭素原子数６～26）、ヒドロキシル基、ア
ルコキシ基（炭素原子数１～20）、アミノ基（炭素原子数０～20）、アルコキシカルボニ
ル基（炭素原子数２～20）、カルボキシル基、スルホン酸基（-SO3H）、ホスホリル基（
炭素原子数０～20)、ホスホニル基（炭素原子数０～20）およびハロゲン原子からなる群
から選ばれた基を表し、R3およびR4はそれぞれ独立にアルキル基（炭素原子数１～20）を
表し、ａおよびｂはそれぞれ独立に０または１を表し、ｃおよびｄはそれぞれ独立に０～
２の整数を表し、R1とR2、R3とR4、R3とR5およびR4とR6はそれぞれ互いに連結して環を形
成していてもよい。）を表し、
m1およびm4はそれぞれ独立に０または１であり、 m2およびm3はそれぞれ独立に１～４の
整数を表し、m2またはm3が２以上のとき、X1またはX2はそれぞれ同じでも異なっていても
よく、またX1同士またはX2同士が連結していてもよく、 CIは電荷を中和させるのに対イ
オンが必要な場合の対イオンを表す。）により表されるルテニウム錯体色素により増感さ
れた半導体微粒子を含むことを特徴とする。
【００２６】
【発明の実施の形態】
[1] 金属錯体色素
光電変換素子に使用する金属錯体色素は、下記一般式(I) ：
(LL1)m1(X1)m2M1(BL)M2(X2)m3(LL2)m4・CI・・・(I)
により表されるものが好ましい。以下各構成成分について詳述する。
【００２７】
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(A) 金属原子M1、M2
M1およびM2はそれぞれ金属原子を表し、M1とM2は同じでも異なっていてもよい。M1および
M2は、好ましくは４配位または６配位が可能な金属であり、より好ましくはRu、Fe、Os、
Cu、Ｗ、Cr、Mo、Ni、Pd、Pt、Co、Ir、Rh、Re、MnまたはZnであり、特に好ましくはRu、
Fe、OsまたはCuであり、最も好ましくはRuである。
【００２８】
(B) 配位子X1，X2
一般式(I) 中、X1およびX2は１座または２座の配位子を表し、それぞれ独立にアシルオキ
シ基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばアセチルオキシ、ベンゾイルオキシ等）、
オキザリレン（-OC(O)C(O)O-）基、
アシルチオ基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばアセチルチオ、ベンゾイルチオ等）
、
チオアシルオキシ基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばチオアセチルオキシ（CH3C(S
)O-)、チオベンゾイルオキシ等）、
チオアシルチオ基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばチオアセチルチオ（CH3C(S)S-
）、チオベンゾイルチオ（PhC(S)CS-）等）、
アシルアミノオキシ基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばN-メチルベンゾイルアミノ
オキシ（PhC(O)N(CH3)O-）、アセチルアミノオキシ（CH3C(O)NHO-）、p-トルオイルアミ
ノオキシ等）、
チオカルバメート基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばN,N-ジエチルチオカルバメー
ト、N,N-ジメチルチオカルバメート等）、
ジチオカルバメート基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばN,N-ジベンジルジチオカル
バメート（（PhCH2)2NC(S)S-）、N,N-ジメチルジチオカルバメート（(CH3)2NC(S)S-)等）
、
チオカルボネート基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばエチルチオカルボネート、メ
チルチオカルボネート等）、
ジチオカルボネート基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばエチルジチオカルボネート
（C2H5OC(S)S-））、
トリチオカルボネート基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばエチルトリチオカルボネ
ート（C2H5SC(S)S-）等）、
アシル基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばアセチル、ベンゾイル等）、
カルボニル基（-CO）、
ジアルキルケトン（好ましくは炭素原子数３～20、例えばアセトン（(CH3)2CO・・・）、
CH3C(O・・・）CH2C(O・・・）CH3等（・・・は配位結合を表す）、アセチルアセトン等
）、
カルボンアミド（好ましくは炭素原子数１～20、例えばCH3NHC(CH3)O・・・、・・・OC(N
H2)-C(NH2)O・・・等）、
チオシアネート基、
イソチオシアネート基、
シアネート基、
イソシアネート基、
ハロゲン原子（好ましくは塩素、臭素、ヨウ素）、
シアノ基、
アルキルチオ基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばメタンチオ、エチレンジチオ、プ
ロピレンジチオ等）、
アリールチオ基（好ましくは炭素原子数６～20、例えばベンゼンチオ、1,2-フェニレンジ
チオ等）、
アルコキシ基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばメトキシ等）、および
アリールオキシ基（好ましくは炭素原子数６～20、例えばフェノキシ、1,2-フェニレンジ
オキシ等）
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【００２９】
一般式(I) において、配位子X1およびX2の数を表すm2、m3はそれぞれ独立に１～４の整数
を表し、好ましくは１または２である。m2またはm3が２以上のとき、X1またはX2はそれぞ
れ同じでも異なっていてもよいし、またX1同士またはX2同士が連結してもよい。
【００３０】
m2およびm3がそれぞれ１のとき、X1またはX2はそれぞれ２座配位子であるのが好ましく、
具体的にはアシルオキシ基、オキザリレン基、アシルチオ基、チオアシルオキシ基、チオ
アシルチオ基、アシルアミノオキシ基、チオカルバメート基、ジチオカルバメート基、チ
オカルボネート基、ジチオカルボネート基、トリチオカルボネート基、アルキルチオ基ま
たはアリールチオ基で配位する配位子、あるいはジアルキルケトンまたはカルボンアミド
からなる配位子が好ましい。
【００３１】
またm2およびm3がそれぞれ２以上の場合、X1あるいはX2は１座配位子であるのが好ましく
、具体的にはアシル基、カルボニル基、チオシアネート基、イソチオシアネート基、シア
ネート基、イソシアネート基、ハロゲン原子、シアノ基、アルキルチオ基、アリールチオ
基、アルコキシ基またはアリールオキシ基で配位する配位子、あるいはジアルキルケトン
またはカルボンアミドからなる配位子が好ましい。このときX1およびX2は同じでも異なっ
てもよいが、同じであるのが好ましい。
【００３２】
X1およびX2の具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。なおこ
こに示す構造式は幾つも取りうる共鳴構造のうちの１つの極限構造にすぎず、共有結合（
－で表す）と配位結合（・・・で表す）の区別も形式的なもので、絶対的な区別を表すも
のではない。
【００３３】
【化１６】
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【化１７】
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【化１８】
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【００３６】
(C) ２座配位子LL1，LL2
２座配位子LL1 およびLL2はそれぞれ独立に上記一般式(II)により表される。 LL1 および
LL2は同じでも異なってもよいが、同じであるのが好ましい。一般式(II)中、ZaおよびZb
はそれぞれ独立に５または６員環を形成しうる非金属原子群を表す。 ZaおよびZbは炭素
、酸素、水素、窒素、硫黄、リンおよびハロゲン原子からなる群から選ばれた元素により
構成されるのが好ましく、芳香族環を形成するのが好ましい。
【００３７】
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環、ピリミジン環、ピラジン環またはピリダジン環が好ましく、また５員環の場合はピラ
ゾール環、イミダゾール環、トリアゾール環、チアゾール環、オキサゾール環、ベンゾイ
ミダゾール環、ベンゾトリアゾール環、ベンゾオキサゾール環またはベンゾチアゾール環
が好ましい。なかでもピリジン環、イミダゾール環およびベンゾイミダゾール環がより好
ましい。
【００３８】
LL1およびLL2としては、それぞれ独立に下記一般式(IV-1)または一般式（IV-2)により表
されるものがより好ましい。
【化１９】

一般式(IV-1)および一般式（IV-2)の各々において、R1、R2、R5およびR6はそれぞれ独立
に置換基を表し、好ましくはアルキル基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばメチル、
エチル、i-プロピル、t-ブチル、ベンジル、4-カルボキシルメチル等）、アルケニル基（
好ましくは炭素原子数２～20、例えばビニル、アリル、オレイル等）、アリール基（好ま
しくは炭素原子数６～26、例えばフェニル、2-ナフチル、4-カルボキシルフェニル等）、
ヒドロキシル基、アルコキシ基（好ましくは炭素原子数１～20、例えばメトキシ、2-カル
ボキシエトキシ等）、アミノ基（好ましくは炭素原子数０～20、例えばアミノ、N,N-ジメ
チルアミノ、アニリノ等）、アルコキシカルボニル基（好ましくは炭素原子数２～20、例
えばエトキシカルボニル等）、カルボキシル基、スルホン酸基（-SO3H）、ホスホリル基
（好ましくは炭素原子数０～20、例えば-OP(O)(OH)2、-OP(O)(OC2H5)2)、ホスホニル基（
好ましくは炭素原子数０～20、例えば-P(O)(OH)2、-P(O)(OC2H5)2等）、またはハロゲン
原子（例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素等）を表し、より好ましくはアルキル基、ア
ルケニル基、ヒドロキシル基、アルコキシ基、カルボキシル基、スルホン酸基、ホスホリ
ル基またはホスホニル基を表す。
【００３９】
ａおよびｂはそれぞれ独立に０～４の整数を表し、好ましくは０～２の整数を表し、より
好ましくは０または１を表す。
【００４０】
R3およびR4はそれぞれ独立に水素、アルキル基またはアリール基を表し、より好ましくは
アルキル基を表す。R3およびR4の好ましい例はR1と同じである。またｃおよびｄはそれぞ
れ独立に０～２の整数を表す。さらにR1とR2、R3とR4、R3とR5およびR4とR6はそれぞれ互
いに連結して、環を形成していてもよい。
【００４１】
一般式(I) により表される金属錯体色素のLL1およびLL2の具体例を以下に示すが、本発明
はこれらに限定されるものではない。
【００４２】
【化２０】
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【化２１】
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【００４５】
(D) 配位子BL
一般式(I) 中、 BLは金属原子に対して窒素で２座配位できる部位を２個以上有する配位
子を表す。２座配位できる部位を３個以上有する場合は、式(I) のM1およびM2以外に配位
金属を有していてもよい。BLは好ましくは上記一般式(III-1)、(III-2)または(III-3)に
より表される。一般式(III-1)～(III-3)中、Zc、Zd、ZeおよびZfはそれぞれ独立に５また
は６員環を形成しうる非金属原子群を表し、炭素、酸素、水素、窒素、硫黄、リンおよび
ハロゲン原子からなる群から選ばれた元素により構成されるのが好ましく、芳香族環を形
成するのがより好ましい。これらの環の２つ以上が互いに結合して縮環を形成していても
よい。
【００４６】
ZcおよびZdによりそれぞれ独立に形成される好ましい芳香族環はZaと同様であり、より好
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ましくはピリジン環またはイミダゾール環であり、さらに好ましくはピリジン環である。
またZeおよびZfによりそれぞれ独立に形成される環はピラジン環、ピリダジン環またはテ
トラジン環であるのが好ましく、ピラジン環であるのがさらに好ましい。
【００４７】
一般式(III-1)～(III-3)の配位子の具体例としては下記一般式B-1～B-10により示すもの
が挙げられる。
【化２３】

一般式B-1～B-10中、R21～R30はそれぞれ独立に置換基を表し、B-1～B-10のどの環の炭素
原子上に置換していてもよい。R21～R30は好ましくはアルキル基、アルケニル基、アリー
ル基、ヒドロキシル基、アルコキシ基、アミノ基、アルコキシカルボニル基、カルボキシ
ル基、スルホン酸基、ホスホリル基、ホスホニル基またはハロゲン原子を表し、より好ま
しい例はR1に例示したものと同じである。
【００４８】
ｅ, ｆ, ｇ、ｈ、ｊ、ｋおよびｑはそれそれ独立に０～８の整数を表し、ｐおよびｒはそ
れぞれ独立に０～６の整数を表し、ｓは０～４の整数を表す。いずれも０～２の整数であ
るのが好ましい。
【００４９】
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配位子BLは、B-1～B-4、B-7およびB-10のいずれかにより表されるのが好ましく、B-1～B-
4またはB-10により表されるのがより好ましく、B-1～B-4により表されるのがさらに好ま
しい。
【００５０】
架橋配位子BLの具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。
【００５１】
【化２４】
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【００５２】
【化２５】

【００５３】
(E) 対イオンCI
一般式(I) 中、CIは電荷を中和させるのに対イオンが必要な場合の対イオンを表す。色素
が陽イオンまたは陰イオンであるか、あるいは正味のイオン電荷を有するかどうかは、色
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素中の金属、配位子および置換基に依存する。置換基が解離性基を有する場合、解離して
負電荷を持っても良く、この場合にも分子全体の電荷はCIにより中和される。典型的な陽
イオンは無機または有機のアンモニウムイオン（例えばテトラアルキルアンモニウムイオ
ン、ピリジニウムイオン等）およびアルカリ金属イオンである。一方、陰イオンは無機ま
たは有機の陰イオンのいずれでもよく、例えばハロゲン陰イオン、（例えばフッ化物イオ
ン、塩化物イオン、臭化物イオン、ヨウ化物イオン等）、置換アリールスルホン酸イオン
（例えばp-トルエンスルホン酸イオン、p-クロロベンゼンスルホン酸イオン等）、アリー
ルジスルホン酸イオン（例えば1,3-ベンゼンジスルホン酸イオン、1,5-ナフタレンジスル
ホン酸イオン、2,6-ナフタレンジスルホン酸イオン等）、アルキル硫酸イオン（例えばメ
チル硫酸イオン等）、硫酸イオン、チオシアン酸イオン、過塩素酸イオン、テトラフルオ
ロホウ酸イオン、ヘキサフルオロホスフェートイオン、ピクリン酸イオン、酢酸イオン、
トリフルオロメタンスルホン酸イオン等が挙げられる。さらに電荷均衡対イオンとして、
イオン性ポリマーあるいは、色素と逆電荷を有する他の色素を用いてもよいし、金属錯イ
オン（例えば、ビスベンゼン-1,2-ジチオラトニッケル(III) ）も使用可能である。
【００５４】
(F) 結合基
一般式(I)により表される色素は、半導体微粒子の表面に対する適当な結合基（interlock
ing group）を少なくとも１つ以上有しているのが好ましい。好ましい結合基としては、
カルボキシル（COOH）基、スルホン酸（SO3H）基、ホスホン酸（-P(O)(OH)2)基、リン酸
（-OP(O)(OH)2)基、ヒドロキシル基等の酸性基（解離性のプロトンを有する置換基）であ
り、またはオキシム、ジオキシム、ヒドロキシキノリン、サリチレートおよびα－ケトエ
ノレートのようなπ伝導性を有するキレート化基が挙げられる。なかでも、カルボキシル
基、リン酸基、ホスホン酸基が特に好ましい。これらの基はアルカリ金属等と塩を形成し
ていてもよく、また分子内塩を形成していてもよい。
【００５５】
これらの結合基はBL、LL1またはLL2に含まれているのが好ましく、R1～R6およびR21～R30
のいずれかに含まれているのがより好ましい。一般式(I)により表される金属錯体色素中
のこれらの結合基の数は１～８が好ましく、２～６がより好ましく、２～４が特に好まし
い。
【００５６】
(G) 金属錯体色素の具体例
上記金属錯体色素のうち、特に好ましいものは下記一般式(I) ：
(LL1)m1(X1)m2M1(BL)M2(X2)m3(LL2)m4・CI　　・・・(I)
（ただし、M1およびM2はそれぞれ４または６配位可能な金属原子を表し、
BLは上記一般式B-1～B-10（ただし、R21～R30はそれぞれ独立に置換基を表し、B-1～B-10
のどの環の炭素原子に結合していてもよく、ｅ，ｆ，ｇ，ｈ，ｊ，ｋおよびｑはそれそれ
独立に０～８の整数を表し、ｐおよびｒはそれぞれ独立に０～６の整数を表し、ｓは０～
４の整数を表す。）のいずれかにより表され、
X1およびX2はそれぞれ独立にアシルオキシ基、オキザリレン基、アシルチオ基、チオアシ
ルオキシ基、チオアシルチオ基、アシルアミノオキシ基、チオカルバメート基、ジチオカ
ルバメート基、チオカルボネート基、ジチオカルボネート基、トリチオカルボネート基、
アシル基、カルボニル基、チオシアネート基、イソチオシアネート基、シアネート基、イ
ソシアネート基、ハロゲン原子、シアノ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルコキ
シ基およびアリールオキシ基からなる群から選ばれた基で配位する１座または２座の配位
子、あるいはジアルキルケトンまたはカルボンアミドからなる１座または２座の配位子を
表し、
LL1およびLL2はそれぞれ独立に上記一般式(IV-1)または(IV-2)（ただし、R1、R2、R5およ
びR6はそれぞれ独立に置換基を表し、ａおよびｂはそれぞれ独立に０～４の整数を表し、
ｃおよびｄはそれぞれ独立に０～２の整数を表し、R11とR12、R3とR4、R3とR15およびR4
とR16はそれぞれ互いに連結して環を形成していてもよい。）により表される２座配位子
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m1およびm4はそれぞれ独立に０または１であり、
m2およびm3はそれぞれ独立に１～４の整数を表し、m2またはm3が２以上のとき、X1または
X2はそれぞれ同じでも異なっていてもよく、またX1同士またはX2同士が連結していてもよ
く、
CIは電荷を中和させるのに対イオンが必要な場合の対イオンを表す。）により表されるこ
とを特徴とする。
【００５７】
特に好ましい金属錯体色素は、下記一般式(V)：
(LL1)m1(X1)m2Ru(BL)Ru(X2)m3(LL2)m4・CI ・・・(V)
により表されるルテニウム錯体色素であり、
X1およびX2はそれぞれ独立にジチオカルバメート基（炭素原子数１～20）、アシルアミノ
オキシ基（炭素原子数１～20）、アシルオキシ基（炭素原子数１～20）、オキザリレン基
、イソシアネート基、シアネート基、イソチオシアネート基、チオシアネート基、アルキ
ルチオ基（炭素原子数１～20）及びアリールチオ基（炭素原子数６～20）からなる群から
選ばれた基で配位する１座または２座の配位子を表し、
BLは上記一般式B-1～B-4（ただし、R21、R22、R23およびR24はそれぞれ独立にアルキル基
、アルケニル基、アリール基、ヒドロキシル基、アルコキシ基、アミノ基、アルコキシカ
ルボニル基、カルボキシル基、スルホン酸基、ホスホリル基、ホスホニル基またはハロゲ
ン原子を表し、B-1～B-4のどの環の炭素原子に結合していてもよく、ｅ, ｆ, ｇおよびｈ
はそれぞれ独立に０～８の整数を表す。）のいずれかにより表される配位子であり、
LL1およびLL2はそれぞれ独立に上記一般式(IV-1)または(IV-2)（ただし、R1、R2、R5およ
びR6はそれぞれ独立にアルキル基（炭素原子数１～20）、アルケニル基（炭素原子数２～
20）、アリール基（炭素原子数６～26）、ヒドロキシル基、アルコキシ基（炭素原子数１
～20）、アミノ基（炭素原子数０～20）、アルコキシカルボニル基（炭素原子数２～20）
、カルボキシル基、スルホン酸基（-SO3H）、ホスホリル基（炭素原子数０～20)、ホスホ
ニル基（炭素原子数０～20）およびハロゲン原子からなる群から選ばれた基を表し、R3お
よびR4はそれぞれ独立にアルキル基（炭素原子数１～20）を表し、ａおよびｂはそれぞれ
独立に０または１を表し、ｃおよびｄはそれぞれ独立に０～２の整数を表し、R1とR2、R3
とR4、R3とR5およびR4とR6はそれぞれ互いに連結して環を形成していてもよい。）により
表される２座配位子を表す。
【００５８】
このような金属錯体色素の具体例を以下に示すが、本発明はこれらに限定されるものでは
ない。なお以下の具体例中、L-5'・・・等の「’」のついた配位子は、L-5・・・等の配
位子のカルボキシル基からプロトンが解離し、カルボキシレートアニオンとなったものを
示す。ただし、L-5'・・・等はそれぞれL-5・・・との平衡状態にあってもよく、それに
対応して対イオンCIの構造も変化してもよい。
【００５９】
【化２６】
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【００６０】
【化２７】
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【００６１】
【化２８】
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【００６２】
【化２９】



(25) JP 4281931 B2 2009.6.17

10

20

30

【００６３】
【化３０】
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【００６４】
【化３１】
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【００６５】
【化３２】
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【００６６】
【化３３】
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【００６７】
【化３４】
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【化３５】
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【化３６】
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【００７１】
一般式(I) により表される金属錯体色素の合成は、Inorg. Chem. Acta., 206, 69(1993)
、Inorg. Chem., 29, 1888(1990)、J. Am. Chem. Soc.,109, 2691(1987)、Inorg. Chem.,
 29, 4750(1990)、Inorg. Chem., 28, 1520(1989)、Inorg. Chem., 29, 167(1990)等の文
献中に引用された方法を参考にして行える。
【００７２】
なお本発明の金属錯体色素がアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アルキレン基等
を含む場合、それらは直鎖状でも分岐状でも良く、置換していても無置換でも良い。また
本発明の金属錯体色素がアリール基、ヘテロ環基、シクロアルキル基等を含む時、それら
は置換していても無置換でも良く、単環でも縮環していても良い。
【００７３】
[2] 光電変換素子
本発明の光電変換素子は、感光層に上記一般式(V)で表される金属錯体色素によって増感
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された半導体微粒子を有するものである。好ましくは、図１に示すように、導電性支持体
10、感光層20、電荷移動層30および対極40の順に積層し、前記導電性支持体層10を基材11
および導電層12から構成し、前記感光層20を前記金属錯体色素22によって増感された半導
体微粒子21と当該半導体微粒子21の間の空隙に充填された電解質30とから構成する。この
光電変換素子を外部回路に接続して仕事をさせるようにしたものが光電気化学電池である
。
【００７４】
前記金属錯体色素22により増感された半導体微粒子21を含む感光層20に入射した光は色素
22等を励起し、励起された色素22等中の高エネルギーの電子が半導体微粒子21の伝導帯に
渡され、さらに拡散により導電性支持体10に到達する。この時色素22等の分子は酸化体と
なっている。光電気化学電池においては、導電性支持体10中の電子が外部回路で仕事をし
ながら対極40および電荷移動層30を経て色素22等の酸化体に戻り、色素22が再生する。半
導体層20は負極として働く。それぞれの層の境界（例えば導電性支持体10の導電層12と感
光層20との境界、感光層20と電荷移動層30との境界、電荷移動層30と対極40との境界等）
では、各層の構成成分同士が相互に拡散混合していてもよい。以下各層について詳細に説
明する。
【００７５】
[A] 導電性支持体
導電性支持体としては、金属のように支持体そのものに導電性があるものか、図１に示す
ように感光層側に導電剤を含む導電層12を有するガラスまたはプラスチック製の基板11を
使用することができる。後者の場合、好ましい導電剤としては金属（例えば白金、金、銀
、銅、アルミニウム、ロジウム、インジウム等）、炭素、または導電性金属酸化物（イン
ジウム－スズ複合酸化物、酸化スズにフッ素をドープしたもの等）が挙げられる。導電層
12の厚さは0.02～10μm程度が好ましい。
【００７６】
導電性支持体は表面抵抗が低い程よい。好ましい表面抵抗の範囲は100Ω／□以下であり
、さらに好ましくは40Ω／□以下である。表面抵抗の下限には特に制限はないが、通常0.
1Ω／□程度である。
【００７７】
導電性支持体側から光を照射する場合には、導電性支持体は光電気化学的に実質的に透明
であるのが好ましい。実質的に透明であるとは光の透過率が10％以上であることを意味し
、50％以上であるのが好ましく、70％以上が特に好ましい。透明導電性支持体としては、
ガラスまたはプラスチック等の透明基板の表面に導電性金属酸化物からなる透明導電層を
塗布または蒸着等により形成したものが好ましい。なかでもフッ素をドーピングした二酸
化スズからなる導電層を低コストのソーダ石灰フロートガラスでできた透明基板上に堆積
した導電性ガラスが好ましい。また低コストでフレキシブルな光電変換素子または太陽電
池とするには、透明ポリマーフィルムに導電層を設けたものを用いるのがよい。透明ポリ
マーフィルムには、テトラアセチルセルロース（TAC）、ポリエチレンテレフタレート（P
ET），ポリエチレンナフタレート（PEN）、シンジオクタチックポリステレン（SPS）、ポ
リフェニレンスルフィド（PPS）、ポリカーボネート（PC）、ポリアリレート（PAr）、ポ
リスルフォン（PSF）、ポリエステルスルフォン（PES）、ポリエーテルイミド（PEI）、
環状ポリオレフィン、ブロム化フェノキシ等がある。十分な透明性を確保するために、導
電性金属酸化物の塗布量はガラスまたはプラスチックの支持体１m2当たり0.01～100gとす
るのが好ましい。
【００７８】
透明導電性支持体の抵抗を下げる目的で金属リードを用いるのが好ましい。金属リードの
材質はアルミニウム、銅、銀、金、白金、ニッケル等の金属が好ましく、特にアルミニウ
ムおよび銀が好ましい。金属リードは透明基板に蒸着、スパッタリング等で設置し、その
上にフッ素をドープした酸化スズ、またはＩＴＯ膜からなる透明導電層を設けるのが好ま
しい。また透明導電層を透明基板に設けた後、透明導電層上に金属リードを設置するのも
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好ましい。金属リード設置による入射光量の低下は10％以内、より好ましくは１～５％で
ある。
【００７９】
[B] 感光層
金属錯体色素により増感された半導体微粒子を含む感光層において、半導体微粒子はいわ
ゆる感光体として作用し、光を吸収して電荷分離を行い、電子と正孔を生ずる。色素増感
された半導体微粒子では、光吸収およびこれによる電子および正孔の発生は主として色素
において起こり、半導体微粒子はこの電子を受け取り、伝達する役割を担う。
【００８０】
(1) 半導体微粒子
半導体微粒子としては、シリコン、ゲルマニウムのような単体半導体、III-Ｖ系化合物半
導体、金属のカルコゲニド（例えば酸化物、硫化物、セレン化物等）、またはペロブスカ
イト構造を有する化合物（例えばチタン酸ストロンチウム、チタン酸カルシウム、チタン
酸ナトリウム、チタン酸バリウム、ニオブ酸カリウム等）等を使用することができる。
【００８１】
好ましい金属のカルコゲニドとして、チタン、スズ、亜鉛、鉄、タングステン、ジルコニ
ウム、ハフニウム、ストロンチウム、インジウム、セリウム、イットリウム、ランタン、
バナジウム、ニオブ、またはタンタルの酸化物、カドミウム、亜鉛、鉛、銀、アンチモン
、ビスマスの硫化物、カドミウム、鉛のセレン化物、カドミウムのテルル化物等が挙げら
れる。他の化合物半導体としては亜鉛、ガリウム、インジウム、カドミウム等のリン化物
、ガリウムヒ素、銅－インジウム－セレン化物、銅－インジウム－硫化物等が挙げられる
。
【００８２】
本発明に用いる半導体の好ましい具体例は、Si、TiO2、SnO2、Fe2O3、WO3、ZnO、Nb2O5、
CdS、ZnS、PbS、Bi2S3、CdSe、CdTe、GaP、InP、GaAs、CuInS2、CuInSe2等であり、さら
に好ましくはTiO2、ZnO、SnO2、Fe2O3 、WO3、Nb2O5、CdS、PbS、CdSe、InP、GaAs、CuIn
S2、CuInSe2であり、特に好ましくは、TiO2またはNb2O5であり、最も好ましくはTiO2であ
る。
【００８３】
本発明に用いる半導体は単結晶でも多結晶でもよい。変換効率の観点からは単結晶が好ま
しいが、製造コスト、原材料確保、エネルギーペイバックタイム等の観点からは多結晶が
好ましい。
【００８４】
半導体微粒子の粒径は一般にnm～μｍのオーダーであるが、投影面積を円に換算したとき
の直径から求めた一次粒子の平均粒径は５～200nmであるのが好ましく、８～100nmがより
好ましい。また分散液中の半導体微粒子（二次粒子）の平均粒径は0.01～100μmが好まし
い。
【００８５】
粒径分布の異なる２種類以上の微粒子を混合してもよく、この場合小さい粒子の平均サイ
ズは５nm以下であるのが好ましい。入射光を散乱させて光捕獲率を向上させる目的で、粒
径の大きな、例えば300nm程度の半導体粒子を混合してもよい。
【００８６】
半導体微粒子の作製法としては、作花済夫の「ゾル－ゲル法の科学」アグネ承風社（1998
年）、技術情報協会の「ゾル－ゲル法による薄膜コーティング技術」（1995年）等に記載
のゾル－ゲル法、杉本忠夫の「新合成法ゲル－ゾル法による単分散粒子の合成とサイズ形
態制御」，「まてりあ」，第35巻，第９号，1012～1018頁（1996年）に記載のゲル－ゾル
法が好ましい。またDegussa社が開発した塩化物を酸水素塩中で高温加水分解により酸化
物を作製する方法も好ましい。
【００８７】
半導体微粒子が酸化チタンの場合、上記ゾル-ゲル法、ゲル－ゾル法、塩化物の酸水素塩



(36) JP 4281931 B2 2009.6.17

10

20

30

40

50

中での高温加水分解法はいずれも好ましいが、さらに清野学の「酸化チタン　物性と応用
技術」技報堂出版（1997年）に記載の硫酸法および塩素法を用いることもできる。さらに
ゾル-ゲル法として、バーブ等の「ジャーナル・オブ・アメリカン・セラミック・ソサエ
ティー」, 第80巻、第12号、3157～3171頁（1997年）に記載の方法や、バーンサイド等の
「ケミカル・マテリアルズ」，第10巻，第９号，2419～2425頁に記載の方法も好ましい。
【００８８】
(2) 半導体微粒子層
半導体微粒子を導電性支持体上に塗布するには、半導体微粒子の分散液またはコロイド溶
液を導電性支持体上に塗布する方法の他に、前述のゾル-ゲル法等を使用することもでき
る。光電変換素子の量産化、半導体微粒子液の物性、導電性支持体の融通性等を考慮した
場合、湿式の製膜方法が比較的有利である。湿式の製膜方法としては、塗布法、印刷法が
代表的である。
【００８９】
半導体微粒子の分散液を作製する方法としては、前述のゾル-ゲル法の他に、乳鉢ですり
潰す方法、ミルを使って粉砕しながら分散する方法、あるいは半導体を合成する際に溶媒
中で微粒子として析出させそのまま使用する方法等が挙げられる。
【００９０】
分散媒としては、水または各種の有機溶媒（例えばメタノール、エタノール、イソプロピ
ルアルコール、ジクロロメタン、アセトン、アセトニトリル、酢酸エチル等）が挙げられ
る。分散の際、必要に応じてポリマー、界面活性剤、酸、またはキレート剤等を分散助剤
として用いてもよい。
【００９１】
塗布方法としては、アプリケーション系としてローラ法、ディップ法、メータリング系と
してエアーナイフ法、ブレード法等、またアプリケーションとメータリングを同一部分で
できるものとして、特公昭58-4589号に開示されているワイヤーバー法、米国特許2681294
号、同2761419号、同2761791号等に記載のスライドホッパ法、エクストルージョン法、カ
ーテン法等が好ましい。また汎用機としてスピン法やスプレー法も好ましい。また湿式印
刷方法としては、凸版、オフセットおよびグラビアの３大印刷法をはじめ、凹版、ゴム版
、スクリーン印刷等が好ましい。これらの中から、液粘度やウェット厚さに応じて、好ま
しい製膜方法を選択する。
【００９２】
半導体微粒子の分散液の粘度は半導体微粒子の種類や分散性、使用溶媒種、界面活性剤や
バインダー等の添加剤により大きく左右される。高粘度液（例えば0.01～500Poise）では
エクストルージョン法や、キャスト法や、スクリーン印刷法等が好ましい。また低粘度液
（例えば0.1Poise以下）ではスライドホッパー法、ワイヤーバー法またはスピン法が好ま
しく、均一な膜にすることが可能である。なおある程度の塗布量があれば低粘度液の場合
でもエクストルージョン法による塗布は可能である。このように塗布液の粘度、塗布量、
支持体、塗布速度等に応じて、適宜湿式製膜方法を選択すればよい。
【００９３】
半導体微粒子の層は単層に限らず、粒径の違った半導体微粒子の分散液を多層塗布したり
、種類が異なる半導体微粒子（あるいは異なるバインダー、添加剤）を含有する塗布層を
多層塗布したりすることもできる。一度の塗布で膜厚が不足の場合にも多層塗布は有効で
ある。多層塗布には、エクストルージョン法またはスライドホッパー法が適している。ま
た多層塗布をする場合は同時に多層を塗布しても良く、数回から十数回順次重ね塗りして
もよい。さらに順次重ね塗りであればスクリーン印刷法も好ましく使用できる。
【００９４】
一般に半導体微粒子層の厚さ（感光層の厚さと同じ）が厚くな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、生成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。したがって、半導体微粒子層の好ましい厚さは0.
1～100μmである。光電気化学電池に用いる場合、半導体微粒子層の厚さは１～30μmが好
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ましく、２～25μmがより好ましい。半導体微粒子の支持体１m2当たりの塗布量は0.5～40
0gが好ましく、５～100gがより好ましい。
【００９５】
半導体微粒子を導電性支持体上に塗布した後で半導体微粒子同士を電子的に接触させると
ともに、塗膜強度の向上や支持体との密着性を向上させるために、加熱処理するのが好ま
しい。好ましい加熱温度の範囲は40℃以上700℃未満であり、より好ましくは100℃以上60
0℃以下である。また加熱時間は10分～10時間程度である。ポリマーフィルムのように融
点や軟化点の低い支持体を用いる場合、高温処理は支持体の劣化を招くため、好ましくな
い。またコストの観点からもできる限り低温であるのが好ましい。低温化は、先に述べた
５nm以下の小さい半導体微粒子の併用や鉱酸の存在下での加熱処理等により、可能となる
。
【００９６】
加熱処理後半導体微粒子の表面積を増大させたり、半導体微粒子近傍の純度を高め、色素
から半導体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よい。
【００９７】
半導体微粒子は多くの色素を吸着することができるように表面積の大きいものが好ましい
。このため半導体微粒子の層を支持体上に塗布した状態での表面積は、投影面積に対して
10倍以上であるのが好ましく、さらに100倍以上であるのが好ましい。この上限は特に制
限はないが、通常1000倍程度である。
【００９８】
(3) 半導体微粒子への金属錯体色素の吸着
半導体微粒子に金属錯体色素を吸着させるには、金属錯体色素の溶液中に良く乾燥した半
導体微粒子層を有する導電性支持体を浸漬するか、金属錯体色素の溶液を半導体微粒子層
に塗布する方法を用いることができる。前者の場合、浸漬法、ディップ法、ローラ法、エ
アーナイフ法等が使用可能である。なお浸漬法の場合、金属錯体色素の吸着は室温で行っ
てもよいし、特開平7-249790号に記載されているように加熱還流して行ってもよい。また
後者の塗布方法としては、ワイヤーバー法、スライドホッパ法、エクストルージョン法、
カーテン法、スピン法、スプレー法等があり、印刷方法としては、凸版、オフセット、グ
ラビア、スクリーン印刷等がある。溶媒は、金属錯体色素の溶解性に応じて適宜選択でき
る。例えば、アルコール類（メタノール、エタノール、t-ブタノール、ベンジルアルコー
ル等）、ニトリル類（アセトニトリル、プロピオニトリル、3-メトキシプロピオニトリル
等）、ニトロメタン、ハロゲン化炭化水素（ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホ
ルム、クロロベンゼン等）、エーテル類（ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等）、
ジメチルスルホキシド、アミド類（N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセタミド
等）、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（酢酸エチル、酢酸ブチル等）、炭酸エステル類（炭酸ジエチル、炭酸エチ
レン、炭酸プロピレン等）、ケトン類（アセトン、2-ブタノン、シクロヘキサノン等）、
炭化水素（へキサン、石油エーテル、ベンゼン、トルエン等）やこれらの混合溶媒が挙げ
られる。
【００９９】
金属錯体色素の溶液の粘度についても、半導体微粒子層の形成時と同様に、高粘度液（例
えば0.01～500Poise）ではエクストルージョン法の他に各種印刷法が適当であり、また低
粘度液（例えば0.1Poise以下）ではスライドホッパー法、ワイヤーバー法またはスピン法
が適当であり、いずれも均一な膜にすることが可能である。
【０１００】
このように金属錯体色素の塗布液の粘度、塗布量、導電性支持体、塗布速度等に応じて、
適宜色素の吸着方法を選択すればよい。塗布後の色素吸着に要する時間は、量産化を考え
た場合、なるべく短い方がよい。
【０１０１】
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未吸着の金属錯体色素の存在は素子性能の外乱になるため、吸着後速やかに洗浄により除
去するのが好ましい。湿式洗浄槽を使い、アセトニトリル等の極性溶剤、アルコール系溶
剤のような有機溶媒で洗浄を行うのが好ましい。また色素の吸着量を増大させるため、吸
着前に加熱処理を行うのが好ましい。加熱処理後、半導体微粒子表面に水が吸着するのを
避けるため、常温に戻さずに40～80℃の間で素早く色素を吸着させるのが好ましい。
【０１０２】
金属錯体色素の全使用量は、導電性支持体の単位表面積（１m2）当たり0.01～100mmolが
好ましい。また色素の半導体微粒子に対する吸着量は、半導体微粒子の１g当たり0.01～
１mmolであるのが好ましい。このような金属錯体色素の吸着量とすることにより、半導体
における増感効果が十分に得られる。これに対し、色素が少なすぎると増感効果が不十分
となり、また色素が多すぎると、半導体に付着していない色素が浮遊し、増感効果を低減
させる原因となる。
【０１０３】
光電変換の波長域をできるだけ広くするとともに変換効率を上げるため、二種類以上の色
素を混合することもできる。この場合、光源の波長域と強度分布に合わせるように、混合
する色素およびその割合を選ぶのが好ましい。具体的には、一般式(V)で表される金属錯
体色素を２種以上併用したり、一般式(V)で表される金属錯体色素と従来の金属錯体色素
および／またはポリメチン色素とを併用することが可能である。
【０１０４】
会合のような金属錯体色素同士の相互作用を低減する目的で、無色の化合物を半導体微粒
子に共吸着させてもよい。共吸着させる疎水性化合物としてはカルボキシル基を有するス
テロイド化合物（例えばケノデオキシコール酸）等が挙げられる。また紫外線吸収剤を併
用することもできる。
【０１０５】
余分な金属錯体色素の除去を促進する目的で、金属錯体色素を吸着した後にアミン類を用
いて半導体微粒子の表面を処理してもよい。好ましいアミン類としてはピリジン、4-tert
-ブチルピリジン、ポリビニルピリジン等が挙げられる。これらが液体の場合はそのまま
用いてもよいし、有機溶媒に溶解して用いてもよい。
【０１０６】
[C] 電荷移動層
電荷移動層は金属錯体色素の酸化体に電子を補充する機能を有する層である。電荷移動層
に用いることのできる代表的な材料として、酸化還元対を有機溶媒に溶解した液体（電解
液）、酸化還元対を有機溶媒に溶解した液体をポリマーマトリクスに含浸したいわゆるゲ
ル電解質、酸化還元対を含有する溶融塩等が挙げられる。さらに固体電解質や正孔（ホー
ル）輸送材料を用いることもできる。
【０１０７】
本発明で使用する電解液は電解質、溶媒および添加物からなるのが好ましい。電解質とし
ては、(a) I2とヨウ化物（LiI, NaI, KI, CsI, CaI2 等の金属ヨウ化物、またはテトラア
ルキルアンモニウムヨーダイド、ピリジニウムヨーダイド、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のヨウ素塩等）との組み合わせ、(b) Br2と臭化物（LiBr, NaB
r, KBr, CsBr, CaBr2 等の金属臭化物、またはテトラアルキルアンモニウムブロマイド、
ピリジニウムブロマイド等の４級アンモニウム化合物の臭素塩等）との組み合わせ、(c)
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等の金属錯体
、(d)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等のイオウ化合物
、(e) ビオロゲン色素、ヒドロキノン－キノン等を用いることができる。なかでも、I2と
LiIやピリジニウムヨーダイド、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
のヨウ素塩とを組み合わせた電解質が好ましい。上記電解質は混合して用いてもよい。ま
た電解質はEP718288、WO95/18456、J. Electrochem. Soc., Vol.143, No.10, 3099(1996)
、Inorg. Chem., 35, 1168～1178(1996)に記載された室温で溶融状態の塩（溶融塩）を使
用することもできる。溶融塩を電解質として使用する場合、溶媒は使用しなくても構わな
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い。
【０１０８】
好ましい電解質濃度は0.1～15Mであり、さらに好ましくは0.2 ～10Mである。また電解質
にヨウ素を添加する場合の好ましいヨウ素の添加濃度は0.01～0.5Mである。
【０１０９】
電解質用溶媒としては、低粘度でイオン移動度が高いか、高誘電率で有効キャリアー濃度
が高めるか、あるいはその両方であるために、優れたイオン伝導性を発現できる化合物を
使用するのが望ましい。このような溶媒の例として、例えば下記のものが挙げられる。
【０１１０】
(a) 炭酸エステル類
例えばエチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ビニレンカーボネート、ブチレ
ンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネ
ート、ジプロピルカーボネート等が好ましい。
【０１１１】
(b) ラクトン類
例えばγ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、γ－カプリロラクトン、クロトラクト
ン、γ－カプロラクトン、δ－バレロラクトン等が好ましい。
【０１１２】
(c) エーテル類
例えばエチルエーテル、1,2-ジメトキシエタン、ジエトキシエタン、トリメトキシメタン
、エチレングリコールジメチルエーテル、ポリエチレングリコールジメチルエーテル、1,
3-ジオキソラン、1,4-ジオキサン等が好ましい。
【０１１３】
(d) アルコール類
例えばメタノール、エタノール、エチレングリコールモノメチルエーテル、プロピレング
リコールモノエチルエーテル、ポリエチレングリコールモノアルキルエーテル、ポリプロ
ピレングリコールモノアルキルエーテル等が好ましい。
【０１１４】
(e) グリコール類
例えばエチレングリコール、プロピレングリコール、ポリエチレングリコール、ポリプロ
ピレングリコール、グリセリン等が好ましい。
【０１１５】
(f) グリコールエーテル類
例えばエチレングリコールジアルキルエーテル、プロピレングリコールジアルキルエーテ
ル、ポリエチレングリコールジアルキルエーテル、ポリプロピレングリコールジアルキル
エーテル等が好ましい。
【０１１６】
(g)テトラヒドロフラン類
例えばテトラヒドロフラン、2-メチルテトラヒドロフラン等が好ましい。
【０１１７】
(h) ニトリル類
例えばアセトニトリル、グルタロジニトリル、プロピオニトリル、メトキシアセトニトリ
ル、ベンゾニトリル等が好ましい。
【０１１８】
(i) カルボン酸エステル類
例えばギ酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、プロピオン酸メチル等が好ましい。
【０１１９】
(j) リン酸トリエステル類
例えばリン酸トリメチル、リン酸トリエチル等が好ましい。
【０１２０】
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(k) 複素環化合物類
例えばN-メチルピロリドン、4-メチル-1,3-ジオキサン、2-メチル-1,3-ジオキソラン、3-
メチル-2-オキサゾリジノン、1,3-プロパンサルトン、スルホラン等が
好ましい。
【０１２１】
(l) その他
ジメチルスルホキシド、ホルムアミド、N,N-ジメチルホルムアミド、ニトロメタン等の非
プロトン性有機溶媒、水等が好ましい。
【０１２２】
これらの中では、炭酸エステル系、ニトリル系、複素環化合物系の溶媒が好ましい。これ
らの溶媒は必要に応じて二種以上を混合して用いてもよい。
【０１２３】
また本発明では、J. Am. Ceram. Soc ., 80(12), 3157～3171(1997)に記載されているよ
うなter-ブチルピリジンや、2-ピコリン、2,6-ルチジン等の塩基性化合物を添加すること
もできる。塩基性化合物を添加する場合の好ましい濃度範囲は0.05～2Mである。
【０１２４】
電解質はポリマーやオイルゲル化剤の添加、共存する多官能モノマー類の重合、ポリマー
との架橋反応等の方法により、ゲル化（固体化）させて使用することもできる。ポリマー
の添加によりゲル化させる場合は、¨Polymer Electrolyte Reviews-1,2¨(J. R. MacCaL
LumとC. A. Vincentの共編、ELSEIVER APPLIED SCIENCE)に記載された化合物を使用する
ことができるが、特にポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデンを使用するのが好ま
しい。オイルゲル化剤の添加によりゲル化させる場合は、J. Chem. Soc. Japan, Ind. Ch
em. Sec., 46,779(1943), J. Am. Chem. Soc., 111, 5542(1989), J. Chem. Soc., Chem.
 Commun., 1993, 390, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 35,1949(1996), Chem. Lett., 19
96, 885, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 545(1997)に記載されている化合物を使用する
ことができる。なかでも好ましい化合物は分子構造中にアミド構造を有する化合物である
。
【０１２５】
電解質に共存させた多官能モノマー類の重合によりゲル電解質を形成する場合、多官能モ
ノマー類、重合開始剤、電解質および溶媒から溶液を調製し、キャスト法，塗布法，浸漬
法、含浸法等の方法により色素増感半導体微粒子層（感光層20）上に塗布する。図１に示
すように、色素増感半導体微粒子21間の空隙にゾル状電解質を充填するとともに、感光層
20上にゾル状電解質層を形成し、その後ラジカル重合することによりゲル化させる方法が
好ましい。
【０１２６】
多官能性モノマーはエチレン性不飽和基を2個以上有する化合物であるのが好ましく、例
えばジビニルベンゼン、エチレングリコールジメタクリレート、エチレングリコールジア
クリレート、エチレングリコールジメタクリレート、ジエチレングリコールジアクリレー
ト、ジエチレングリコールジメタクリレート、トリエチレングリコールジアクリレート、
トリエチレングリコールジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ト
リメチロールプロパントリアクリレート等が好ましい。
【０１２７】
ゲル電解質は、上記多官能性モノマー以外に単官能モノマーを含んでいてもよい。単官能
モノマーとしては、アクリル酸またはα－アルキルアクリル酸（例えばメタクリル酸等）
類から誘導されるエステル類またはアミド類（例えばN-iso-プロピルアクリルアミド、ア
クリルアミド、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸、アクリルアミドプロピ
ルトリメチルアンモニウムクロライド、メチルアクリレート、ヒドロキシエチルアクリレ
ート、N-プロピルアクリレート、N-ブチルアクリレート、2-メトキシエチルアクリレート
、シクロヘキシルアクリレート等）、ビニルエステル類（例えば酢酸ビニル）、マレイン
酸またはフマル酸から誘導されるエステル類（例えばマレイン酸ジメチル、マレイン酸ジ
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ブチル、フマル酸ジエチル等）、有機酸塩類（例えばマレイン酸、フマル酸、p-スチレン
スルホン酸のナトリウム塩等）、ニトリル類（アクリロニトリル、メタクリロニトリル等
）、ジエン類（例えばブタジエン、シクロペンタジエン、イソプレン等）、芳香族ビニル
化合物類（例えばスチレン、p-クロルスチレン、スチレンスルホン酸ナトリウム等）、含
窒素複素環を有するビニル化合物類、４級アンモニウム塩を有するビニル化合物類、N-ビ
ニルホルムアミド、N-ビニル-N-メチルホルムアミド、ビニルスルホン酸、ビニルスルホ
ン酸ナトリウム、ビニリデンフルオライド、ビニリデンクロライド、ビニルアルキルエー
テル類（例えばメチルビニルエーテル等）、オレフィン類（エチレン、プロピレン、１－
ブテン、イソブテン等）、N-フェニルマレイミド等が好ましい。モノマー全量に対する多
官能性モノマーの割合は0.5～70重量%であるのが好ましく、さらに好ましくは1.0～50重
量％である。
【０１２８】
上記ゲル電解質用モノマーは、大津隆行・木下雅悦共著の「高分子合成の実験法」（化学
同人）や、大津隆行著の「講座重合反応論１ラジカル重合（I）」（化学同人）に記載さ
れた一般的な高分子合成法であるラジカル重合法により重合することができる。ゲル電解
質用モノマーのラジカル重合は加熱、光、紫外線、電子線によりまたは電気化学的に行う
ことができるが、特に加熱によりラジカル重合させるのが好ましい。
【０１２９】
加熱により架橋高分子を形成する場合、好ましい重合開始剤は、例えば2,2'-アゾビスイ
ソブチロニトリル、2,2'-アゾビス（2,4-ジメチルバレロニトリル）、ジメチル2,2'-アゾ
ビス（2-メチルプロピオネート）（ジメチル2,2'-アゾビスイソブチレート）等のアゾ系
開始剤、ベンゾイルパーオキシド等の過酸化物系開始剤等である。重合開始剤の好ましい
添加量は、モノマー総量に対して0.01～20重量％であり、さらに好ましくは0.1～10重量
％である。
【０１３０】
ゲル電解質に占めるモノマー類の重量組成範囲は0.5～70重量％であるのが好ましく、さ
らに好ましくは1.0～50重量％である。
【０１３１】
ポリマーの架橋反応により電解質をゲル化させる場合、架橋性反応基を有するポリマーお
よび架橋剤を併用するのが望ましい。好ましい架橋性反応基は、含窒素複素環（例えばピ
リジン環、イミダゾール環、チアゾール環、オキサゾール環、トリアゾール環、モルホリ
ン環、ピペリジン環、ピペラジン環等）であり、また好ましい架橋剤は、窒素原子に対し
て求電子反応可能な２官能性以上の試薬（例えばハロゲン化アルキル、ハロゲン化アラル
キル、スルホン酸エステル、酸無水物、酸クロライド、イソシアネート等）である。
【０１３２】
電解質の代りに有機および／または無機の正孔輸送材料を使用することもできる。本発明
に好ましい有機正孔輸送材料としては、以下のものが挙げられる。
【０１３３】
(a) 芳香族アミン類
N,N'-ジフエニル-N,N'-ビス（４-メトキシフェニル）-（1,1'-ビフェニル）-4,4'-ジアミ
ン(J. Hagen et al., Synthetic Metal 89, 2153～220(1997)）、　2,2',7,7'-テトラキ
ス（N,N-ジ-p-メトキシフェニルアミン）9,9'-スピロビフルオレン（Nature, Vol.395, 8
 Oct. 1998, pp. 583-585およびWO97/10617）、　1,1-ビス｛4-（ジ-ｐ-トリルアミノ）
フェニル｝シクロヘキサンの3級芳香族アミンユニットを連結した芳香族ジアミン化合物
（特開昭59－194393号）、
4,4'-ビス［（N-1-ナフチル）-N-フェニルアミノ］ビフェニルのように、２個以上の3級
アミンを含み、２個以上の縮合芳香族環が窒素原子に結合した芳香族アミン（特開平5－2
34681号）、
トリフェニルベンゼンの誘導体でスターバースト構造を有する芳香族トリアミン（米国特
許第4,923,774号、特開平4-308688号）、
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N,N'-ジフエニル-N,N'-ビス(3-メチルフェニル)-(1,1'-ビフェニル)-4,4'-ジアミン等の
芳香族ジアミン（米国特許第4,764,625号）、
α,α,α',α'-テトラメチル-α,α'-ビス（4-ジ-p-トリルアミノフェニル）-p-キシレン
（特開平3－269084号）、
p-フェニレンジアミン誘導体、
分子全体が立体的に非対称なトリフェニルアミン誘導体（特開平4-129271号）、
ピレニル基に芳香族ジアミノ基が複数個置換した化合物（特開平4-175395号）、
エチレン基で3級芳香族アミン単位を連結した芳香族ジアミン（特開平4-264189号）、
スチリル構造を有する芳香族ジアミン（特開平4-290851号）、
ベンジルフェニル化合物（特開平4-364153号）、
フルオレン基で3級アミンを連結したもの（特開平5-25473号）、
トリアミン化合物（特開平5-239455号）、
ピスジピリジルアミノビフェニル（特開平5-320634号）、
N,N,N-トリフェニルアミン誘導体（特開平6-1972号）、
フェノキザジン構造を有する芳香族ジアミン（特願平5-290728号）、
ジアミノフエニルフエナントリジン誘導体（特願平6-45669号）等。
【０１３４】
(b) オリゴチオフェン化合物
α-オクチルチオフェンおよびα,ω-ジヘキシル-α-オクチルチオフェン（Adv. Mater.,V
ol.9, No.7, 5578(1997)）、
ヘキサドデシルドデシチオフェン(Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 34, No.3, 303-307(19
95))、
2,8-ジヘキシルアンスラ[2,3-b:6,7-b']ジチオフェン(JACS, Vol.120, N0.4,664～672(19
98))等。
【０１３５】
(c)導電性高分子
ポリピロール（K. Murakoshi et al., Chem. Lett. 1997, p.471）、および
ポリアセチレンおよびその誘導体、ポリ(p-フェニレン) およびその誘導体、ポリ(p-フェ
ニレンビニレン) およびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチ
オフェンおよびその誘導体、ポリアニリンおよびその誘導体、およびポリトルイジンおよ
びその誘導体等（それぞれ「Handbook of Organic Conductive Molecules and Polymers
」， Vol.1～4（NALWA著、WILEY出版）に記載されている）。
【０１３６】
有機正孔（ホール）輸送材料に、Nature, Vol.395, 8 Oct. 583～585(1998)に記載されて
いるように、ドーパントレベルをコントロールするためにトリス(4-ブロモフェニル）ア
ミニウムヘキサクロロアンチモネートのようなカチオンラジカルを含有する化合物を添加
したり、酸化物半導体表面のポテンシャル制御（空間電荷層の補償）を行うためにLi[(CF

3SO2)2N]のような塩を添加しても良い。
【０１３７】
有機正孔輸送材料は真空蒸着法，キャスト法，塗布法，スピンコート法、浸漬法、電解重
合法、光電解重合法等の手法により電極内部に導入することができる。また正孔輸送材料
を電解液の替わりに使用するときは、短絡防止のためElectorochim. Acta 40, 643～652(
1995)に記載されているスプレーパイロリシス等の手法を用いて、二酸化チタン薄層を下
塗り層として塗設するのが好ましい。
【０１３８】
無機固体化合物を電解質の代りに使用する場合、ヨウ化銅(p-CuI)（J. Phys. D:Appl. Ph
ys. 31, 1492～1496(1998)）、チオシアン化銅（Thin Solid Films 261(1995), 307～310
、J. Appl. Phys. 80(8),15 October 1996, 4749～4754、Chem. Mater. 1998, 10, 1501
～1509、SemiCond. Sci. Technol. 10, 1689～1693）等を、キャスト法，塗布法，スピン
コート法、浸漬法、電解メッキ法等の手法により電極内部に導入することができる。
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【０１３９】
電荷移動層を形成するには以下の２通りの方法を利用できる。１つは、色素増感した半導
体微粒子層の上にスペーサーを介して対極を貼り合わせておき、両者の開放端を電解質溶
液に浸漬することにより、半導体微粒子層内および半導体微粒子層と対極との空隙に電解
質溶液を浸透させる方法である。もう１つは、半導体微粒子層に電解質溶液を塗布するこ
とにより、半導体微粒子層内に電解質溶液を浸透させるとともに、半導体微粒子層上に電
荷移動層を形成し、最後に対極を設ける方法である。
【０１４０】
前者の場合、半導体微粒子層と対極との空隙に電解質溶液を浸透させる方法として、毛管
現象を利用する常圧法と、半導体微粒子層と対極との上部開放端（電解質溶液に浸漬して
いない方の開放端）から吸い上げる減圧法がある。
【０１４１】
後者の場合、湿式の電荷移動層のときには未乾燥のまま対極を付与し、エッジ部の液漏洩
防止措置を施す。またゲル電解質の場合には、湿式で塗布して重合等の方法により固体化
した後に対極を設けてもよいし、対極を設けた後に固体化してもよい。電解液の他に湿式
有機正孔輸送材料やゲル電解質の層を形成する方法としては、半導体微粒子層の形成や色
素吸着の場合と同様に、浸漬法、ローラ法、ディップ法、エアーナイフ法、エクストルー
ジョン法、スライドホッパー法、ワーヤーバー法、スピン法、スプレー法、キャスト法、
各種印刷法等を利用できる。固体電解質や固体の正孔（ホール）輸送材料の場合には、真
空蒸着法やCVD法等のドライ成膜処理で電荷移動層を形成し、その後対極を設けても良い
。
【０１４２】
固体化できない電解液や湿式の正孔輸送材料の場合には塗布後速やかにエッジ部分を封止
するのが好ましく、また固体化可能な正孔輸送材料の場合には湿式付与により正孔輸送層
を膜形成した後、例えば光重合や熱ラジカル重合等の方法により固体化するのが好ましい
。このように膜付与方式は電解液物性や工程条件により適宜選択すればよい。
【０１４３】
なお、電荷移動層中の水分量は10,000ppm以下が好ましく、さらに好ましくは2,000ppm以
下であり、特に好ましくは100ppm以下である。
【０１４４】
[D] 対極
対極は、光電変換素子を光電気化学電池としたとき、光電気化学電池の正極として作用す
るものである。対極としては、通常導電性支持体と同様に導電層を有する基板を用いるこ
ともできるが、強度や密封性が十分に保たれるような金属板を使用すれば、基板は必ずし
も必要でない。対極に用いる導電材としては、金属（例えば白金、金、銀、銅、アルミニ
ウム、ロジウム、インジウム等）、炭素、または導電性金属酸化物（インジウム－スズ複
合酸化物、酸化スズにフッ素をドープしたもの等）が挙げられる。好ましい対極の例は、
ガラスまたはプラスチックに塗布または蒸着した金属または導電性金属酸化物の薄膜であ
る。対極の厚さは特に制限されないが、３nm～10μｍが好ましい。導電層が金属製である
場合は、その厚さは好ましくは５μm以下であり、さらに好ましくは５nm～３μｍの範囲
である。
【０１４５】
導電性支持体と対極のいずれか一方または両方から光を照射して良いので、感光層に光が
到達するためには、導電性支持体と対極の少なくとも一方が実質的に透明であれば良い。
発電効率の向上の観点からは、導電性支持体を透明にして、光を導電性支持体側から入射
させるのが好ましい。この場合対極は光を反射する性質を有するのが好ましい。このよう
な対極としては、金属または導電性の酸化物を蒸着したガラスまたはプラスチック、ある
いは金属薄膜を使用できる。
【０１４６】
対極を設ける手順としては、(イ)電荷移動層を形成した後でその上に設ける場合と、(ロ)
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質溶液を充填し、架橋する場合の２通りある。(イ)の場合、電荷移動層上に直接導電材を
塗布、メッキまたは蒸着（ＰＶＤ、ＣＶＤ）するか、導電層を有する基板の導電層側を貼
り付ける。また(ロ)の場合、色素増感半導体微粒子層の上にスペーサーを介して対極を組
み立てて固定し、得られた組立体の開放端を電解質溶液に浸漬し、毛細管現象または減圧
を利用して色素増感半導体微粒子層と対極との空隙に電解質溶液を浸透させ、次いで加熱
により架橋させる。
【０１４７】
[E] その他の層
電極として作用する導電性支持体および対極の一方または両方に、保護層、反射防止膜等
の機能性層を設けても良い。このような機能性層を多層に形成する場合、同時多層塗布法
や逐次塗布法を利用できるが、生産性の観点からは同時多層塗布法が好ましい。同時多層
塗布法では、生産性および塗膜の均一性を考えた場合、スライドホッパー法やエクストル
ージョン法が適している。これらの機能性層の形成には、その材質に応じて蒸着法や貼り
付け法等を用いることができる。
【０１４８】
さらに、作用電極の導電性支持体または対極に保護層、反射防止膜等、必要な他の機能の
層を設けることも可能である。このような層を多層にして機能分離させる場合、同時多層
塗布や逐次で塗布することが可能であるが、生産性を優先させると同時多層塗布がより好
ましい。同時多層塗布では、生産性および膜付与均一性を考えた場合、スライドホッパー
法やエクストルージョン法が適している。またこれらの機能層はその材料により、蒸着や
貼り付け等の手法を用いて設けることもできる。
【０１４９】
[3] 光電気化学電池
本発明の光電気化学電池は、上記光電変換素子に外部回路で仕事をさせるようにしたもの
である。光電気化学電池は構成物の劣化や内容物の揮散を防止するために、側面をポリマ
ーや接着剤等で密封するのが好ましい。導電性支持体および対極にリードを介して接続さ
れる外部回路自体は公知のもので良い。
【０１５０】
【実施例】
本発明を以下の実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はそれらに限定されるもの
ではない。
【０１５１】
実施例１
金属錯体色素D-1，D-8，D-2，D-9，D-3，D-10，D-42およびD-48の合成
金属錯体色素D-1，D-8，D-2，D-9，D-3，D-10，D-42およびD-48の製造方法および構造式
は下記の通りである。ただし金属錯体色素D-8，D-9，D-10およびD-48中のカルボキシレー
トイオンは、プロトンが解離していない状態（カルボキシル基）との平衡状態にあり、そ
れに対応して対イオンCIの構造も変化する。
【０１５２】
【化３８】
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【化３９】
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【化４０】

【０１５５】
【化４１】
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【０１５６】
１．D-1，D-8の合成
塩化ルテニウム（III）３水和物10.44ｇ（40mmol）をジメチルスルホキシド（DMSO）50ml
に溶解し、５分還流した。25mlに濃縮後アセトン200mlを加え、室温に冷却後結晶を濾別
し、アセトンおよびエーテルにより洗浄し、Ru錯体１の黄色結晶13.9ｇ（収率72％）を得
た。
【０１５７】
0.87ｇ（1.8mmol）のRu錯体１および0.54ｇ（1.8mmol）のビピリジンジカルボン酸ジエチ
ルL-14をクロロホルム５mlに溶解し、窒素雰囲気中で４時間還流した。濃縮後少量のアセ
トンを加えて溶解し、さらにエーテルを加えて結晶を析出させ。濾別後エーテルで洗浄し
、Ru錯体３の黄色結晶0.85ｇ（収率75％）を得た。
【０１５８】
0.166ｇ（0.264mol）のRu錯体２および0.050ｇ（0.29mmol）のヒドロキサム酸ナトリウム
３を、エタノール10mlおよび水10mlからなる混合溶媒に溶解し、窒素雰囲気中で２時間還
流した。さらに0.028ｇ（0.12mmol）のジピリジルピラジンBL-1を加え、20時間還流した
。 0.20ｇのNH4PF6を加えて濃縮し、析出した結晶を濾別し、水で洗浄した。セファデッ
クスカラムLH-20（展開溶媒：メタノール）により精製し、D-1の黒色結晶0.18ｇ（収率92
％）を得た。黒色結晶D-1の構造はＭＳスペクトルおよび元素分析により確認した。
【０１５９】
0.081ｇ（0.05mmol）のD-1、６mlのトリエチルアミン、18mlのジメチルホルムアミドおよ
び３mlの水を混合し、12時間還流した。濃縮後アセトニトリルに溶解して濾別し、0.06ｇ
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により確認した。
【０１６０】
２．D-2、D-9の合成
上記工程１のD-1およびD-8の合成において、ヒドロキサム酸ナトリウム３の代わりにシュ
ウ酸カリウム４を等モル用い、かつNH4PF6の添加をしない以外は全く同様にして、D-2お
よびD-9を合成した。D-2およびD-9の構造はＭＳスペクトルおよび元素分析により確認し
た。
【０１６１】
３．D-3、D-10の合成
上記工程１のD-1およびD-8の合成において、ヒドロキサム酸ナトリウム３の代わりにジチ
オカルバミン酸ナトリウム５を等モル用いた以外は全く同様にしてD-3およびD-10を合成
した。D-3およびD-10の構造はＭＳスペクトルおよび元素分析により確認した。
【０１６２】
４．D-42、D-48の合成
2.の合成においてジピリジルピラジンBL-1の代わりに、J. Am. Chem. Soc.,109, 2691(19
87)に記載の方法に従って合成したBL-11を等モル用いた以外は全く同様にして、D-42およ
びD-48を合成した。D-42およびD-48の構造はＭＳスペクトルおよび元素分析により確認し
た。
【０１６３】
５．他の金属錯体色素の合成
他の金属錯体色素も以上と同様にして、X1およびX2（X-1～X-48）、BL（BL-1～BL-34）な
らびにLL1およびLL2（L-1～L-50）の具体例を適宜組合せることにより合成した。なお配
位子X1およびX2の化合物は市販品を容易に入手可能、またはInorg. Chim. Acta., 206, 6
9(1993), Inorg. Chem., 29, 1888(1990), J. Am.Chem. Soc., 109, 2691(1987), Inorg.
 Chem., 29, 4750(1990), Inorg. Chem., 28, 1520(1989), Inorg. Chem., 29, 167(1990
), Inorg. Chem.,28, 2465(1989)等の文献もしくはこれらに引用された文献を参照して合
成することができる。またこれらの配位子へのカルボキシル基などの置換基の導入は一般
的な有機合成法により可能である。
【０１６４】
６．吸収スペクトルの測定
D-8，D-9，D-10，D-11，D-47，D-48，D-49およびD-50および比較色素１、２について、メ
タノール中の吸収スペクトルを測定した。吸収極大波長を表１に記す。
【０１６５】
【表１】
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【０１６６】
表１から明らかなように、D-8，D-9，D-10，D-11，D-47，D-48，D-49およびD-50の金属錯
体色素の吸収極大波長はいずれも比較色素１、２より長波長化していた。従って、これら
の金属錯体色素を光電気化学電池に用いると、より長波長の光まで分光増感して光電流に
変換できるため大変好ましい。
【０１６７】
実施例２
１．二酸化チタン分散液の調製
内側をテフロンコーティングした内容積200mlのステンレス製容器に二酸化チタン微粒子
（日本アエロジル（株）製，Degussa P-25）15ｇ、水45ｇ、分散剤（アルドリッチ社製、
Triron X-100）１ｇ、直径0.5mmのジルコニアビーズ（ニッカトー社製）30ｇを入れ、サ
ンドグラインダーミル（アイメックス社製）を用いて1500rpmで２時間分散処理した。得
られた分散液からジルコニアビーズを濾別した。得られた分散液中の二酸化チタン微粒子
の平均粒径は2.5μm であった。なお粒径はMALVERN社製のマスターサイザーにより測定し
た。
【０１６８】
２．色素を吸着した二酸化チタン微粒子からなる電極層の作製
フッ素をドープした酸化スズを被覆した導電性ガラス板（日本板硝子（株）製、表面抵抗
：約10Ω／cm2)を準備し、その導電層上にドクターブレードを用いて上記二酸化チタン分
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ガラス板を電気炉（ヤマト科学（株）製マッフル炉FP-32型）に入れ、450℃で30分間焼成
した。二酸化チタン微粒子層の厚さは10μm であり、二酸化チタン微粒子の塗布量は15g/
m2であった。
【０１６９】
半導体塗布ガラス板を取り出し冷却した後、表１に示す色素のメタノール溶液（濃度：３
×10-4mol/L）に３時間浸漬した。色素が吸着した半導体塗布ガラス板を4-tert-ブチルピ
リジンに15分間浸漬した後、メタノールで洗浄し、自然乾燥させた。このようにして得ら
れた色素増感二酸化チタン微粒子層中の金属錯体色素の吸着量は、その種類に応じて0.1
～10mモル/m2の範囲内であった。
【０１７０】
３．光電気化学電池の作製
以上のようにして作製した色素増感TiO2微粒子からなる電極（２cm×２cm）をこれと同じ
大きさの白金蒸着ガラス板の白金蒸着層側とスペーサーを介して重ね合わせた（図２参照
）。得られた導電性ガラス板／色素増感半導体微粒子層／白金蒸着ガラス板からなる組立
体の開放端を電解液（N-メチル2-オキサゾリジノン）に支持電解質（1-ブチル-3-メチル
イミダゾリウムヨージド）0.65mol/L，ヨウ素0.05mol/Lを加えたもの）に浸漬し、両ガラ
ス板の空隙に毛細管現象を利用して電解液をしみこませて、色素増感TiO2層中に導入した
。このようにして、導電性ガラス板10／色素増感TiO2微粒子層の空隙に電解質が含浸して
なる感光層20／電荷移動層30／白金蒸着ガラス板40からなる積層構造（図１参照）を有す
る光電気化学電池を得た。この工程を、表２に示す他の色素を用いて繰り返した。
【０１７１】
４．光電変換効率の測定
得られた光電気化学電池の800nmにおける光電変換効率をオプテル社製のIPCE（Incident 
Photon to Current Conversion Efficiency)測定装置により測定した。表２にそれぞれの
金属錯体色素の光電変換効率をまとめて示す。
【０１７２】
【表２】
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【０１７３】
表２から、800nmの波長の光に対して、比較色素は吸収能を有さないために光電変換能を
示さないのに対し、本発明の光電気化学電池は良好な光電変換能を示すことが分かる。こ
のように一般式(V)で表される金属錯体色素を用いた本発明の光電気化学電池はいずれも
可視光のみならず赤外域においても高い光電変換能を有する。
【０１７４】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明の金属錯体色素は可視光～赤外域にわたる広い波長域におい
て良好な光吸収能を有するために、かかる金属錯体色素を吸着した半導体微粒子を含む光
電変換素子は、可視光～赤外域にわたって高い光電変換特性を有する。かかる光電変換素
子からなる光電気化学電池は太陽電池として極めて有効である。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の好ましい一実施例による光電変換素子の構造を示す部分断面図である
。
【図２】　本発明の好ましい他の実施例による光電気化学電池の構造を示す部分断面図で
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ある。
【符号の説明】
10・・・導電性支持体
11・・・基板
12・・・導電層
20・・・感光層
21・・・半導体微粒子
22・・・金属錯体色素
30・・・ゲル電解質層
40・・・対極
41・・・基板
42・・・導電層

【図１】

【図２】
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