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本日の発表内容 

1. 我々のストラテージと独自のコア・シェル微粒子 
2. コア・シェル微粒子の応用展開と市場性 
3. 本発明に関する知的財産 
4. 太陽電池に関して 
5. 従来技術について 
6. 本発明の概要 
7. 本発明の特徴と従来技術との比較 
8. 本発明の特徴・長所 
9. 実用化に向けた課題 
10.光散乱材としての応用 
11.太陽電池の変遷 
12.微粒子の紹介 
13.産学連携の経歴 
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Organic photovoltaics 



SiC/Cellulosecore-shell microbeads 

ZnO/PoyMA core-shell microbeads 

Dia/Cellulose core-shell microbeads 

TiO2/Cellulose core-shell microbeads 

Cross Section 

Silica/PolySt core-shell microbeads 
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Natural Polymer 
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独自技術によるコアシェル微粒子の応用のひとつ 

Dia/Polymer core-shell, etc. 4 



我々のコアシェル微粒子の用途と市場性 
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本発明に関する知的財産権 

発明の名称： 
 色素増感型太陽電池 
 
出願番号 ： 特願2013-099720 
 
発明者： 永岡 昭二、城崎 智洋、 
堀川 真希、伊原 博隆、高藤 誠 
 
出願人： 熊本県、熊本大学 
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太陽電池の特徴と変換効率 

 
 

１．色 素 増 感 ○次世代候補。変換効率：１０〜１５％ 
○ （ポテンシャルとして）生産コスト、設置コスト低い。 
○軽い。フレキシブル。耐震性・耐衝撃性高い。 

２．有 機 薄 膜 ○次世代候補。変換効率：８〜１１％ 
○ （ポテンシャルとして）生産コスト、設置コスト低い。 
○軽い。フレキシブル。耐震性・耐衝撃性高い。 

３．結晶シリコン系 ○変換効率：１２％ 
○生産コスト高い。 
○軽い。フレキシブル。耐震性・耐衝撃性低い。 

４．薄膜シリコン系 ○変換効率：２２％ 
○生産コスト、設置コスト高い。 
○重い。耐震性・耐衝撃性低い。 

５．化 合 物 系 ○変換効率：３２％ 
○生産コストきわめて高い。 
○重い。耐震性・耐衝撃性低い。 
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色素増感太陽電池 

色素増感太陽電池の階層構造 

色素増感太陽電池のメカニズム 

《特徴・問題点》 
 理論変換効率が高い。 
 コスト安価。大気圧下で作成。 
 光の透過が生じる。長波長光の透過。 
 色素の光吸収にロス。 
 光電変換効率にロスが生じる。 
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従来技術について 
【高屈折率の無機微粒子を混合】 
TiO2（n = 2.7）やZrO2（n = 2.2）等の高屈折

率の無機微粒子（数百nm）を光電変換層に

混ぜる。 

【高屈折率の無機微粒子の層形

成】 
TiO2（n = 2.7）やZrO2（n = 2.2）等の高屈折

率の無機微粒子（数百nm）を光電変換層の

下に層として配置。 

《特徴・問題点》 
 光散乱により、閉じこめ効果向上。 
 ガラスに近傍に散乱材が存在すると反射。 
 一部透過。 
 色素の光吸収にロス。 
 光電変換効率にロスが生じる。 

《特徴・問題点》 
 ナノサイズの微粒子であるため、凝集。 
 不定形であるため、均一層の形成困難。 
 光の透過が生じる。長波長光の透過。 
 色素の光吸収にロス。 
 光電変換効率にロスが生じる。 9 



本発明の概要 
【本発明技術の概要】 
 数百ナノの高屈折率の無機微粒子

が固定化されたコア・シェルマイクロ粒

子を調製。太陽電池の半導体層の下

に並べて、光を閉じこめるための光散

乱層を形成させ、これを組み込んだ太

陽電池を作成。 

【本技術の特徴】 

太陽電池構造の下部に球状のマイクロ粒子を転がすだけで、光閉じこめ層を形成。 

成膜が簡単なプロセスで作製 

様々な基板（ガラス、石英、ポリマー）上に成膜可能 

短絡電流密度を1.69倍、光電変換効率を1.86倍向上。 

分散剤フリー、散乱材の使用量の低減化 

コアシェル粒子を色素増感太陽電池だけでなく、他の太陽電池にも適用。 

光閉じこめ層にコアシェル粒子を 
用いた色素増感太陽電池 

ミー散乱効果による高効率化 
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本発明の特徴と従来技術との比較（まとめ） 

  本発明 
（第三の新技術） 

従来技術 

  無機微粒子を混合 無機微粒子の層形成法 

技術概要 コアシェル粒子を 
半導体層の下に配置する 

高屈折率の無機微粒子 
を半導体層に混合する 

高屈折率の無機微粒子を 
半導体層の下に配置する 

短絡電流密度 
Jsc (mA/cm2) 基本セルの1.69倍 基本セルの1.30倍 基本セルの1.50倍 

変換効率 
η (%) 基本セルの1.89倍 基本セルの1.30倍 基本セルの1.48倍 

成膜方法 簡単・再現性○ 混合・再現性△ 
多層塗布ができない。 不均一・凝集→困難 

成膜コスト 安価 安価 高い 
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コアシェル粒子の調製 (１例) 

① ポリアクリル酸球状粒子、シリカなど、アニオン性基を有する微粒子を調製 

② 酸性条件の水溶液(たとえば、pH3)程度で、高屈折な無機ナノ粒子と混合、回収。 

本発明の特徴・長所-１（低コスト・簡単） 
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TiO2微粒子を表面に有するコアシェル微粒子 

PAA-PMA/TiO2-1 (16 nm) microbeads 

PAA-PMA/TiO2-2 (250 nm) microbeads 

本発明の特徴・長所-２（調製が簡単） 

黄部分(TiO2) 

黄部分(TiO2) 
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SiC/Cellulosecore-shell microbeads 

ZnO/PoyMA core-shell microbeads 

Dia/Cellulose core-shell microbeads 

TiO2/Cellulose core-shell microbeads 

Cross Section 

Silica/PolySt core-shell microbeads 

TiO2/PolyMA core-shell particle 

Particle-in-particle 

Particle in particle 

Natural Polymer 

Synthetic Polymer 

本発明の特徴・長所-３（さまざまなコアシェル微粒子） 

Dia/Polymer core-shell, etc. 14 



本発明の特徴・長所-４（作り方・簡単） 

光閉じこめ層(光散乱層)を組み込んだ太陽電池の作成 

① チタニア(TiO2)のペーストを塗布。 

② 450℃で焼結。→色素を吸着させると基本セルが完成。 

③ コアシェル粒子を光散乱材として、塗布し、光閉じこめ層を形成。 

④ 色素を吸着。 

⑤ 裏面電極張り合わせ→電解質注入 

基本DSSCセル 

光閉じ込め層付 
DSSCセル 

① ② ③ ④ ⑤ 光閉じこめ層 
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コアシェル粒子を用いたDSSCセルのIV特性 

TiO2ナノ微粒子単独を用いた 
DSSCセルのIV特性 

基本DSSCセルのIV特性 
Jsc: 6.47 mA/cm2 

FF: 0.734 
η: 2.58 % 

Jsc: 9.71 mA/cm2 

FF: 0.725 
η: 3.68 % 

Jsc: 10.95mA/cm2 

FF: 0.745 
η: 4.82 % 

基本セルと光閉じこめ層を配置した色素増感太陽電池のIV特性 

本発明の特徴・長所-５（太陽電池I-V特性） 

Up-conversion 
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実用化に向けた課題 

〜太陽電池の特性〜 
本発表の基本セルは、一層塗りのDSSC 。 
基本セルの光電変換効率が低い。 
積層させたDSSCの作成技術。 
 

色素増感型太陽電池→固体型色素増感太陽電池 

〜微粒子の展開〜 
表面加水分解アクリル酸ビーズ 
        →特許公開２０１１−１２６９７９を展開 
アクリル酸ビーズの供給元→単分散微粒子、お椀型 
フィルムへの複合化→現在、検討中。 



加水分解 

アルカリ水溶液/有機溶媒 

アクリル樹脂ビーズ 
ガンツ化成(PMMA) 
積水化成品(PMA, PMMA) 
松本油脂(PMMA, PBA) 
テイサンレジン(PMA 球？) 
根上工業(PEA, PEMA, PBMA) 

親水化のためのアクリル樹脂の加水分解-１ 



アクリル樹脂ビーズ 
ガンツ化成(PMMA) 
積水化成品(PMA, PMMA) 
松本油脂(PMMA, PBA) 
テイサンレジン(PMA 球？) 
根上工業(PEA, PEMA, PBMA) 

加水分解 

親水化のためのアクリル樹脂の加水分解-２ 

アルカリ水溶液/有機溶媒 



アクリル酸微粒子と他保湿材の保湿性の評価 

コハク酸セルロース微粒子 
の4倍程度、吸湿。 
保湿性が高い微粒子は、 
ヒアルロン酸(MP-PE資生堂製) 
よりも保湿性が高い。 
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各保湿材の保湿性の比較 
湿度90%, 温度40℃ 
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開発微粒子吸湿性の制御と市販ポリアクリル酸との比較 

アクアキープより、 
吸湿速度が速い。 
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本発明の特徴・長所-６（光散乱性） 

均一なミー散乱効果による光散乱 
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コアシェル粒子を光散乱材として応用 

【光閉じこめ層】 

 色素増感太陽電池、有機薄膜太陽電池 
 

【光散乱層】 

 OLED 
 

【光拡散フィルム】 

 LCD用ライトアップフィルム 
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産学連携の経歴 

科学研究費補助金(代表２件、分担２件) 
基盤研究Ｂ, 2012年度〜2015年度 代表 
基盤研究Ｃ, 2009年度〜2011年度 分担 
基盤研究Ｃ, 2009年度〜2011年度 代表 
基盤研究Ｂ, 2005年度〜2007年度 代表 
基盤研究Ｃ, 2005年度〜2006年度 分担 
 
受託研究(代表２件、分担２件) 
経済産業省関係 
2010年度 中小企業等の研究開発力向上及び実用化推進のための事業 代表 
2006年度〜2007年度 地域新生コンソーシアム事業 他府省連携枠 分担 
2002年度〜2003年度 経済産業省 地域新生コンソーシアム事業 中小枠 分担 
JST関係 
2007年度〜2008年度 地域ニーズ即応型事業 代表 
2011年度 研究成果最適展開支援プログラムA-STEP 探索タイプ 代表  
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お問い合わせ先 

熊本県産業技術センター材料・地域資源室 
研究主幹 永岡 昭二 

Phone: 096-368-5359 
Fax: 096-369-1938 

E-mail: nagaoka@kmt-iri.go.jp 
 

熊本大学 大学院 自然科学研究科 

教授 伊原 博隆 
Phone&Fax: 096-342-3661 

E-mail: ihara@kumamoto-u.ac.jp 
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