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１ はじめに 

賀茂ナスや鹿ヶ谷かぼちゃなどに代表される京都の伝統野菜（京野菜）は京都の和食文化を支え

ており、京都の子ども達にとっては、身近でなじみ深い存在である。一方で、次世代太陽電池のひ

とつである色素増感太陽電池は、現在主流のシリコン系太陽電池と比べ、教育現場で比較的簡単に

製作することができる。また、光増感色素からのエネルギー伝達過程と光合成の光電子伝達系の類

似性から、2001 年頃より小中高等学校での環境教育やエネルギー教育教材として研究され始め、

現在、様々な自作教材の実践報告や市販品が出ている 1)。これらは、一定の成熟期を迎えているが、

一方で、学年横断型のエネルギー教材としての活用事例は少なく 2)、さらに地域特産品の色素を光

増感色素に用いる工学的観点を重視した教育プログラムの報告はほぼみられない。 

そこで、京野菜に含まれる赤紫色のアントシアニンや黄色のカロテノイドなどを光増感色素とし

て用いることにより、色調の異なるカラフルな太陽電池パネルを製作し、高校生向けの探究活動と

小高連携の太陽電池教室を組み合わせた、学年横断型のエネルギー教育教材の開発を行った。 

２ 小学生向け太陽電池教室について 

２－１ 色素増感太陽電池(DSSC)の構造と仕組み 

DSSC は光電極、光増感色素、レドックス系電

解質溶液、対極から構成されている。光電極は

透明導電性ガラス板の表面に多孔質酸化チタン

薄膜(TiO2)を焼結している (図１)。 TiO2はバン

ドギャップが広く紫外光しか利用できないが、

TiO2表面に光増感色素を吸着させることにより、

励起色素から TiO2 への電子移動が可能となり、

可視光が利用できる。1991 年に Grätzel らがル

テニウム錯体を光増感色素とした光変換効率

7.1%の DSSC を報告したのを始めとして 3)、最近

では亜鉛-ポルフィリン色素とコバルト錯体電

解液を組み合わせた 12.2%の DSSC や 4)、DSSC の
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図１ 色素増感太陽電池の模式図 



 

 

一種であるペロブスカイト太陽電池で 20%を超えるものが報告されている 5)。また、発電コストは

シリコン型太陽電池の約半分程度になると見込まれ 6)、次世代太陽電池として期待されている。 

２－２ 和歌山県の特産品を用いた色素増感太陽電池教室 (2019年 8月 23 日) 

京都での太陽電池教室の実施前に、プレイベ

ントとして、摂南大学有志学生と、京都工芸繊

維大学学生団体 TeChLover とともに和歌山県由

良町の小学生(16 名)を対象とした夏休み太陽電

池教室を和歌山県由良町公民館で実施した(図

２)。本イベントは摂南大学の主催事業であるが、

教材開発は本校高校生と京都工芸繊維大学の学

生、摂南大学の学生とで協力して行った。教室

の講師は摂南大学の学生が中心となって行った。

和歌山県と大阪南部の特産品である泉州ナスと

由良町の衣奈ワカメから色素を取り出し、DSSC

を作成した。 

ナスビやワカメからの色素抽出は、クエン酸

または低濃度の塩酸を含むエタノール・水混合

溶媒に 40℃で 15分ほど浸漬することによって安全に色素を得ることができた。 

DSSC の材料費の多くは導電性ガラス板の費用であり、１セル当たり 600 円程度かかる。将来的

に費用を下げることも考えて、ステンレスメッシュに酸化チタンを焼結した色素増感太陽電池キッ

ト（電池基本キット(MED-A01/B01), フォトンファイブ製）を用いた。これには実用新案が出願さ

れているため、複製はできないが、導電性ガラス板を用いるより安価であり、実用新案に重ならな

い方法が見つかれば、費用を 1/10 程度に大幅に下げることが期待できる。課題点も合わせて探る

ために今回利用した。実際に太陽電池を作成したところ、通常、電子オルゴールを鳴らすためには

3個のセルを直列接続する必要があるが、大学生のサポートを得ても、子ども達の集中力では１セ

ルを製作するのが精一杯であった。また、今回の色素では発電効率が悪かったため、電子オルゴー

ルを安定して鳴らすことができなかった。代わりに 100均ショップのソーラデジタル時計を動作確

認に用いたところ、動きが分かりやすく好評であった。 

DSSC の作成後は、農業試験場から提供していただいた摘果した柑橘類を用いて亜鉛版と銅板を

用いた化学電池も合わせて作り、発電を確認した。 

この太陽電池教室では、実施時間を 120分程度とし、小学生（中高学年）2人に大学生を 1人付

けて DSSC と果物電池を作成したが、内容としては盛り沢山でやや難度が高かった。また、教室内

容の検討時点で和歌山特産品の柑橘類の色素を用いた太陽電池を試作したが、柑橘類色素はカロテ

ノイド系であるため色素の水溶性が悪く、ナスビのようなアントシアニン系色素のような大きな出

力は得られなかった。導電性ガラス板の代わりに用いた金属メッシュ電極は、酸性の色素溶液に漬

けると金属イオンが溶出し、これがアントシアニン色素と錯体を形成して変色するために、電極板

にナス色素とは異なった色が付いた。これはナスの漬物にミョウバンを入れると色がよくなるのと

同じ現象で、教室としては複数の現象が平行して現れると注目点がずれるために困る結果となった。 

２－３ 京野菜を用いた色素増感太陽電池教室 (2019年 11 月 23日) 

和歌山県でのプレイベントで、DSSCと果物電池を平行して行うと教室内容が大きくなりすぎるこ

とや、カロテノイド系色素よりアントシアニン系色素の方が教室としては使いやすいことが分かっ

た。また金属メッシュ電極は電極の溶解と着色の問題があることも分かった。これらの複数の課題

を解決するために、連携小学校との太陽電池教室の前に、もう一度小規模の太陽電池教室を行うこ

とにした。京都学びの街生き方探究館から京都市の小学生を対象に太陽電池教室の広報を行い、4

名の小規模な太陽電池教室を本校理科室で行った。 

図２ 色素増感太陽電池教室の様子 



 

 

この太陽電池教室では、電極を導電性ガラス板

に戻した、また、同質な多孔質酸化チタン膜を

安定して量産するために、当初はガラス板に酸

化チタンペーストをスプレッダーで塗るスキー

ジ法を用いていたが、薄膜の性能が安定しなか

ったため、回転台に導電性ガラス板と酸化チタ

ンペーストを乗せて、塗布したペーストを遠心

力で均一に塗り広げるスピンコート法に変更し

た。スピンコート法は優れた方法ではあるが、

専用のスピンコーターは 40万円以上もする高額

なものであるため、太陽電池教室では用いるこ

とができない。そこで、木工工作で回転台をつくり、模型用モーターと乾電池を用いた簡易スピン

コーターを自作し、これを用いた（図３）。 

光増感色素は加茂ナスの色素を用いた、夏のうちに加茂ナスを購入し、皮をむいて乾燥保存し、

5%酢酸水溶液に一晩浸漬し色素を抽出した。これに酸化チタンペーストを焼成した導電性ガラス電

極に 15 分程度浸漬し吸着させた。色素の抽出法を理解させ、色素に興味を持たせるために、常時

手に入る千両ナスを用いて色素液の作成と pH による色の変化実験を実験の待ち時間に行った。実

験の全体説明とハンドブック作成、小学生のサポートは高校生が行い、pH による色の変化実験の

み教員がサポートを行った。 

スピンコート法による酸化チタン薄膜の形成は、スキージ法を用いていた時より短時間で品質の

良いものができた。ただ、焼成時に熱膨張で割れるガラス板が多く、また表面状態も市販品に比べ

れば劣るので、薄膜のさらなる改良が課題として上がった。色素抽出法については安定に抽出でき

るようになった。実験内容を絞ったことによって、和歌山での太陽電池教室に比べて安定した教室

運営を高校生のみで行えるようになった。 

３ 高校生向け探究活動について 

３－１ 光電極の多孔質酸化チタン薄膜の改良検討 

光電極の多孔質酸化チタン薄膜は太陽電池の性能を左

右する。太陽電池教室でよく用いられる酸化チタンペース

トは湿式調製法を用いて作られるが、ここでは、酸化チタ

ンがコロイド粒子となってペースト中によく分散してい

ることが重要であり、コロイド粒子径は物理的な分散方法

の他、溶液の pH やキレート剤の有無によって変化する。

今回は太陽電池教室用の薄膜の再現性を重視した酸化チ

タンペーストの調製を目指した。当初スキージ法で用いる

ペースト作成を試みたが、酸化チタンの塗布の時点でバラ

つきが生じるため再現性が取れなかった。そこで、今後は

塗布にバラつきが出にくいスピンコート法を採用すると

ともに、安価なスピンコーターの開発を行うことにした。

これらの探究活動をまとめて第４回 IBL ユースカンファ

レンス(3 月 20 日、IBL ユースカンファレンス実行委員会

主催、大阪府)にポスター発表でエントリーした。新型肺

炎の影響で発表会は中止になったが、書類審査で銀賞を受

賞することができた (図４) 。 

図３ 簡易スピンコーターを用いた酸化チタ

ンペースト薄膜作成の様子 

図４ 第４回 IBLユースカンファ

レンスへの応募ポスター 

 



 

 

３－２ DSSC に向けた柑橘類からのカロテノイド系色素の抽出検討 

和歌山の有田みかんや京都の水尾の柚子のような果実や野菜を利用した太陽電池作成を想定して

柑橘類からのカロテノイド系色素の抽出を試みた。オレンジや甘夏についてエタノールまたは水に

よる抽出を行ったところ、水抽出物については濁りが生じ、またエタノール抽出物についても水で

希釈をすると濁りが生じた(図５)。これはカロテノイドが脂溶性であるため、親水性条件では溶け

きれず凝縮したものと思われた。DSSC の電解液に脂溶性の物質は溶けないため、これらの色素は

DSSCには不適であり、実際に太陽電池を作成したところ光増感剤としては殆ど作用しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ まとめ 

太陽電池教室をステップアップしながら、積み上げていくことができた。一方で、京野菜を用い

た太陽電池教室では、参加者が少なく小学生向け教室として魅力に欠ける問題が生じた。小学生へ

のインタビュー調査では京野菜だけでなく、人形や車を動かかすなど動的な要素が必要であること

が分かり、これらを改善した連携小学校との太陽電池教室を 3月末に計画していたが、新型肺炎の

ために延期となった 

次年度は延期となった太陽電池教室を実施するとともに、スピンコート法を利用した安定した薄

膜形成のための酸化チタンペーストの開発と安価な簡易スピンコーターの改良を進め、またカロテ

ノイド色素については色素の可溶化検討を試みたい。 
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1. オレンジ 果皮 すりおろし
2. オレンジ 果肉 手もみ (水抽出)
3. オレンジ 果皮 細切り
4.オレンジ 果肉 手もみ
5. 甘夏 果皮 すりおろし
6. 甘夏 果肉 手もみ (水抽出)
7. 甘夏 果皮 細切り
8. 甘夏 果肉 手もみ
※水抽出以外はエタノール抽出、抽出温度40℃、20分間
ろ過はAdvantech No2ろ紙を使用

図２ 果実の部位と抽出方法の違いによる柑橘類抽出液の様子図５ 果実の部位と抽出方法の違いによる柑橘類抽出液の様子 


