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ナノ構造光電極における光誘起電荷分離ダイナミクス
–色素増感およびプラズモン増感反応のメカニズム–

徳島大学大学院社会産業理工学研究部　 古部昭広

As nano-structured solar cells, dye-sensitized solar cells
and related sensitized solar cells are actively studied
and developed aiming their practical applications. For
the improvement of performance of these devices, it
is important to understand the fundamental reaction
processes. Transient absorption spectroscopy is used
to reveal mechanism of photocurrent generation and
energy loss processes through the direct observation of
charge separation reaction in femtosecond to nanosecond
timescale.
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1 はじめに

ナノ構造を有する電極を用いた太陽電池として，色
素増感太陽電池や類似の増感型太陽電池が世界的に
その本格的な社会実装を目指して活発に研究されてい
る．色素増感太陽電池は，現在実用されているシリコ
ン太陽電池より安価で軽量であり，また工夫によって
はカラフル，フレキシブルという特徴もあり，実用化
が進みつつある．デバイスにおいては，数 10 nm サ
イズの半導体ナノ粒子を焼結した電極に色素分子を化
学吸着によりコートしている．半導体には通常酸化チ
タンが用いられているが，酸化チタンは白色の材料で
あり，可視光を吸収しない．色素が太陽光の大部分を
占める可視光エネルギーを吸収し，色素分子の励起状
態から電子移動反応が起こる1)．この電子が半導体内
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を流れる電流となり，外部回路に取り出すことができ
る．対極に到達した電子は電解液中のレドックス対に
よる酸化還元反応を通して最終的に色素分子を再還元
し，元の状態に戻る．この過程の循環により定常的に
光電流が発生する．最近では太陽光–電極エネルギー
変換効率として 12 %を超える値が報告されている2)．
実用の観点から電解液を固体電荷輸送層に置き換えた
デバイスが有効とされその普及も進んできている3)．
光電変換効率をさらに向上させるため，あるいは効
率をある程度維持しつつ，上述の色素増感太陽電池な
らではの機能を発揮するためには，動作原理の詳細な
理解が重要になる．色素増感太陽電池の特徴は，色素
やレドックスに用いる分子の選択性の多様さにあると
いえるが，分子から半導体への電子注入反応，レドッ
クスから酸化分子への再還元反応は，分子の構造，分
子軌道の分布とエネルギー位置，さらにはそれらを
囲む電解液（溶媒および添加物分子）との相互作用に
よって，大きくその速度が変化する．光励起分子から
半導体の伝導帯への電子注入反応は，一般的には数
10フェムト秒からナノ秒の時間領域で起こり，再還元
反応はピコ秒からマイクロ秒領域で起こる．反応効率
を大きくし，得られる電流を大きくするためには反応
速度を大きくするという考えが浮かぶが，光励起状態
からの電子移動反応は，仮にそれが高速かつ高効率で
起こっても，元の基底状態への逆反応によって最終的
な電荷分離効率が低下する問題を抱えている．そのた
め，色素分子と半導体の相互作用はバランスをとった
適正値に調整することが重要になる．加えて，隣接す
る色素分子との相互作用，吸着する面の特性（結晶面
の違いや欠陥の影響），電解液との相互作用を考える
と，実際の反応系の状態とそこでの電荷分離効率を予
想することは非常に難しく，実測定によってデバイス
の動作機構を確かめることが，デバイス特性の向上を
続けていくことに効果的と考えられる．
色素の代わりに強いプラズモン光吸収特性を有する
金属ナノ粒子をつかうことでも発電が可能になってい
る4, 5)．ナノ構造制御による吸収波長特性の選択や，高
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い耐久性から期待は大きいが，まだ効率は低く，電荷
分離機構の詳細な解明が望まれている．
過渡吸収分光法は，光励起状態の生成から電荷分離

につながるまでの過程について詳細に追跡できるレー
ザー分光法であり，太陽電池の電流発生のメカニズム
やエネルギーロス過程の解明などに役立っている．市
販レーザーを使っても 100 フェムト秒程度の時間分
解能が得られ，光励起後の分子の緩和，電子移動反応
（半導体への電子注入および逆反応）を観測すること
ができる．本稿では，ナノ粒子半導体に対する増感反
応（色素増感とプラズモン増感）の超高速ダイナミク
スについて最近得られた知見を紹介する．

2 フェムト秒過渡吸収分光法

ここでは，開発したフェムト秒過渡吸収分光装置の
詳細な構成と性能を説明しつつ，原理についても述べ
る．また，実際のデバイスの評価に有用である拡散反
射型光学系についても説明する．
光によって励起された分子や固体が引き起こす様々

な光化学反応を，時々刻々と分光学的に吸収スペクト
ル変化として観察・評価する手法の一つが過渡吸収分
光法である．フラッシュホトリシスとして G. Porter
らによりマイクロ秒分解能の分光方法として開発され
（Eigen, Norrish, Porter, 1967年ノーベル化学賞），近年
では Zewail（1999年）・Ertl（2007年）のノーベル化学
賞に代表されるよう，フェムト秒のレーザーパルスを
駆使した先端的なポンプ–プローブ分光法として，超
高速現象を理解するための基礎科学研究になくてはな
らない技術となっている．フェムト秒–ナノ秒の時間
領域における測定では，短いパルス光を用いることに
よって，時間分解測定を可能にする，いわゆるポンプ-
プローブ法と呼ばれるものである．模式図を Fig. 1に
示している．
まず，ポンプパルスで試料を励起し，その後，あ

る遅延時間をおいて入射するプローブパルスの強度
(I) を検出する．励起しない時のプローブパルス光
強度 (I0) も測定し過渡吸収強度 (Absorbance) を式：
Absorbance = log(I0/I)により求める．小さな過渡吸収
強度を測定するために，繰り返し励起パルス列に変調
を与え，ロックイン検出するなどの技術が一般的に用
いられている．短いパルスを用いることによって時間
分解能の向上がなされ，最先端のパルス圧縮技術と組
み合わせることによって 5フェムト秒程度の分解能も
可能になってきている．
我々が開発したフェムト秒過渡吸収分光システムで

Figure 1. Principle of transient absorption spectroscopy.

は，増幅フェムト秒チタンサファイアレーザーを光源
（発振波長 800 nm，パルス幅 130 fs，強度 1 mJ/pulse，
繰り返し 1 kHz）としている．励起光とプローブ光を
得るために 2 分したチタンサファイアレーザー光を，
それぞれ波長変換装置 OPA，およびもう一台の OPA
あるいは白色光発生装置に導入する．励起光として紫
外から可視光の光を得ることができ，プローブ光とし
て可視から赤外の光を得ることができる．波長変換後
の励起光を光遅延ステージに通し，プローブ光に対す
る光学遅延を調整し，試料に集光照射する．
実際の太陽電池デバイスは，片側が金属電極となる
ため光が透過せず分光計測が困難になる．電極表面が
鏡面であれば太陽電池からの正反射光を検出し，透過
型と同様の計測を行うことが出来るが，色素増感太陽
電池などの半導体ナノ結晶の焼結膜などを用いた電
極の場合，入射光は大きく散乱され分光計測が難しく
なる．試料内での多重散乱光，いわゆる拡散反射光を
プローブする過渡吸収分光法が古くから知られてい
るが，フェムト秒領域での過渡吸収スペクトル測定が
Asahi，筆者らによって 10数年前に実現されている6)．
有機結晶や，粉末光触媒の励起子や電荷キャリアのダ
イナミクスの解明に威力を発揮している．
透過型との大きな違いは，プローブ光が多重散乱
光であるため，通常の Lambert-Beer 則を適用するこ
とが出来ず，過渡吸収の評価として，式：%Abs. =
100× (1−R/R0)を用いる必要があることである．ここ
で，Rおよび R0 は，それぞれ試料を励起した時および
していない時の拡散反射光強度である．%Abs. < 10 %
の条件において，実際の過渡吸収量（励起分子数と励
起分子の吸収係数に比例）と線形関係にあることが確
かめられている．また時間分解能は，励起波長での吸
収係数が大きい時に向上するという特徴がある．太陽
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電池の場合，太陽光を効率的に吸収するため必然的に
吸収係数は大きくなるため，ピコ秒以下，つまりフェ
ムト秒領域の分光が可能になる．

3 色素増感太陽電池における不均一な電子注入反応

色素増感太陽電池における，色素から酸化物半導
体電極への超高速な電子移動反応のダイナミクスは
fs–nsと幅広い時間領域で起こる不均一反応であり，効
率的な光電変換の実現には，不均一性の評価および詳
細な解明が不可欠である7)．しかしながら，実際の太
陽電池の性能を，電子移動ダイナミクスにもとづいて
定量的に説明できる反応モデルは未確立であり，その
実現は基礎的な研究と応用分野を広く結びつけると期
待される．本研究では，色素増感太陽電池における電
子移動反応について，不均一性を考慮した定量的な反
応モデルの提案を行う．実際に時間分解分光により測
定した結果を数値計算により解析し，反応モデルの妥
当性を検討する．

Ru 錯体色素および TiO2 多孔質電極を用いて色素
増感電極を作製し，電解液に浸漬した．電子注入過
程をフェムト秒過渡吸収分光（fsTAS，時間分解能
∼250 fs），サブナノ秒過渡吸収分光（sub-nsTAS，時間
分解能 0.4 ns）により測定し，数値計算による解析を
おこなった．
非断熱系の電子移動反応について，ドナー（励起状

態の色素），アクセプター（半導体中のアクセプター
準位）間の相対的なエネルギー差に不均一分布 (Δn)を
導入したモデルを考えた．Δn は電子移動反応のドラ
イビンングフォースの不均一性を表している．均一系
と異なり，ナノ粒子表面では結晶面に依存する伝導帯
位置や電解質イオンが形成する局所電場の揺らぎがあ
ることをパラメーター化している．このとき，ある分
子 nの反応速度 (kn)は式 (1)で表される．ここで，H：
電子カップリング因子，λ：再配向エネルギー，g(E)：
半導体電極の状態密度分布（式 (2)）， f (E, EF)：フェ
ルミ分布関数，ED∗：励起された色素のエネルギーレ
ベル，E：半導体電極中のアクセプター準位のエネル
ギーレベル，ECB：半導体電極の伝導帯下端電位，g0：
伝導帯下端電位の状態密度，E0：エネルギー係数であ
る．反応により生成する注入電子のポピュレーション
の時間変化 (NET(t))は，速度論から式 (3)で表される．
ここで kq は励起状態にある色素の失活の速度定数で
ある．計算では，ED∗，g(E)，kqは実験から求めた値を
用い，H，λ，Δn(d) をパラメータとした．Δn(d) は標準
偏差 d，平均値 0の正規乱数によって表し，N 回試行

（通常 1000回）を行った．
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Figure 2. Experimental data and simulations
of electron injection dynamics in dye-sensitized
solar cells.

Figure 2に電解液中の Li+ 濃度を変化させた場合に
ついて，注入電子のポピュレーションの時間変化の
測定結果と計算結果を示す．<1 nsについては fsTAS，
>1 nsについては sub-nsTASにより測定した．電子移
動反応が fs–nsと幅広い時間領域で起こっており，電
解液中の Li濃度の増加によって，電子移動速度が速く
なった．測定した ECBの値 ECB (vs. vacuum)∼ −3.7 eV
(LiI 0.7 M) と −4.0 eV (LiI 0.1 M)，および仮定した値
H ∼ 45 cm−1, λ ∼ 0.25 eV, d ∼ 0.3 eVから反応モデルを
用いて数値計算を行った．その結果 ps–nsの範囲で実
験結果とよい一致を示した．これは ECBの正方向への
変化により，電子移動速度が速くなったことを定量的
に説明し，提案する反応モデルの妥当性を示唆する．
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d ∼ 0.3 eVは，反応の始状態と終状態のエネルギー差
の分布の標準偏差を意味するが，色素増感太陽電池の
開放電圧が 0.7 V–0.8 V であることを考えると非常に
大きなばらつきであることがわかる．このばらつきを
小さくすれば，電圧をより大きくする色素や電解液の
選択も可能と期待できる．ナノ粒子結晶面の制御，欠
陥密度の低下が有効な手段であろう．

4 金属ナノ粒子による増感反応メカニズム

金ナノ粒子は入射電場と共鳴する電子の集団運動に
よる表面プラズモン吸収バンドを持つ．近年，金ナノ
粒子を酸化チタンナノ粒子膜に吸着させた系が光電流
を発生することがわかってきた．つまり，色素分子の
代わりに，金属ナノ粒子を用いても増感型の酸化チタ
ン太陽電池が作れるということであり，新たな動作原
理の太陽電池ととらえられ興味深い．我々は，この系
においてフェムト秒のプラズモン誘起電子移動反応が
起こることを，世界で初めて過渡吸収測定から確かめ
た4, 5, 8–11)．
さらに最近，近赤外光を吸収する金ナノロッドを用

いて酸化鉄を増感することに成功した12)．金属酸化物
光触媒を用いた光化学電池における水分解は太陽エネ
ルギー変換において大きく期待されており，その中で
も酸化鉄の一種のヘマタイト (α–Fe2O3)は資源的豊富
さ，化学的安定性，可視光領域 (Eg = 2.1 eV) で光吸
収を起こすため，有効な材料の一つとして考えられて
いる．しかしながら光励起で生成するキャリアは短寿
命であり，可視光における光学進入深さ (∼100 nm)と
ホールの拡散距離 (2 nm–20 nm)には大きな差があり，
効率的な光アノードの設計が求められている13)．
金ナノロッドは長軸および短軸方向の共鳴でそれ

ぞれ異なる波長を吸収し，特に長軸方向のプラズモ
ン共鳴は近赤外域にまで渡り，太陽光エネルギーの活
用に効果的である．本研究では長軸プラズモンバンド
が 800 nm付近に吸収ピークを持つように調整した金
ナノロッドを多孔質ヘマタイト電極の表面に担持し，
800 nm のフェムト秒パルス光励起条件で過渡吸収ス
ペクトルの測定を行なった．

Figure 3 にその結果を示す．Fig. 3(a) は金ナノロッ
ドを担持していないヘマタイトを波長 400 nm でバ
ンドギャップ励起した場合の参照スペクトルである．
580 nm から長波長に向かって信号強度が減衰するス
ペクトル形状が特徴である．5 ps までに信号強度は
半減しその後 500 psまでにゆっくりと減衰している．
これらはそれぞれ短寿命と長寿命のキャリアとして

Figure 3. (a) Transient absorption spectra of
hematite electrode (excitation wavelength of
400 nm). (b) Transient absorption spectra of
gold nanorod-decolated hematite electrode (ex-
citation wavelength of 800 nm). (c) The elec-
tron transfer reaction from gold nanorod (Au)
to hematite (Fe2O3) is shown. The effect of
two-photon excitation of hematite band gap and
the recombination process of electrons (e−) and
holes (h+) are also shown.
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理解できる．金ナノロッドを担持したヘマタイトを
800 nmで励起した場合 (Fig. 3(b))，励起直後のスペク
トルは非常にブロードであり，金ナノロッドからヘマ
タイトへの電子移動が強く示唆される．ここでヘマタ
イトのバンドギャップを 1光子過程で励起することは
できないが，2光子過程で励起される寄与があること
が励起光強度依存性の実験からわかった．Figure 3(a),
(b) の差スペクトルを解析した結果，ヘマタイトに移
動した伝導電子は 500 ps の時間までに逆電子移動過
程により再結合することがわかった．ヘマタイトは光
アノードとして利用されているので，金ナノロッドの
ホールを 500 ps までに水の酸化反応に寄与させるこ
とができれば水分解の半反応を達成できる．実際に金
ナノ構造と Nbドープ酸化チタン電極を利用した水分
解が報告されており14)，本研究の金ナノロッド担持ヘ
マタイト電極も近赤外光による水分解の実現が期待で
きる．

5 まとめと展望

色素増感酸化チタン電極および金ナノロッド増感ヘ
マタイト電極における，可視光および近赤外光誘起の
界面電子移動反応ダイナミクスのメカニズムについ
て，最近の我々の研究をもとに解説した．色素増感系
においては電子移動反応のドライビングフォースに
大きな不均一性があることが多成分指数関数的なダイ
ナミクスに対する数値計算との比較から明らかになっ
た．ナノ粒子表面の不均一反応場に由来するものであ
ることを議論した．
金ナノロッドの長軸プラズモン共鳴の近赤外光励

起によって，ヘマタイトの伝導帯への電子移動反応を
誘起できることを直接測定から確かめることに成功
した．
ナノ粒子の異種界面における光誘起電荷分離反応

は，半導体，有機分子，金属ナノ構造などの多種多様
な物質間で引き起こされ，光エネルギーの有効活用の
観点から今後も活発な研究が進んでいくと考えられ
る．過渡吸収分光法はあらゆる電荷分離過程を直接観
測し，その機構を理解するための強力な分析手法であ
り，今後も太陽エネルギー変換デバイスの社会実装に
貢献していくものと確信している．
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