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【エネルギー】省エネルギー 

 

省エネを目指すスマートウィンドウの研究開発（米国） 
 
巨大な、徒歩旅行者や飛行士用サングラス

で、晴れた日に家を包んだところを想像し

て下さい。格好良いと思いませんか？ 
 
国立再生可能エネルギー研究所（NREL）

の研究者らは、ビル全体をサングラスで包

み込んでしまうような、ハイテク技術の開

発を行っている。それは、ビル内部の温度

と照明を調節するために、色が変化する次

世代型「ダイナミック・インシュレーショ

ン・ウィンドウ（動的な遮光・断熱窓）」で

ある。 
 
米国では、年間 100 クアデリリオン

Btu(100quads Btu) 注1近いエネルギーが

消費されており、その内 40%がビルによるものである。そしてビルによるエネルギー消費
量の約 10 分の 1が現在の透明な窓の使用からもたらされるもので、4quads に相当する。
これは、現在の窓が寒い日に貴重な熱を逃がしてしまったり、太陽光により内部が暖まり

過ぎてしまうために、ビル内部の冷暖房システムがフル稼働で温度調節をしているからで

ある。 
 

NREL の Dane Gillaspie 研究員によれば、ダイナミックウィンドウを使ってビル内部
の照明を一部補うことにより、さらに 1quadのエネルギーを節減することができるという。 
 
「このような高インシュレーションで、色変化する窓を広範に導入することにより、ト

ータルで、全米のビルによる年間消費エネルギーの約 8分の 1、米国のエネルギー収支の
約 5%を節減することができる」と同氏は述べる。 
 
過酷試験 

色変化する窓は、すでに 20 年以上前に開発されている。この窓は幅広い関心を呼んだ
（1998 年、NREL はウォルト・ディズニーのエプコット・センターで行われたソーラー
ハウス展示会に試作品を提供している）。しかし、まだ広く利用されておらず、商業的にも

成功していない。 
                                                 
注1 100 quadrillion Btu = 1017 Btu。Btu(British thermal unit)は熱量の単位で、1055.06ジュール。 

フィールド試験研究所ビルの過酷試験チェ

ンバー内で、エレクトロクロミック・ウィン

ドウ（色変化ウィンドウ）のサンプルを持つ、

NRELの Dane Gillaspie研究員。試作品は、
性能と耐久性を検証するため、過酷な模擬環

境にさらされる。 
Credit: Pat Corkery 
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1980 年代以来、NREL は様々なウィ
ンドウ・テクノロジーを試験しており、

米国材料試験協会（American Society 
for Testing and Materials）と共に業界
における技術基準の策定に貢献してきた。 
 
研究者らは試験用のウィンドウを、

20,000 回の明暗サイクル（20 年間の使
用に相当）過酷試験チェンバーに設置し

た。チェンバー内部の条件は、1 太陽光
強度（通常の晴れた日に地球に放射され

る太陽光の強度）で、温度は 80℃（華氏
176度）に調整されている。 
 
「我々は、これを過酷試験チェンバー

と呼んでいる」と、NREL のダイナミックウィンドウ試験コーディネーターの Erin 
Whitney氏は述べる。 
 

NRELのチェンバーで試験された製品や試作品の多くは性能不足で、色変化する特性も
想定より早く劣化した。NRELは最新のデザインの中で、Sage Electrochromics社（NREL
と共同研究契約を結んでいる）が開発した技術を検証した。同社は、この技術が改善され、

生産量が増え、より効率的になるにつれ、今後 5年間で価格が 70%低下すると予想してい
る。 
 
しかし、現状のダイナミックウィンドウは、ガラス 1平方メートルにつき最大 1,000ド
ルかかる。 
 
「価格が問題である。」NRELでダイナミックウィンドウ・プログラムを統括する Anne 

Dillon上級研究員が述べる。「高過ぎるのである。」 
 
どのような仕組みなのか？ 

インシュレーション・ウインドウは多層のガラスで作られ、ガラス間は通常ガスで充填

されている。Sage社が開発したウィンドウ（以下、エレクトロクロミック・ウィンドウ）
は、外側のガラスに、ダイナミック材料の非常に薄いスタック（積層）を蒸着して作られ

ている。 
 
 

過酷試験チェンバー内にエレクトロクロミック・ウ

ィンドウをセットするNRELのDane Gillaspie研究
員と Erin Whitney研究員。20年間の熱、湿気、そ
の他の条件への露出をシミュレーションするため、

20,000回のサイクル性能試験が行われる。 
Credit: Pat Corkery 
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ダイナミック部分は三層から成る。

イオン伝導体層が活性電極と対電極を

分離している。NREL研究員らは、ニ
ッケルとタングステン酸化物から作ら

れた電極層を使い実験を行っている。

イオンはリチウムイオンである。 
 
弱い電圧を加え、リチウムイオンが

作用電極層へ移動すると、窓の色が透

明から薄い色へ変化する。この変化は

ビル管理システムのセンサーやスイッ

チの切り替えにより引き起こされる。

エレクトロクロミック・ウィンドウは、

98%もの直射日光を遮断することがで
きる。印可電圧の極性を逆にすること

により、イオンが元の層へ移動し透明

に戻る。 
 
「光は金属酸化物を劣化させない。そこで、金属酸化物を使用している。」と Gillaspie

研究員は述べる。通常、メーカーの保証期間は 10年であるが、NRELは 20年、またはそ
れ以上機能する窓の開発を目指している。 
 
エレクトロクロミック・ウィンドウを動作させるためには、ビルにもう一つ電源デバイ

スを取り付けることになるが、その消費電力よりはるかに多いエネルギーを節約すること

になるだろう。1,500平方フィートの色変化するガラス（約 100枚の窓に相当）の電力消
費量は、75Wの電球より少ない。 
 
また、この窓はビル内部の環境を調節するため、冷暖房・照明システムはより小規模な

もので済み、そこで建設費や毎月の光熱費の低下につながる。 
 
ビルの性能を調べるコンピュータ・シミュレーションによると、エレクトロクロミッ

ク・ウィンドウは： 
 

 冷房の電力消費量を最大 49%削減 
 ピーク時の電力需要を最大 16％削減 
 照明コストを最大 51％削減 

 

プ ロ セ ス 開 発 ・ 統 合 研 究 所 （ Process 
Development Integration Laboratory）のグロ
ーブボックスで、インクジェット噴霧器を操作す

る NRELの Robert Tenent研究員。同氏は、エ
レクトロクロミック・ウィンドウの性能改善とコ

スト低減のため、薄膜の設計、製造工程を導入し

ている。 
Credit: Pat Corkery 
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Gillaspie氏は「この窓の素晴らしいところは、エネルギーの節減だけでなく、冷暖房空
調システムを小規模化することができ、それによりコストを削減することができることで

ある」と述べる。 
 
太陽光発電から学ぶ 

 

エレクトロクロミック・ウィンドウ

のダイナミック・レイヤーは、先端的

な太陽電池のようであるが、これは偶

然の一致ではない。ガラス間のダイナ

ミックスタックは、全体で厚さ約 1ミ
クロン程であり、薄膜太陽電池と同じ

である。 
 
エレクトロクロミック・ウィンドウ

のダイナミック・レイヤーは、「スパッ

タリング」と呼ばれる真空蒸着プロセ

スにより製造される。このプロセスは、

極薄コーティングで材料を蒸着する際、

高精度の制御が可能であり、均一な結

果を作り出すことから太陽光発電や半導体製造でも使用されている。しかし、スパッタリ

ングは比較的時間がかかり、エネルギーを多量に使用する。 
 

NRELの研究者らは、安価な印刷技術と金属インクを使い、ダイナミック・レイヤーを
作製し、高価な生産コストを削減すべく取り組んでいる。これは、同研究所にてすでに行

われている薄膜太陽電池の大量生産の研究と似通っている。 
 

NRELのスマートウィンドウ担当技術者らは窓メーカーの技術者と共に、先端科学技術
施設(advanced Science and Technology Facility) 注2の機器のいくつかを利用することに

なるだろう。また、プロセス開発・統合研究所（Development and Integration Laboratory）
注3の大気処理プラットフォーム(Atmospheric Processing Platform) 注4も利用するだろう。 
 
さらに、NREL の研究者らは、エレクトロクロミック・フィルムをガラス上ではなく、

より安価で柔軟性のあるプラスチック上に、より速く製造する方法を研究している。これ

により、現在の新聞印刷に使用されているのと同様の「Roll to roll（R2R）」プロセスと呼

                                                 
注2 http://www.nrel.gov/pv/facilities_stf.html 
注3 http://www.nrel.gov/pv/pdil/ 
注4 http://www.nrel.gov/pv/pdil/ap_capabilities.html 

NREL のエレクトロクロミック・ウィンドウの
研究チーム。（左から）Robert Tenent 研究員、
Dane Gillaspie研究員、Erin Whitney研究員、
Anne Dillon上級研究員 
Credit: Pat Corkery 
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ばれる方法の適用が可能になる。 
 

NRELの Robert Tenent研究員は、柔軟性のある材料で作られたエレクトロクロミック
機器は、現在の窓の改良になるかもしれないと述べる。 
 
また、このような建物の改良に向け、販路を開発することは、窓の採用を広げ、省エネ

を加速させるだろうと述べる。 
 
「概して、高価な製造コストが、こうしたダイナミック材料の利用を限定している」同

氏は述べる。「我々の研究の大部分は、製造方法の改善により、コスト面の障害を除去する

ことに焦点を当てており、大きな省エネの実現に向けた貢献である。」 
 
太陽電池との関連は、他にもある。通常、ダイナミックウィンドウはビルの電源装置に

ケーブルで接続される。しかし無線バージョンでは、色変化のための電力を窓枠に取り付

けた小さな太陽電池から供給することができる。 
 
太陽電池は太陽光が当たるとそれを電気に変換し、それにより電極層がイオン化され、

窓の色が透明から薄い色へ変化する。 
 
いずれは、ダイナミックウィンドウは消費量より多くのエネルギーを作り出すかもしれ

ない。そして、その電源は、屋根に設置された太陽光発電システムに限定されない。 
 

NRELの研究は、米国エネルギー省（DOE）の目標に沿ったものである。同省は、省エ
ネウィンドウを 2015年までに住宅へ、2020年までに商業ビルへ設置することを目標とし
ている。 
 
 DOE のエレクトロクロミック・イニシアティブ、及びウンドウ技術プログラムの詳細
は、下記から参照できる。 
 http://www.eere.energy.gov/buildings/windows_technology.html 
 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 飯塚 和子） 
 

出典： 
“Smart Windows:Energy Efficiency with a View” 
http://www.nrel.gov/features/20100122_electrochromic.html 


