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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表面に色素と、酢酸、プロピオン酸、酪酸、安息香酸、ｏ－ブロモ安息香酸、ｍ－ブロ
モ安息香酸、ｐ－ブロモ安息香酸、３－ブロモプロピオン酸、α－ブロモ－ｐ－トルイル
酸、４－（ブロモメチル）安息香酸、ｏ－クロロ安息香酸、ｍ－クロロ安息香酸、ｐ－ク
ロロ安息香酸、ｏ－ヨード安息香酸、ｍ－ヨード安息香酸、ｐ－ヨード安息香酸、２－（
トリメチルシリル）酢酸、および２－チオフェンカルボン酸の群から選ばれるカルボン酸
化合物が担持され、金属酸化物から構成された半導体電極と、
　前記半導体電極に離間対向して配置され、表面に導電層を有する対向基板と、
　前記半導体電極と前記導電層とに挟持され、ヨウ素分子と、ヨウ化物の溶融塩とからな
る電解質層とを具備することを特徴とする光増感型太陽電池。
【請求項２】
　前記電解質層がゲル化剤を含むゲル電解質層であることを特徴とする請求項１記載の光
増感型太陽電池。
【請求項３】
　前記電解質層が、ヨウ化物の無機塩をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の光増
感型太陽電池。
【請求項４】
　前記電解質層が、複素環含窒素化合物のヨウ化物及び脂肪族化合物の塩の少なくとも一
種からなる粘度低下剤をさらに含むことを特徴とする請求項１記載の光増感型太陽電池。
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【請求項５】
　前記カルボン酸化合物が、酢酸であることを特徴とする請求項１記載の光増感型太陽電
池。
【請求項６】
　前記溶融塩が、１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムアイオダイドであることを特
徴とする請求項１記載の光増感型太陽電池。
【請求項７】
　前記ゲル化剤が、ポリビニルピリジンを含むことを特徴とする請求項２記載の光増感型
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、光増感型太陽電池に関する。
【０００２】
【従来の技術】
一般的な光増感型太陽電池として、金属酸化物の微粒子からなる半導体層の表面に色素を
担持させたものから構成された電極（酸化物電極）と、この電極と対向する透明電極と、
２つの電極間に介在される液状のキャリア移動層とを備えるものがある（例えば、特許文
献１参照）。このような太陽電池は、キャリア移動層が液状であるため、湿式方式の光増
感型太陽電池と呼ばれる。
【０００３】
前述したような光増感型太陽電池は、以下の過程を経て動作する。すなわち、透明電極側
より入射した光は、半導体層表面に担持された色素に到達し、この色素を励起する。励起
した色素は、速やかに半導体層へ電子を渡す。一方、電子を失うことによって正に帯電し
た色素は、キャリア移動層から拡散してきたイオンから電子を受け取ることによって電気
的に中和される。電子を渡したイオンは透明電極に拡散して、電子を受け取る。この酸化
物電極とこれに対向する透明電極とを、それぞれ負極および正極とすることにより、湿式
光増感型太陽電池が作動する。
【０００４】
湿式光増感型太陽電池では低分子の溶媒が使用され、この溶媒の液漏れを防ぐために、シ
ールドを厳重に行なう必要がある。しかしながら、長い年月の間シールドを維持するのは
困難であり、溶媒分子の蒸発や液漏れによる溶媒消失によって、素子機能の劣化と環境に
対する影響が心配される。このようなことから、液状のキャリア移動層の代わりに、イミ
ダゾリウム塩を含む液体電解質（溶融塩）を含有するキャリア移動層を用いることが提案
されてきている（例えば、特許文献２参照）。このような太陽電池を用いることにより、
有機溶媒の揮発などの問題がないことから、長期安定性が高いという効果を得ることがで
きる。
【０００５】
しかしながら、上述した光増感型太陽電池では、一旦、半導体層内に注入された電子また
はホールが、キャリア移動層、例えば電解質内にリークする現象が生じていた。このこと
により、太陽電池の開放電圧、短絡電流が低下し、太陽電池全体の特性が低下してしまっ
ていた。
【０００６】
他方、開放電圧、光電変換効率等の光特性に優れた光増感型太陽電池を得る手段として、
シラン化合物などを電荷移動制御分子とし、半導体層に担時させる方法がある（例えば、
特許文献３参照）。この方法では、半導体層の表面のうち、色素で十分に被覆されていな
い部位は、電荷移動制御分子によって被覆されることから、半導体層の表面からキャリア
輸送層内への電荷の移動を防止することが可能となる。
【０００７】
しかしながら、上述した電荷移動制御分子を有する光増感型太陽電池では、キャリア輸送
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層として電解質とこれを溶解する溶媒とを有する。従って、上述したのと同様に、有機溶
媒の揮発などの問題が生じて長期安定性が得られなかった。
【０００８】
【特許文献１】
特開平１－２２０３８０号公報（第３－５頁、第１図）
【特許文献２】
特開２００２－２８９２６８公報（第３－１４頁、第１図）
【特許文献３】
特開２００１－１０２１０３公報（第３－１４頁、第１図）
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上述したように、イミダゾリウム塩を含む溶融塩を含有するキャリア移動層を用いた光増
感型太陽電池では、開放電圧、短絡電流が低下し、太陽電池全体の特性が低下するという
問題があった。
【００１０】
また、電荷移動制御分子を半導体層に担時させた光増感型太陽電池では、有機溶媒の揮発
などの問題が生じて長期安定性が得られないという問題があった。
【００１１】
本発明は、これらの問題に鑑み、開放電圧や短絡電流などの光電変換特性が高く、長期安
定性の高い光増感型太陽電池を提供することを目的とする。
【００１２】
【課題を解決するための手段】
　そこで本発明は、表面に色素と、酢酸、プロピオン酸、酪酸、安息香酸、ｏ－ブロモ安
息香酸、ｍ－ブロモ安息香酸、ｐ－ブロモ安息香酸、３－ブロモプロピオン酸、α－ブロ
モ－ｐ－トルイル酸、４－（ブロモメチル）安息香酸、ｏ－クロロ安息香酸、ｍ－クロロ
安息香酸、ｐ－クロロ安息香酸、ｏ－ヨード安息香酸、ｍ－ヨード安息香酸、ｐ－ヨード
安息香酸、２－（トリメチルシリル）酢酸、および２－チオフェンカルボン酸の群から選
ばれるカルボン酸化合物が担持され、金属酸化物から構成された半導体電極と、
　前記半導体電極に離間対向して配置され、表面に導電層を有する対向基板と、
　前記半導体電極と前記導電層とに挟持され、ヨウ素分子と、ヨウ化物の溶融塩とからな
る電解質層とを具備することを特徴とする光増感型太陽電池を提供する。
【００１３】
本発明においては、電解質層がゲル化剤を含むゲル電解質層であっても良い。
【００１４】
また本発明においては、電解質層が、ヨウ化物の無機塩をさらに含んでも良い。
【００１５】
また本発明においては、電解質層が、複素環含窒素化合物のヨウ化物及び脂肪族化合物の
塩の少なくとも一種からなる粘度低下剤をさらに含んでも良い。
【００１６】
また本発明においては、カルボン酸化合物が、酢酸であっても良い。
【００１７】
また本発明においては、溶融塩が、１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムアイオダイ
ドであっても良い。
【００１８】
また本発明においては、ゲル化剤が、ポリビニルピリジンを含んでも良い。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳細に説明する。
【００２０】
本発明の光増感型太陽電池は、表面に色素及びカルボン酸化合物が担持された半導体電極
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と、溶融塩からなる電解質層とを具備するものである。本発明の光増感型太陽電池が、こ
れらを有することが必要である理由を以下に示す。
【００２１】
湿式光増感型太陽電池では、キャリア移動層（電解質層）中の溶媒の液漏れ等で特性劣化
が生じることから、長期に渡った安定性を得る為には、電解質層には溶融塩を用いること
が好ましい。従って、本発明では電解質層に溶融塩を用いる。しかしながら、半導体層内
に注入された電子またはホールが、電解質層、例えば電解質内にリークする現象から光電
変換特性が低下する問題があり、この問題は、電解質層に溶融塩を用いた場合に顕著とな
る。これは、電解質層内の酸化された物質が、半導体層内の電子によって還元されること
に起因し、電解質層に溶融塩を用いた場合には粘度が高いことからイオンの拡散速度が低
下して、還元される可能性が高くなるためであると考えられる。
【００２２】
そこで、本発明者らが検討を行った結果、電解質層に溶融塩を用い、色素を担持させた半
導体層にカルボン酸化合物も担持させる場合にのみ、長期安定性に加え、開放電圧や短絡
電流などの光電変換特性が高い光電変換型太陽電池を得られることが見出された。電解質
層に溶融塩を用いた場合は、半導体層にシラン化合物などの他の物質を担持させても、光
電変換効率の向上はほとんど認められなかった。
【００２３】
半導体電極は、半導体層の表面に色素を吸着等によって担持させたものであり、この半導
体層においては、色素は半導体層の表面に対する吸着力が十分でなく、十分に半導体層を
被覆出来ず、吸着された色素も離脱し易いものである。したがって、色素によって十分に
被覆されていない半導体層の表面から、電解質層内に電荷が移動するため、光増感型太陽
電池として使用した際に、一旦半導体層内に注入された電子・ホールが、電解質層内にリ
ークする現象が生じ、開放電圧・短絡電流等が低下して、光電変換素子全体の特性が劣っ
ていたと考えられる。
【００２４】
しかし、本発明においては、半導体層の表面に、色素を担持させた後、カルボン酸化合物
を担持させる。したがって、半導体層の表面に残存した、色素で十分に被覆されていない
部位がカルボン酸化合物によって被覆されることとなるため、半導体層の表面から電解質
層内への電荷の移動を防止することが可能となり、開放電圧、光電変換効率等の光特性に
優れた半導体電極を得ることが可能となる。そして、電解質として溶融塩を用いた場合に
は、カルボン酸化合物のみがその効果を与えることを見出したものである。
【００２５】
次に、本発明の光増感型太陽電池に用いられる電解質層及び半導体電極について詳しく説
明する。
（１）電解質層
本発明の電解質層は電解質としてヨウ素分子（Ｉ2）と、ヨウ化物の溶融塩とを具備する
。
【００２６】
また、電解質層にはヨウ素分子及び溶融塩に加え、さらにゲル化剤を具備しても良い。ゲ
ル化剤を具備して電解質層をゲル状とすることにより、昇華する性質のあるヨウ素をゲル
中に閉じ込める効果や、セルが壊れた場合に電解質層が流れ出すのを防止する効果がある
。
【００２７】
また、電解質層にはヨウ素分子及び溶融塩に加え、さらにヨウ化物の無機塩をさらに含ん
でも良い。本発明においては、電解質として溶融塩を用いることから粘度が高く、イオン
の拡散律速となっている。そこで、溶融塩に、ヨウ化物の無機塩を溶解させることにより
、キャリア濃度を高めることが出来る。
【００２８】
また、電解質層にはヨウ素分子及び溶融塩に加え、さらに複素環含窒素化合物のヨウ化物
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及び脂肪族化合物の塩の少なくとも一種からなる粘度低下剤を具備しても良い。このよう
な粘度低下剤は、電解質層の粘度を低下させる作用を有し、ヨウ素（Ｉ）は含まないもの
の溶融塩であることから、有機溶媒のように蒸発するおそれがない。
（電解質）
本発明に用いられる電解質は、ヨウ素（Ｉ）を含み、Ｉ-とＩ3

-とからなる可逆的な酸化
還元対を含む。可逆的な酸化還元対は、ヨウ素分子（Ｉ2）と、ヨウ化物の溶融塩との混
合物から供給することができる。
【００２９】
上述したような酸化還元対は、後述する色素の酸化電位よりも０．１～０．６Ｖ程度小さ
い酸化還元電位を示すことが望ましい。色素の酸化電位よりも０．１～０．６Ｖ小さい酸
化還元電位を示す酸化還元対は、例えば、Ｉ-のような還元種が、酸化された色素から正
孔を受け取ることができる。こうした酸化還元対が電解質中に含有されることによって、
半導体電極と導電層との間の電荷輸送の速度を速くすることができるとともに、開放電圧
を高くすることができる。
【００３０】
ヨウ化物の溶融塩としては、イミダゾリウム塩、ピリジニウム塩、第4級アンモニウム塩
、ピロリジニウム塩、ピラゾリジウム塩、イソチアゾリジニウム塩、イソオキサゾリジニ
ウム塩等の複素環含窒素化合物のヨウ化物等を使用することができる。
【００３１】
ヨウ化物の溶融塩としては、例えば、１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムアイオダ
イド、１，３－ジメチルイミダゾリウムアイオダイド、１－メチル－３－エチルイミダゾ
リウムアイオダイド、１－メチル－３－ペンチルイミダゾリウムアイオダイド、１－メチ
ル－３－イソペンチルイミダゾリウムアイオダイド、１－メチル－３－ヘキシルイミダゾ
リウムアイオダイド、１，２－ジメチル－３－プロピルイミダゾールアイオダイド、１－
エチル－３－イソプロピルイミダゾリウムアイオダイド、１－プロピル－３－プロピルイ
ミダゾリウムアイオダイド、ピロリジニウムアイオダイド、エチルピリジニウムアイオダ
イド、ブチルピリジニウムアイオダイド、ヘキシルピリジニウムアイオダイド、トリヘキ
シルメチルアンモニウムアイオダイド等を挙げることができる。こうしたヨウ化物の溶融
塩は、前述した種類の中から選ばれる１種、または２種以上を組み合わせて使用すること
ができる。これらの中でも、粘度が低いことから、１－メチル－３－プロピルイミダゾリ
ウムアイオダイドを用いることが好ましい。
【００３２】
これらの溶融塩は潮解性を有するものが多いことから、溶融塩中に水を含むことを許容す
る。電解質中の水の含有量は、ヨウ化物の溶融塩と水との合計量を１００重量％とした際
に約２重量％以下にすることが好ましい。
（ゲル化剤）
ゲル状の電解質層とする場合は、上述した電解質に加え、ゲル化剤を含有してもよい。ゲ
ル化剤はハロゲン含有化合物あるいは二価以上の金属化合物の少なくとも一種類と、Ｎ、
Ｐ及びＳよりなる群から選択される少なくとも１種類の元素を含み、ハロゲン含有化合物
とはオニウム塩を形成することが可能であり、金属化合物とは錯体を形成することが可能
である化合物（以下、化合物Ａと称す）とを含む。
【００３３】
化合物Ａは、Ｎ、Ｐ及びＳよりなる群から選択される少なくとも１種類の元素を含み、ハ
ロゲン含有化合物とはオニウム塩を形成することが可能である。また、化合物Ａは、Ｎ、
Ｐ及びＳよりなる群から選択される少なくとも１種類の元素を含み、金属化合物とは錯体
を形成することが可能である。
【００３４】
化合物Ａにおいては、Ｎ、Ｐ及びＳよりなる群から選択される少なくとも１種類の原子を
含む基（Ｎ、Ｐ、Ｓ含有基）を１分子当り２つ以上持つことが好ましい。１分子中に存在
するＮ、Ｐ、Ｓ含有基を同一種類にしても良いが、１分子中に互いに異なる２種類以上の
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Ｎ、Ｐ、Ｓ含有基を持っていても良い。１分子当りのＮ、Ｐ、Ｓ含有基の数が１個である
と、化合物Ａとハロゲン含有化合物とから形成されるオニウム塩、あるいは金属有化合物
とから形成される錯体の反応生成物の重合度が低くなって電解質のゲル化が困難になる恐
れがある。１分子当りのＮ、Ｐ、Ｓ含有基数のより好ましい範囲は、２以上、１，０００
，０００以下である。
【００３５】
化合物Ａの形態は、例えば、モノマー、オリゴマー、ポリマー等にすることができる。
【００３６】
化合物Ａとしては、例えば、Ｎ、Ｐ及びＳよりなる群から選択される少なくとも１種類の
原子を含む置換基（Ｎ、Ｐ、Ｓ含有置換基）を主鎖または側鎖に持つものなどを挙げるこ
とができる。Ｎ、Ｐ、Ｓ含有置換基の位置は、目的とする重合体が得られる限り、特に限
定されない。
【００３７】
化合物Ａの主鎖の骨格は、特に限定されず、例えば、ポリエチレン、ポリエステル、ポリ
カーボネート、ポリメタクリル酸メチル、ポリアクリロニトリル、ポリアミド、ポリエチ
レンテレフタレート等にすることができる。
【００３８】
Ｎ、Ｐ、Ｓ含有置換基としては、例えば、１級アミノ基、２級アミノ基、３級アミノ基、
フォスフィン基（ＰＨ2－）及び含窒素複素環化合物から導かれる基よりなる群から選ば
れる少なくとも１種類の基を使用することができる。化合物Ａは、１分子中に存在するＮ
、Ｐ、Ｓ含有置換基を同一種類にしても良いが、１分子中に互いに異なる２種類以上のＮ
、Ｐ、Ｓ含有置換基を持っていても良い。中でも、１級アミノ基、２級アミノ基、３級ア
ミノ基が好ましい。
【００３９】
１級アミノ基、２級アミノ基及び３級アミノ基が包含される３級窒素としては、例えば、
アミノ基、Ｎ－メチルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ基、Ｎ－エチルアミノ基、Ｎ，
Ｎ－ジエチルアミノ基、Ｎ－プロピルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジプロピルアミノ基、Ｎ－ブチ
ルアミノ基、Ｎ，Ｎ－ジブチルアミノ基等を挙げることができる。
【００４０】
含窒素複素環置換基としては、例えば、ピロイル基、イミダゾイル基、ピラゾイル基、イ
ソチアゾイル基、イソオキサゾイル基、ピリジル基、ピラジニル基、ピリミジニル基、ピ
リダジニル基、インドリジニル基、イソインドイル基、インドイル基、イソアゾイル基、
プリニル基、クイノリジニル基、イソクイノイル基、クイノイル基、フタラジニル基、ナ
フチリジニル基、キノキサキニジル基、キノアキサゾリニル基、シノィニル基、フェリジ
ニル基、カルバソール基、カルボリニル基、フェナンチリジニル基、アクチリニル基、ペ
リミジル基、フェナンシロィニル基、フェナジニル基、フェノチアジニル基、フィラザニ
ル基、フェノキサジニル基、ピロリジニル基、ピロリニル基、イミダゾリジニル基、イミ
ダゾリニル基、ピラリゾリジニル基、ピラゾリニル基、ピペリジル基、ピペラジニル基、
インドリニル基、イソインドリニル基、キヌクリジニル基、モルフォリニル基、１－メチ
ルイミダゾイル基、１－エチルイミダゾイル基、１－プロピルイミダゾイル基等を挙げる
ことができる。また、前記置換基として、前述した種類の中から選ばれる１種以上の含窒
素複素環置換基から構成されるスピロ環体、前述した種類の中から選ばれる２種以上の含
窒素複素環置換基の集合体（ヘテロ環集合体）などを用いても良い。
【００４１】
化合物Ａのうち、Ｎを含有する化合物としては、例えば、ポリビニルイミダゾール、ポリ
（４－ビニルピリジン）、ポリ（３－ビニルピリジン）、ポリ（２－ビニルピリジン）、
ポリベンズイミダゾール、ビピリジル、ターピリジル、ポリビニルピロール、１，３，５
－トリス（３－ジメチルアミノ）プロピルヘキサヒドロ－１，３，５トリアジン、トリス
－２アミノエチルアミン、ポリジアリルメチルアミン、ポリアリルジメチルアミン、ポリ
ジメチルアリルアミン、ポリアリルアミン、ポリジメチルアミノエチルメチルメタクリレ
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ート、ポリジメチルアミノエチルメタクリレート等を挙げることができる。こうした化合
物は、単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。中でも、ポリビニル
イミダゾール、ポリ（４－ビニルピリジン）、ポリ（３－ビニルピリジン）、ポリ（２－
ビニルピリジン）、ポリベンズイミダゾール等は、少量で電解質をゲル化することが出来
るので好ましい。これら以外にも、（化１）の（１）～（５）に示す化合物を用いても良
い。
【００４２】
【化１】

【００４３】
化合物Ａのうち、Ｐを含有する化合物としては、例えば、フォスフィン基を有するモノマ
ー、オリゴマーまたはポリマー等を挙げることができる。具体的には、ポリビニルフェニ
ルジフェニルホスフィン、１，２－フェニレンビスホスフィン、１，３－ビス（ジフェニ
ルホスフィノ）プロパン、１，５－ビス（ジフェニルホスフィノ）ペンタン等を挙げるこ
とができる。これらの化合物は、単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することがで
きる。
【００４４】
化合物Ａのうち、Ｓを含有する化合物としては、例えば、チオエーテル構造を含むものを
挙げることができる。具体的には、ビス（メチルチオ）メタン、１，１－ビス（メチルチ
オ）－２－ニトロエチレン、（ジ）エチルスルフィド、ポリビニルフェニルフェニルチオ
エーテル、エチル（ビスエチルチオ）アセテート等を挙げることができる。これらの化合
物は、単独でまたは２種以上を組み合わせて使用することができる。
【００４５】
化合物Ａとオニウム塩の重合体を形成するハロゲン含有化合物としては、有機ハロゲン化
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物が好ましい。有機ハロゲン化物は、オニウム塩を形成しやすく、また、多官能とするこ
とにより架橋密度を上げることができるので好ましい。
【００４６】
ハロゲン含有化合物は、１分子当りのハロゲン原子数が２以上であることが好ましい。こ
のような化合物においては、１分子中に異なるハロゲン原子を存在させ、ハロゲン原子数
の総量を２以上としてもよいが、１分子中に１種類のハロゲン原子を２つ以上存在させて
もよい。１分子当りのハロゲン原子数が１個である場合には、上述した化合物Ａとハロゲ
ン含有化合物とから得られる重合体の重合度が低くなり、電解質組成物のゲル化が困難に
なるおそれがある。１分子当りのハロゲン原子数は、２以上１，０００，０００以下であ
ることがより好ましい。
【００４７】
１分子当りのハロゲン原子数が２以上であるハロゲン含有化合物としては、例えば、ジブ
ロモメタン、ジブロモエタン、ジブロモプロパン、ジブロモブタン、ジブロモペンタン、
ジブロモヘキサン、ジブロモヘプタン、ジブロモオクタン、ジブロモノナン、ジブロモデ
カン、ジブロモウンデカン、ジブロモドデカン、ジブロモトリデカン、ジクロロメタン、
ジクロロエタン、ジクロロプロパン、ジクロロブタン、ジクロロペンタン、ジクロロヘキ
サン、ジクロロヘプタン、ジクロロオクタン、ジクロロノナン、ジクロロデカン、ジクロ
ロウンデカン、ジクロロドデカン、ジクロロトリデカン、ジヨードメタン、ジヨードエタ
ン、ジヨードプロパン、ジヨードブタン、ジヨードペンタン、ジヨードヘキサン、ジヨー
ドヘプタン、ジヨードオクタン、ジヨードノナン、ジヨードデカン、ジヨードウンデカン
、ジヨードドデカン、ジヨードトリデカン、１，２，４，５－テトラキスブロモメチルベ
ンゼン、エピクロロヒドリンオリゴマー、エピブロモヒドリンオリゴマー、ヘキサブロモ
シクロドデカン、トリス（３，３－ジブロモ－２－ブロモプロピル）イソシアヌル酸、１
，２，３－トリブロモプロパン、ジヨードパーフルオロエタン、ジヨードパーフルオロプ
ロパン、ジヨードパーフルオロヘキサン、ポリエピクロルヒドリン、ポリエピクロルヒド
リンとポリエチレンエーテルとの共重合体、ポリエピブロモヒドリン及びポリ塩化ビニル
などの多官能ハロゲン化物が挙げられる。ハロゲン含有化合物としては、単独でまたは２
種以上の有機ハロゲン化物を組み合わせて使用することができる。中でも、１分子当りの
ハロゲン原子数が２つの有機ハロゲン化物が好ましい。
【００４８】
化合物Ａと錯体を形成する金属化合物は、金属の価数を二価以上にすることによって、こ
の金属化合物間に金属イオンによって架橋構造を形成することができるため、この架橋構
造を持つ金属塩により電解質組成物をゲル化させることができる。またこの金属化合物を
含むゲル化剤は、太陽電池を長期間に亘って使用し、太陽電池の温度が太陽光の照射で５
０～７０℃程度に上昇した際にも安定であるため、ゲル電解質に相転移が生じるのを回避
することができる。その結果、温度上昇時の液漏れを防止することができると共に、温度
上昇時も高いエネルギー変換効率を維持することができる。
【００４９】
二価以上の金属化合物としては、例えば、Ｍｇのハロゲン化物、Ｃａのハロゲン化物、Ｂ
ａのハロゲン化物、遷移金属のハロゲン化物等を挙げることができる。使用する金属化合
物は、単独でまたは２種類以上を組み合わせて用いることができる。具体的には、ＺｎＩ
2、ＭｇＩ2、ＭｇＣｌ2、ＣａＩ2、ＣｕＩ2、ＺｎＩ2、ＲｕＩ3，ＰｔＩ4、ＭｎＩ2、Ｏ
ｓＣｌ3、ＩｒＢｒ3、ＲｈＩ3、ＰｄＩ2、ＦｅＩ2などを挙げることができる。中でも、
金属ヨウ化物を使用することが好ましい。さらに、ハロゲン原子以外の酢酸基、シュウ酸
基などの有機酸基；炭酸基、硝酸基などの無機酸基などの配位子を有する金属化合物も用
いることが出来る。
【００５０】
上述した電解質をゲル状とする方法としては、次の方法等が挙げられる。
【００５１】
電解質にハロゲン含有化合物あるいは二価以上の金属化合物の少なくとも一種類を溶解さ
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せることにより電解質Ａを調製し、かつ電解質に化合物Ａを溶解させることにより電解質
Ｂを調製し、得られた電解質Ａと電解質Ｂを含む原料キットを保管する。保管された電解
質Ａと電解質Ｂを必要な時に混合し、得られた混合電解質をゲル状電解質として使用する
。
【００５２】
【化２】

【００５３】
（化２）の（６）及び（７）は夫々、ポリビニルピリジンとＭｇＩ2（６）、ポリビニル
ピリジンとハロゲン化化合物（７）との反応式である。この反応により、ポリマー間が金
属イオンあるいはハロゲン化アルキル化合物により架橋されてゲルが生成する。
（ヨウ化物の無機塩）
本発明においては、電解質層は、上述した電解質に加えヨウ化物の無機塩を含有しても良
い。ヨウ化物の無機塩を加え、キャリア濃度を高めたとしても、半導体層に注入されたキ
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ャリアが、電解質内にリークしてしまう可能性も高くなってしまう可能性があるが、本発
明においては、半導体層にカルボン酸化合物も担持させることから、ヨウ化物の無機塩を
加えた場合の、高いキャリア濃度を有効に活用することが出来る。
【００５４】
ヨウ化物の無機塩としては、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属のヨウ化物を用
いることができる。具体的にはヨウ化リチウム、ヨウ化ナトリウム、ヨウ化セシウム、ヨ
ウ化マグネシウム、ヨウ化カルシウム、ＺｎＩ2、ＣｕＩ2、ＺｎＩ2、ＲｕＩ3，ＰｔＩ4

、ＭｎＩ2、ＲｈＩ3、ＰｄＩ2、ＦｅＩ2などを用いることが出来る。また、これらは、電
解質にヨウ化物の金属塩の少なくとも一種類を溶解させることにより電解質Ｃを調製し、
上述したゲル状電解質に加えて電解質内に含ませることが出来る。
（粘度低下剤）
本発明においては、電解質層は、上述した電解質に加え、粘度低下剤を含有しても良い。
粘度低下剤は、ヨウ素（Ｉ）を含まないことから、キャリアを増やすことは出来ないが、
電解質層の粘度が低下することにより、イオンの拡散速度が増大して光電変換特性が高ま
る。
【００５５】
粘度低下剤としては、イミダゾリウム塩、ピリジニウム塩、ピロリジニウム塩、ピラゾリ
ジウム塩、イソチアゾリジニウム塩、イソオキサゾリジニウム塩等の複素環含窒素化合物
のヨウ化物、第4級アンモニウム塩等の脂肪族化合物の塩等を使用することができる。こ
れらの粘度低下剤のアニオン部位はＮＣＳ-、ＰＦ6

-、ＣｌＯ4
-、ＢＦ4

-、（ＣＦ3ＳＯ2

）2Ｎ
-、（Ｃ2Ｆ5ＳＯ2）2Ｎ

-、ＣＦ3ＳＯ3
-、ＣＦ3ＣＯＯ、Ｐｈ4Ｂ、等が好ましい例と

してあげられる。より好ましいアニオンはＢＦ4
-あるいは（ＣＦ3ＳＯ2）2Ｎ

-である。１
－プロピルピリジニウムテトラフルオロボレート、１－プロピルピリジニウムビス（トリ
フルオロメチルスルホニル）イミド、１－ブチルピリジニウムヘキサフルオロホスフェー
ト、１－ヘキシルピリジニウムパークロレート、１－メチルピリジニウムトリフレート、
１－プロピルピリジニウムトリフルオロメタンスルホネート、１－メチル－３－プロピル
イミダゾリウムテトラフルオロボレート、１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムビス
（トリフルオロメチルスルホニル）イミド、１－メチル－３－ブチルイミダゾリウムヘキ
サフルオロホスフェート、１－エチル－３－メチルイミダゾリウムパークロレート、１－
メチル－３－プロピルイミダゾリウムトリフレート、１－メチル－３－プロピルイミダゾ
リウムトリフルオロメタンスルホネート、テトラブチルアンモニウムテトラフルオロボレ
ート、テトラブチルアンモニウムビス（トリフルオロメチルスルホニル）イミド、メチル
テトラブチルアンモニウムビス（トリフルオロメチルスルホニル）イミド等が挙げられる
。これらの粘度低下剤は室温下あるいは加熱することによってヨウ化物溶融塩に溶解させ
て用いることができる。
（２）半導体電極
本発明の半導体電極の表面には、色素及びカルボン酸化合物が担持されている。半導体電
極としては、上述した電解質と組み合わせる場合に、これらの特性を十分活かすためにｎ
型半導体電極を用いることが好ましい。
【００５６】
半導体電極は、可視光領域の吸収が少ない透明な半導体から構成することが望ましい。か
かる半導体としては、金属酸化物半導体が好ましい。具体的には、チタン、ジルコニウム
、ハフニウム、ストロンチウム、亜鉛、インジウム、イットリウム、ランタン、バナジウ
ム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブデンあるいはタングステンなどの遷移金属の酸化
物、ＳｒＴｉＯ３、ＣａＴｉＯ３、ＢａＴｉＯ３、ＭｇＴｉＯ３、ＳｒＮｂ２Ｏ６のよう
なペロブスカイト、あるいはこれら複合酸化物または酸化物の混合物、ＧａＮなどが挙げ
られる。
【００５７】
この半導体電極の表面に吸着される色素としては、例えば、ルテニウム－トリス型の遷移
金属錯体、ルテニウム－ビス型の遷移金属錯体、オスミウム－トリス型の遷移金属錯体、
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オスミウム－ビス型の遷移金属錯体、ルテニウム－シス－ジアクア－ビピリジル錯体、フ
タロシアニン、ポルフィリン等が挙げられる。色素を半導体に付着させるためには、色素
の溶液が半導体に接触させられる。色素の付着は、半導体の色素溶液への浸漬、または色
素溶液の半導体への塗布によって達成することができる。色素の溶液を作製する際は、疎
水性および／または非プロトン性の溶媒に溶解されれば良く、溶媒としては、水、メタノ
ールやエタノール等のアルコール、メチルエチルケトン、アセトン、アセチルアセトン等
のケトン、ヘキサン、シクロヘキサン等の炭化水素等が用いられる。常法に従って精製さ
れた溶媒が好ましく用いられる。また溶媒の使用に先立って、必要に応じて蒸留および／
または乾燥を行ない、より純度の高い溶媒を得てもよい。
【００５８】
　カルボン酸化合物の具体例としては、酢酸、プロピオン酸、酪酸、安息香酸、ｏ－ブロ
モ安息香酸、ｍ－ブロモ安息香酸、ｐ－ブロモ安息香酸、３－ブロモプロピオン酸、α－
ブロモ－ｐ－トルイル酸、４－（ブロモメチル）安息香酸、ｏ－クロロ安息香酸、ｍ－ク
ロロ安息香酸、ｐ－クロロ安息香酸、ｏ－ヨード安息香酸、ｍ－ヨード安息香酸、ｐ－ヨ
ード安息香酸、２－（トリメチルシリル）酢酸、２－チオフェンカルボン酸、等が挙げら
れるが、これらに限定されるものではない。特に、分子が小さく酸化チタンの表面に吸着
しやすいことから、酢酸が好ましい。
【００５９】
カルボン酸化合物の担持工程は、色素の担持工程の後に設けられる。カルボン酸化合物は
、カルボン酸化合物が半導体層の表面のうち、色素が形成されていない部位に担持される
ことによって形成される。カルボン酸化合物は、半導体層の表面に対する吸着力が大きい
ため、色素が形成されていない半導体層表面を覆うことができる。そして、カルボン酸化
合物は、電子又はホールの移動をブロックすることが可能な分子であるため、半導体層の
表面から、電解質層内への電荷の移動を阻止することが可能となる。従って、開放電圧、
光電変換効率等の光特性に優れた半導体電極を得ることができる。
【００６０】
カルボン酸化合物を、半導体層の表面に担持させる方法としては、カルボン酸化合物を含
有する溶液を、色素の担持工程を経て、表面に色素が担持された半導体層に接触させる方
法が好ましい。
【００６１】
この半導体層への接触の方法としては、例えば、カルボン酸化合物を所定の溶媒中に含有
させてカルボン酸化合物含有溶液を作製し、カルボン酸化合物含有溶液に浸漬する方法、
カルボン酸化合物含有溶液をスプレー等で噴霧する方法、カルボン酸化合物含有溶液をキ
ャステング法により塗布する方法等が好ましい。これらの接触方法の中でも、操作の効率
の点、カルボン酸分子を高密度に導入可能な点、簡便性の点等から、カルボン酸化合物含
有溶液中に浸漬させる方法が特に好ましい。所定の溶媒としては、有機溶媒、例えば、炭
化水素系溶媒、エステル系溶媒、エーテル系溶媒、ハロゲン系溶媒、アルコール系溶媒、
アミド系溶媒等、水等を単独でもしくは２種以上を組み合わせて用いれば良い。また、接
触させる際には、超音波を加えたりしてもよい。これらは、従来の方法を用いて行うこと
が出来る。
【００６２】
次に、これらの電解質層及び半導体電極を用いた光増感型太陽電池の実施の態様について
説明する。
【００６３】
この実施の態様では、光受光面を有する基板と、基板の一方の面に形成される透明導電層
と、透明導電層に形成され、かつ表面に色素及びカルボン酸化合物が吸着されている半導
体電極と、半導体電極と対向する対向基板及び、対向基板の半導体電極と対向する面に形
成される導電層（対向電極）と、導電層と半導体電極との間に存在する電解質とを具備し
、太陽光が基板から入射するタイプの構造である。
【００６４】
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なお、対向基板及び対向電極に、可視光領域の吸収が少なく、透明な材料を用いることに
より、対向電極側から太陽光を入射させる構成とすることも出来る。
【００６５】
以下、透明導電層、対向基板及び導電層について説明する。
（ア）透明導電層
透明導電層は、可視光領域の吸収が少なく、かつ導電性を有することが好ましい。この透
明導電層には、フッ素あるいはインジウムなどがドープされた酸化スズ膜、フッ素あるい
はインジウムなどがドープされた酸化亜鉛膜などが好ましい。また、伝導性を向上させて
抵抗の上昇を防ぐ観点から、透明導電層と併用して低抵抗な金属マトリクスを配線するこ
とが望ましい。
（イ）対向基板
対向基板は、可視光領域の吸収が少なく、かつ導電性を有することが好ましい。この対向
基板には、酸化スズ膜、酸化亜鉛膜などが好ましい。
（ウ）導電層
この導電層は、例えば、白金、金、銀のような金属から形成することができる。これらの
導電層の膜厚を薄くすることにより、可視光領域の吸収が少なく、透明な導電層を得るこ
とが出来る。
【００６６】
本発明の光増感型太陽電池は、例えば、以下に説明する方法で製造してもよい。
【００６７】
まず、光受光面を有する基板を用意し、その一方の面に透明導電層および半導体電極を順
次形成する。そして、半導体電極の表面に色素及びカルボン酸化合物を順次吸着させる。
一方、表面に導電層が設けられた対向基板を準備して、この導電層と前述の半導体電極と
を離間対向して配置して、電池ユニットを組み立てる。
【００６８】
次いで、電解質を、前述の半導体電極と導電層との間隙に注入して、電解質層とする。ゲ
ル状電解質層とする場合には、電解質前駆体をゲル化させる。引き続き、電池ユニットを
密封することにより、本発明の光増感型太陽電池が得られる。
【００６９】
ゲル状の電解質層を得る場合には、電解質前駆体のゲル化の際には、電池ユニットを加熱
することが好ましい。加熱処理の温度は、５０～２００℃の範囲内にすることが好ましい
。これは、次のような理由によるものである。すなわち、熱処理温度が５０℃未満の場合
には、ゲルの重合度が低下して、ゲル状とするのが困難になるおそれがある。一方、２０
０℃を越える高温で熱処理を行なった場合には、色素の分解が起こりやすくなる。なお、
より好ましくは、熱処理温度は７０～１５０℃である。
【００７０】
以下、図面を参照して、具体例をさらに詳細に説明する。
【００７１】
（実施例１）
まず、ｎ型半導体電極の材料として、平均一次粒径が約１０～２０ｎｍの高純度酸化チタ
ン（アナターゼ）粉末を含有する市販ペースト（スイス　Ｓｏｌａｒｏｎｉｘ社製）を用
意した。
【００７２】
図１（ａ）に示すように、ガラス基板１上にフッ素ドープしたＳｎＯ2透明電極（６Ω／
□）２を設け、その上に前述のペーストをスクリーン印刷法で印刷して、温度４５０℃で
熱処理を施した。これによって、酸化チタン（アナターゼ）粒子からなる厚さ２μｍのｎ
型半導体電極を形成した。
【００７３】
このスクリーン印刷と熱処理とを複数回繰り返すことにより、最終的にフッ素ドープした
酸化スズ導電層２（透明導電層２）上に、アナターゼ相の酸化チタン粒子３からなるｎ型
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半導体電極４を、８μｍの厚さで形成した。このｎ型半導体電極４のラフネスファクター
は１５００であった。ラフネスファクターは、基板の投影面積に対する、窒素吸着量から
求めた。
【００７４】
一方、シス－ビス（チオシアナト）－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）を乾燥エタノールに溶解して、３×１０-4
Ｍの乾燥エタノール溶液を調製した。前述のｎ型半導体電極４を、この溶液を室温下で１
２時間浸漬した後、酸化チタン表面以外に吸着している色素をアルコールで洗い流して乾
燥させた。これによって、ｎ型半導体電極４表面には、色素であるルテニウム錯体が担持
された。
【００７５】
その後、乾燥したアセトニトリルに酢酸を５×１０-2ｍｏｌ／ｌになるように溶解した溶
液に、ｎ型半導体電極を、３０分間浸漬した後、アセトニトリル（洗浄液）で洗浄し、窒
素雰囲気下で乾燥させた。このようにカルボン酸化合物を担持させて、ｎ型半導体電極を
作製した。
【００７６】
また、フッ素ドープ酸化スズ電極５（導電層５）表面に白金層を形成したガラス基板を対
向基板６として用意した。前述のｎ型半導体電極４が作製された基板１上に、直径１５μ
ｍのスペーサーを介してこの対向基板６を設置した。さらに、電解質の注入口を残して、
周囲をエポキシ系樹脂７で固めて固定した。
【００７７】
以上の操作によって、図１（ａ）に示すような光電変換素子ユニットが得られた。
【００７８】
電解質は、次のようにして調製した。１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムアイオダ
イドに、よう化テトラプロピルアンモニウム０．５M，よう化カリウム０．０２M及びヨウ
素０．０９Mを溶解させ、電解質を調製した。この電解質１０ｇに、ポリビニルピリジン
０．２ｇとＭｇＩ2０．１ｇを添加し、ゲル状電解質を得た。
【００７９】
次いで、図１（ｂ）に示すように、光電変換ユニットの開口部に注入口８から電解質組成
物９を注入した。電解質９は、図１（ｃ）に示されるように、ｎ型半導体電極４に浸透す
るとともに、ｎ型半導体電極４と酸化スズ電極５（導電層５）との間にも注入された。
【００８０】
引き続き、図１（ｄ）に示すように、光電変換ユニットの開口部をエポキシ樹脂１０で封
口した後、６０℃で３０分間、ホットプレート上で加熱することにより、光電変換素子、
すなわち光増感型太陽電池を製造した。得られた太陽電池の断面図を図２に示す。
【００８１】
図２に示されるように、ガラス基板１上には、透明導電層２および透明なｎ型半導体電極
４が順次形成されている。このｎ型半導体電極４は、微粒子３の集合体から形成されるた
め、表面積が極めて大きい。また、ｎ型半導体電極４の表面には色素が単分子吸着してお
り、その表面は、樹脂状構造のように自己相似性を有したフラクタル形状とすることが可
能である。ｎ型半導体電極４の表面で、色素が形成されていない部位には、カルボン酸化
合物が形成され、色素とカルボン酸化合物とでｎ型半導体電極４は覆われている。一方の
対向基板６は、ガラス基板６と、このガラス基板６におけるｎ型半導体電極４側の面に形
成された導電層５とから構成される。
【００８２】
電解質９は、透明なｎ型半導体電極４中の細孔に保持されるとともに、ｎ型半導体電極４
と導電膜５との間に介在される。本発明においては、電解質層に溶融塩を用いることから
耐久性が高く、ｎ型半導体電極４のうち、色素が形成されていない部位にカルボン酸が形
成されていることから、ｎ型半導体電極４から電解質９への電荷の移動が阻止できる。こ
のような光増感型太陽電池においてガラス基板１側から光１１が入射されると、まず、ｎ
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型半導体電極４の表面に吸着されている色素が、入射光１１を吸収して励起される。励起
した色素が、ｎ型半導体電極４へ電子を渡すとともに、電解質９にホールを渡すことによ
って光電変換が行なわれる。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ５．８
％だった。
【００８３】
（実施例２）
酢酸の代わりに安息香酸を用いること以外は、実施例１で説明したのと同様な構成の色素
増感型太陽電池を製造した。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ５．６
％だった。
【００８４】
（実施例３）
ポリビニルピリジンの代わりに１，２，４，５－ベンゼンテトラメチルテトラ（１－イミ
ダゾール）０．２ｇを用いること以外は、実施例１で説明したのと同様な構成の色素増感
型太陽電池を製造した。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ６．０％で
あった。
【００８５】
（実施例４）
ＭｇＩ2の代わりに１，２，４，５－テトラキス（ブロモメチル）ベンゼン０．２ｇを用
いること以外は実施例１で明したのと同様な構成の色素増感型太陽電池を製造した。この
太陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ６．２％であった。
【００８６】
（実施例５）
ＭｇＩ2の代わりに１，６－ジブロモヘキサン０．２３ｇを用いること以外は、実施例１
で説明したのと同様な構成の色素増感型太陽電池を製造した。この太陽電池のエネルギー
変換効率を測定したところ６．０％であった。
【００８７】
（実施例６）
ＭｇＩ2の代わりに１，６－ジブロモヘキサン０．２３ｇ、酢酸の代わりに安息香酸をそ
れぞれ用いること以外は、実施例１で説明したのと同様な構成の色素増感型太陽電池を製
造した。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ５．９％であった。
【００８８】
（実施例７）
ヨウ素０．２Ｍを溶解させた１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムアイオダイドを電
解質とした。この電解質１０ｇに、ポリビニルピリジン０．２ｇと１，２，４，５－テト
ラキス（ブロモメチル）ベンゼン０．２ｇを添加し、電解質組成物を得た。電解質以外は
実施例１と同様の色素増感型太陽電池を作製した。この太陽電池のエネルギー変換効率を
測定したところ６．０％であった。
【００８９】
（実施例８）
１－メチル－３－プロピルイミダゾリウムアイオダイドと１－メチル－６－ヘキシルイミ
ダゾリウムアイオダイドを重量比１対１で混合した溶融塩にヨウ素を０．２Ｍになるよう
に加え、これを電解質とした。この電解質１０ｇに、ポリビニルピリジン０．２ｇと１，
２，４，５－テトラキス（ブロモメチル）ベンゼン０．２ｇを添加し、電解質組成物を得
た。電解質以外は実施例１と同様の色素増感型太陽電池を作製した。この太陽電池のエネ
ルギー変換効率を測定したところ５．８％であった。
【００９０】
（実施例９）
酢酸の代わりにプロピオン酸を用いること以外は、実施例８で説明したのと同様な構成の
色素増感型太陽電池を製造した。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ５
．７％であった。
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【００９１】
（実施例１０）
実施例７でゲル化剤を除いた電解質を用いる以外は実施例１で説明したのと同様な構成の
色素増感型太陽電池を製造した。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ５
．９％であった。
【００９２】
（実施例１１）
実施例８でゲル化剤を除いた電解質を用いること以外は実施例７で説明したのと同様な構
成の色素増感型太陽電池を製造した。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定したとこ
ろ５．８％であった。
【００９３】
(比較例１)
酢酸処理をしない以外は実施例１と同様の太陽電池を作製した。この太陽電池のエネルギ
ー変換効率を測定したところ４．０％であった。
【００９４】
(比較例２)
安息香酸の処理を行なわない以外は実施例６と同様の太陽電池を作製した。この太陽電池
のエネルギー変換効率を測定したところ３．５％であった。
【００９５】
(比較例３)
ポリビニルピリジンとＭｇＩ2からなるゲル化剤の代わりにポリアクリロニトリルを使用
し、さらに酢酸の処理を行なわない以外は実施例１と同様の太陽電池を作製した。この太
陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ２．６％であった。
【００９６】
(比較例４)
プロピオニトリルを溶媒として０．５ｍｏｌ/Ｌのヨウ化リチウムと０．０５ｍｏｌ/Ｌの
ヨウ素を溶解させたものを電解液とした以外は、実施例１で説明したのと同様な色素増感
型太陽電池を作製した。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ８．０％で
あった。
【００９７】
(比較例５)
比較例４で酢酸処理を施さなかった色素増感型太陽電池も同様に作製した。この太陽電池
のエネルギー変換効率を測定したところ７．４％であった。
【００９８】
(比較例６)
酢酸の代わりにメチルトリメトキシシランを用いること以外は実施例１で説明したのと同
様な構成の色素増感型値用電池を作製した。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定し
たところ４．４％であった。
【００９９】
(比較例７)
実施例１１で酢酸処理を行わない以外は、前述した実施例１１で説明したのと同様な構成
の色素増感型太陽電池を製造した。この太陽電池のエネルギー変換効率を測定したところ
３．８％であった。
【０１００】
実施例１～１１及び比較例１～７太陽電池について、擬似太陽光を１００mW/cm2の強度で
照射した際のエネルギー変換効率を求めた。次いで、実施例１～１１及び比較例１～７の
太陽電池を８０℃で１ヶ月間貯蔵した後、擬似太陽光を１００mW/cm2の強度で照射した際
のエネルギー変換効率を求め、これを貯蔵前のエネルギー変換効率と比較し、低下率を求
めた。その結果を（表１）に示す。
【０１０１】
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【表１】

【０１０２】
実施例１～１１に示す太陽電池は、比較例１～７に示す太陽電池に比べて、エネルギー変
換効率が高く、かつ温度上昇によるエネルギー変換効率の低下率が小さいことから、光電
変換特性と耐久性の双方に優れることがわかる。
【０１０３】
各実施例を比較した場合、カルボン酸化合物として安息香酸を用いた実施例２よりも、酢
酸を用いた実施例１の方が、エネルギー変換効率が高い。これは、半導体電極の表面をカ
ルボン酸化合物で被覆する際に、半導体電極への吸着力の大きさが、酢酸が一番大きく、
酢酸、プロピオン酸、安息香酸の順となるためである。
【０１０４】
また、実施例１、４及び５を見ると、ゲル化剤の一方に、ハロゲン含有化合物を用いた場
合は、金属化合物を用いた場合よりも、エネルギー変換効率が高い。これは、ハロゲン含
有化合物は、ゲル化の速度が遅く、緩やかにゲル状へと変化することから半導体電極の隅
々まで電解質が含浸され、イオンがキャリアを効率的に運ぶことが出来るためであると考
えられる。
【０１０５】
次に、各比較例を見た場合、カルボン酸化合物による処理を行わない比較例１、２、７で
は、エネルギー変換効率が非常に低下している。
【０１０６】
また、比較例３を見ると、カルボン酸化合物で処理しないことからエネルギー変換効率が
低下し、また、ゲル化剤として、物理ゲルを用いており、これは高温で溶解することから
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【０１０７】
また、比較例４及び５では、電解質として、溶媒とそれに溶解した溶質との系を用いてい
ることから、エネルギー変換効率は高いものの、耐久性が顕著に低下している。また、比
較例４と５とを比較すると、カルボン酸化合物で処理した場合とそうでない場合とで、１
０％程度しかエネルギー変換効率が向上しない。各実施例と比較例１及び２とを比較した
場合（電解質として溶融塩を用い、カルボン酸化合物で処理を行った場合とそうでない場
合）には、５０％程度エネルギー変換効率が向上している。したがって、本発明では、耐
久性が高いまま、エネルギー変換効率が顕著に向上することが分かる。
【０１０８】
また、比較例６を見ると、電解質として溶融塩を用いた場合でも、カルボン酸化合物でな
い物質で処理した場合には、エネルギー変換効率の向上があまりみられないことが分かる
。
【０１０９】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、開放電圧や短絡電流などの光特性が高く、長期安
定性の高い光増感型太陽電池を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明に係る色素増感型太陽電池の製造工程の一例を示す断面図である。
【図２】　本発明に係る色素増感型太陽電池の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
１…ガラス基板
２…透明導電膜
３…酸化チタン微粒子
４…半導体電極
５…導電膜
６…対向基板
７，１０…エポキシ樹脂
８…注入ノズル
９…電解質組成物
１１…入射光
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