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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性支持体と、色素を含む多孔質半導体層で構成された多孔質光電変換層と、ホール
輸送層と、対極とからなる色素増感型光電変換素子において、前記多孔質光電変換層が多
層構造を有し、かつ前記多孔質半導体層の可視光領域の波長におけるヘイズ率が６２～８
９％であり、前記多層構造の多孔質光電変換層が、吸収スペクトルにおける最大感度波長
領域を短波長側に有する層から吸収スペクトルにおける最大感度波長領域を長波長側に有
する層の順で受光面側から配置されていることを特徴とする色素増感型光電変換素子。
【請求項２】
　前記多層構造の多孔質光電変換層が半導体粒子によって形成され、各層を形成する前記
半導体粒子が異なる平均粒径を有している請求項１に記載の色素増感型光電変換素子。
【請求項３】
　前記多層構造の多孔質光電変換層が、粒径の小さい半導体粒子によって形成された層か
ら粒径の大きい半導体粒子によって形成された層の順で受光面側から配置されている請求
項１または２に記載の色素増感型光電変換素子。
【請求項４】
　前記多層構造の多孔質光電変換層の受光面側に位置する多孔質光電変換層（第１層）が
、粒径の揃った半導体粒子によって形成されている請求項１～３のいずれか１つに記載の
色素増感型光電変換素子。
【請求項５】
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　請求項１～４のいずれか１つに記載の光電変換素子を用いた太陽電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光電変換素子およびそれを用いた太陽電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年の温暖化現象を抑制するために、環境を汚染することなくクリーンなエネルギーを利
用することが重要な課題として挙げられている。太陽電池はクリーンなエネルギーの供給
源として有望である。これらの太陽電池において、シリコン系太陽電池に代わる新たな太
陽電池として、色素増感型太陽電池が注目されている。
【０００３】
色素増感型太陽電池の基本的な構造は、透明電極、多孔質光電変換層、ホール輸送層およ
び対電極からなる。単層である多孔質半導体層の表面には、可視光領域に吸収スペクトル
を有する１～２種類の光増感色素が吸着されている。太陽電池は次のような動作（過程）
が繰り返されることにより、電気エネルギーが取り出される。すなわち、多孔質光電変換
層に光が照射されると、多孔質光電変換層側で電子が発生し、この電子が電気回路を通っ
て対電極に移動し、さらに電子が電解質中のイオンによって運ばれ、多孔質光電変換層に
戻される。このような金属錯体の光誘起電子移動を応用した色素増感型太陽電池は、特許
第２６６４１９４号公報、国際公開公報ＷＯ９４０５０２５号公報に開示されている。
【０００４】
特開２０００－２４３４６６号公報には、多孔質光電変換層である酸化物半導体層を多層
にし、かつ各層に異なる吸収スペクトルを有する色素を担持させる技術が開示されている
。この技術では、まず、短波長吸収の色素を吸着させた酸化チタンを乾燥させ、さらにア
ルコールに溶解したバインダと混合して懸濁液を調製し、これを透明導電膜上に成膜し乾
燥させる。その後、中波長吸収の色素を用いて同様に懸濁液を調製し、得られた懸濁液を
前記工程で形成した膜上に成膜し乾燥させる。さらに、長波長色素を用いて同様に懸濁液
を調製し、得られた懸濁液を前記工程で形成した膜上に成膜し乾燥させる。このようにし
て異なる色素が吸着した３層の酸化チタン層を形成して、太陽電池を得ている。
【０００５】
しかしながら、この太陽電池では、太陽光スペクトルに比べて光電変換に用いられる色素
の吸収波長域が狭く、太陽光を有効に利用できないので、シリコン系太陽電池と比較して
光電変換効率が低いという問題があった。
また、この技術では、多層構造の半導体層の各層が同様の方法で形成されるので、受光面
側から取り込まれる光は、第１層および第２層以降で一様に散乱する。したがって、第１
層で光が散乱し、第２層以降で取り込まれる光が減少し、第２層以降では効率よく電流を
取り出すことが困難であった。
【０００６】
上記の問題を解決する方法として、特開２００１－７６７７２号公報には、酸化物半導体
層の粒径を制御し、Ｊｓｃ（電流密度）を向上させて、太陽電池の光電変換効率を改善す
る技術が開示されている。この技術によれば、金属酸化物からなる平均粒径２００ｎｍ～
１０μｍの中空状粒子を多孔質酸化物半導体層に含ませることで、色素およびホール輸送
層を十分かつ容易に拡散および吸着させることが可能な酸化物半導体電極を提供できると
している。
【０００７】
しかしながら、Ｊ．Ａｍ．Ｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１９９３，１１５，６３８２－６３９０に
は、上記の技術で作製されるような外部量子効率が８０％を超える太陽電池における内部
量子効率は、ガラスによる透過・反射・散乱などの要因を考慮すると、１００％近い値に
なることが示されている。このことは、散乱によって外部量子効率を改善することに限界
が存在することを示している。すなわち、これ以上のＪｓｃを得るためには、色素の光感
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度領域を拡大する以外に方法がない。
【０００８】
色素の光感度領域を拡大する方法として、特開２０００－２４３４６６号公報には、２つ
の色素を使用した太陽電池が開示されている。この技術では、酸化チタン微粒子に色素を
吸着した後に成膜を行い、これを繰り返すことにより太陽電池を作製している。したがっ
て、この方法では焼成工程を行っていないために、酸化チタン同士の導電性が大きく損な
われ、光の照射により発生したキャリアが電極に効率的に到達できないので、効率的に光
電流を取り出すことができないという問題がある。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、Ｊｓｃを向上させることで、高効率な光電変換素子およびそれを用いた太陽電
池を提供することを課題とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明者らは、光電変換素子の多孔質半導体層に多層構造を採用し、かつそのヘイズ率を
一定値以上に制御することにより、Ｊｓｃを向上できること、さらに、多孔質半導体層を
形成している半導体微粒子の粒径を各層毎に変えること、すなわち、多孔質半導体層が２
層構造の場合、第１層では小さい粒径または揃った粒径の半導体微粒子を用いて光の散乱
を抑え、第２層では光が散乱するような半導体微粒子を用いて光を効率よく光を取り込ま
せることにより、高効率な光電変換素子が得られることを見出し、本発明を完成するに到
った。
【００１１】
　本発明によれば、導電性支持体と、色素を含む多孔質半導体層で構成された多孔質光電
変換層と、ホール輸送層と、対極とからなる色素増感型光電変換素子において、前記多孔
質光電変換層が多層構造を有し、かつ前記多孔質半導体層の可視光領域の波長におけるヘ
イズ率が６２～８９％であり、前記多層構造の多孔質光電変換層が、吸収スペクトルにお
ける最大感度波長領域を短波長側に有する層から吸収スペクトルにおける最大感度波長領
域を長波長側に有する層の順で受光面側から配置されていることを特徴とする色素増感型
光電変換素子が提供される。
【００１２】
また、本発明によれば、上記の光電変換素子を用いた太陽電池が提供される。
【００１３】
【発明の実施の形態】
本発明の好適な実施形態について説明する。なお、以下の説明は一例に過ぎず、種々の形
態での実施が本発明の範囲内で可能である。
【００１４】
図１に基づいて本発明の実施形態を説明する。図１に示す色素増感型光電変換素子は、導
電性支持体１０上に形成され、光増感色素が吸着された多孔質光電変換層３と対極側支持
体２０との間にホール輸送層６が充填され、側面を封止材９で封止された構造をとってい
る。また、多孔質光電変換層３は多層構造を有しており、第１層多孔質光電変換層４およ
び第２層多孔質光電変換層５には、吸収スペクトルにおける最大感度波長領域を短波長側
に有する色素および長波長側に有する色素がそれぞれ吸着されている。
【００１５】
導電性支持体１０は、基板１と透明性導電膜２から構成される。
基板１に用いられる材料は特に制限されず、各種透明材料が使用可能であり、ガラスを用
いることが好ましい。
【００１６】
また、透明性導電膜２に用いられる材料に関しても特に制限はないが、フッ素ドープ酸化
スズ（ＳｎＯ2：Ｆ）、アンチモンドープ酸化スズ（ＳｎＯ2：Ｓｂ）、スズドープ酸化イ
ンジウム（Ｉｎ2Ｏ3：Ｓｎ）、Ａｌドープ酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ａｌ）、Ｇａドープ酸化亜
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鉛（ＺｎＯ：Ｇａ）などに代表される透明導電性酸化物電極を用いることが好ましい。
基板１上に透明性導電膜２を形成する方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、Ｃ
ＶＤ法、ＰＶＤ法、ゾル－ゲル法によるコーティングなどの方法が挙げられる。
【００１７】
多孔質光電変換層３の多孔質半導体層を構成する材料はｎ型半導体であれば特に限定され
ず、ＴｉＯ2、ＳｎＯ2、ＺｎＯ、Ｎｂ2Ｏ5、ＺｒＯ2、ＣｅＯ2、ＷＯ3、ＳｉＯ2、Ａｌ2

Ｏ3、ＮｉＯ、ＣｕＡｌＯ2、ＳｒＴｉＯ3、ＳｒＣｕ2Ｏ2などの酸化物もしくはこれら複
合酸化物が挙げられる。
【００１８】
多孔質光電変換層３は多層構造である。ここで、「多層構造」とは、同一または異種の多
孔質半導体層を積層させ、かつ各層に最大感度波長領域が異なる色素が吸着されている構
造を意味する。また、「最大感度波長領域」とは、色素の吸収スペクトルのうち、最大の
吸収感度を示すピーク波長を基準として、吸収感度がピーク波長の吸収感度に対して、２
０％減少したときの短波長側の波長と長波長側の波長との間の波長領域、もしくはピーク
波長に対して±５０ｎｍの波長領域のいずれか広い方を意味する。
【００１９】
多層構造の多孔質光電変換層を、吸収スペクトルにおける最大感度波長領域を短波長側に
有する層から吸収スペクトルにおける最大感度波長領域を長波長側に有する層の順で受光
面側から配置することにより、単層構造の多孔質光電変換層では、吸収できなかった短波
長側および／または長波長側の光を効率よく吸収し、高い光電変換率を得ることができる
。異なる最大感度波長領域を有する多孔質光電変換層を積層するのであれば、その波長領
域が部分的に重なっていても本発明の効果を奏することは言うまでもない。
【００２０】
多層構造の多孔質光電変換層に光を効率よく吸収させるため、多孔質光電変換層の可視光
領域の波長におけるヘイズ率は６０％以上が好ましい。
【００２１】
ここで、「ヘイズ率」とは、可視光領域にスペクトルを有する光線（例えば、標準光源Ｄ
６５や標準光源Ｃ）を測定試料に入射した際の拡散透過率を、全光線透過率で割った値で
あり、本発明においては、ヘイズ率は透明性支持体上に形成した多孔質光電変換層側から
光線を照射し、全光線透過率および拡散透過率を測定することにより得られる。
【００２２】
この測定は、光源と光量測定部があれば簡単に測定することが可能な、簡便な評価方法で
ある。実際には、測定試料に密着した積分球と、積分球の測定試料と反対側にライトトラ
ップ（暗箱）もしくは標準板を供えた装置を用いて測定することができる。すなわち、標
準板をセットした状態において、試料がない場合の入射光線の光量Ｔ１、試料がある場合
の全光線透過光の光量Ｔ２を測定し、ライトトラップをセットした状態において、試料が
ない場合の装置からの拡散光の光量Ｔ３、試料がある場合の拡散透過光の光量Ｔ４を測定
し、
全光線透過率Ｔｔ＝Ｔ２／Ｔ１
拡散透過率Ｔｄ＝［Ｔ４－Ｔ３（Ｔ２／Ｔ１）］／Ｔ１
を算出し、これらからヘイズ率Ｔｄ／Ｔｔを求めることができる。
【００２３】
発明者らは、多層構造の多孔質光電変換層のヘイズ率を制御した度重なる形成実験を行っ
た結果、ヘイズ率が６０％以上のときに、Ｊｓｃの向上が顕著であることを見出した。
図２は、多層構造の多孔質光電変換層を用いた太陽電池のＪｓｃとヘイズ率の関係を示し
ている（実施例２～８参照）。この図から、ヘイズ率が６０％以上のとき、２０％～５０
％のときに比べて、Ｊｓｃが向上していることがわかる。光増感色素への光照射回数とヘ
イズ率の関係が単純な比例関係にあるわけではなく、ヘイズ率が増大するにつれて、光増
感色素への光照射回数もより増大する関係があるため、ヘイズ率が６０％以上においては
、光増感色素への光照射回数が急激に増大していくことにより、Ｊｓｃが向上するものと
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考えられる。すなわち、多孔質光電変換層のヘイズ率を６０％以上に制御することにより
、より多くの電流を得ることができるようになる。
【００２４】
また、多層構造である多孔質光電変換層において、前述のように、第１層多孔質光電変換
層には短波長側の色素が、第２層多孔質光電変換層には長波長側の色素が含まれている。
このため、第１層に吸着されている色素で吸収されない光は第１層多孔質光電変換層でな
るべく散乱されることなく、第２層へ光を到達させることが好ましい。さらに、第２層多
孔質光電変換層において光を散乱させることにより、第２層多孔質光電変換層で電流を多
く取り出すことができるようになる。
【００２５】
したがって、第２層以後の光電変換層に光が到達しやすくするため、第１層より第２層以
後の光電変換層は大きなヘイズ率を有することが好ましい。このためには、第１層多孔質
半導体層を構成する粒子の粒径と第２層多孔質半導体層を構成する粒子の粒径は異なるも
のとすればよい。それは以下の原理により、説明することができる。
光は何も障害がなければ直進性をもっている。仮に、第１層多孔質半導体層をで小さい粒
径の半導体粒子で形成すると、粒径が小さいため、大きく散乱することなく、光は層内を
透過することができる。これは、粒子が小さく、光の回折角が小さいために、多孔質半導
体層を透過する光量の大きな減少がないからである。このとき、第２層多孔質半導体層を
第１層よりも大きな粒径の半導体粒子で形成すると、粒子が大きいために、これらの粒子
により光の回折角が大きくなり、多孔質半導体層を透過する光量が大きく減少することに
なる。したがって、各層の粒径を異なるものとすることにより、第２層へ多くの光を取り
込むことができるようになる。
【００２６】
前述のように、多層構造の多孔質光電変換層において、第１層では、なるべく散乱するこ
となく、第２層へ光を到達させることが好ましいため、第１層多孔質光電変換層の可視光
領域の波長におけるヘイズ率は２０％以下であることが好ましく、より好ましくは１０％
以下である。そして、第２層多孔質光電変換層では、十分に散乱をさせることが好ましい
ため、第２層多孔質光電変換層のヘイズ率は６０％以上であることが好ましく、より好ま
しくは７０％以上である。
【００２７】
図２でのヘイズ率は、実施例で示しているように、多層構造の多孔質半導体層を形成した
後に測定している。第１層および第２層の各層のヘイズ率を測定するとなると、一度形成
した多孔質半導体層から各層を剥離した後、評価することになるため、各層のヘイズ率の
評価は困難となる。また、第１層および第２層のヘイズ率を単層ごとに測定した結果と、
多層構造にした第１層および第２層のヘイズ率を測定した結果には、顕著な違いは見られ
ない。それは、第１層の多孔質半導体層は、粒径を制御することによりヘイズ率が第２層
の多孔質半導体層に比べて小さいため、第２層の多孔質半導体層のヘイズ率により、多層
構造の多孔質半導体層のヘイズ率がほぼ決定されているからに他ならない。したがって、
単層ごとにヘイズ率を測定してもよいが、多層構造の多孔質半導体層のヘイズ率を測定す
るのが好ましい。
【００２８】
上記のように、第２層以後の多孔質光電変換層は長波長光に対する感度を有する。一般的
に一定の粒径の粒子に対して、粒径の倍程度の光は散乱が起こるため、第１層光電変換層
で長波長光の散乱を起こさないためには、第１層光電変換層の多孔質半導体を構成する粒
子の粒径が小さいことが好ましい。これは上記の理由による。
さらに、第１層光電変換層の多孔質半導体を構成する粒子の粒径を揃えることが好ましい
。ここで、「粒径を揃える」とは、粒子の８０％、好ましくは９０％が平均粒径の５０～
２００％にあることを意味する。
【００２９】
本発明において、多孔質光電変換層のヘイズ率は、粒径の異なる粒子同士の混合割合や粒
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径を変化させることにより制御することができる。
具体的には、第２層以後の多孔質光電変換層の多孔質半導体層を構成する粒子の粒径は、
第１層多孔質光電変換層の多孔質半導体層を構成する粒子の粒径の４倍以上であるのが好
ましく、１０倍以上がより好ましい。このような場合、粒子のなかに、２０％以上の粒子
は粒径の大きいものが含まれていてもよい。
【００３０】
また、粒径の大きい粒子が得られにくい場合、凝集した大きな二次粒子を用いることもで
きる。例えば、沈降法で作製した光触媒用チタニア粒子（一次粒子：２０～３０ｎｍ、二
次粒子：数百ｎｍ～数μｍ）およびこの粒子と他の粒子との混合物が挙げられる。
【００３１】
多孔質光電変換層を構成する膜状の多孔質半導体層を基板上に形成する方法としては、公
知の種々の方法が挙げられる。具体的には、基板上に半導体粒子を含有する懸濁液を塗布
し、乾燥および焼成する方法、基板上に所望の原料ガスを用いたＣＶＤ法またはＭＯＣＶ
Ｄ法などにより半導体膜を成膜する方法、原料固体を用いたＰＶＤ法、蒸着法、スパッタ
リング法、およびゾルーゲル法、電析法のような電気化学的手法などが挙げられる。これ
らの中でも、低コスト化の観点から、半導体粒子を含有する懸濁液を用いる方法が好まし
い。
多孔質半導体層の膜厚は、特に限定されるものではないが、透過性、変換効率などの観点
から、０．５～２０μｍ程度が好ましい。
【００３２】
次のようにして、基板上に第１層多孔質半導体層を形成することができる。
まず、材料となる半導体微粒子を用意し、その半導体微粒子を分散剤、有機溶媒、水など
に加えて分散させて懸濁液を調製し、その懸濁液を導電性支持体１０上に塗布する。塗布
する方法としては、ドクターブレード法、スキージ法、スピンコート法、スクリーン印刷
法など公知の方法が挙げられる。その後、得られた塗膜を乾燥・焼成して、多孔質半導体
層を得る。乾燥・焼成においては、使用する基板や半導体粒子の種類により、温度、時間
、雰囲気などの条件を適宜調整することが必要になる。例えば、大気雰囲気下または不活
性ガス雰囲気下、５０～８００℃程度の範囲内で、１０秒～１２時間程度で行うことがで
きる。この乾燥・焼成は、単一の温度で１回または温度を変化させて２回以上行ってもよ
い。
【００３３】
半導体微粒子としては、市販されているもののうち適当な平均粒径、例えば１～５００ｎ
ｍ程度の平均粒径を有する、前記のような単一または化合物半導体の粒子などが挙げられ
る。また、この半導体微粒子を分散するために使用される溶媒は、エチレングリコールモ
ノメチルエーテルなどのグライム系溶媒、イソプロピルアルコール、テルピネオールなど
のアルコール系溶媒、イソプロピルアルコール／トルエンなどの混合溶媒、水などが挙げ
られる。
【００３４】
上記の種々の手法により、粒径のそろった半導体微粒子を用いて、粒径の揃った第１層多
孔質半導体層を形成することができる。ヘイズ率を制御するには、半導体微粒子の分散時
間を変化させる方法や、多孔質半導体層と同一もしくは異種材料で大きな粒径を持つ粒子
を混在させる方法などが挙げられる。
【００３５】
導電性支持体上に第１層多孔質半導体層を形成した後、その上に第２層多孔質半導体層を
形成する。多孔質半導体層を形成する際には、通常５００℃程度の温度で焼成する必要が
ある。第２層多孔質半導体層を形成する際に、このような熱が加わると、第１層多孔質半
導体層に吸着された色素が分解をしてしまう。したがって、このような分解を防ぐために
、第２層多孔質半導体層を低温、好ましくは２００℃以下の温度で形成するのが好ましい
。低温での形成法として、水熱法、低温電気化学的手法などが挙げられ、低温電気化学的
手法が好ましい。
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【００３６】
水熱法とは、金属アルコキシドを用いて導電性支持体上に塗膜を形成し、これを低温で乾
燥させた後、沸騰水に導電性支持体ごと浸すことによって、多孔質半導体層を形成する方
法である。
また、低温電気化学的手法とは、例えば、金属硝酸塩溶液を電気化学的に還元することに
よって、多孔質半導体層を形成する方法である。
【００３７】
低温電気化学的手法では、金属硝酸塩溶液を電気化学的に還元することにより、色素を担
持した金属酸化物の多孔質光電変換層を形成することができる。金属酸化物としては、例
えば、酸化亜鉛が挙げられる。電気化学的な還元反応に用いる溶液には、硝酸亜鉛水溶液
に色素を混合したものを使用することができる。第２層多孔質光電変換層を作製する場合
、第１層の色素とは異なるものを使用し、上記の工程を繰り返すことにより、色素を担持
した金属酸化物の多孔質光電変換層を形成することができる。
【００３８】
具体的には、上記の硝酸亜鉛と色素の混合溶液に透明導電膜と対極及び参照電極を入れ、
電解反応させることにより、下記の反応式のように酸化亜鉛が透明導電膜上に形成される
。
ＮＯ3

-＋Ｈ2Ｏ＋２ｅ―→ＮＯ2
-＋２ＯＨ-　　　　　　 （１）

Ｚｎ2
+＋２ＯＨ―→Ｚｎ（ＯＨ）2　　　　　　　　　 （２）

Ｚｎ（ＯＨ）2→ＺｎＯ＋Ｈ2Ｏ　　　　　　　　　　　（３）
【００３９】
上記の反応式で示すとおり、酸化亜鉛の形成は硝酸イオンの亜硝酸イオンへの還元を伴う
塩基生成によるものである。この生成過程において、溶液中に色素が混在する場合、酸化
亜鉛表面の－OH基と色素の官能基（フタロシアニン系色素であるとスルホン酸基）の化学
結合により酸化亜鉛は成長するとともに色素分子の修飾を受ける。ここで、色素の吸着は
（００２）面に対して優先的に起こり、この結果、（００２）面の酸化亜鉛の成長は抑制
され、（１００）方向に成長する。この結果、色素を担持した酸化亜鉛の多孔質光電変換
層作製が可能となる。
【００４０】
硝酸亜鉛水溶液濃度は、１×１０-2～１モル／リットル程度が好ましく、０．１～０．５
モル／リットルが特に好ましい。また、色素水溶液濃度は、１×１０-6～１×１０-4モル
／リットル程度が好ましく、３×１０-5モル／リットル程度が特に好ましい。
【００４１】
色素を担持した酸化亜鉛の多孔質光電変換層を作製する場合、例えば０．１モル／リット
ルの硝酸亜鉛溶液に０．５マイクロモル／リットルの亜鉛フタロシアニン色素を溶解させ
、溶液を７０℃に加熱し、還元電解電位を－０．７Ｖ（ｖｓ．ＳＣＥ）にて６０分間反応
させることにより、作製することができる。
【００４２】
ここで、反応温度としては、０～１００℃の温度範囲で行うことができる。これ以外の温
度域では、酸化亜鉛の成長速度が高温では速くなり、また、低温では低くなる傾向がある
。このため、酸化亜鉛の基板への付着性や光透過性が悪くなるため、上記の温度範囲で行
うことが好ましい。
【００４３】
また、還元電解電位は－０．７～－１．３Ｖ（ｖｓ．ＳＣＥ）の範囲で反応させることに
より、色素担持された多孔性光半導体電極の作製が可能である。上記の電位範囲より低い
場合、亜鉛メッキが起こり、また、高い場合は、反応が生じないため、上記の電位範囲で
反応させることが好ましい。
【００４４】
また、電気化学的手法に用いる対極としては、白金、金、銀、グラファイト、亜鉛などが
挙げられる。なかでも、酸化亜鉛の多孔質光電変換層を作製する場合、対極に亜鉛金属を
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用いることにより、硝酸亜鉛水溶液中の亜鉛濃度変化が少なくなり、また酸化亜鉛形成に
伴う溶液のｐＨ低下を抑制できるため、安定的に作製できる。
【００４５】
電気化学法は、２極式および３極式でも作製は可能である。３極式の場合の参照電極とし
ては、ＳＣＥ（飽和甘コウ電極）、ＮＨＥ（標準水素電極）、ＲＨＥ（水素圧における可
逆水素電極）、ＮＣＥ（標準甘コウ電極）などが使用できる。
【００４６】
また、色素の分解を防ぐために、第１層多孔質半導体層（層Ａ）の色素を吸着する前に、
第２層多孔質半導体層（層Ｂ）を形成し、その後で、多孔質半導体層の各層に各色素を吸
着する方法を用いてもよい。具体的には、第１層多孔質半導体層または第２層多孔質半導
体層（層Ｂ）の金属酸化物表面に予め皮膜をつけて、第１層多孔質半導体層に色素Ａを吸
着させてから、皮膜の除去により特定の層の色素を脱着した後、第２層多孔質半導体層に
色素Ｂを吸着させる。
【００４７】
すなわち、本発明の光電変換素子は、導電性支持体、この導電性支持体上に設けられた色
素を吸着させた多層構造をする多孔質光電変換層、導電層、対極で構成された色素増感型
光電変換素子において、多層構造を有する多孔質半導体層を形成している粒子に、少なく
とも１層に皮膜層を形成させた後、色素吸着を行い、皮膜層を除去した後、別の色素を吸
着させることにより光電変換層を作製することにより製造することができる。
【００４８】
皮膜を形成するために上記の方法では半導体微粒子を入れるが、コロイド溶液や金属アル
コキシドを使用して被覆させる粒子表面で加水分解などを行うことにより、形成すること
もできる。具体的には、層Ａを形成後、金属アルコキシド水溶液中に浸漬し、層Ａの酸化
チタン粒子で金属アルコキシドを加水分解し表面を修飾させ、焼成することにより表面を
被膜させる。この時に使用する金属アルコキシド水溶液中にエタノールを加えることによ
り、表面張力が低下し、多孔質膜中へ効率よく色素を浸透させることができる。
【００４９】
また、被覆させる材料としては、酸性溶液および塩基性溶液に溶解する酸化物であれば問
題なく、具体的には、酸性溶液を使用する場合には、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、酸化
銅、酸化ニッケル、酸化モリブデンなどが挙げられ、塩基性溶液を使用する場合には、酸
化亜鉛、酸化ニオブ、酸化鉛などが挙げられる。
【００５０】
また、上記酸化物を溶解させる酸性溶液および塩基性溶液の種類も特に限定されるもので
はなく、上記酸化物を溶解できるものであればよい。酸性溶液としては、溶解後の陰イオ
ンが焼結時に蒸発するものが特に好ましく、具体的には塩酸や硝酸が好ましい。塩基性溶
液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどが挙げられる。それらの濃度は、溶
解時間、使用する色素にも影響されるが、０．２から２Ｎ（Ｎ：規定度）の範囲が好まし
い。
【００５１】
第２層多孔質半導体層に皮膜を形成する手法について説明する。
まず、通常のドクターブレード法で酸化チタン懸濁液を導電性支持体上に塗布し、５００
℃で焼成することにより、第１層多孔質半導体層（層Ａ）を得る。その後、酸性の酸化チ
タン懸濁液に酸化マグネシウム粒子を混合し、分散させて懸濁液を調製し、これをドクタ
ーブレード法で層Ａ上に塗布し、乾燥・焼成することにより、第２層多孔質半導体層を得
る（層Ｂ）。ここで、酸性の酸化チタン懸濁液が酸化マグネシウム粒子を溶解しているの
で、層Ｂは酸化チタンの表面に、層状に酸化マグネシウムが形成される。その後、色素Ａ
を吸着させ、層Ａでは酸化チタン上に色素Ａが吸着され、層Ｂでは、酸化マグネシウム上
に色素Ａが吸着された状態となる。次いで、多孔質半導体層を、例えば塩酸で処理するこ
とにより、酸化マグネシウムを溶かし、結果的に層Ｂ上の色素が除去される。
次に、色素Ｂを吸着させることにより、層Ｂには色素Ｂ、層Ａには色素Ａという２層構造
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を有する多孔質光電変換層を形成することができる。
【００５２】
多孔質半導体層に吸着して光増感剤として機能する色素としては、種々の可視光領域およ
び／または赤外光領域に吸収をもつが挙げられる。色素を半導体に強固に吸着させるため
に、色素分子中にカルボキシル基、スルホン酸基、エステル基、メルカプト基、ホスホニ
ル基などのインターロック基を有するものが好ましい。例えば、ルテニウムビピリジン系
色素、アゾ系色素、キノン系色素、キノンイミン系色素、キナクリドン系色素、スクアリ
リウム系色素、シアニン系色素、メロシアニン系色素、トリフェニルメタン系色素、キサ
ンテン系色素、ポルフィリン系色素、フタロシアニン系色素、ベリレン系色素、インジゴ
系色素、ナフタロシアニン系色素などが挙げられる。
【００５３】
幅広い波長領域の光を有効利用するため、多層構造の多孔質光電変換層の各層に異なる色
素を用いることが好ましい。例えば、多孔質光電変換層が２層からなる場合、第１層光電
変換層に吸着させる色素と第２層光電変換層に吸着させる色素は異なる最大吸収波長を有
することが望ましい。具体的には、６３０～８００ｎｍの吸収波長を有するフタロシアニ
ン系色素と４５０～６００ｎｍの吸収波長を有するペリレン系色素との組み合わせが代表
的なものとして挙げられる。
【００５４】
多孔質半導体層に色素を吸着させる方法としては、色素を含有する溶液中に多孔質半導体
層を形成した基板を浸漬する方法などが挙げられる。この方法では、色素溶液と多孔質半
導体層を形成した基板とを同一の密閉容器に入れ、色素溶液を密閉容器内に循環させるの
が好ましいが、単に大気圧下で多孔質半導体層を形成した基板を約５分～９６時間浸漬さ
せるだけでもよい。
【００５５】
色素を溶解する溶媒としては、エタノールなどのアルコール類、アセトンなどのケトン類
、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどのエーテル類、アセトニトリルなどの脂肪
族炭化水素、ベンゼンなどの芳香族炭化水素、酢酸エチル等のエステル類、水などが挙げ
られる。これらの溶媒は２種以上を混合して用いることができる。
色素溶液中の色素濃度は、使用する色素および溶媒の種類により適宜調整することができ
、例えば、約１×１０-5モル／リットル以上、好ましくは５×１０-5～１×１０-2モル／
リットル程度である。
【００５６】
対極側支持体２０は、基板７と対向電極層８から構成される。
基板７に用いられる材料は、基板１と同様、特に制限されず、各種透明材料が使用可能で
あり、ガラスを用いることが好ましい。
【００５７】
また、対向電極層８に用いられる材料に関しても特に制限はないが、白金、炭素、フッ素
ドープ酸化スズ（ＳｎＯ2：Ｆ）、アンチモンドープ酸化スズ（ＳｎＯ2：Ｓｂ）、スズド
ープ酸化インジウム（Ｉｎ2Ｏ3：Ｓｎ）、Ａｌドープ酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ａｌ）、Ｇａド
ープ酸化亜鉛（ＺｎＯ：Ｇａ）などの薄膜、これら複数の積層膜、およびこれら複数の複
合膜を用いることが好ましい。
基板７上に対向電極層８を形成する方法としては、真空蒸着法、スパッタリング法、ＣＶ
Ｄ法、ＰＶＤ法、ゾル－ゲル法によるコーティングなどの方法が挙げられる。
【００５８】
本発明において、導電性支持体１０上に形成された光増感色素を吸着させた多孔質半導体
層３と対極側支持体２０との間に充填されるホール輸送層６としては、電子、ホール、イ
オンを輸送できる材料で構成される。例えば、ポリビニルカルバゾールなどのホール輸送
材料、テトラニトロフロオルレノンなどの電子輸送材料、ポリピロールなどの導電性ポリ
マー、液体電解質、高分子固体電解質などのイオン導電体が挙げられる。
【００５９】
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液状のイオン導電体としては、例えば、ヨウ化テトラプロピルアンモニウムおよびヨウ素
をアセトニトリルなどに溶解したヨウ素系イオン導電体や、ヨウ化リチウム、ヨウ素、お
よびジメチルプロピルイミダゾリウムヨウ素を３－メトキシプロピオニトリルなどに溶解
したヨウ素系イオン導電体などが挙げられる。
【００６０】
高分子固体電解質は、酸化還元種を溶解あるいは酸化還元種を構成する少なくとも１つの
物質と結合することができる固体状の物質であれば、特に限定されない。例えば、ポリエ
チレンオキシド、ポリプロピレンオキシド、ポリエチレンサクシネート、ポリ－β－プロ
ピオラクトン、ポリエチレンイミン、ポリアルキレンスルフィドなどの高分子化合物また
はそれらの架橋体、ポリフォスファゼン、ポリシロキサン、ポリビニルアルコール、ポリ
アクリル酸、ポリアルキレンオキサイドなどの高分子官能基に、ポリエーテルセグメント
またはオリゴアルキレンオキサイド構造を側鎖として付加したものまたはそれらの共重合
体などが挙げられる。それらの中でも、ポリエーテルセグメントまたはオリゴアルキレン
オキサイド構造を側鎖として付加したものが特に好ましい。
【００６１】
封止材９は、ホール輸送層６を構成する材料が漏れ出さないように光電変換素子をシール
できるものであれば、特に限定されない。例えば、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、熱可塑
性樹脂などが挙げられる。また、ホール輸送層６を構成する材料が固体であって、光電変
換素子からの流出の恐れがない場合には、封止材９は必ずしも設けなくてもよい。
以上の構成により、本発明における光電変換素子およびそれを用いた太陽電池が提供され
る。
【００６２】
【実施例】
本発明を実施例および比較例によりさらに具体的に説明するが、これらの実施例により本
発明が限定されるものではない。
なお、以下の実施例および比較例では、本発明の実施例１を図１に基づいて説明する。
図１は、本発明の光電変換素子の層構成を示す要部の概略断面図である。図中、１は基板
、２は透明性導電膜、３は多孔質光電変換層、４は第１層多孔質光電変換層、５は第２層
多孔質光電変換層、６はホール輸送層、７は基板、８は対向電極層、９は封止材を示し、
１と２を合わせた１０は導電性支持体、７と８を合わせた２０は対極側支持体を示す。
【００６３】
（実施例１）
チタンイソプロポキシド（キシダ化学株式会社製、純度：９９％）１２５ｍｌを０．１Ｍ
－硝酸水溶液（キシダ化学株式会社製）７５０ｍｌに滴下し、８０℃で８時間加熱して、
加水分解反応をさせることにより、ゾル液を調製した。得られたゾル液をチタン製オート
クレーブにて２５０℃で１５時間保持し、粒子成長させ、その後、超音波分散を３０分間
行うことにより、平均一次粒径２０ｎｍの酸化チタン粒子を含むコロイド溶液を得た。
【００６４】
得られた酸化チタン粒子を含むコロイド溶液を、エバポレーターにて、酸化チタンが１０
ｗｔ％の濃度になるまでゆっくりと濃縮した後、ポリエチレングレコール（キシダ化学株
式会社製、重量平均分子量：２０００００）を酸化チタンに対する重量比で４０％添加し
、攪拌することにより、酸化チタン粒子が分散した懸濁液を得た。
【００６５】
透明導電膜２としてＳｎＯ2膜を形成したガラス基板１の透明導電膜２側に、調製した酸
化チタン懸濁液をドクターブレード法で塗布し、面積１０ｍｍ×１０ｍｍ程度の塗膜を得
た。この塗膜を１２０℃で３０分間予備乾燥し、さらに酸素雰囲気下、５００℃で３０分
間焼成し、第１層多孔質光電変換層４の第１層多孔質半導体層となる、膜厚が１０μｍ程
度の酸化チタン膜を形成した。
【００６６】
次に、市販の酸化チタン微粒子（テイカ社製、製品名：ＴＩＴＡＮＩＸ　ＪＡ－１、粒径
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留水２０ｍｌに入れ、塩酸でｐＨ＝１に調整した。さらに、ジルコニアビーズを加え、こ
の混合溶液をペイントシェイカーで８時間分散処理した。その後、ポリエチレングレコー
ル（キシダ化学株式会社製、重量平均分子量：２０００００）を酸化チタンに対する重量
比で４０％添加し、攪拌することにより、酸化チタン粒子が分散した懸濁液を得た。
【００６７】
第１層多孔質半導体層の酸化チタン膜を形成したガラス基板１の第１層多孔質半導体層上
に、調製した酸化チタン懸濁液をドクターブレード法で塗布し、塗膜を得た。この塗膜を
８０℃で２０分間予備乾燥し、さらに酸素雰囲気下、約５００℃で６０分間焼成し、第２
層多孔質光電変換層５の第２層多孔質半導体層となる、膜厚が２２μｍ程度の酸化チタン
膜を形成した。
多孔質半導体層のへイズ率を測定したところ、８４％であった。
【００６８】
吸収スペクトルにおける最大感度吸収波長領域を短波長側に有する色素（第１色素）とし
て、式（１）で表されるメロシアニン系色素（株式会社林原生物化学研究所製、商品名：
ＮＫ２６８４）をエタノールに溶解して、濃度４×１０-4モル／リットルの第１色素の吸
着用色素溶液を調製した。
【００６９】
【化１】

【００７０】
透明導電膜２と多孔質半導体層３を具備したガラス基板１を、約５０℃に加温した第１色
素の吸着用色素溶液に１０分間浸漬させて、多孔質半導体層３に第１色素を吸着させた。
その後、ガラス基板１を無水エタノールで数回洗浄し、約６０℃で約２０分間乾燥させた
。
次いで、ガラス基板１を０．５Ｎ－塩酸に約１０分間浸漬させ、その後エタノールで洗浄
して、第２層多孔質半導体層に吸着された第１色素を脱着した。さらに、ガラス基板１を
約６０℃で約２０分間乾燥させた。
【００７１】
次に、吸収スペクトルにおける最大感度吸収波長領域を長波長側に有する色素（第２色素
）として、式（２）で表されるフタロシアニン系色素（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｒｐ
ｈｙｉｎｓ　ａｎｄ　Ｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅｓ　３、２３０－２３７、１９９９
の文献に記されている手法により合成）をジメチルホルムアミドに溶解して、濃度４×１
０-4モル／リットルの第２色素の吸着用色素溶液を調製した。
【００７２】
【化２】
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【００７３】
透明導電膜２と多孔質半導体層３を具備したガラス基板１を、室温、常圧で第２色素の吸
着用色素溶液に１５分間浸漬させて、多孔質半導体層３に第２色素を吸着させた。その後
、ガラス基板１を無水エタノールで数回洗浄し、約６０℃で約２０分間乾燥させた。
ここで多孔質半導体層のへイズ率を測定したところ、８４％であった。
【００７４】
次に、３－メトキシプロピオニトリル溶媒に、ジメチルプロピルイミダゾリウムヨージド
が濃度０．５モル／リットル、ヨウ化リチウムが濃度０．１モル／リットル、ヨウ素が濃
度０．０５モル／リットルになるように溶解させて、酸化還元性電解液を調製した。
第１色素と第２色素を吸着させた多孔質半導体層３を具備したガラス基板１の多孔質半導
体層３側と、対向電極層８として白金を具備したＩＴＯガラスからなる対極側支持体２０
の白金側とが対向するように設置し、その間に調製した酸化還元性電解液を注入し、周囲
をエポキシ系樹脂の封止材９により封止して、色素増感型太陽電池を完成した。
【００７５】
得られた太陽電池を測定条件：ＡＭ－１．５（１００ｍＷ／ｃｍ2）で評価したところ、
電流値（Ｊｓｃ）：１２．２ｍＡ／ｃｍ2、開放電圧（Ｖｏｃ）：０．６２Ｖ、フィール
ファクタ（ＦＦ）：０．７１、エネルギー変換効率（η）：５．４％であった。
【００７６】
（比較例１）
第２層多孔質半導体層を第１多孔質半導体層と同じ層とする、すなわち第１多孔質半導体
層を形成する酸化チタン懸濁液を用いて第２層多孔質半導体層を形成すること以外は、実
施例１と同様にして太陽電池を作製し、評価した。
多孔質光電変換層のヘイズ率は１５％であった。
得られた太陽電池は、電流値：１０．１ｍＡ／ｃｍ2、開放電圧：０．６１Ｖ、フィール
ファクタ（ＦＦ）：０．７２、エネルギー変換効率：４．４％であった。
【００７７】
実施例１の太陽電池は、比較例１の太陽電池よりも照射光を有効に使用し、光電変換効率
に優れていることがわかる。
【００７８】
（実施例２）
実施例１と同様にして、透明導電膜２としてＳｎＯ2膜を形成したガラス基板１の透明導
電膜２側に、第１多孔質光電変換層４の第１多孔質半導体層となる酸化チタン膜を形成し
た。
【００７９】
次に、チタンイソプロポキシド（キシダ化学株式会社製、純度：９９％）１２５ｍｌを０
．１Ｍ－硝酸水溶液（キシダ化学株式会社製）７５０ｍｌに滴下し、８０℃で８時間加熱
して、加水分解反応をさせることにより、ゾル液を調製した。得られたゾル液をチタン製
オートクレーブにて２５０℃で１５時間保持し、粒子成長させ、その後、超音波分散を３
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０分間行うことにより、平均一次粒径２０ｎｍの酸化チタン粒子を含むコロイド溶液を得
た（酸化チタンＡ）。
【００８０】
得られた酸化チタン粒子を含むコロイド溶液を、エバポレーターにて、酸化チタンが１０
ｗｔ％の濃度になるまでゆっくりと濃縮した後、市販の酸化チタン微粒子（テイカ社製、
製品名：ＴＩＴＡＮＩＸ　ＪＡ－１、粒径約１８０ｎｍ）をコロイド溶液中の酸化チタン
Ａに対する重量比で２０％、ポリエチレングリコール（キシダ化学株式会社製、重量平均
分子量：２０００００）をコロイド溶液中の酸化チタンＡに対する重量比で４０％、酸化
マグネシウム粉末（キシダ化学株式会社製）を酸化チタンの総量に対する重量比で８％添
加し、攪拌することにより、酸化チタン粒子が分散した懸濁液を得た。
【００８１】
第１層多孔質半導体層の酸化チタン膜を形成したガラス基板１の第１層多孔質半導体層上
に、調製した酸化チタン懸濁液をドクターブレード法で塗布し、塗膜を得た。この塗膜を
８０℃で２０分間予備乾燥し、さらに酸素雰囲気下、約５００℃で６０分間焼成し、第２
層多孔質光電変換層５の第２層多孔質半導体層となる、膜厚が２１μｍ程度の酸化チタン
膜を形成した。
多孔質半導体層のへイズ率を測定したところ、８７％であった。
【００８２】
実施例１と同様にして太陽電池を作製し、評価した。
得られた太陽電池は、電流値：１３．１ｍＡ／ｃｍ2、開放電圧：０．６２Ｖ、フィール
ファクタ（ＦＦ）：０．７０、エネルギー変換効率：５．７％であった。
【００８３】
（実施例３：比較）
　実施例２と同様にして、第１層多孔質半導体層を形成した後、第２層多孔質半導体層を
形成する際に、粒径約１８０ｎｍの酸化チタン粒子を酸化チタンＡに対する重量比で１％
加えること以外は実施例２と同様にして、太陽電池を作製し、評価した。得られた結果を
表１および図２にまとめる。
【００８４】
（実施例４：比較）
　実施例２と同様にして、第１層多孔質半導体層を形成した後、第２層多孔質半導体層を
形成する際に、粒径約１８０ｎｍの酸化チタン粒子を酸化チタンＡに対する重量比で５％
加えること以外は実施例２と同様にして、太陽電池を作製し、評価した。得られた結果を
表１および図２にまとめる。
【００８５】
（実施例５：比較）
　実施例２と同様にして、第１層多孔質半導体層を形成した後、第２層多孔質半導体層を
形成する際に、粒径約１８０ｎｍの酸化チタン粒子を酸化チタンＡに対する重量比で１０
％加えること以外は実施例２と同様にして、太陽電池を作製し、評価した。得られた結果
を表１および図２にまとめる。
【００８６】
（実施例６：比較）
　実施例２と同様にして、第１層多孔質半導体層を形成した後、第２層多孔質半導体層を
形成する際に、粒径約１８０ｎｍの酸化チタン粒子を酸化チタンＡに対する重量比で１５
％加えること以外は実施例２と同様にして、太陽電池を作製し、評価した。得られた結果
を表１および図２にまとめる。
【００８７】
（実施例７）
実施例２と同様にして、第１層多孔質半導体層を形成した後、第２層多孔質半導体層を形
成する際に、粒径約１８０ｎｍの酸化チタン粒子を酸化チタンＡに対する重量比で１６％
加えること以外は実施例２と同様にして、太陽電池を作製し、評価した。得られた結果を
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表１および図２にまとめる。
【００８８】
（実施例８）
実施例２と同様にして、第１層多孔質半導体層を形成した後、第２層多孔質半導体層を形
成する際に、粒径約１８０ｎｍの酸化チタン粒子を酸化チタンＡに対する重量比で１８％
加えること以外は実施例２と同様にして、太陽電池を作製し、評価した。得られた結果を
表１および図２にまとめる。
【００８９】
【表１】

【００９０】
実施例２～８の結果から、ヘイズ率の増加に伴ってＪｓｃが増加すること、特にヘイズ率
が６０％以上のとき、Ｊｓｃの増加が顕著になることがわかる。このように、ヘイズ率を
制御した多層構造の多孔質光電変換層を用いることにより、Ｊｓｃの増加をさせ、光電変
換効率を向上させることができることが明らかになった。
【００９１】
（実施例９）
チタンイソプロポキシド（キシダ化学株式会社製、純度：９９％）１２５ｍｌを０．１Ｍ
－硝酸水溶液（キシダ化学株式会社製）７５０ｍｌに滴下し、８０℃で８時間加熱して、
加水分解反応をさせることにより、ゾル液を調製した。得られたゾル液をチタン製オート
クレーブにて２５０℃で１０時間保持し、粒子成長させ、その後、超音波分散を３０分間
行うことにより、平均一次粒径１５ｎｍの酸化チタン粒子を含むコロイド溶液を得た。
【００９２】
得られた酸化チタン粒子を含むコロイド溶液を、エバポレーターにて、酸化チタンが２０
ｗｔ％の濃度になるまでゆっくりと濃縮した後、エチルセルロース（キシダ化学株式会社
製）をテルピネオール（キシダ化学株式会社製）とエタノールとの混合溶媒に溶解させた
混合溶液に加え、攪拌することにより、酸化チタン粒子が分散した懸濁液を得た。懸濁液
は、酸化チタンが濃度１５ｗｔ％、エチルセルロースが濃度１０ｗｔ％、テルピネオール
が濃度６４ｗｔ％になるように調整した（酸化チタンＡ）。
【００９３】
透明導電膜２としてＳｎＯ2膜を形成したガラス基板１の透明導電膜２側に、調製した酸
化チタン懸濁液をスクリーン印刷法で印刷し、面積１０ｍｍ×１０ｍｍ程度の塗膜を得た
。この塗膜を１２０℃で３０分間予備乾燥し、さらに酸素雰囲気下、５００℃で６０分間
焼成し、第１層多孔質光電変換層４の第１層多孔質半導体層となる、膜厚が１３μｍ程度
の酸化チタン膜を形成した。
【００９４】
次に、酸化チタン懸濁液に、市販の酸化チタン粒子（テイカ社製、商品名：ＡＭ６００、
アナターゼ型、平均一次粒径３０ｎｍ）を懸濁液中の酸化チタンＡに対する重量比で２０
％、酸化マグネシウム粉末（キシダ化学株式会社製）を懸濁液中の酸化チタンＡに対する
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重量比で８％添加し、攪拌することにより、酸化チタン粒子が分散した懸濁液を得た。
【００９５】
第１層多孔質半導体層の酸化チタン膜を形成したガラス基板１の第１層多孔質半導体層上
に、調製した酸化チタン懸濁液をスクリーン印刷法で印刷し、面積１０ｍｍ×１０ｍｍ程
度の塗膜を得た。この塗膜を１２０℃で３０分間予備乾燥し、さらに酸素雰囲気下、約５
００℃で６０分間焼成し、第２層多孔質光電変換層５の第２層多孔質半導体層となる、膜
厚が１４μｍ程度の酸化チタン膜を形成した。多孔質半導体層３のトータル膜厚は２７μ
ｍであった。
多孔質半導体層のへイズ率を測定したところ、８６％であった。
【００９６】
吸収スペクトルにおける最大感度吸収波長領域を短波長側に有する色素（第１色素）とし
て、式（３）で表されるルテニウム色素（Ｓｏｌａｒｏｎｉｘ社製、商品名：Ｒｕｔｈｅ
ｎｉｕｍ５３５）をエタノールに溶解して、濃度４×１０-4モル／リットルの第１色素の
吸着用色素溶液を調製した。
【００９７】
【化３】

【００９８】
透明導電膜２と多孔質半導体層３を具備したガラス基板１を、約５０℃に加温した第１色
素の吸着用色素溶液に１０分間浸漬させて、多孔質半導体層３に第１色素を吸着させた。
その後、ガラス基板１を無水エタノールで数回洗浄し、約６０℃で約２０分間乾燥させた
。
次いで、ガラス基板１を０．５Ｎ－塩酸に約１０分間浸漬させ、その後エタノールで洗浄
して、第２層多孔質半導体層に吸着された第１色素を脱着した。さらに、ガラス基板１を
約６０℃で約２０分間乾燥させた。
【００９９】
次に、吸収スペクトルにおける最大感度吸収波長領域を長波長側に有する色素（第２色素
）として、式（２）で表されるフタロシアニン系色素（Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｒｐ
ｈｙｉｎｓ　ａｎｄ　Ｐｈｔｈａｌｏｃｙａｎｉｎｅｓ　３、２３０－２３７、１９９９
の文献に記されている手法により合成）をジメチルホルムアミドに溶解して、濃度４×１
０-4モル／リットルの第２色素の吸着用色素溶液を調製した。
【０１００】
透明導電膜２と多孔質半導体層３を具備したガラス基板１を、室温、常圧で第２色素の吸
着用色素溶液に１５分間浸漬させて、多孔質半導体層３に第２色素を吸着させた。その後
、ガラス基板１を無水エタノールで数回洗浄し、約６０℃で約２０分間乾燥させた。
【０１０１】
次に、３－メトキシプロピオニトリル溶媒に、ジメチルプロピルイミダゾリウムヨージド
が濃度０．５モル／リットル、ヨウ化リチウムが濃度０．１モル／リットル、ヨウ素が濃
度０．０５モル／リットルになるように溶解させて、酸化還元性電解液を調製した。
第１色素と第２色素を吸着させた多孔質半導体層３を具備したガラス基板１の多孔質半導
体層３側と、対向電極層８として白金を具備したＩＴＯガラスからなる対極側支持体２０
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の白金側とが対向するように設置し、その間に調製した酸化還元性電解液を注入し、周囲
をエポキシ系樹脂の封止材９により封止して、色素増感型太陽電池を完成した。
【０１０２】
得られた太陽電池を測定条件：ＡＭ－１．５（１００ｍＷ／ｃｍ2）で評価したところ、
電流値：１４．２ｍＡ／ｃｍ2、開放電圧：０．６４Ｖ、フィールファクタ（ＦＦ）：０
．７０、エネルギー変換効率：６．４％であった。
【０１０３】
（実施例１０）
実施例１と同様にして、第１層多孔質半導体層を形成した後、実施例３と同様にして、式
（３）で表されるルテニウム色素を吸着させ、第１層多孔質光電変換層を形成した。
【０１０４】
次いで、多孔質酸化亜鉛からなる第２層多孔質光電変換層を電析法により形成した。
すなわち、透明導電膜２と第１層多孔質光電変換層を具備したガラス基板１の透明導電膜
２にリード線を取り付け、ポテンシオスタットの作用極側に接続し、対向電極側には白金
板対極からのリード線を接続し、参照電極として飽和甘コウ電極をリファレンスに接続し
た後、前記の一式を非導電性であるガラス製の容器に設置した。次いで、濃度５×１０-4

モル／リットルの硝酸亜鉛水溶液に、式（２）で表されるフタロシアニン色素を濃度４×
１０-4モル／リットルで溶解した水溶液を容器に入れた。
【０１０５】
容器内を７０℃に設定し、安定化電源により電解電位－０．７Ｖ（ｖｓ．ＳＣＥ）を６０
分間印加し、電解反応させて、式（２）の色素を担持した多孔質酸化亜鉛を第１層多孔質
半導体層上に形成して、第２層多孔質光電変換層を得た。その後、ガラス基板１をエタノ
ールで数回洗浄し、約６０℃で約１５分間乾燥させた。
第２層多孔質光電変換層の膜厚は８μｍ、その表面の平均粒径は約３００ｎｍ、多孔質半
導体層３のトータル膜厚は１８μｍであった。
多孔質半導体層のへイズ率を測定したところ、８９％であった。
【０１０６】
実施例１と同様にして太陽電池を作製し、評価した。
得られた太陽電池は、電流値：１１．５ｍＡ／ｃｍ2、開放電圧：０．６１Ｖ、フィール
ファクタ（ＦＦ）：０．７１、エネルギー変換効率：５．０％であった。
【０１０７】
【発明の効果】
本発明の光電変換素子は、多孔質光電変換層が多層構造を有し、かつ多孔質半導体層の可
視光領域の波長におけるヘイズ率が６０％以上であるので、Ｊｓｃの向上により高効率の
光電変換素子およびそれを用いた太陽電池を得ることができる。
【０１０８】
また、受光面側に位置する第１層多孔質光電変換層の多孔質半導体層の形成に粒径の小さ
い粒子を用いて、長波長光の散乱を低減することにより、第２層以後の多孔質光電変換層
に到達する光を多くすることができ、光電変換素子として高い光電変換効率を得ることが
できる。
【０１０９】
さらに、第２層以後の多孔質光電変換層において光を散乱させることにより、光電変換素
子として優れた光電変換効率を得ることができる。
そして、多層構造の多孔質光電変換層を、吸収スペクトルにおける最大感度波長領域を短
波長側に有する層から吸収スペクトルにおける最大感度波長領域を長波長側に有する層の
順で受光面側から配置することにより、吸収可能な波長領域が広がり、有効に太陽光を利
用することができ、Ｊｓｃの向上により、光電変換素子として高い光電変換効率を得るこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の色素増感型光電変換素子の概略断面図である。
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【図２】実施例２～８の太陽電池のヘイズ率とＪｓｃの関係を示す図である。
【符号の説明】
１　基板
２　透明導電膜
３　多孔質光電変換層
４　第１層多孔質光電変換層（第１層多孔質半導体層／光増感色素）
５　第２層多孔質光電変換層（第２層多孔質半導体層／光増感色素）
６　ホール輸送層
７　基板
８　対向電極層
９　封止材
１０　導電性支持体
２０　対極側支持体

【図１】

【図２】
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