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In this study, we developed some photovoltaic fabrics using warp-knit technologies, and fabricated a prototype smart 

curtain using this fabric and electronic elements as a smart interior. The electric power generated by this fabric can be 

charged into batteries, and it can be used for sensors, lighting, small cameras, and communication functions.  

 

１．はじめに 

国では、2050年のカーボンニュートラルの実現に

向け、新築の建物/住宅については、省エネで使うエ

ネルギーを減らし、創エネで使う分のエネルギーを

創ることで、エネルギー消費量を正味(ネット)ゼロ

にしようとするZEB/ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・

ビル/ハウス)の普及を推進している(図１)。 

本研究では、このような建物における創エネの新

しいアイテムとして、密度の低い様々なエネルギー

を収穫して電気エネルギーに変換して、その場で利

用するエネルギーハーベスティング(環境発電)に着

目し、オフィスのカーテンや天窓等に太陽光発電と

電子・通信などの機能を付与したスマートインテリ

アを開発した。具体的には、まず、既開発の織物タ

イプの太陽光発電テキスタイル(直径1.2mmの球状太

陽電池(スフェラーパワー㈱製)を用いた太陽光発電

糸をよこ糸に織り込んだもの)１)と比較して採光性

があってインテリア性が高く、比較的生産性も高い

経編(たてあみ)によるカーテンレース調の太陽光発

電テキスタイルを開発し、それに充電池やセンサ等

の電子・通信機能を付与した太陽光発電スマートイ

ンテリアを試作した(図２)。 

前報2)では、電子制御式のシングルラッシェル機

を導入し、ネット状の編組織に太陽光発電糸を経挿

入することで経編タイプの太陽光発電テキスタイル

(以後、太陽光発電経編ニット基布という。)の試作

を行い、併せて、本県のような日照条件が不安定な

地域においても、太陽光発電で得られる電力で最低

限の充電ができる電気回路を検討した。 

本報では、前報に引き続き、太陽光発電経編ニッ

ト基布の改良を行うとともに、その基布の発電性能

の評価を行った。また、試作した同基布に充電地、

マイコン、各種センサ、小型カメラ等を取り付けた

防犯機能をもつ太陽光発電スマートインテリアの試

作を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ ZEBの概念(環境省ホームページ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．太陽光発電糸を用いた太陽光発電の考え方 

まず、導電糸(ダブルカバード糸(芯糸：ポリアリ

レート系繊維、カバード糸：錫めっき銅線(φ60μm)、

SZ 3,500 twist/m)を2本平行に並べ、その間に球状

太陽電池(スフェラーパワー㈱ スフェラー○R 、φ

1.2mm、起電力(電圧)約0.5 V)を約2.4mm間隔で極性

を揃えて配置・接合した太陽光発電糸(図３)を用意

し、この太陽光発電糸を直列つなぎになるように並

べて導通させることで直列回路を形成する。これに

より、太陽光発電で得られる最大の起電力(電圧)と

電力が設計できる(図４)。 
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図２ 本研究開発の流れ 
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球状太陽電池(ｽﾌｪﾗｰ○R )       太陽光発電糸 

図３ 球状太陽電池と太陽光発電糸 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 太陽光発電糸を用いた発電の考え方 

 

３ 太陽光発電経編ニット基布の試作 

太陽光発電経編ニット基布の編成には、経糸挿入

機構をもつシングルラッシェル機(日本マイヤー㈱ 

RM 4 EL)を使用し、L3のガイドバーで太陽光発電糸

を経挿入して編成した(図５。Lnはガイドバーの番

号)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

３－１ 発電性能を重視した編組織(試作１) 

図４のような直列回路を形成し、所望の電圧を得

るためには、太陽光発電糸の極性の向きを揃えて並

べ、お互いを接触・導通させなければならない。そ

こで、経挿入する太陽光発電糸間に錫めっき銅線を

ジグザグに蛇行させる編組織とし、太陽光発電糸間

を確実に接触・導通させるようにした。糸種、編組

織、糸入れは以下のとおり。 

L1: 合繊糸 

1-2 / 1-0 //  Full set 

L2: 錫めっき銅線(φ60μm)計12本の諸撚糸 

0-0 / 1-1 //  Full set 

L3: 太陽光発電糸 

経挿入  Full set 

L4: 合繊糸 

3-3 / 0-0 // Full set 

この編組織では、L1とL4のアンダーラップの方向

を敢えて同方向としている。これにより、経編の編

成においてイベイジョンラップ現象が起こり、L4の

糸がL2とL3の糸を巻きこむように張力がかかってテ

クニカルバック側に引き込み、L2(銅線)とL3(太陽光

発電糸)が接触・導通して所望の電圧が得られるよう

になる。その結果、大きさが約60mm×約1020mm、太

陽光発電糸24本直列(12V設計)の太陽光発電経編ニ

ット基布を試作することができた。また、試作した

基布は、晴天時の自然光で出力電圧10V以上を示し、

室内灯の下でも発電できることを確認した(図６)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気回路図(イメージ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイクロスコープ写真(テクニカルフェース) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 太陽光発電経編ニット基布(試作１) 

ｽﾌｪﾗｰﾊﾟﾜｰ㈱ ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞより 

○＋ 

○－ 

導電糸 

○－ ○＋     ○－  ○＋ 

電気回路図 

電気回路図 太陽光発電糸を 

並べて接触 ○＋ ○－ 

太陽光発電経編ニット基布(試作１) 

室内灯で LED

ランタンが点灯 

図５ 経編機での編成のイメージ 
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３－２ 柔らかさを重視した編組織(試作２) 

本研究では、オフィスのブラインドカーテンなど

への活用を想定しているが、試作１の基布では、採

光性はあるものの、太陽光発電糸がよこ方向に密集

しており柔らかさに乏しい。これを実際のブライン

ドカーテンに適用することを考えると、縦型ブライ

ンドカーテンのルーバーには適しているが、ロール

カーテンのような用途には適しておらず、適用範囲

が狭い。そこで、直列回路を維持しつつ基布も柔ら

かい、広くインテリアに適用可能な基布を試作し

た。糸種、編組織、糸入れは以下のとおり。 

L1: 合繊糸 

1-2 / 1-0 //  Full set 

L2: 錫めっき銅線(φ60μm)計12本の諸撚糸 

0-0 / 3-3 //  1 in 2 out 

L3: 太陽光発電糸 

経挿入  1 in 2 out 

L4: 合繊糸 

2-2 / 0-0 // 1 in 2 out 

この編組織の場合、基布の柔らかさを損なわない

よう、太陽光発電糸をあえて3ウェールごとに配置し、

その間をL2の銅線が挿入組織で電気的につなぐ形で

接触・導通させている。これにより、基布の柔らか

さを保ちながら、ある程度の採光性と通気性が確保

できる。その結果、大きさが約95mm×1425mm、太陽

光発電糸16本直列(8V設計)の太陽光発電経編ニット

基布を試作することができた(図７)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイクロスコープ写真(テクニカルフェース) 

図７ 太陽光発電経編ニット基布(試作２) 

３－３ 太陽光発電経編ニット基布の発電性能 

試作した太陽光発電経編ニット基布をそれぞれ１

つの発電モジュールに見立て、ソーラーシミュレー

タ(㈱アドテックエンジニアリング WPSS-1.5×1.0-

50×6D)を用いて発電性能の評価を行った。このソー

ラーシミュレータは、有効照射面1.5m×1m、スペク

トル合致度および放射照度場所むらが JIS C 8904-

9 等級Ａであり、試料を設置するステージ上を25℃

一定に温度管理できるものである。測定は、25℃、

放射照度 1,000W/m2(1 SUN相当)で行い、得られたデ

ータを基布の長さ1mで規格化して両者を比較した

(表１、図８～９)。 

試作１、２では設計電圧が異なるので一概には比

較できないが、両方とも、曲線因子FFは0.65で、開 

 

表１ 太陽光発電経編ニット基布の発電性能 

 
試作１ 

(発電性能を重視) 
試作２ 

(柔らかさを重視) 

設計電圧 12V (24列直列) 8V (16列直列) 

基布ﾓｼﾞｭｰﾙ

の大きさ 

60mm×1020mm 

(発電面積) 

95mm×1425mm 

(発電面積) 

曲線因子 

FF 
0.65 0.65 

開放電圧 

Voc 
12.1V 7.6V 

最大出力 
(単位面積あたり) 

Pmax/A 
16.1W/m2 8.2W/m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図８ 太陽光発電経編ニット基布のI-V特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 太陽光発電経編ニット基布のP-V特性 

○＋ ○－ 

電気回路図(イメージ) 
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放電圧Vocはほぼ設計電圧に近い値を示しており、発

電モジュールとしては充分機能しているといえる。

また、試作２の単位面積あたりの電力の最大出力

Pmax/Aは、試作１の約50%の8.2W/m2 となったが、こ

れは、基布の柔らかさを重視して太陽光発電糸の間

隔をあけて列密度を低くしたことによるものであり、

測定結果は妥当であるといえる。 

 

４．太陽光発電スマートインテリアの試作 

太陽光発電の発電効率は、日照条件によって大き

く左右されるので、日照条件が悪いときでもリチウ

ム電池(公称電圧3.7V)に充電できるよう、発電電圧

を5Vの定電圧に変換してから充電することとした。 

そこで、試作１(約60mm×約1000mm)について、マイ

コンArduinoで制御できる照度センサ(GY-30)を用い、

ある１日の自然光での照度と開放電圧を測定した結

果、試作１を２本直列で用いれば、1000 Lx以上の照

度で10V以上の電圧が確保でき、照度によって充電速

度は変わるものの、リチウム電池に充電し続けられ

ることがわかった(図10)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図10 太陽光発電経編ニット基布(試作１の 

２本直列)の開放電圧と照度の関係 

 

次に、太陽光発電スマートインテリアとして、防

犯機能つきの縦型ブライドカーテンの試作を行った。

電気的には、太陽光発電経編ニット基布で太陽光発

電した電気をリチウム電池に充電し、その電力を用

いて各種電子機器を動作させるものである。 

具体的には、縦型ブラインドカーテンのルーバー

を太陽光発電経編ニット基布(電気的には2本直列で

1セット)に置き換えて発電させ、その電気の電圧を

DC-DCコンバータ(MINMAX社 M78AR05-1)で5V一定に

変換してから電池(18650型リチウム電池)に充電し、

その電力でマイコン(ソニー㈱ Spresense)、小型カ

メラ、小型ディスプレイを動作させた(図11)。 

また、今回用いたマイコンには待機時の電力を約

6mAと大幅に抑えられるDeep Sleepモードがあり、専

用のカメラ入力、準天頂衛星システム「みちびき」

の測位衛星システムにも対応している。さらに、拡

張ボードを装着することで、各種センサ、記録、通

信など、様々な機能を付加することができる。例え

ば、マイコンを待機電力が小さいDeep Sleepモード

で起動させておき、加速度センサで外部からの侵入

者や突風などによるオフィスビルのガラス窓の破損

等による衝撃を検知すると、カメラが作動して周辺

を撮影、そのデータをメモリに保存するとともに遠

隔地のコントロールセンターなどに送信するといっ

たことが可能となる。さらに、同様のスマートイン

テリアを採用したオフィスビルを多数登録しておき、

衛星データから撮影場所を割り出せば、被害の範囲

を地図上で把握することも可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図11 試作した太陽光発電スマートインテリア 

(縦型ブラインドカーテン) 

 

今回は、太陽光発電経編ニット基布が試作段階で

幅が最大100mm程度と幅がせまかったため、縦型ブラ

インドカーテンとした。その結果、試作２では基布

が柔らかく両端がカールしやすくなってしまい、縦

型ブラインドカーテンには試作１の方が好適であっ

た。しかし、ロールカーテン向けを考えると、太陽

光発電糸が硬く繊維方向でロール状に巻くことは難

しく、広幅の基布を製編した後、経緯(たてよこ)を

逆にして製品化することになる。その場合は、基布

が柔らかい試作２の方が好適となる。試作２は、単

位面積あたりの発電性能は低いが、試作１よりも面

積を広げることは容易で電気配線もしやすい。 
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