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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】太陽光発電に適した集光機構を提供する。
【解決手段】集光機構２０は、第１閾値角度以上の入射
角の光を反射し、第１閾値角度θｔｈより小さい入射角
の光の少なくとも一部を透過する角度選択反射手段３と
、入射した光をその入射角よりも大きい角度で反射する
角度増加反射手段５とを間隙をあけて配置し、角度増加
反射手段が、角度選択反射手段を透過した光の少なくと
も一部を、第１閾値角度以上の角度で反射し、角度選択
反射手段が、角度増加反射手段によって反射された第１
閾値角度以上の角度の光を反射し、角度選択反射手段と
角度増加反射手段との間隙で光を伝搬させて集光する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１閾値角度以上の入射角の光を反射し、前記第１閾値角度より小さい入射角の光の少
なくとも一部を透過する角度選択反射手段と、入射した光をその入射角よりも大きい角度
で反射する角度増加反射手段とを間隙をあけて配置し、
　前記角度増加反射手段が、前記角度選択反射手段を透過した光の少なくとも一部を、前
記第１閾値角度以上の角度で反射し、
　前記角度選択反射手段が、前記角度増加反射手段によって反射された前記第１閾値角度
以上の角度の光を反射し、
　前記角度選択反射手段と前記角度増加反射手段との間隙で光を伝搬させて集光する集光
機構。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、集光機構に関し、特に、太陽光発電用の集光機構、かかる集光機構を用いた
太陽光発電装置、窓構造、及び集光機構に利用可能な機能性窓ガラスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自然エネルギーの有効活用の観点から、ビル、各種施設、住宅などへの太陽光発
電装置の設置が進められている。太陽光発電装置は、大別すると、太陽光をそのまま太陽
電池セルに照射する非集光型のものと、レンズなどの集光手段を用いて集光された太陽光
を太陽電池セルに照射する集光型のものがある。
【０００３】
　具体的には、ビル躯体の窓構造に組み込まれる非集光型の装置が提案されている（例え
ば、特許文献１参照）。特許文献１には、躯体開口部に嵌め込まれた窓枠に、外ガラスと
、開閉可能な内ガラスとを設けた窓構造において、窓枠に透光性太陽電池パネルを着脱可
能に取り付けた窓構造が記載されている。
【０００４】
　また、住宅に設置される集光型の発電窓ガラスが提案されている（例えば、特許文献２
参照）。特許文献２に記載の発電窓ガラスは、透明基板と、この透明基板の光入射面側に
設けられた光制御フィルムと、透明基板の端部に配置された太陽電池とを備える。光制御
フィルムでは、所定の角度で光が入射したときのみ散乱が生じ、散乱後の光の一部が、基
体内部を伝播して、その端部Ｄに配置された太陽電池において受光される。一方、上記と
異なる特定の角度で光制御フィルムへ光が入射したときには、散乱は生じず、入射光は、
光制御フィルム及び透明基板を透過して光出射面から出射する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０－１４４３７５号
【特許文献２】特開２０１２－２３０８９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１に記載の窓構造には、二重窓の窓ガラス面積に対応する面積の透光性太陽電
池パネルが設けられている。しかしながら、入射光の大部分が光電変換層に取り込まれる
ため、屋内への透過率が低下し、また、外界の景色が損なわれることがある。さらに、シ
ースルー型の太陽電池は、製造コストが高い。また、一般に、太陽電池が受容可能なエネ
ルギー密度よりも、実際に照射される太陽光のエネルギー密度はずっと低いため、最大の
発電能力を発揮していない。このように、非集光型の太陽光発電装置は、窓に照射される
光エネルギーを最大限に利用することが難しい。
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【０００７】
　一方、特許文献２に記載の発電窓ガラスでは、一枚ガラスの窓において光制御フィルム
が設けられおり、窓における各層の屈折率を利用してある程度照射される光を集光するこ
とができる。また、特許文献１に記載の装置に比べて透光性は確保でき、小さな太陽電池
セルを利用することもできる。しかしながら、太陽電池モジュールへの導光に際して、光
制御フィルムで散乱した光の一部を利用しているに過ぎず、依然として、集光機構として
は効率が低い。さらに、光制御フィルム又は太陽電池モジュールが外部に露出しているの
で、物理的な力により損傷することがあり、湿度、温度の変化の繰り返しによって、太陽
電池モジュールの経年劣化が進むおそれがある。
【０００８】
　本発明は、前述した問題に鑑みてなされたものであって、かかる問題の少なくとも一部
を解決することができる集光機構、かかる集光機構を利用した太陽光発電装置、窓構造、
又はかかる集光機構に利用可能な機能性窓ガラスを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前述した課題を解決するため、本発明の集光機構は、第１閾値角度以上の入射角の光を
反射し、前記第１閾値角度より小さい入射角の光の少なくとも一部を透過する角度選択反
射手段と、入射した光をその入射角よりも大きい角度で反射する角度増加反射手段とを間
隙をあけて配置し、前記角度増加反射手段が、前記角度選択反射手段を透過した光の少な
くとも一部を、前記第１閾値角度以上の角度で反射し、前記角度選択反射手段が、前記角
度増加反射手段によって反射された前記第１閾値角度以上の角度の光を反射し、前記角度
選択反射手段と前記角度増加反射手段との間隙で光を伝搬させて集光する。
【００１０】
　上記集光機構において、前記角度選択反射手段は、増角性を有し、前記角度増加反射手
段から反射され、前記角度選択反射手段に入射した光をその入射角よりも大きい角度で反
射することが好ましい。前記角度選択反射手段は、屈折性を有し、前記角度選択反射手段
を透過する光に対し、その入射角よりも大きな角度で屈折させることが好ましい。
【００１１】
　また、前記角度増加反射手段は、角度選択性を有し、第２閾値角度以上の入射角で入射
する光を反射し、前記第２閾値角度より小さい入射角で入射する光を透過することが好ま
しい。前記角度選択反射手段又は前記角度増加反射手段は、偏向性を有し、前記角度選択
反射手段又は前記角度増加反射手段に入射する光の進行方向を偏向させて透過又は反射す
ることが好ましい。前記角度選択反射手段及び前記角度増加反射手段は、波長選択性を有
し、所定の波長範囲の光を透過することが好ましい。
【００１２】
　さらに、前記角度増加反射手段は、平坦なホログラフィック光学素子を含み、前記平坦
なホログラフィック光学素子が、前記角度選択反射手段からの光をその入射角よりも大き
い角度で反射してもよい。前記角度増加反射手段は、反射膜、誘電体多層膜ミラー又は反
射型ホログラフィック光学素子の傾斜面を含み、前記傾斜面が、入射した光をその入射角
よりも大きい角度で反射するように設けられてもよい。
【００１３】
　さらに、上記集光機構は、ガラスの表面に前記角度選択反射手段を設け、前記ガラスの
裏面に前記角度増加反射手段を設け、前記ガラスの端部に光を伝搬させて集光するもので
あってもよい。また、前記角度選択反射手段が前記ガラスの表面それ自体であってもよい
。
【００１４】
　前記角度選択反射手段は、平坦なホログラフィック光学素子又は誘電体多層膜を含み、
前記平坦なホログラフィック光学素子又は誘電体多層膜は、前記第１閾値角度以上の入射
角の光を反射し、前記第１閾値角度よりも小さい入射角の光を透過してもよい。前記角度
選択反射手段は、誘電体多層膜ミラー又は反射型ホログラフィック光学素子の傾斜面を含
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み、前記傾斜面が、前記角度増加反射手段からの光をその入射角よりも大きい角度で反射
するように設けられてもよい。
【００１５】
　本発明の太陽光発電装置は、上記いずれかの集光機構を備え、前記集光機構によって集
光した光を受光し、発電する太陽電池セルを備える。
【００１６】
　本発明の集光機構を備える窓構造は、間隙をあけて平行に配置された二枚のガラスと、
前記二枚のガラスの一方に、所定の閾値角度以上の入射角の光を反射し、所定の閾値角度
よりも小さい入射角の光を透過する角度選択反射手段を設け、前記二枚のガラスの他方に
、前記角度選択反射手段からの光をその入射角よりも大きい角度で反射する角度増加反射
手段を設け、前記角度増加反射手段が、前記角度選択反射手段を透過した光の少なくとも
一部を、前記第１閾値角度以上の角度で反射し、前記角度選択反射手段が、前記角度増加
反射手段によって反射された前記第１閾値角度以上の角度の光を反射し、前記角度選択反
射手段と前記角度増加反射手段との間で光を伝搬させて集光する。
【００１７】
　上記窓構造において、前記角度選択反射手段は、平坦なホログラフィック光学素子又は
誘電体多層膜であり、前記一方のガラスの間隙側に貼付又は蒸着されてもよい。また、前
記角度選択反射手段は、誘電体多層膜ミラー又は反射型ホログラフィック光学素子の傾斜
面を含み、前記傾斜面が、前記角度増加反射手段からの光をその入射角よりも大きい角度
で反射するように設けられてもよい。
【００１８】
　また、前記角度増加反射手段は、平坦なホログラフィック光学素子であり、前記他方の
ガラスの間隙側に貼付又は蒸着されてもよい。前記角度増加反射手段は、反射膜、誘電体
多層膜ミラー又は反射型ホログラフィック光学素子の傾斜面を含み、前記傾斜面が、前記
角度選択反射手段からの光をその入射角よりも大きい角度で反射するように設けられても
よい。
【００１９】
　上記窓構造は、前記角度増加反射手段及び前記角度増加反射手段によって所定の方向へ
集光する光を受光し、発電する太陽電池セルを備えることが好ましい。
【００２０】
　本発明の機能性窓ガラスは、複数の傾斜面が繰り返し配置された反射膜、誘電体多層膜
ミラー又は反射型ホログラフィック光学素子を封入し、入射した光をその入射角よりも大
きい角度で反射する増角性を持たせたものである。
【００２１】
　上記機能性窓ガラスにおいて、所定の閾値角度よりも大きい入射角の光を反射し、前記
閾値角度よりも小さい入射角の光を透過する角度選択性を持った平坦なホログラフィック
光学素子又は誘電体多層膜を封入することが好ましい。
【００２２】
　本発明の機能性窓ガラスを製造する方法は、所定の傾斜角を有する複数の傾斜面が繰り
返し配置された表面形状を有するガラス基材を準備し、前記ガラス基材に形成された複数
の傾斜面に、誘電体多層膜を蒸着し、前記蒸着した誘電体多層膜に光学接着剤を塗布して
、平板ガラスを接着し、入射した光をその入射角よりも大きい角度で反射する増角性を持
たせる。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、角度選択反射手段及び角度増加反射手段を用いることによって、簡易
な構成の集光機構を実現することができる。また、かかる集光機構を用いた高効率の太陽
光発電装置を構成することができる。また、かかる集光機構を窓構造に配置することによ
って、高効率の集光機能を備えた窓構造を提供することができる。かかる窓構造の集光機
構のための機能性窓ガラスを提供することができる。その他の効果については、発明を実
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施するための形態において述べる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の集光機構の概略構成図
【図２】第１の実施形態の二重の窓構造の概略構成図
【図３】第１の実施形態の三重の窓構造の概略構成図
【図４】角度増加反射手段の機能を示す説明図
【図５】第２の実施形態の窓構造及びそれに用いられる窓ガラスの概略構成図
【図６】第２の実施形態の窓構造の別の例
【図７】鋸歯型の誘電体多層膜を含む機能性窓ガラスを作製する方法の例
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。ただし、本発明は、以下の
例に限定されるものではない。
【００２６】
　［集光機構の構成］
　図１は、本発明の集光機構の概略構成図である。本発明の集光機構２０は、角度選択反
射手段３と角度増加反射手段５とを備え、各手段は間隙をあけて配置される。本発明の集
光機構２０は、光源１００からの光を角度選択反射手段３の表面（受光面）で受け、角度
選択反射手段３の受光面を透過した光の少なくとも一部を当該機構内の間隙に閉じ込め、
その間隙内を端縁に向けて光を伝搬させることで、集光機構２０の端縁において集光させ
る機構である。本発明の集光機構２０は、集光した光を、太陽光発電のための光電変換手
段（太陽電池セル１０）に供給することができる。ただし、これに限定されない。本発明
の集光機構２０は、集光した光を、光から熱エネルギーに変換可能な手段（例えば、ヒー
トパイプなど）に供給してもよいし、照明のための手段に供給してもよい。また、集光機
能を備えた導光板として利用することもできる。
【００２７】
　以下、本明細書においては、集光機構２０又は集光機構２０を備える太陽光発電装置１
などの光源１００側を表側、光源１００とは反対の方向を裏側という。また、本明細書に
おいては、集光機構２０の寸法を高さ、幅及び厚さで表わしたときの高さ×幅によって規
定される平面を基準とし、その平面の法線Ｎに対して、後述する閾値角度θth、入射光又
は出射光θn（ｎ＝１，２，３，４・・・）、方位角、増角角度α、傾斜角度βなどの角
度を規定する。
【００２８】
　本発明の集光機構２０は、窓構造と一体に配置されることが好ましい（図２参照）。こ
こで窓構造とは、住宅、ビル、各種施設の外部と接する面に窓として組み込まれるものや
、乗り物（車、電車など）の窓部に取付けられるものであり、開閉可能な構造及び固定の
構造を含む。ただし、これに限定されない。本集光機構２０は、換気、採光を目的としな
いもの、例えば、移動可能な衝立、間仕切りなどに適用してもよい。また、建築物の壁材
又は屋根材として適用することもできる。さらに、通常の太陽光発電用のパネルとして用
いられるものも含む。本集光機構２０は、壁に垂直に配置することもできるし、屋根、屋
上、地面などに、斜めに又は水平に配置することもできる。また、本集光機構２０は、屋
外に接する部分だけでなく、室内、屋内、商業施設内などに配置してもよい。本発明の集
光機構２０は、角度選択反射手段３と角度増加反射手段５とを略平行に配置されることが
好ましいが、必ずしも両者が平行である必要はない。図１において集光機構２０は、角度
選択反射手段３も角度増加反射手段５も平板状であり、全体的な形状としても平板状であ
るが、各構成を歪曲させてもよく、例えば、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５
を同じ方向に歪曲させて、アーチ状の屋根材や曲面の壁材として利用することもできるし
、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５の何れか一方だけを歪曲させてもよいし、
角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５を反対方向に歪曲させてもよい。
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【００２９】
　図１では、光源１００は太陽として例示しているが、これに限定されず、太陽光以外の
光（例えば、照明）を用いることもできる。また、本発明の集光機構２０は、光源１００
からの光の照射量が小さくても、光源１００からの光を集光機構の受光面（角度選択反射
手段３の表面全体）で受光し、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５によって効率
的に集光することができるので、南東乃至南西以外の向きや屋内などに配置することもで
きる。この場合、太陽などからの光を光ファイバー又はミラーによって導く構成としても
よい。
【００３０】
　角度選択反射手段３は、第１閾値角度θth（好ましくは、３０～７０°の範囲のうちの
一つ）と同じかそれよりも大きい入射角で入射する光を反射し、第１閾値角度θthより小
さい入射角θ1で入射する光を透過する角度選択性を有するものである。角度選択反射手
段３は、光源１００側からの光の少なくとも一部を透過し、角度増加反射手段５との間隙
に光を入射させる機能と、角度増加反射手段５側からの光の少なくとも一部を反射させて
間隙内に光を閉じ込める機能を有する。このために角度選択反射手段３は角度選択性を具
備しており、光源１００側から第１閾値角度θthより小さい入射角θ1で角度選択反射手
段３に入射した光を透過させて間隙内に光を入射させ、角度増加反射手段５によって角度
が増加した光のうち、第１閾値角度θth以上の光を反射させることで、間隙内に光を閉じ
込めるのである。なお、角度選択反射手段３は、光源１００側からの光だけでなく、角度
増加反射手段５からの光についても、その入射角が第１閾値角度θthよりも大きければ反
射し、小さければ透過する。このため、後述する角度増加反射手段５によって、角度選択
反射手段３への入射角が第１閾値角度θthよりも大きくなった光を閉じ込めることができ
る。
【００３１】
　角度選択反射手段３は、角度選択性のほか、さらに、波長選択性、屈折性、増角性、偏
向性の一つ又は複数を有してもよい。角度選択反射手段３に波長選択性を持たせた場合は
、所定の波長範囲の光のみを透過又は反射させ、その他の波長の光を反射又は透過させる
ことができ、例えば、可視光の光を透過させることで窓の一部として使用し、その他の波
長の光を反射させて集光することもできる。角度選択反射手段３に屈折性を持たせた場合
、透過する光を屈折させることができ、例えば、光源からの光を透過する際、角度θ1で
入射する光を角度θ1より大きな角度に屈折させる（図２参照）。このように構成すると
、後述する角度増加反射手段５の増角角度が小さく設定される場合でも、角度増角反射手
段によって反射され角度選択反射手段３に入射する光の入射角が、所定の第１閾値角度θ

thを超えることが容易となるので、集光率を高めることができる。また、角度選択反射手
段３に増角性を持たせた場合、角度増加反射手段５から角度θ2で角度選択反射手段３に
入射する光は、角度θ2より大きな角度で反射させることができる。また、角度選択反射
手段３に偏向性を持たせた場合、透過する光を予め定めた方向に偏向させることができ、
例えば、方位角（東西南北の方向）が斜めの入射光に対して、方位角を法線方向に偏向さ
せて透過させたり、入射角が小さい光（例えば垂直の光）について透過光に大きな角度を
付けたりすることができ、集光率を高めることができる。
【００３２】
　角度選択反射手段３の機能は、ホログラムによって実現することができる。ホログラム
は、二つの光（一般的には物体光と参照光と呼ばれる）の干渉パターンを記録したもので
あり、一方の光をホログラムに照射することによって他方の光を回折によって再生するこ
とができる。また、記録する際の二つの光の向きによって、反射型（二つの光がホログラ
ムに対して反対の面から入射）とすることも透過型（二つの光がホログラムに対して同一
面側から入射）とすることもできる。このため、一方の光として特定の角度範囲の光を選
択し、他方の光として必要な所定方向の光を選択することにより、特定の角度範囲の光が
照射された際に、所定方向の反射光又は透過光を再生させることができ、角度選択性を持
たせることができる。また、一方の光の入射角と他方の光の入射角を異ならせることで、
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屈折性を持たせることもできる。さらに、一方の光の進行方向と他方の光の進行方向とを
異ならせること、例えば方位角において異ならせれば、偏向性を持たせることもできる。
さらに、ホログラムは、同一の位置に異なる性質のホログラムを多重記録することもでき
、例えば、同一の位置において、角度選択性の角度範囲が異なる複数のホログラムを多重
記録させたり、透過型のホログラムと反射型のホログラムとを多重記録させたりすること
もできるのである。なお、ホログラムは、その回折効率に応じて回折する光の強度が異な
る。
【００３３】
　また、角度選択反射手段３の機能は、反射面、例えば、誘電体多層膜ミラー、屈折率の
異なる媒質間の境界面（例えばガラスの表面それ自体）などによって実現することもでき
る。誘電体多層膜ミラーは、所望の波長の１／４の厚みを有する屈折率の高い誘電体の薄
膜と屈折率の低い誘電体の薄膜とを交互に積層したものであり、各層の境界面からの反射
光が相加的に重なって、高い効率の反射を実現することができる。屈折率の大きい媒質か
ら小さい媒質へ光が進むとき、入射角が臨界角より大きい光は境界面で全反射されること
から、臨界角を閾値角度とする角度選択反射手段を境界面として機能させることができる
。ただし、屈折率の小さい媒質から屈折率の大きい媒質へ光が進む場合には、全反射は生
じない。境界面として、ガラスの表面それ自体を使用することもでき、ガラス内の屈折率
とガラス外の空気等の屈折率との比によって定まるガラスの臨界角が閾値角度となり、ガ
ラス表面は、ガラス内からの光の入射角が、臨界角よりも大きい場合は全反射してガラス
外には透過せず、臨界角よりも小さな場合はガラス外に透過する。ただし、この方法では
、ガラス内に光を閉じ込めることになるので、ガラスの材質にもよるが、ガラス内で光が
減衰するため、光を長距離伝搬させることができず、大型の集光機構を実現するのは難し
い。このため、角度選択反射手段と角度増加反射手段との間隙は、ガラスなどの媒質では
なく、空気であるほうが好ましい。
【００３４】
　ホログラムと反射面との違いは、ホログラムでは、光が回折効果によって透過又は反射
した際に、所定の角度αだけ変化させることが可能（変化させないことも可能）であるの
に対し、反射面（反射ミラー、誘電体多層膜ミラーなどを含む）では、常に反射面への入
射角と同じ角度で反射される点で異なるものである。ホログラム及び反射膜を合わせて使
用することもできる。
【００３５】
　具体的には、角度選択反射手段３は、例えば、ホログラフィック光学素子（Ｈｏｌｏｇ
ｒａｐｈｉｃ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ：以下、単に「ＨＯＥ」と記載すること
もある）、誘電体多層膜、及び適宜の透過率が設定された補助反射層（ハーフミラー）を
含んでもよい。ＨＯＥ、誘電体多層膜、補助反射層などは、平板状のものを用いても、フ
ィルム状のものを用いてもよい。窓構造を構成するガラス上に感光材料を塗布してホログ
ラフィック光学素子を形成してもよい。フィルム状のＨＯＥは、加工も容易であり、窓ガ
ラスに貼付することができるので好ましい。また、誘電体多層膜も、適宜の種類を使用す
ることができるが、ガラスの表面及び裏面の少なくとも一方に、蒸着して形成してもよい
。さらに、ＨＯＥ、誘電体多層膜、補助反射層などは、ガラス内に封入して形成してもよ
い。なお、本明細書では、説明のため、窓の材料を単にガラスと記載しているが、これに
限定されるものではない。他に樹脂材料で構成されてもよく、少なくとも一部の波長にお
いて透光性を有する材料であればよい。
【００３６】
　角度増加反射手段５は、ある方向（図１では下方向：以下「増角方向」）について、入
射角よりも大きな反射角で光を反射するものであり、角度増加反射手段５によって、第１
閾値角度θthよりも小さい入射角θ1で角度選択反射手段３を透過した光の少なくとも一
部を、入射角θ1よりも大きい角度θ2で反射する増角性を有し、その増角性によって、入
射した光を第１閾値角度θthよりも大きな入射角θ1の光として角度選択反射手段３に入
射させる。
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【００３７】
　角度増加反射手段５には、増角性のほか、さらに、角度選択性、波長選択性、偏向性の
一つ又は複数を有してもよい。角度増加反射手段５に角度選択性を持たせた場合は、法線
Ｎに対して所定の第２閾値角度φth（好ましくは２０～４０°の範囲の一つ）より大きな
角度で入射する光を反射させ、所定の第２閾値角度φthより小さな角度で入射する光を透
過させることができる。この場合、光源１００からの光の少なくとも一部が集光機構の裏
側へ透過するため、外景を視認することができ、採光も可能な窓の一部として使用するこ
とができる。また、角度増加反射手段５に波長選択性を持たせた場合は、所定の波長範囲
の光のみを透過又は反射させ、その他の波長の光を反射又は透過させることができ、例え
ば、可視光の光を透過させることで窓の一部として使用し、その他の波長の光を反射させ
て集光することもできる。ただし、外景の視認、採光を目的とせずに、単なる集光機構と
して使う場合は、角度増加反射手段５は、角度選択性及び波長選択性を持たない全反射ミ
ラーで構成してもよい。角度増加反射手段５に偏向性を持たせた場合、透過する光を予め
定めた方向に偏向させることができ、例えば、方位角（東西南北の方向）が斜めの入射光
に対して、方位角を法線方向に偏向させて反射させたり、入射角が小さい光（例えば垂直
の光）について反射光に大きな角度を付けたりすることができ、集光率を高めることがで
きる。
【００３８】
　角度増加反射手段５の機能は、反射面（角度選択性の有無を問わない）及び／又はホロ
グラムによって実現することができる。法線に対して傾斜角を有する反射面を設けた場合
、入射光は、反射した際に、所定の角度αだけ変化して出力される（増角性）。また、ホ
ログラムを使用した場合も、入射光は、その回折効果によって所定の角度αだけ変化して
反射させることができる（増角性）。
【００３９】
　具体的には、角度増加反射手段５は、例えば、ＨＯＥ、傾斜した誘電体多層膜、傾斜し
た反射膜を含んでもよい。また、適宜の透過率が設定された補助反射層と組み合わせて使
用してもよい。ＨＯＥは、平板状のものを用いても、フィルム状のものを用いてもよい。
窓構造を構成するガラス上に感光材料を塗布してホログラフィック光学素子を形成しても
よい。フィルム状のＨＯＥは、加工も容易であり、窓ガラスに貼付することができるので
好ましい。誘電体多層膜又は反射膜も、適宜の種類を使用することができるが、ガラスの
表面及び裏面の少なくとも一方に、蒸着あるいは塗布によって形成してもよい。さらに、
ＨＯＥ、誘電体多層膜、反射膜などは、ガラス内に封入して形成してもよい。
【００４０】
　このように、本発明の集光機構２０では、角度選択反射手段３の表面に第１閾値角度θ

thより小さい角度θ1で入射した光を透過し、角度選択反射手段３の裏面において、角度
増加反射手段５によって閾値角度θthより大きい角度θ2で反射させ、角度選択反射手段
３の裏面に角度θ2で入射した光を反射させることができるので、集光機構内に一度取り
込んだ光を角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との間で反射させながら所定の増角
方向へ伝搬させることができる。すなわち、本発明の集光機構は、受光面（角度選択反射
手段３の表面全体）に入射する光を効率的に集光させることができる。
【００４１】
　ここで、本発明の集光機構２０の角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５の機能を
簡単に説明するため、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５の概念図を図４に示し
た。
【００４２】
　角度選択反射手段３は、少なくとも角度選択性を有し、所定の第１閾値角度θthよりも
大きな角度で入射する光を反射し、所定の閾値角度θthよりも小さい角度で入射する光を
透過する反射ミラーとして表わすことができる。角度増加反射手段５は、少なくとも増角
性を有し、角度θ1で入射した光を、その角度θ1よりも角度αだけ大きい角度θ2で反射
する。角度増加反射手段５は、角度選択反射手段３の法線Ｎに対して傾斜角βを持った反
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射ミラーとして表わすことができる。この場合、増角角度αは、α＝（９０°－β）×２
として表わすことができる。
【００４３】
　図４において、角度選択反射手段３を透過する初回入射角θ1（ただしθ1≧０とする）
の光が、角度増加反射手段５によって、第１閾値角度θthよりも大きい角度で反射される
ためには、角度選択反射手段３の第１閾値角度θthと想定する初回入射角θ1に対して、
増角角度αはα＞θth－θ1の範囲に設定することが好ましく、すなわち、（９０°－β
）×２＞θth－θ1の範囲が好ましい。したがって、角度増加反射手段５の傾斜角βの上
限は、θth－θ1が最大となるθ1＝０を想定すると、β＜９０°－（θth÷２）の関係で
設定することができる。ただし、図２に示すように、角度選択反射手段３に屈折性を持た
せた場合、角度選択反射手段３は、光源からの光を透過させる際、入射角θ1より大きい
角度θ2で出射することもできる。この場合、α＞θth－θ2の範囲に設定することもでき
る。
【００４４】
　このように、角度増加反射手段５は、所定の傾斜角βで配置された増角性を有する反射
ミラーと等価なものとして、簡単に構成することができる。さらに言えば、本集光機構２
０は、角度選択性を持つ反射ミラーと傾斜した反射ミラーを用い、一方の反射ミラーを所
定の傾斜角βで他方の反射ミラー側に傾けて配置するだけで、簡単に構成することができ
る。したがって、本集光機構２０は、広い空間に設置する場合、図４に示すように断面略
三角形または台形の態様で、複数を配列して使用することもできる。
【００４５】
　しかしながら、省スペースが求められる場合、傾斜角βが８５°（増角角度αが１０°
に相当する）程度である反射ミラーであっても断面略三角形の態様で使用することが難し
いことがある。例えば、傾斜した反射ミラーをそのまま窓構造４０に配置すると、連続す
る反射ミラーの傾斜面が厚さ方向において、窓構造４０の厚さ（例えば、汎用品のペアガ
ラスの場合、ペアガラス間の間隙は６ｍｍ又は１２ｍｍ）よりも大きくなるため実現する
ことは困難である。このため、反射ミラーを細分化して、傾斜面を不連続に配置させる（
例えば、断面鋸歯型に形成する）ことにより、薄い窓構造やガラス中に反射ミラー９によ
る角度増加反射手段５を構成してもよい。かかる断面鋸歯型の構成については、図５乃至
図７を用いて後述する。
【００４６】
　［光の伝搬経路］
　次いで、以下に、図１又は図４を用いて、光源１００からの光が集光機構２０に入射し
てから太陽電池セル１０で受光されるまでの光路について説明する。光源１００からの光
は、一日の中で仰角及び方位角が変化するが、ここでは、簡単のため、光源１００からの
光は、集光機構２０の法線Ｎを含み地面に対して垂直な面（以下、基準面という。）にお
いて仰角θ1をもって照射されるものとして取り扱う。
【００４７】
　また、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５への入射又はそれからの反射につい
ては、簡単のため、上記基準面内にあるものとする。ただし、光源１００から光の照射の
態様、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５における入射と反射の態様は、これに
限定されない。実際には、光源１００からの光は、周囲からの反射を含めて、あらゆる方
向から伝搬するものである。また、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５における
入射と反射の方向は同一面内でなくてもよく、窓構造４０の配置（光源１００に対する向
き）、窓構造４０に対する太陽電池セル１０の位置などに応じて、かかる入射と反射との
関係を規定すればよい。
【００４８】
　はじめに、光源１００からの光が法線Ｎ（水平）から第１閾値角度θthより小さい仰角
θ1で本集光機構２０に入射すると、入射光は角度選択反射手段３を透過し、角度θ1で角
度増加反射手段５に入射する。次いで、角度増加反射手段５に角度θ1で入射した光は、
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角度増加反射手段５の増角性によって、角度θ1よりも大きい角度θ2で反射する（１回目
の反射）。
【００４９】
　次いで、角度選択反射手段３にθ2で入射した光は、角度θ2が角度選択反射手段３の第
１閾値角度θthより大きいので、角度選択反射手段３によって角度θ2で反射される（２
回目の反射）。なお、角度選択反射手段３に増角性を持たせると、２回目の反射では、反
射角は、入射角θ2よりも大きくなる。そして、角度増加反射手段５に角度θ2で入射した
光は、角度増加反射手段５の増角性によって、角度θ2よりも大きい角度θ3で反射する（
３回目の反射）。
【００５０】
　このように、角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との間で、光は、反射角を増し
ながら、反射を繰り返して所定の方向へ伝搬し、最終的には、太陽電池セル１０に入射す
る。
【００５１】
　図１又は図４の場合、増角角度αは、角度θ2と角度θ1との差、角度θ3と角度θ2との
差、又は角度θ4と角度θ3との差である。増角角度αは、常に一定の角度（例えば１０°
）であってもよいし、初回入射時の角度θ1の値、光の波長又は光の方位角などによって
異なる角度（例えば、５°、１０°又は１５°など）となるように設定されてもよい。後
者の場合はホログラムを用いて実現できる。
【００５２】
　また、角度増加反射手段５に角度選択性を持たせた場合、所定の第２閾値角度φthより
大きい角度で入射する光は反射され、それより小さい角度で入射する光は透過する。すな
わち、角度増加反射手段５の第２閾値角度φthより大きな角度で入射する光を発電に用い
、第２閾値角度φthより小さな角度で入射する光を室内に向けて透過させる。このため、
光源からの光の少なくとも一部は屋内側へ伝搬することができ、外景の視認性及び採光性
を確保することができる。角度増加反射手段５の第２閾値角度φthは、室内側へ到達する
光量、外景の視認性、窓構造が配置される環境に応じて適宜設定してよい。
【００５３】
　角度選択反射手段３又は角度増加反射手段５は、光源１００からの光のすべての波長帯
を使用してもよいし、波長選択性を有し、太陽電池セルの性能、種類に応じて、発電に適
した波長帯の光を選択的に使用するように構成してよい。例えば、一般的なアモルファス
シリコン型の太陽電池を使用するのであれば、おおよそ４００～７００ｎｍの範囲の波長
を選択してもよい。また、所望の室内環境に応じて、紫外線領域又は赤外線領域の光を遮
断するように構成してもよい。角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５の波長選択範
囲は、室内側へ到達する光の種別、光量、外観の景色の視認性を、窓構造が配置される環
境に応じて適宜設定してよい。
【００５４】
　角度選択反射手段３又は角度増加反射手段５に使用されるＨＯＥは、入射方向からの物
体光と出射方向からの参照光との干渉によってホログラム記録媒体へ露光形成することが
可能である。その際、露光に使うレーザーの波長を選択することにより波長選択性を持た
せることが可能である。また、物体光と参照光をそれぞれ平行光で干渉させるだけでなく
、収束光や発散光及び平行光など波面を制御した組み合わせで干渉させることにより、入
射方向が変化した際にも角度の増加を行えるようにすることが可能である。
【００５５】
　太陽電池セル１０は、集光機構２０の所定の増角方向（図１では下側）に配置されるか
、増角方向に集光した光を伝搬させた位置に配置され、角度選択反射手段３と角度増加反
射手段５との間を伝搬する光を受光し、その受光した光エネルギーを電力に変換する。太
陽電池セル１０としては、例えば、シリコン薄膜（結晶シリコン、多結晶シリコン、微結
晶シリコン等）を用いたもの、III－Ｖ族系、ＣｄＴｅ系、ＣｌＧＳ系の無機化合物を用
いたもの、導電性ポリマーやフラーレン等の有機化合物を用いたもの、及び色素増感型な
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どの各種形態のものを使用することができる。太陽電池セル１０は、単一のセルでもよい
し、複数のセルを連接して使用してもよい。
【００５６】
　太陽電池セル１０は、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５の周辺の少なくとも
一部において、角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との間の間隙からの光が光電変
換層に入射可能に設けられている。太陽電池セル１０は、集光機構の下側に配置されるこ
とが好ましいが、これに限定されない。光源１００と集光機構２０との位置関係に応じて
、集光機構２０の左右側、又は上側部に配置されてもよい。集光機構２０の内部又は外部
において角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との間の間隙に接するように配置すれ
ばよい。さらに、角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との間の間隙から離隔した位
置に配置してもよい。この場合、角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との間の間隙
から太陽電池セル１０まで光を伝搬する導光手段（導光板、光ファイバーなど）を設ける
ことで、太陽電池セルの配置は集光機構近傍に限定されず、自由に設計することが可能と
なる。
【００５７】
　このように、本集光機構によれば、角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との間で
、光の反射角を増しながら太陽電池セル１０に導光させることができるので、太陽光のエ
ネルギーを集約して無駄なく活用し、効率的な発電を行うことができる。
【００５８】
　本集光機構は、太陽光発電のために、略平行な平板の態様、又は断面三角形の態様で、
地表面、施設の壁面又は屋上、高速道路及び鉄道などの防音壁に連続的に配置してするこ
とができる。また、太陽への追従装置と組み合わせて、本集光機構の受光面に垂直に太陽
光を受けるように構成することもできる。
【００５９】
　また、本集光機構は、窓構造において、一枚の窓ガラスの両面に角度選択反射手段３と
角度増加反射手段５とを配置してもよい。具体的には、窓ガラスの表面に、例えばフィル
ム状の角度選択反射手段３を設け、窓ガラスの裏面に、フィルム状の角度増加反射手段５
を設けて、窓ガラスの端部に太陽電池セル１０を設けてもよい。窓ガラスに入射した光は
、角度選択反射手段３を透過し、角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との間のガラ
ス媒質を伝搬し、太陽電池セル１０に到達する。さらに、前述したように、角度選択反射
手段３は、ガラス表面それ自体として構成することもできる。ガラス表面は、一種の角度
選択性を備えるので、所定の閾値角度より大きい角度で入射する光源からの光を反射し、
所定の閾値角度より小さい角度で入射する光を透過する。また、ガラス媒質の屈折率を適
宜設定すれば、例えば、光源からの光が低仰角で窓ガラスに入射する際、その入射光を、
所定の角度選択範囲内の角度で屈折させて角度増加反射手段に入射させることもできる。
すなわち、屈折性を有するものとすることもできる。
【００６０】
　さらに、本集光機構は、二重ガラス（ペアガラス）の内部（間隙）に角度選択反射手段
３と角度増加反射手段５とを配置してもよい。二重ガラスの間隙において、光源からの光
は空気中を伝搬するので、一枚ガラスのガラス媒質中を伝搬する場合よりも伝搬損失が少
なく、高効率の集光を実現できる。さらに、二重ガラスの間隙は環境条件が安定しており
劣化しにくく、外部からの物理的な力によって破損することも防止できる。
【００６１】
　加えて、本集光機構は、三重ガラスにも適用することができる。以下、本発明の集光機
構を二重ガラス及び三重ガラスの窓構造に適用した形態について説明する。
【００６２】
　［実施形態１］
　図２は、第１の実施形態の集光機構を備える二重の窓構造の概略構成図である。図２に
おいて、窓構造４０Ａは、住宅、ビルなどの建築物の壁面に略垂直に配置されている。説
明のため、光源１００の方向を屋外側、それとは反対の方向を屋内側という。また、屋外
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側から観て、窓構造の鉛直上を上側、鉛直下を下側、水平右を右側、水平左を左側という
。本実施形態の窓構造４０Ａは、窓枠２２、屋外側の窓ガラス２４、及び屋内側の窓ガラ
ス２６を備え、窓ガラス２４と窓ガラス２６との間隙に集光機構２０を含み、集光機構２
０によって導光される光を受光可能な適宜の位置（例えば、角度選択反射手段３及び角度
増加反射手段５の間隙に接する位置）に太陽電池セル１０を備えてもよい。窓構造４０Ａ
は、屋外側から、窓ガラス２４、角度選択反射手段３（３２、３４）、角度増加反射手段
５（５２、５４）、窓ガラス２６の順で配置される。
【００６３】
　なお、本明細書では、説明のため、窓の材料を単にガラスと記載しているが、これに限
定されるものではない。他に樹脂材料で構成されてもよく、少なくとも一部の波長におい
て透光性を有する材料であればよい。
【００６４】
　太陽電池セル１０は、窓構造４０の内部の下側に配置されることが好ましい。ただし、
これに限定されず、下側に代えて、または下側に加えて、左右両側又は上側に太陽電池セ
ル１０を配置してもよいし、窓構造４０Ａの外部（例えば建築物側）に配置してもよい。
太陽電池セル１０は、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５によって導光される光
を受光可能な適宜の位置に配置すればよい。
【００６５】
　また、窓構造４０Ａは、太陽電池セル１０で発電した電気を取り出すための電力出力手
段を設けることが好ましい。電力出力手段として電源コネクタ１２を設けてもよいし、非
接触式の電力出力手段を設けてもよい。電源コネクタ１２は、太陽電池セル１０によって
光電変換されて発生した電力を出力する。電源コネクタ１２は、窓構造の左右の一端にオ
ス型を、他端にメス型を設け、隣接して配置される他の窓構造に設けられた電源コネクタ
と相互に接続可能に構成されてもよい。さらに、外部装置（例えば、電力制御装置、蓄電
装置、電力供給先の装置など）にケーブルなどを介して接続可能に構成されることが好ま
しい。電力制御装置（図示省略）は、直流／交流変換の機能を有してもよく、室内への交
流電力の供給、電力販売などを行ってもよい。
【００６６】
　また、太陽電池セル１０の温度上昇による影響を低減するため、太陽電池セル１０に接
して放熱部材２８を設けることが好ましい。例えば、放熱部材２８として窓構造のアルミ
フレーム等を利用してもよいし、別途、熱伝導性の高い材料の放熱部材２８を太陽電池セ
ル１０に接して設けてもよい。
【００６７】
　また、窓構造４０Ａの内部の上側及び左右側には、反射ミラー２１が設けられることが
好ましい。反射ミラー２１は、樹脂、ガラス、アルミ又はステンレスの鏡面研磨したもの
などを適宜組み合わせてよい。また、窓構造４０Ａのフレーム内面を鏡面研磨して反射ミ
ラーとしてもよい。反射ミラーによって、いったん集光機構２０に導光された光が、上側
又は左右側からは外部に漏れることがないので、太陽の光を効果的に集光することができ
る。さらに、窓構造４０Ａの内部には、吸湿剤（図示省略）が載置されてもよい。これに
よって、密閉された窓構造の内部空間の湿度の変化が少なくなるため、経年劣化によって
太陽電池セル１０の性能が低下する虞が少ない。
【００６８】
　角度選択反射手段３は、ＨＯＥ３４から構成され、補助反射層３２を含んでもよい。Ｈ
ＯＥ３４は、角度選択性及び屈折性を有し、所定の第１閾値角度θth（例えば７０°）よ
り小さい角度θ1（例えば４５°）で入射する光源１００からの光を、角度θ1より大きい
角度θ2（例えば７０°）で回折して透過し、第１閾値角度θth以上の角度で入射する光
を反射させる。ＨＯＥ３４はフィルム状であり、窓ガラス２４の裏面に塗布又は貼付され
ることが好ましい。
【００６９】
　ＨＯＥ３４は、角度選択性及び屈折性のほか、増角性、波長選択性などの付加が可能で
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複数のホログラムを多重記録可能な体積ホログラムによって構成することが好ましい。ま
た、ＨＯＥ３４に波長選択性を持たせる場合、少なくとも太陽電池セル１０の発電に適当
な特定の波長の光を透過させるように選択波長を設定する。補助反射層３２は、光源１０
０からの光の一部を透過し、屋内側からの光を反射する。本集光機構２０内で上側又は左
右側の反射ミラーを経由して、ＨＯＥ３４に入射する光の角度は、第１閾値角度θthより
小さくなる可能性がある。この場合、入射した光はＨＯＥ３４を透過するが補助反射層３
２によって再び反射され、集光機構２０内で反射を繰り返す。このため、補助反射層３２
を設けることによって、集光効率を向上させることができる。補助反射層３２は、例えば
、誘電体多層ミラー、ハーフミラー、ＨＯＥなどを使用することができる。補助反射層３
２はフィルム状であり、窓ガラス２４の裏面に塗布又は貼付されることが好ましい。
【００７０】
　角度増加反射手段５は、反射型ＨＯＥ５２から構成され、補助反射層５４を含んでもよ
い。反射型ＨＯＥ５２は、その増角性によって角度θ1（例えば７０°）で入射する光を
、その角度θ1より大きい角度θ2（例えば８０°）で回折して反射する。また、反射型Ｈ
ＯＥ５２は、角度選択性を有し、所定の第２閾値角度φth（例えば３０°）より小さい角
度で入射する光を透過させてもよい。反射型ＨＯＥ５２はフィルム状であり、窓ガラスな
どに貼付できることが好ましい。
【００７１】
　また、反射型ＨＯＥ５２は、増角性及び角度選択性を得るために体積ホログラムを使用
することが好ましい。さらに、反射型ＨＯＥ５２は、波長選択性を有し、少なくとも太陽
電池セル１０の発電に適当な特定の波長の光の一部を反射するように構成してもよい。ま
た、反射型ＨＯＥ５２は、入射した光を反射時には増角方向に偏向させる偏向性を有して
いてもよい。
【００７２】
　補助反射層５４は、反射型ＨＯＥ５２を透過した光の少なくとも一部を角度選択反射手
段３へ向けて反射させる。補助反射層５４は、例えば、誘電体多層ミラー、ハーフミラー
などを使用することができる。補助反射層５４の反射率（透過率）は、窓の設置場所及び
向き、室内に必要な明るさ、外界の景色を取り込む必要性などに応じて適宜設定してよい
。
【００７３】
　以下、図２において、光源１００からの光が窓構造４０（集光機構２０）に入射してか
ら太陽電池セル１０で受光されるまでの光路について説明する。
【００７４】
　まず、光源１００からの仰角θ1（例えば、４５°）の光は、補助反射層３２を透過す
る。次いで、ＨＯＥ３４に入射した光は、ＨＯＥ３４の第１閾値角度θth（例えば、７０
°）より小さいので、ＨＯＥ３４を透過する。この際、ＨＯＥ３４の屈折性によってθ1

より大きい角度θ2（例えば、７０°）に回折される。反射型ＨＯＥ５２に角度θ2で入射
した光は、反射型ＨＯＥ５２の増角性によって、角度θ2より増角角度α（例えば、１０
°）だけ大きい角度θ3（例えば、８０°）で回折され、反射する。
【００７５】
　なお、反射型ＨＯＥ５２に角度選択性を持たせた場合、反射型ＨＯＥ５２の第２閾値角
度φthより小さい角度で入射する光は、反射型ＨＯＥ５２で回折せずにそのまま透過する
ことがある。こ場合、透過した光の少なくとも一部は、補助反射層５４で反射されてもよ
く、再び角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との間に導光されてもよい。
【００７６】
　その後、角度θ3でＨＯＥ３４に入射した光は、ＨＯＥ３４の第１閾値角度θthより大
きいので、ＨＯＥ３４によって角度θ3で反射される。なお、ＨＯＥ３４の閾値角度θth

より小さい角度でＨＯＥ３４に入射する光がある場合は、入射した光は、ＨＯＥ３４を透
過することがある。この場合、透過した光の少なくとも一部は、補助反射層３２で反射し
てもよく、反射した光は再びＨＯＥ３４を透過して、角度選択反射手段３と角度増加反射
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手段５との間に導光されてもよい。
【００７７】
　このように、窓構造４０Ａ（集光機構２０）に入射した光は、角度増加反射手段５と角
度選択反射手段３との間で反射を繰り返しながら伝搬する。少なくとも、反射型ＨＯＥ５
２において増角角度αだけ反射の角度が増加するので、最終的には、角度θnは、９０°
近くになり、光がほぼ鉛直下方に伝搬して太陽電池セル１０で受光される。
【００７８】
　ところで、図２では、簡単のため、前述した基準面内における反射を取り扱っているが
、実際には、太陽の光は、周囲からの反射を含めて、あらゆる方向から伝搬してくる。窓
構造の平面に対して斜めの方位角（東西南北の方向）から入射した光についても、入射光
と法線Ｎとを含む平面で見れば、基準面内における伝搬と同様に取り扱うことができ、斜
めから入射した光は、入射の方向に従って反射を繰り返して伝搬する。本実施形態では、
窓構造内部の上側及び左右側に反射ミラー２１が設けられており、上側又は左右側に到達
した光は、この反射ミラー２１によって、適宜の方向へ向かい、再び角度選択反射手段３
と角度増加反射手段５との間に導光され、最終的には、その大部分が太陽電池セル１０に
向かう。
【００７９】
　さらに、ＨＯＥ３４には、多重ホログラムを形成することによって偏向性を持たせるこ
とができ、方位角が斜めの入射光に対して、方位角を変更して透過させることができる。
反射型ＨＯＥ５２にも、多重ホログラムを形成することによって偏向性を持たせることが
でき、反射時の光の方位角を適宜の方向に変更することができる。このようなホログラム
は、方位角が斜めの物体光と異なる方位角の参照光との干渉によって形成することが可能
である。これによって、集光機構内を伝搬する光がより太陽電池セルに集光させることが
できる。
【００８０】
　なお、本実施形態において、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５には、ホログ
ラフィック光学素子を用いたが、これに限定されない。例えば、角度選択反射手段３及び
角度増加反射手段５の一方をホログラフィック光学素子で、他方を誘電体多層膜で構成し
てもよい。また、本実実施形態では、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５は、窓
ガラスに貼付して配置されているが、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５の少な
くとも一方を、図６で後述する態様のように、窓ガラスと一体に（窓ガラスに封入して）
構成してもよい。
【００８１】
　以上説明したとおり、本実施形態の窓構造によれば、光源１００からの光が、二重ガラ
スの窓構造に設けられた集光機構の間隙（角度選択反射手段３と角度増加反射手段５との
間）を反射しながら伝搬し、太陽電池セル１０において受光されるので、太陽光のエネル
ギーを集約して無駄なく活用し、効果的な発電を行うことができる。また、角度選択反射
手段、角度増加反射手段、及び太陽電池セルは、二重ガラスの間隙に配置されるので、周
囲の環境の変化の影響を受けることが少ない。また、物理的な衝撃などによって破損する
虞が少ない。さらに、安価な小型の太陽電池セルを複数並べて配置することもできるので
、コストを低減できる。
【００８２】
　上記実施形態では、太陽光発電装置を二重ガラスの窓構造に適用したが、近年では、防
犯機能を強化する目的の三重ガラスの窓構造も普及している。
【００８３】
　図３は、第１の実施形態の集光機構を備える三重の窓構造の概略構成図である。本例の
窓構造４０Ｂは、窓ガラス２４の屋外側に窓ガラス２３を設け、窓ガラス２３と窓ガラス
２４との間に、角度選択性の補正用の透過型ＨＯＥ３１を設けた点で図２の窓構造４０Ａ
と異なる。その他の構成については図２と同様であるので、詳細な説明は省略する。本例
は、ＨＯＥ３４に設定される所定の第１閾値角度θthより大きい角度で入射する光もさら
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に利用して発電する場合に好ましい。例えば、第１閾値角度θthを７０°に設定した図２
に示す窓構造を作製した場合、低緯度地域又は夏季の高仰角（８０°以上）の太陽の光は
、かかる閾値角度θthを越えるので利用することができない。しかし、本例の角度選択性
の補正用の透過型ＨＯＥ３１によれば、あらかじめ設定された第１閾値角度θthを越える
太陽の光も利用することができる。
【００８４】
　屋外側に配置される補正用の透過型ＨＯＥ３１は、フィルム状であり、最も屋外側の窓
ガラス２３の裏面に塗布又は貼付することが好ましい。補正用の透過型ＨＯＥ３１は、屈
折性を有し、第１閾値角度θthより大きい角度θ0（例えば、８０°）で入射する光を、
その角度θ０より小さい角度θ1（例えば、７０°）で回折して透過する。ＨＯＥ３４に
入射した後の光の伝搬経路については、図２に示したものと同様となる。なお、ＨＯＥ３
４の第１閾値角度θthより小さな角度で入射した光については、補正用の透過型ＨＯＥ３
１をそのまま透過するので、図２に示したものと同様となる。
【００８５】
　さらに、上記のとおり、閾値角度θthを７０°に設定した図２に示す窓構造を作製した
場合、高緯度地域又は冬季の低仰角（例えば、３０°以下）の太陽の光は、角度増加反射
手段５における１回目の反射の際の増角角度αの付与によっては、第１閾値角度θthを超
える値を得られないこともある。この場合、補正用の透過型ＨＯＥ３１は、所定の第１閾
値角度θthよりもかなり小さな角度θO（例えば、２５°）で入射する光を、その角度θO

よりも十分に大きく所定の閾値角度θthに近い角度θ1（例えば、５０°）で回折して透
過してもよい。角度θ1（例えば、５０°）でＨＯＥ３４に入射する光は、ＨＯＥ３４の
屈折性によってさらに大きな角度θ2（例えば、６０°）で出射するので、反射型ＨＯＥ
５２による増角角度αが小さい場合（例えば、１０°）でも、所定の第１閾値角度θthを
超えることができ、ＨＯＥ３４によって反射され、集光機構２０の間隙で伝搬する光とす
ることができる。
【００８６】
　このように、図３の集光機構を備えた窓構造４０Ｂによれば、補正用の透過型ＨＯＥ３
１によって、ＨＯＥ３４の閾値角度θthよりも大きい角度で入射する光についても利用す
ることが可能となる。また、所定の第１閾値角度θthよりもかなり小さな角度θOで入射
する光についても利用することが可能となる。かかる三重窓構造によれば、ＨＯＥ３４に
標準的な（例えば、中緯度地域用の）閾値角度θthを設定して、窓ガラス２４と窓ガラス
２６とのペアによる二重ガラスの窓構造４０Ａを基本構成とし、地域や季節に合わせて、
屋外側の補正用の透過型ＨＯＥ３１を備えた窓ガラス２３を取り換え可能とすることで、
図２に示す窓構造４０Ａに適用した集光機構の基本的な設計を援用して、高緯度又は低緯
度地域用の窓構造４０Ｂを構成することができる。
【００８７】
　［実施形態２］
　上記では、集光機構の角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５に、ホログラフィッ
ク光学素子を用い、かかるホログラフィック光学素子を二重の窓ガラスの間隙に配置した
。本集光機構の角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５は、反射ミラー（誘電体多層
膜ミラー）によっても構成することができ、さらに、かかる反射ミラーを窓ガラス中に封
入することもできる。これによって、集光機能を備える窓構造を構成することができる。
【００８８】
　図５は、第２の実施形態の窓構造及びそれに用いられる窓ガラスの概略構成図である。
本窓構造４０Ｃは、窓枠２２、屋外側の第１の機能性窓ガラス８Ａ、及び屋内側の第２の
機能性窓ガラス９を備える。
【００８９】
　第１の機能性窓ガラス８Ａは、少なくとも角度選択性を備える角度選択反射手段３をガ
ラス中に含む。角度選択反射手段３は、平坦な誘電体多層膜による反射ミラー又はホログ
ラフィック光学素子によって構成される。なお、図５に示す第１の機能性窓ガラス８Ａの
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構成は、単なる例示であってこれに限定されない。ガラス自体の臨界角を利用して、ガラ
ス表面自体を所定の閾値角度以上で入射する光を反射する角度選択反射手段３としてもよ
く、また、誘電体多層膜などからなる角度選択反射手段３をガラス中に設けるのではなく
、ガラス表面に設ける構成としてもよい。
【００９０】
　第２の機能性窓ガラス９は、少なくとも増角性を備える角度増加反射手段５をガラス中
に含む。角度増加反射手段５は、例えば、鋸歯型に形成された誘電体多層膜５３の反射ミ
ラーによって構成される。この誘電体多層膜５３による反射ミラーは、後述する図７に示
すように、一定の傾斜角βで傾斜する複数の傾斜面５６を含む鋸歯型に形成される。なお
、図５に示す第２の機能性窓ガラス９の構成は、単なる例示であって、これに限定されな
い。外景の視認性の良さを考慮しなくてよい場合には、誘電体多層膜５３による鋸歯型の
反射ミラーをガラス中に設けるのではなく、ガラス表面に設ける構成としてもよい。
【００９１】
　なお、図５では鋸歯型に形成された反射ミラーを示したが、不連続に配置させた傾斜面
の形状は、所定の傾斜角の傾斜面が含まれていれば足り、断面鋸歯型に限定されるもので
はなく、周期的又は不定期に傾斜面が配置される形状（例えば三角状の突起が連続した三
角波や周期的に傾斜面が表れる台形波等）としてもよい。
【００９２】
　また、角度増加反射手段５にも、角度選択性を持たせることが好ましい。これにより、
光源からの光の少なくとも一部は第２の機能性窓ガラス９を透過するので、採光性と外景
の視認性を確保することができる。なお、かかる角度選択反射手段３は、鋸歯型の誘電体
多層膜ミラーの代わりに、増角性を実現するような平坦なホログラフィック光学素子を用
いて構成することもできる。
【００９３】
　本窓構造４０Ｃでは、第１の機能性窓ガラス８Ａと第２の機能性窓ガラス９とが集光機
構２０を構成しており、かかる集光機構２０によって導光される光を受光可能な適宜の位
置（例えば、窓構造４０の下側）に太陽電池セル１０を備えてもよい。また、本窓構造４
０Ｃは、外部に配置された太陽電池セルに接続するように構成されてもよい。本窓構造４
０Ｃは、光源からの光を、各機能性窓ガラスの間を伝搬する光として集光可能に構成され
ればよい。
【００９４】
　なお、本実施形態では、閾値角度θth、入射角、反射角などは、角度選択反射手段３又
は角度増加反射手段５の鋸歯型の傾斜面に関わらず、機能性窓ガラス８、９あるいは窓構
造４０の法線Ｎに対して規定するものとする。
【００９５】
　また、第１の機能性窓ガラス８Ａの表面、第２の機能性窓ガラス９の裏面には、各々、
補助反射層３２、５４を配置してもよい。図５では、補助反射層３２は、平坦な角度選択
反射手段３とは別に設けられているが、角度選択反射手段３に接合してガラス中に設けて
もよい。また、補助反射層５４は、鋸歯型の誘電体多層膜５３とは別に設けられているが
、誘電体多層膜５３の傾斜面に接合してガラス中に設けてもよい。
【００９６】
　本窓構造４０Ｃの第１の機能性窓ガラス８Ａと第２の機能性窓ガラス９との間の光の伝
搬経路については、図２に示した伝搬経路と同様であるので、詳細な説明は省略する。
【００９７】
　図６は、第２の実施形態の窓構造の別の例の概略構成図である。図６の窓構造４０Ｄは
、図５に示した第１の機能性窓ガラス８Ａの代わりに、鋸歯型の誘電体多層膜５３による
角度選択反射手段３を含む第１の機能性窓ガラス８Ｂを用いた点で、図５の窓構造４０Ｃ
と異なる。第１の機能性窓ガラス８Ｂは、角度選択性に加えて、増角性を有する。その他
の構成は、図５に示した構成と同様であるので、説明は省略する。
【００９８】
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　ところで、図５に示した第２の機能性窓ガラス９の角度増加反射手段５は、角度選択性
を有し、所定の第２閾値角度φthよりも小さい角度で入射する屋外側からの光を透過する
。第２の機能性窓ガラス９中の角度増加反射手段５は傾斜角β（増角角度α＝（９０°－
β）×２）で傾斜しているので、仮に、屋内側から角度（φth＋α）よりも小さい角度で
光が入射したとすると、入射した光は屋外側に透過する。
【００９９】
　換言すると、第２の機能性窓ガラス９は、屋内側から観れば、閾値角度（θth＝φth＋
α）よりも大きい角度で入射する光を反射し、閾値角度（θth＝φth＋α）よりも小さい
角度で入射する光を透過する角度選択性を持った手段である。
【０１００】
　このため、単に第２の機能性窓ガラス９を裏表反対に用いれば、角度選択反射手段３を
含む第１の機能性窓ガラス８Ｂとして利用することができる。ただし、閾値角度（θth＝
φth＋α）が集光機構として望ましい範囲よりも小さい場合、例えば、φthが３０°程度
、αが５°程度として合計３５°程度となる場合、第１の機能性窓ガラス８Ｂの角度選択
反射手段３の第１閾値角度θthを、角度増加反射手段５の第２閾値φth及び増角角度αに
よって設定される値とは異なるもの（例えば７０°）にしてもよい。
【０１０１】
　図６に示すように、第１の機能性窓ガラス８Ｂ中の角度選択反射手段３（鋸歯型の誘電
体多層膜５３）と、第２の機能性窓ガラス９中の角度増加反射手段５（鋸歯型の誘電体多
層膜５３）とは、各窓ガラスの間の中心線Ｃに対して左右対称であり、その傾斜面５６が
内向き（すなわち、所定の方向（太陽電池セル１０の方向））に傾斜するようにハの字型
に配置される。ただし、これに限定されず、角度選択反射手段３と角度増加反射手段５の
傾斜面の傾斜角が異なるように、すなわち左右対称とならないように構成してもよい。
【０１０２】
　光源１００から第１の機能性窓ガラス８Ｂに斜め上方から入射する光は、誘電体多層膜
５３の傾斜面５６の法線に対して小さな角度で入射するので（窓構造の法線Ｎに対する第
１閾値角度θthよりも小さい）、そのまま第１の機能性窓ガラス８Ｂを透過する。第２の
機能性窓ガラス９の誘電体多層膜５３に第１の角度θ1で入射した光は、誘電体多層膜５
３の傾斜面５６の法線に対して大きな角度を持つので（窓構造の法線Ｎに対する第２閾値
角度φthよりも大きいので）、傾斜角βに対応する増角角度αだけ増した角度θ2（＝θ1

＋α）で反射する。
【０１０３】
　次いで、第１の機能性窓ガラス８Ｂの誘電体多層膜５３に角度θ2で入射する光は、誘
電体多層膜５３の傾斜面５６の法線に対しては、大きな角度を持つため、さらに増角角度
αだけ増した角度θ3（＝θ2＋α）で反射する。このように、各窓ガラスの間に導光され
た光は、第１の機能性窓ガラス８Ｂ、第２の機能性窓ガラス９における誘電体多層膜の傾
斜角βによって、かかる傾斜角βに対応する増角角度αだけ角度を増しながら所定の方向
に伝搬し、最終的には太陽電池セル１０に入射する。
【０１０４】
　なお、本実施形態では、角度選択反射手段３及び角度増加反射手段５として鋸歯型に形
成された誘電体多層膜を窓ガラスのガラスに封入する構成を説明したが、これに限定され
ない。第１の機能性窓ガラス８及び第２の機能性窓ガラス９の少なくとも一方は、誘電体
多層膜に代えて、鋸歯構造に合わせた形状に形成されたホログラフィック光学素子を封入
することによって構成してもよい。さらに、第１の機能性窓ガラス８及び第２の機能性窓
ガラス９の少なくとも一方は、図２に示したような平面的なホログラフィック光学素子を
窓ガラスのガラス部材に封入することによって構成してもよい。
【０１０５】
　図７は、鋸歯型の誘電体多層膜を含む機能性窓ガラスを作製する方法の例である。まず
、図７（Ａ）に示すように、ガラス基材の片面に所定の形状の傾斜面を形成する。ガラス
基材２６Ｂの鋸歯構造は、断面が傾斜角βを有する傾斜面の直角三角形が上下方向に連続
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して配置された構造であり、ガラス基材２６Ｂ表面に左右方向に細長い三角状の溝を繰り
返し設けて形成される。上下方向の傾斜面の長さｌは、１～２０ｍｍの範囲であることが
好ましく、最も肉厚の部分の厚さｄ１は、１～３ｍｍの範囲であることが好ましい。
【０１０６】
　次いで、鋸歯構造が形成されたガラス基材２６Ｂを成膜装置に搬入し、蒸着又はスパッ
タリングによって誘電体の薄膜５５をガラス基材の傾斜面上に形成する。そして、蒸着又
はスパッタリングを繰り返して誘電体の薄膜を積層すると、図７（Ｂ）に示すように、ガ
ラス基材２６Ｂの傾斜面上に誘電体多層膜５３が形成される。
【０１０７】
　誘電体多層膜５３は、所望の波長の１／４の厚みを有する屈折率の高い誘電体の薄膜と
屈折率の低い誘電体の薄膜とを交互に積層したものであり、各層の境界面からの反射光が
相加的に重なって、高い効率の反射を実現することができる。各層の屈折率、厚み、層数
などは、発電に利用する入射光の波長（例えば、４００～７００ｎｍ）などに基づいて適
宜設定してよく、入射光の角度選択範囲又は波長選択範囲を制御することができる。
【０１０８】
　図７（Ｂ）に示す鋸歯型の傾斜面（傾斜角β）を有する誘電体多層膜５３が形成された
ガラス基材は、図４に示した傾斜角βで配置された反射ミラーの機能を有する。図７（Ｂ
）の片面接着の状態でも反射ミラーとして使用できるが、誘電体多層膜５３を外部からの
衝撃などから保護するため、さらにガラス材料などで封入することが好ましい。
【０１０９】
　図７（Ｃ）では、誘電体多層膜５３の鋸歯構造の傾斜面５６が光学接着剤２７によって
平板ガラス２６Ａと接着されて、誘電体多層膜５３は、ガラス中に封入されている。ここ
で、封入とは、誘電体多層膜（角度選択反射手段又は角度増加反射手段）などがガラス材
料中に完全に閉じ込められる態様が好ましいが、誘電体多層膜などの少なくとも一部（例
えば、周辺の端部）が露出する態様も含む。平板ガラス２６Ａの厚さｄ３は、１～３ｍｍ
の範囲であることが好ましく、増角性を有する機能性窓ガラス９の全体の厚さは、３～６
ｍｍの範囲であることが好ましい。これによって、角度増加反射手段５として機能する誘
電体多層膜５３を含む機能性窓ガラスが構成される。
【０１１０】
　図７（Ｃ）の両面接着の態様では、誘電体多層膜５３を含む機能性窓ガラス９の両平面
は平坦であり、表面と裏面とが平行な一枚板であるので、少なくともこの機能性窓ガラス
を透過してくる光の光軸それ自体は屈折することがなく、屋内側から見る屋外の景色に歪
みが生じることが少ない。
【０１１１】
　なお、図７では、増角性を有する角度増加反射手段として、又は増角性を付加した角度
選択反射手段として、鋸歯型の傾斜面を有する誘電体多層膜をガラス中に封入する例を説
明したが、本発明の機能性窓ガラスはこれに限定されない。角度増加反射手段として、鋸
歯型の傾斜面を形成するようにホログラムシートをガラス部材に封入してもよいし、増角
性を実現する平面状のホログラムシートをガラス部材に封入してもよい。さらに、角度選
択手段として、平面状の誘電体多層膜又はホログラムシートをガラス部材に封入してもよ
い。
【０１１２】
　以上説明したとおり、本実施形態によれば、二枚の窓ガラスに集光機構を持たせること
でき、集光機能を有する窓構造を構成することができる。また、集光機構に用いられる機
能性窓ガラスを作製することができる。かかる機能性窓ガラスにおいて、集光機構として
機能する角度増加反射手段及び角度選択反射手段は、ガラス部材に封入されているので、
外部からの物理的な衝撃に強い。また、第１の実施形態の窓構造に比べて、二重ガラスの
間隙を有効に利用することができ、角度選択性を大きく設定することができる。なお、本
明細書では複数の形態について説明したが、本発明の適用範囲は、それぞれの実施形態に
限定されるものではない。例えば、これら複数の形態を組み合せることもできる。
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【符号の説明】
【０１１３】
１　太陽光発電装置
３　角度選択反射手段
５　角度増加反射手段
８　第１の機能性窓ガラス
９　第２の機能性窓ガラス
１０　太陽電池セル
１２　電源コネクタ
２０　集光機構
４０　窓構造

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月26日(2018.3.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１閾値角度以上の入射角の光を反射し、前記第１閾値角度より小さい入射角の光の少
なくとも一部を透過する角度選択反射手段と、入射した光をその入射角よりも大きい角度
で反射する反射型ホログラフィック光学素子とを間隙をあけて配置し、
　前記反射型ホログラフィック光学素子は、入射する光の方位角を変更して反射できる偏
向性を有し、前記角度選択反射手段を透過した光の少なくとも一部を、所定の方向に方位
角を変更して前記第１閾値角度以上の角度で反射し、
　前記角度選択反射手段は、前記角度増加反射手段によって反射された前記第１閾値角度
以上の角度の光を反射し、
　前記角度選択反射手段と前記反射型ホログラフィック光学素子との間隙で光を伝搬させ
て集光する集光機構。
【請求項２】
　前記角度選択反射手段は少なくとも一部の波長において透光性を有する材料の表面であ
り、
　前記材料の裏面に前記反射型ホログラフィック光学素子が設けられていることを特徴と
する請求項１に記載の集光機構。
【請求項３】
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　前記材料は、ガラス又は樹脂材料であることを特徴とする請求項２に記載の集光機構。
【請求項４】
　前記反射型ホログラフィック光学素子は、角度選択性を有し、第２閾値角度以上の入射
角で入射する光を反射し、前記第２閾値角度より小さい入射角で入射する光を透過するこ
とを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の集光機構。
【請求項５】
　前記反射型ホログラフィック光学素子は、波長選択性を有し、所定の波長範囲の光を透
過することを特徴する請求項１乃至４の何れか１項に記載の集光機構。
【請求項６】
　請求項１乃至５の何れか１項に記載の集光機構を備える太陽光発電装置であって、
　前記集光機構によって集光した光を受光し、発電する太陽電池セルを備えることを特徴
とする太陽光発電装置。
【請求項７】
　集光機構を備える窓構造であって、
　少なくとも一部の波長において透光性を有する材料の裏面に入射した光を前記材料の臨
界角よりも大きい角度で反射する反射型ホログラフィック光学素子を設け、
　前記反射型ホログラフィック光学素子は、入射する光の方位角を変更して反射できる偏
向性を有し、前記材料の表面から材料内に入射した光の少なくとも一部を、所定の方向に
方位角を変更して前記臨界角以上の角度で反射し、
　前記材料の表面は、前記反射型ホログラフィック光学素子によって反射された光を全反
射し、
　前記材料の表面と前記反射型ホログラフィック光学素子との間で光を伝搬させて集光す
る窓構造。
【請求項８】
　前記材料の表面及び前記反射型ホログラフィック光学素子によって前記所定の方向へ集
光する光を受光し、発電する太陽電池セルを備えることを特徴とする請求項７に記載の窓
構造。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３１】
  角度選択反射手段３は、角度選択性のほか、さらに、波長選択性、屈折性、増角性、偏
向性の一つ又は複数を有してもよい。角度選択反射手段３に波長選択性を持たせた場合は
、所定の波長範囲の光のみを透過又は反射させ、その他の波長の光を反射又は透過させる
ことができ、例えば、可視光の光を透過させることで窓の一部として使用し、その他の波
長の光を反射させて集光することもできる。角度選択反射手段３に屈折性を持たせた場合
、透過する光を屈折させることができ、例えば、光源からの光を透過する際、角度θ1で
入射する光を角度θ1より大きな角度に屈折させる（図２参照）。このように構成すると
、後述する角度増加反射手段５の増角角度が小さく設定される場合でも、角度増角反射手
段によって反射され角度選択反射手段３に入射する光の入射角が、所定の第１閾値角度θ

thを超えることが容易となるので、集光率を高めることができる。また、角度選択反射手
段３に増角性を持たせた場合、角度増加反射手段５から角度θ2で角度選択反射手段３に
入射する光は、角度θ2より大きな角度で反射させることができる。また、角度選択反射
手段３に偏向性を持たせた場合、透過する光を予め定めた方向に偏向させることができ、
例えば、方位角（東西南北の方向）が斜めの入射光に対して、方位角を予め定めた方向に
偏向させて透過させたり、入射角が小さい光（例えば垂直の光）について透過光に大きな
角度を付けたりすることができ、集光率を高めることができる。
【手続補正４】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
  角度増加反射手段５には、増角性のほか、さらに、角度選択性、波長選択性、偏向性の
一つ又は複数を有してもよい。角度増加反射手段５に角度選択性を持たせた場合は、法線
Ｎに対して所定の第２閾値角度φth（好ましくは２０～４０°の範囲の一つ）より大きな
角度で入射する光を反射させ、所定の第２閾値角度φthより小さな角度で入射する光を透
過させることができる。この場合、光源１００からの光の少なくとも一部が集光機構の裏
側へ透過するため、外景を視認することができ、採光も可能な窓の一部として使用するこ
とができる。また、角度増加反射手段５に波長選択性を持たせた場合は、所定の波長範囲
の光のみを透過又は反射させ、その他の波長の光を反射又は透過させることができ、例え
ば、可視光の光を透過させることで窓の一部として使用し、その他の波長の光を反射させ
て集光することもできる。ただし、外景の視認、採光を目的とせずに、単なる集光機構と
して使う場合は、角度増加反射手段５は、角度選択性及び波長選択性を持たない全反射ミ
ラーで構成してもよい。角度増加反射手段５に偏向性を持たせた場合、反射する光を予め
定めた方向に偏向させることができ、例えば、方位角（東西南北の方向）が斜めの入射光
に対して、方位角を予め定めた方向に偏向させて反射させたり、入射角が小さい光（例え
ば垂直の光）について反射光に大きな角度を付けたりすることができ、集光率を高めるこ
とができる。
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