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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の穴を有する絶縁基板と、
　ｐ型及びｎ型半導体素子を有する、複数の個別半導体熱電素子と、を備え、
　前記ｐ型及びｎ型半導体熱電素子は、前記絶縁基板の穴に出入りして織り込まれ、
　前記ｐ型及びｎ型半導体熱電素子は、前記基板の穴内に交互に配置され、
　前記ｐ型及びｎ型半導体熱電素子は、複数の素線から成る、撚り線、編組線、又はメッ
シュ導体によって、熱的及び電気的に互いに接続され、
　前記撚り線、編組線、又はメッシュ導体のそれぞれは、断面視で、前記基板の穴におい
て、前記撚り線導体が前記ｐ型及びｎ型半導体熱電素子に対して接続する箇所の近くでは
圧縮され、前記撚り線、編組線、又はメッシュ導体は、断面視で、前記撚り線導体が前記
半導体熱電素子に対して接続する箇所から前記素線が離間するように展開することによっ
て、前記導体の圧縮部分は前記絶縁基板の前記穴内に位置し、前記導体の展開部分が前記
穴の外側に位置する、熱電パネル。
【請求項２】
　両者間に金属を有する対状の半導体熱電素子が絶縁基板の一方の側から穴に押し通され
、ループ状の展開された金属又は展開可能な金属が他方の側に露出されると共に前記半導
体熱電素子が前記基板内に維持される、請求項１に記載の熱電パネル。
【請求項３】
　前記絶縁基板は、自然布、合成布、天然スポンジ、合成スポンジ、ポリウレタン、ガラ
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ス繊維、発泡ガラス、建築用断熱材料、木材、紙、綿、詰綿、配管用断熱材料、天井タイ
ル材料、メモリーフォーム、及びクッション材料から成る群から選択される材料で作製さ
れる、請求項１に記載の熱電パネル。
【請求項４】
　シートクッション、背もたれ部、毛布又は毛布部分、枕、机下パネル、天井タイル、建
物又は住宅の壁若しくは床若しくは窓、冷蔵庫又はワインチラーの壁若しくは扉、飲料又
は水差し用断熱体、電子機器外囲体の壁、着用可能な衣類又は制服、ヘルメット若しくは
帽子若しくは安全帽の内張り、又は流体を内包する管に組み込まれる、請求項１に記載の
熱電パネルを備える熱電装置。
【請求項５】
　熱が一方の側に加えられると電気を生成する、請求項１に記載の熱電パネルを備える熱
電装置。
【請求項６】
　熱源を備える前記熱が、太陽光、地熱、廃熱、体温、動物の体温、エンジン熱、タービ
ン熱、及び管の熱から成る群から選択される、請求項５に記載の熱電装置。
【請求項７】
　より大きい温度差を達成するために、温度が上昇する順番に互いに積み重ねられた、請
求項１に記載の熱電パネルを複数備える熱電装置。
【請求項８】
　前記複数とは、２、３、又は４に等しい整数である、請求項７に記載の熱電装置。
【請求項９】
　複数の熱電パネルが、１つ又は一群の熱伝導板上において、互いに接続されると共に電
気的に絶縁される、請求項７に記載の熱電装置。
【請求項１０】
　前記熱伝導板は、１つ又は一群の回路基板である、請求項９に記載の熱電装置。
【請求項１１】
　前記熱電パネルは、ＦＲ４とポリイミドとから成る群から選択される電気絶縁材料によ
り電気的に絶縁される、請求項９に記載の熱電装置。
【請求項１２】
　前記熱電パネルは、高熱伝導を可能にするために薄い電気絶縁材料又は薄い絶縁層を有
する金属基材を含む電気絶縁材料により電気的に絶縁される、請求項９に記載の熱電装置
。
【請求項１３】
　前記薄い電気絶縁材料は、ポリイミド、又は金属基材の酸化物であると共に１０～４０
ミクロンの厚さを有する、請求項１２に記載の熱電装置。
【請求項１４】
　前記１つ又は一群の熱伝導板のいずれかの側において前記積み重ねられたパネルの外側
の前記展開された撚り線導体のはんだ付けを容易にするために金属パッドを含む、請求項
９に記載の熱電装置。
【請求項１５】
　前記熱電素子を取り付けると共に保護する応力緩和装置を更に含む、請求項１に記載の
熱電パネル。
【請求項１６】
　前記応力緩和装置は、ポリイミド、ポリエステル、ナイロン、ＦＲ－４、及びガラス繊
維から成る群から選択された回路基板の基材を備える、請求項１５に記載の熱電パネル。
【請求項１７】
　前記応力緩和装置は、前記撚り線の導体を前記応力緩和装置と前記半導体熱電素子とに
はんだ付けするための金属パッドを含む、請求項１５に記載の熱電パネル。
【請求項１８】
　基板と、前記基板に形成される穴内に収容され、撚り線導体によって互いに接続される
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複数の個別半導体熱電素子と、を備え、前記撚り線導体のそれぞれは、断面視で、前記撚
り線導体が前記半導体熱電素子に対して接続する箇所の近くでは圧縮され、前記撚り線導
体が前記半導体熱電素子に対して接続する箇所から離間する位置では展開する、請求項１
に記載の熱電パネルを形成する方法であって、
　応力緩和装置パッドがパターン形成された基板上に複数の熱電素子を組み付けるステッ
プと、前記熱電素子と前記応力緩和装置とのアセンブリを前記基板から切り出すステップ
とを含む、方法。
【請求項１９】
　基板と、前記基板に形成される穴内に収容され、撚り線導体によって互いに接続される
複数の個別半導体熱電素子と、を備え、前記撚り線導体のそれぞれは、断面視で、前記撚
り線導体が前記半導体熱電素子に対して接続する箇所の近くでは圧縮され、前記撚り線導
体が前記半導体熱電素子に対して接続する箇所から離間する位置では展開し、前記半導体
熱電素子は、絶縁基板の穴に出入りして織り込まれ、前記基板の穴内にある前記撚り線導
体の部分は、圧縮され、前記基板の穴の外側にある前記撚り線導体の部分は、展開される
、請求項１に記載の熱電パネルを形成する方法であって、
　熱電素子のストリングを金型内に織り込むステップと、
　パネル材料を前記金型内に射出するステップと、
　前記パネル材料を硬化させるステップと、
　前記金型を外すステップとを含む、方法。
【請求項２０】
　空気に露出される断面周長はＮπ（ｄ／Ｎ１／２）となり、ここで、Ｎは素線の本数で
あり、ｄは総直径である、請求項１に記載の熱電パネル。
【発明の詳細な説明】
【関連出願の相互参照】
【０００１】
　本出願は、２０１１年５月４日に出願された特許文献１による優先権を主張し、前述の
出願は、更に、２０１０年９月１３日に出願された特許文献２、２０１０年１１月２６日
に出願された特許文献３、２０１１年１月１７日に出願された特許文献４、及び２０１１
年３月３１日に出願された特許文献５による優先権を主張する。本出願は、更に、２０１
１年７月６日に出願された特許文献６の優先権も主張する。上記の全ての出願の内容は、
参照により本明細書に援用される。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、冷却及び加熱に関する。
【背景技術】
【０００３】
　熱電モジュールは一般に１～３ｍｍの間隔を空けて高密度に詰め込まれた素子を含む。
一般に、最大２５６個のこうした素子を２×２インチ（５．０８×５．０８ｃｍ）のアレ
ー状に接続することができる。これらのモジュールを設置する時は、各側で熱を放散させ
るために、又は吸収するために、大型で重いヒートシンクと強力なファンが必要になる。
こうした高密度の従来構成には、十分な根拠となる理由がある。即ち、低い抵抗を有する
小型の素子では、発生した抵抗熱（Ｉ２Ｒ）が熱電冷却（ｐＩ１、ここでｐ＝ペルチエ係
数）を阻害する前に、より大きい電流Ｉを流すことが可能になる。冷却容量を最大限にす
るために短尺の素子を用いることにより、高温及び低温側回路基板を互いに接近させるこ
とができる。この近接性が高密度をもたらす。
【０００４】
　熱電素子の低密度実装を達成するために、これらの素子を基板上で横方向に離間させる
ことはできるが、そうすると素子間の空気を介して伝達及び放射される熱の逆流によって
、全体的な性能が制限される。一部の設計では、モジュール内部を真空排気して空気伝導
による熱逆流を減らすことが必要になるが、真空キャビティは高価な材料を必要とすると
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共に漏れを起こしやすい。真空材料（ガラス及びコバール（登録商標））は、更に、硬く
、しかも自身の熱逆流を制限できる程度に十分に薄い場合には容易に割れてしまう。割れ
たガラスは、これらのモジュールがシートクッション、自動車及びその他の環境に用いら
れる場合に、安全性の問題を招きかねない。
【０００５】
　熱電素子を分散させる上でのまた他の問題は、大きな距離にわたる素子の堅固な接続が
、低温側に対する高温側の熱膨張時に剪断応力による素子の破断を引き起こすところにあ
る。この問題を解決するために、回路基板用にポリイミド等の可撓性プラスチックを用い
る別の設計が提案されたが、これらの材料では、気孔率が高すぎて真空を維持することが
できない。
【０００６】
　従来設計の熱電モジュールのまた別の欠点は、高温側に移動する高密度の熱がヒートシ
ンクを通じた温度勾配を引き起こし、この温度差が、モジュールにより達成可能な全体と
しての冷却能力を低下させるところにある。特に、従来の熱電製品は、この温度勾配のた
めに真の冷蔵温度に達することができない。
【０００７】
　最後に、従来技術の熱電モジュールは、組立時にはんだリフロー炉内に配置されるため
、高温材料しか使用することができない。残念ながら、多くの所望の冷却及び加熱用途は
、人体との密着又は直接接触を必要とするので、クッション、布、及び可撓性発泡体等の
軟質材料が好まれるが、これらの材料は、はんだリフロー炉の高温に耐えることができな
い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】米国特許出願公開第２０１２／００６０８８５号明細書（米国特許出願第
１３／１０１，０１５号明細書）
【特許文献２】米国仮特許出願第６１／４０３，２１７号明細書
【特許文献３】米国仮特許出願第６１／４１７，３８０号明細書
【特許文献４】米国仮特許出願第６１／４３３，４８９号明細書
【特許文献５】米国仮特許出願第６１／４７０，０３９号明細書
【特許文献６】米国仮特許出願第６１／５０４，７８４号明細書
【特許文献７】米国特許第３，１９６，５２４号明細書
【特許文献８】米国特許第３，２２５，５４９号明細書
【特許文献９】米国特許出願公開第２０１０／０１０７６５７号明細書
【特許文献１０】米国特許第３，０８８，９８９号明細書
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】"Skin Cooling Surfaces: Estimating the Importance of Limiting Sk
in Temperature", by Charles Lachenbruch, Ostomy Wound Management , Feb 2005
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　熱電装置は、温度差が１０℃以下の場合には、蒸気圧縮冷却システムと同等の効率又は
更に高い効率さえ有することがある。こうした理由により、熱電技術を占有空間の局所的
な加熱及び冷却に用いることによって、個人の快適さに必要な全体としてのエネルギー消
費量を削減することが強く望まれている。中央空気調和又は暖房システムと局所熱電シス
テムとを合わせた総エネルギー節減量は、このような組合せのでは３０％以上になること
もあるが、非実際的な従来技術の熱電モジュールの実施形態が、こうした目的にモジュー
ルを利用することを妨げている。
【００１１】
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　今日の殆どの熱電式及び圧縮機を基本とする冷却システムは強制空気システムとして構
成される。部屋を快適な７５°Ｆに冷却するためには、強制空気は通気口を出る時に５５
°Ｆであることが必要である。５５°Ｆの低温側温度と８０°Ｆ～１１０°Ｆの外側温度
との差は、強制空気式の構成の熱電モジュールを横切る温度差があまりにも大きいために
逆流熱伝導により全体効率が非常に低くなってしまうという結果を招く。しかし、分散型
の熱電形態を用いると、本明細書に開示するように、低温側を人体に接触させるか、又は
十分に間近に近接させることで、熱電素子から見た低温側を８６～９１°Ｆという理想的
な皮膚温度にし、熱電装置の温度差を小さくして、その効率を圧縮機ベースのシステムの
効率に匹敵し得るレベルにすることができる。
【００１２】
　長期間座っている又は寝ている人物は、皮膚と接触面との間に閉じ込められる熱により
不快感を覚える。この閉じ込められた体温は無用な発汗を招き、その汗が溜まってねっと
りと粘つく感じを引き起こす。極端な場合には、水分が皮膚と組織とを弱らせて、褥瘡性
潰瘍及び褥瘡を引き起こす。これらの皮膚障害は、基本的に、組織への血流を遮断する圧
力によって引き起こされるが、温度もこうした障害の発生と重篤度との要因となる（非特
許文献１を参照されたい）。分散型熱電形態は、座位及び臥位において閉じ込められた熱
により引き起こされる不快感の解消と障害の軽減又は防止とに非常に有効であることがあ
る。
【００１３】
　一例において、どのようにして本発明に従って導体により接続される熱電素子のストリ
ングを用いて加熱又は冷却されたマットレス表面を創出することができるかを示す。その
結果として得られるマットレスは、展開された導体と皮膚又は衣類との間における接触を
利用して、閉じ込められた熱を除去し、これは前述したようにより効率的であるだけでは
なしに、水又は空気のような作動流体を用いる従来技術の熱電システムよりも遥かに迅速
に反応する。これらの従来技術のシステムでは、水又は空気の全量が温度上昇又は温度低
下しなければ使用者は変化を感じない。本発明の場合は、使用者は、展開された導体が温
度変化するとすぐに変化を感じ、数秒で変化を感じることがある。
【００１４】
　よって、シートクッション、マットレス、枕、毛布、天井タイル、職場／住宅の壁又は
仕切り、机下パネル、電子機器用外囲体、建物の壁、ソーラーパネル、冷蔵庫の壁、冷蔵
庫内の冷凍室の壁又は冷蔵庫内の野菜室の壁等の様々な断熱パネルを、熱電性能により安
全且つ快適に改良する必要がある。
【００１５】
　再生可能資源により電気を生成する装置には、いずれも制限がある。理想的な発電技術
とは、電力を１日に２４時間供給する、低費用で、風力、潮力、太陽光、又は地熱プール
等の再生可能資源のエネルギーのみを用いるものである。事業規模の再生可能発電の２つ
の最も一般的な形態は、風力発電及び太陽光発電システムである。
【００１６】
　太陽光発電（ＰＶ）技術は、次のような制限を有する。（１）高費用であること、（２
）太陽が明るく照っている時しか発電できず、これは全時間の３３％未満であること、（
３）雲が突然太陽を遮った時に送電網に過渡状態が生じること、及び（４）非集中時の低
効率又は集中時の危険な温度及び光レベル。
【００１７】
　風力発電は、次のような制限を有する。（１）比較的高費用であること、（２）風が吹
いている時しか発電できず、これは全時間の平均３３％未満であること、（３）風が突然
止んだ時又は風向きが変化した時に送電網に過渡状態が起こること、（４）非常に高尺で
視覚的に受け入れられない構造物を必要とすること、（５）騒音が発生すること、（６）
１日の中でピーク需要時間と殆ど合致しないランダムなピーク容量時間を有すること、及
び（７）１エーカー当たり約４キロワットという、非常に低い土地活用率であること。
【００１８】



(6) JP 5956444 B2 2016.7.27

10

20

30

40

50

　ＰＶと風力発電とのいずれもが、再生可能資源を利用できない期間用にエネルギーを蓄
えておくために、大型蓄電池による補充が行われるが、このような蓄電は１キロワット時
当たり約１０００ドルと非常に高費用である。蓄電池と組み合わせて１００％再生可能資
源による発電を達成する場合、再生可能太陽光発電所又は風力発電所の費用は１ワット当
たり２０ドル程度となるのに対して、化石燃料発電所の場合は１０年間の燃料費を含めて
１ワット当たり約１０ドルである。
【００１９】
　潮力及び波力エネルギー設備は、高額の立上げ資本金を必要とし、風車のように、可変
的発電量の問題を有し、且つ海岸の近くに建設された場合には視覚的に受け入れられない
構造物となりかねない。
【００２０】
　よって、電力を１日に２４時間、週に７日、年に３６５日電力供給することができ、且
つ再生可能エネルギー源のみを利用して、低費用で発電を行えることが必要である。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本明細書に記載の熱電ストリング及びそれに付随するパネルの、本発明の好適な一実施
形態は、これらの目的を達成することができる。
【００２２】
　大まかに言えば、本発明は、様々なパネル材料用の熱電性能を可能にし、全体的なエネ
ルギー消費量を削減し得る、局所的／個人的な加熱及び冷却を可能にする。一態様におい
て、本発明は、軟質及び低温パネルを含む様々なこのようなパネルに織り込み可能又は挿
入可能である熱電ストリングを提供する。また別の態様において、本発明は更に、大型で
嵩高く、重くて高費用なヒートシンク及びファンで加熱及び冷却を放散する必要性を解消
する。一態様において、本発明は、電流を移動させるハードウェアと熱エネルギーを放散
するハードウェアとを組み合わせることによって、特許文献７等の実施形態を上回る費用
削減を行う。別の態様において、本発明は、熱電素子付近の熱逆流が少ない一般的な１組
のハードウェアを提供すると同時に、素子から離れる方向に周囲空気への高い熱伝導を達
成する。一実施形態において、本発明は、パネル内の小穴を貫通して導かれる、熱漏れを
最小限にできる熱電ストリングを提供する。また別の実施形態において、本発明は、高度
分散型熱電素子の特許文献８等の真空外囲体の必要性を解消すると共に、特許文献９等の
吸取り流体の必要性も解消する。特に好適な実施形態において、本発明は、１ワット当た
りごく僅かな製造費で冷却機能を提供し、発電を行う。幾つかの実施形態において、本発
明は、熱電素子を跨ぐ所要の温度差を小さくして、全体としての冷却効率が蒸気圧縮シス
テムの効率に匹敵し得るレベルにする。幾つかの実施形態では、本発明は、人間又は動物
の皮膚と表面との間に閉じ込められる熱による不快感及び障害を低減又は解消する。
【００２３】
　本発明の特徴及び利点は、同様の符号で同様の部分を示す添付図面を用いた以下の詳細
な説明により理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１ａは、扁平な（ペレット状の）応力緩和装置を有する一定長の編組線により
接続される熱電素子ストリングの図である。図１ｂは、管状応力緩和装置を有する一定長
の編組線により接続される熱電素子ストリングの図である。
【図２】図２ａは、標準の回路基板製造工程を用いて熱電素子を応力緩和装置に組み付け
る方法を示す図である。図２ｂは、標準の回路基板製造工程を用いて熱電素子を応力緩和
装置に組み付ける方法を示す図である。
【図３】図３ａは、ペレットを有する図１ａの編組線がどのように断熱パネルの両側に交
互に編まれるかを示す図である。図３ｂは、熱トンネル管を有する図１ｂの編組線がどの
ように断熱パネルの両側に交互に編まれるかを示す図である。図３ｃは、ペレットを有す
る図１ａの編組線がどのように断熱パネルの片側に編まれるかを示す図である。図３ｄは
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、熱トンネル管を有する図１ｂの編組線がどのように断熱パネルの片側に編まれるかを示
す図である。
【図４】図４ａは、複数層の、図３ａに示すパネルをどのように縦続接続して、より効率
的に大きい温度差を達成できるかを示す図である。図４ｂは、図３ｃに示すパネルの複数
のチャネルをどのように縦続接続して、より効率的に大きい温度差を達成できるかを示す
図である。
【図５】どのように複数の金属材料に展開可能なヒートシンク又は熱吸収部の役割を果た
させることができるかの様々な例を示す、パネルの上面図である。
【図６】図６ａは、本発明に有利に用いることができる展開可能金属である無配向の銅メ
ッシュの図である。図６ｂは、本発明に有利に用いることができる展開可能金属である配
向型銅メッシュの図である。図６ｃは、本発明に有利に用いることができる展開可能金属
である扁平な編組銅線の図である。図６ｄは、本発明に有利に用いることができる展開可
能金属である管状編組銅線の図である。図６ｅは、本発明に有利に用いることができる展
開可能金属である銅ロープの図である。図６ｆは、本発明に有利に用いることができる展
開可能金属である、心線を有する銅箔糸の図である。図６ｇは、本発明に有利に用いるこ
とができる展開可能金属である配向型銅撚り線の図である。図６ｈは、本発明に有利に用
いることができる展開可能金属である銅フォームの図である。図６ｉは、本発明に有利に
用いることができる展開可能金属である無配向型銅撚り線の図である。
【図７】図７ａは、本発明に従って作製された熱電冷却装置の図である。図７ｂは、本発
明に従って作製された熱電冷却装置の図である。図７ｃは、本発明に従って作製された熱
電冷却装置の図である。図７ｄは、本発明の熱電冷却装置と従来技術の商用冷却装置とを
比較する、時間対温度のグラフである。
【図８】加熱及び冷却機能をもたらす図３又は図４のパネルの多くの用途を非限定的に示
す図である。
【図９】太陽によって加熱される蓄熱媒体により電気を生成する図３又は図４のパネルの
１つの用途を示す図である。
【図１０】スプリングマットレスの表面の加熱及び冷却を行う図３又は図４のパネルの図
である。
【図１１】図１１ａは、エアマットレスの表面の加熱及び冷却を行う同パネルの図である
。図１１ｂは、エアマットレスの表面の加熱及び冷却を行う同パネルの図である。
【図１２ａ】厚手のフォームマットレスの加熱及び冷却を行う同パネルの図である。
【図１２ｂ】厚手のフォームマットレスの加熱及び冷却を行う同パネルの図である。
【図１３】図１３ａは、図１２ａの熱電パネルを備えたフォームマットレスの側面からの
斜視図である。図１３ｂは、図１３ａのマットレスの端面からの斜視図である。図１３ｃ
は、熱電パネルが取り外された図１３ａのマットレスの図である。
【図１４】図８に従って作られた、加熱及び冷却される電気毛布の写真である。
【図１５】図１５ａは、本発明に従った展開された熱電ストリングを示す、本発明の熱電
パネルとメッシュ型事務椅子との一体化を示す図である。図１５ｂは、本発明に従った単
線の熱電ストリングを示す、本発明の熱電パネルとメッシュ型事務椅子との一体化を示す
図である。
【図１６】図１６ａは、椅子のメッシュ部の背後に取り付けられた熱電パネルを示す、椅
子における、図８及び図１５ａ／１５ｂに示すような熱電パネルの組込みを示す図である
。図１６ｂは、メッシュ部の前側にストリングの部分を有する熱電ストリングが示された
、椅子における、図８及び図１５ａ／１５ｂに示すような熱電パネルの組込みを示す図で
ある。図１６ｃは、椅子の裏に取り付けられた熱電ストリングを示す、椅子における、図
８及び図１５ａ／１５ｂに示すような熱電パネルの組込みを示す図である。図１６ｄは、
熱電パネルを示す図である。
【図１７】可変量の加熱及び冷却を行う、本発明に従って作製される熱電パネルの電子回
路の概略図である。
【発明を実施するための形態】
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【００２５】
　本発明の好適な実施形態は、図１ａ及び１ｂに示すように、一定長の編組線又は撚り線
１０１によって接続される交互配置のＰ型１０２及びＮ型１０３の熱電素子を内蔵するス
トリングを含む。熱電素子は、好ましくは金属を含むが、黒鉛及び炭素等の非金属導体を
用いてもよい。一実施形態において、交互配置の素子は、はんだ接続１０４又は１０５を
容易にするために、可能性として端部において、例えばニッケル及び／又はスズによりメ
ッキされる、例えばテルル化ビスマス（Ｎ型）１０３及び例えばテルル化アンチモンビス
マス（Ｐ型）１０２の小結晶であるか、又は小型の熱トンネル真空管であってよい。熱電
素子又は管は脆いことがあるため、銅１０７及びはんだ結合部１０４又は１０５と組み合
わされたＦＲ４のような剛直材料１０６で作製される「応力緩和装置」が、線に対する引
張力により素子又は真空管が破断するのを防ぐ。撚り線又は編組線の総直径は、最小限の
抵抗で所望の電流を送ることができるように設計される。図１ａにおいて、応力緩和装置
は扁平であって、標準の回路基板製造工程を用いて製造し易くなっている。図１ｂでは、
応力緩和装置は、素子１０２又は１０３の上に且つ線１０１の十分な長さにわたって配置
される管状スリーブである。図１ｂの設計は、熱電素子が密封されなければならない場合
に、且つ別々の回路基板製造ステップの費用と煩雑さとを低減するために有益である。図
１ｂの管状応力緩和装置１０６は、エポキシ又は接着剤と組み合わされた、熱電素子の上
に通されるガラス繊維織物のスリーブであってよいが、これに限定されるわけではない。
エポキシとガラス繊維織物とを組み合わせたものは、一旦硬化すると非常に剛直になるた
め、これらの同じ材料を用いて図１ａのＦＲ－４回路基板を製造する。
【００２６】
　図２ａ及び２ｂに、標準の回路基板組立技術と機械類とを用いて、どのようにこの熱電
ストリングのサブアセンブリを製造できるかを示す。大きなＦＲ４回路基板２０２に図１
ａの応力緩和装置１０６の銅パッド１０７をパターン形成する。パック構成を用いてペレ
ット１０２及び１０３又は管２０３及び２０４が基板上に組み付けられる。組立ロボット
が熱電素子又は管を配置すると共に、はんだペースト１０４を適切な接合部に配置する。
アセンブリ全体を炉に通してはんだを溶かし、更に冷却してはんだ接合部を硬化させる。
一旦組立が完了すると、応力緩和装置アセンブリは、切出し線２０１に沿って切り出され
て、応力緩和装置１０６に取り付けられた熱電素子が得られる。
【００２７】
　図２ａの下部に、どのように本発明を最新の進歩的な熱トンネル装置にも適用すること
ができるかを示す。このような装置はより効率的であるが、真空管内のパッケージ化を必
要とする。これらの小型の真空管は、図１ａ及び１ｂの熱電素子１０２及び１０３の代わ
りとすることができ、更に、図１ａ及び１ｂと２ａ及び２ｂの応力緩和装置１０６から大
いに恩恵を受ける。有用な真空パッケージは、熱伝導を最小限に抑えるために薄いガラス
壁を有さなければならないため、真空パッケージも非常に脆くになると考えられる。
【００２８】
　図１ａ及び１ｂの熱電素子は、Ｎ型１０３とＰ型１０２とが交互配置されて、同じ方向
に熱を移動させるが、電流は、図３に示すようにパネル３０１に織り込まれるストリング
に沿って前後に流れる。図１ａ及び１ｂのストリングにおいて撚り線を圧縮する１つの目
的は、パネル内の小直径穴３０２を介してストリングを導くことができるようにするため
である。穴直径は、パネル材料の断熱性を低下させる熱漏れを最小限にするために、小さ
くなければならない。素子付近において線を圧縮する別の目的は、熱が素子の高温側から
素子の低温側へと逆流する面積を最小限にするためである。ストリングは、図３ａ及び図
３ｂに示すように交互にパネル３０１に織り込まれてよい。或いは、Ｎ型及びＰ型素子を
対にして、図３ｃ及び図３ｄに示すようにストリングを片側から穴３０２に押し通しても
よい。図３ｃ及び３ｄの単側方式では、図３ａ及び３ｂのように両側で作業を行うのでは
なく、片側から容易にパネルを製造することができる。
【００２９】
　また他の実施形態は、図３ａ及び３ｂのパネル穴内のストリングの圧縮部分３０３が銅
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又は同様の金属で作製される無垢の円柱体に置き換えられ、これらの円柱体が一方の端部
において熱電素子に、そして他方の端部において展開された線１０１に取り付けられる場
合である。この方式では、電子部品組立作業において円柱体と素子とをロボットにより前
記小直径穴に容易に配置することができる。
【００３０】
　更に別の実施形態は、ストリングを図３ａ～３ｄのパネルの代わりに金型内に織り込む
か又は組み込んだ後にパネル材料をこの金型内に射出成形する。金型を外すと、図３ａ～
３ｄと同様の構成が得られる。
【００３１】
　図３ａ～３ｄの実施形態において、熱電素子又は管は、従来技術のモジュールと比べて
より大きい面積にわたって離間配置されるが、高温及び低温側も素子より遥かに長い長さ
だけ分離される。熱の逆流伝導は面積／長さに比例するため、双方を一定の比率にするこ
とにより同時に従来技術の熱電モジュールと同様の全体的な熱逆流を維持できる。スタイ
ロフォーム（登録商標）、布等のような多くの望ましい断熱パネルは空気に匹敵する熱伝
導率を有するため、本発明のパネルの伝導性は、従来技術のモジュールにおける空気キャ
ビティの伝導性に匹敵する。加えて、不伝導性のパネルの存在が、放射による熱逆流をほ
ぼ完全に阻止する。
【００３２】
　図３ａ～３ｄの外側の金属１０１は、一旦編成又は配置されると、必要な場合にパネル
の高温及び低温側において展開されて、空気に対する金属の露出が最大限に高められ、こ
れによって延いては自然対流又は強制空気対流環境のいずれにおいても放熱又は吸熱能力
が最大限に高められる。
【００３３】
　従来技術を超える本発明の重要な要素は、強制空気対流に対して自然対流用にヒートシ
ンクを最適化し直すことである。通常的にファンを基本とする従来技術の強制空気対流シ
ステムでは、強制空気は一方向にのみ移動している。よって、最適なヒートシンクは、熱
を拡散させる金属板と、熱を強制空気の方向に沿って分散させる線形の金属「フィン」で
ある。このため、従来技術の強制空気システムでは、最適なヒートシンクは、通常的に用
いられる平行フィンをはじめとする、空気と接触する面積を空気流に沿って最大限にする
。
【００３４】
　自然対流環境では、空気流の速度はファンを用いる場合より遥かに低いが、空気は全て
の方向に移動可能である。よって、自然対流環境における最適なヒートシンクは、空気と
接触する面積をあらゆる方向に最大限にする。
【００３５】
　この好適な実施形態において、自然対流用にヒートシンクを最適化し直すことにより、
次のような利点が得られる。（１）低温側における熱の吸収及び高温側における熱の放散
の均一性の向上、（２）ファンの必要性がなくなることによる静音運転、（３）金属の総
所要量が遥かに少なくなること、（４）ファンは故障しやすいため、信頼性が向上するこ
と、（５）ヒートシンクを跨ぐ温度変化が改善され、より良好に付加的冷却を行えるため
、効率が高まること。
【００３６】
　一般的な従来技術の熱電モジュール構成は、一般に２ｍｍの厚さとされるフィンを備え
たヒートシンクを有する。フィンの２面は空気に露出されるため、露出部の全断面周長は
各熱電素子において４ｍｍである。本発明の好適な実施形態では、圧縮された線の総直径
ｄは１ｍｍである。しかし、図３ａ～３ｄに示すように、素線を高温又は低温側において
離間させると、空気に露出される全断面周長はＮπ（ｄ／Ｎ１／２）となり、ここで、Ｎ
は素線の本数であり、ｄは総直径である。撚り線は、１００～４００本の素線を用いたも
のが容易に入手可能であるため、本発明の場合に空気に露出される総断面は、従来技術の
装置の露出断面の７倍を超える３１．４～６２．８ｍｍとなる。このように露出断面が増
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大するため、本発明の放熱及び吸熱容量は、幾何学的パラメータによっては、ファンと剛
直なヒートシンクとの必要性を解消し、代わりに自然対流のみに依存することができる程
度に十分に大きくなる可能性がある。加えて、素線を用いることにより空気に接触する面
積が増大することによって、放熱に必要な金属の総所要量が節減されて、パネルの軽量化
、軟質化及び着用可能化が容易になる。
【００３７】
　更に、図３ａ～３ｄにおける撚り線の本数を略随意に増加させる一方で、各撚り線の直
径をそれに比例して小さくすることができる。上述したように、素線の本数を増加させる
ことは、自然対流で吸熱及び放熱を係数Ｎ１／２ずつ増加させることに繋がる。より細い
素線によって、従来技術の剛直且つ硬質且つ重量なヒートシンクに対して、本発明のヒー
トシンクを軟質且つ軽量且つ可撓性にすることができる。７２～４００本の素線を用いた
スズめっきの編組銅線が電子工業において一般に用いられ、このような編組線は、様々な
直径のケーブルのシールドとして機能させるために展開可能となるように設計される。こ
れらの編組線の各素線は、ＡＷＧ３６又は直径約１００ミクロン以下である。また他の種
類の編組線であるウィック編組銅線は、はんだを除去するために用いられ、その素線は更
に一層細く、素線を広げた時に熱電パネルにおいて放熱と電流伝達とを行う非常に軟質の
装置を得ることを可能にする。銅メッシュも、更に一層細い４４ＡＷＧの素線のものを容
易に入手することができ、完全に展開されると、１インチ当たり素線１４０本に広がる。
【００３８】
　図３ａ～３ｄのパネル３０１は、スタイロフォーム（登録商標）、自然布、合成布、天
然スポンジ、合成スポンジ、ポリウレタン、ガラス繊維、発泡ガラス、建築用断熱材料、
木材、紙、綿、詰綿、配管用断熱材料、天井タイル材料、メモリーフォーム、クッション
材料、又は何らかのその他の断熱材料であってよいが、これらに限定されるわけではない
。
【００３９】
　場合によっては、多段型熱電冷却及び加熱を得ることが望ましい。より大きい温度差が
達成可能となる。従来技術のモジュールは、高感度の撮像カメラに必要な超低温を達成す
るために、一般に２～４段のカスケード構造に互いに積み重ねられることがよくある。図
４ａ～４ｂに示すように、同じ多段化が本発明でも可能であると共に、同様の利益をもた
らす。ここでは、２つのパネル３０１は、高い熱伝導率と電気的絶縁性とを有する熱コネ
クタ４００により両者間において熱的に接続される。熱コネクタは、銅のはんだパッド４
０１とポリイミドのような電気絶縁層４０２とを含んでよい。この構成において、ポリイ
ミド層４０２は、熱伝導率が高くなるように肉薄とされる。電気絶縁体は、ＦＲ－４、カ
プトン（登録商標）、テフロン（登録商標）、絶縁された金属下地回路基板、酸化アルミ
ニウム、又は何らかのその他の容易に入手可能な材料であってよいが、これらに限定され
るわけではない。この多段構成は、図４ａに示す交互織り又は図４ｂに示す単側織りに適
用可能である。熱電素子は、ペレット１０２及び１０３として示されているが、図２ａ～
２ｂ及び３ａ～３ｄに示す熱トンネル管２０３及び２０４であってもよい。
【００４０】
　図５に、図１ａと３ａ及び３ｄと４ａ及び４ｂとの編組線１０１に取って代わることが
できる幾つかの異なる種類の展開可能な金属導体を示す。銅メッシュは、配向形態５０１
又は無配向形態５０２で入手可能であり、いずれも空気に対して大きい接触面積を有する
素線を提供する。金属箔糸５０３は、電気を一方の熱電素子から他方へと移動させるため
に好都合である太い中心線と、空気との間で熱を放散又は吸収するために好都合である多
くの枝状の細い銅素線とを有する。扁平な編組線５０４もいずれかの端部にはんだ接合部
を有する状態又は有さない状態で入手可能である。これらの展開された金属５０５の１つ
又は組合せで作製されるパネルは完全に機能する熱電パネルとなる。
【００４１】
　図６ａ～６ｉに、また他の種類の無配向型銅メッシュ６０１、ロープのようになわれた
銅素線６０３、同軸的に纏められた素線６０４、銅フォーム６０５、又はばらの銅素線６



(11) JP 5956444 B2 2016.7.27

10

20

30

40

50

０６を含む、展開された金属又は展開可能な金属の更に多くの考えられる形態を示す。金
属スクリーン又はメッシュの場合には、熱電素子の近くできつくロール巻きするか、又は
アコーディオン状にきつく折りたたむと共に、熱電素子から離れた位置では巻き又は折り
を緩めることにより金属を圧縮することができる。
【００４２】
　上述の熱電パネルは、更に、熱により電気を生成するように構成可能である。熱を一方
の側に加えると、発電に用いることができるゼーベック電圧が生じる。熱源は、太陽光を
受ける選択的表面、道路又は公道の表面、地熱、エンジンの熱、煙突の熱、体温、廃熱、
及び多くのその他の考えられる熱源であってよい。
【実施例１】
【００４３】
　本発明を用いた熱電冷却装置
　図７ａ～７ｃに、本発明を用いた熱電冷却装置７０１を示す。４つの熱電パネル５０５
は、低温及び高温側にそれぞれ長さ７及び１１ｃｍの編組線１０１を有する図１ａに示す
ストリングを用いて作られた。パネルは、直径３ｍｍの穴と３ｃｍのペレット間隔とを有
する厚さ１インチ（２．５４ｃｍ）のスタイロフォーム（登録商標）３０１とした。総数
２５６個のペレットが、設置された４つのパネルに挿入された。４つの熱電パネルは、２
つの無加工のスタイロフォーム（登録商標）パネルと組み合わされて、小型の冷却装置が
構成された。図７ａ～７ｃの冷却装置７０１は、ヒートシンク又はファンを内蔵せず、２
０ワットの電気により動力駆動された。
【００４４】
　図７ａ～７ｃの冷却装置を、同様に２５６個のペレットを有する従来技術の熱電モジュ
ール７０４と従来技術のヒートシンク７０６と従来技術のファン７０５とを内蔵する従来
技術の商用冷却装置７０２と比較した。この商用冷却装置は、設計どおり４０ワットの電
気により動力駆動された。
【００４５】
　図７ｄに、本発明の冷却装置と従来技術の商用冷却装置とを比較する実験中に得られた
データを示す。このような冷却装置の性能の２つの重要な尺度は、（１）室温の１杯の水
７０３の冷却速度と、（２）各冷却装置の内部の空気により達成される最低温度とである
。図７ｄのグラフ７０７には、温度をＹ軸に、そして分単位の経過時間をＸ軸に示す。
【００４６】
　実験により、本発明に関する線７０９及び７１１の傾きによって示される１杯の水の冷
却速度は、７１０の傾きによって示される、従来技術の商用冷却装置の冷却速度に匹敵す
ることが分かった。加えて、ボックス内の空気の最低温度は、線７１３により示される本
発明の冷却装置と従来技術の冷却装置７１２とのいずれにおいても５．５℃に達した。
【００４７】
　図７ｄのデータは、本発明が冷却において従来技術の商用冷却装置と同程度に良好に機
能することを示す。ただし、従来技術の商用冷却装置の４０ワットに対して、本発明は２
０ワットの電力を必要とするだけであった。よって、本発明は、効率を有意に高めて同等
の性能を達成した。効率の向上は、（１）ファン用の電力を必要としないことと、（２）
ヒートシンクを跨ぐ温度低下の多くが改善されることと、（３）冷却能力が容器の壁全体
にわたってより良好に分散されることによる。
【００４８】
　図３ａ～３ｄと４ａ及び４ｂとに示す本発明の熱電パネルは、一方の側を他方の側に対
して冷却又は加熱する能力を有する汎用断熱パネルである。これらの汎用パネルは、同様
の工程と同様の機械とを用いて製造可能であり、更に複数の用途に利用可能である。例外
なく、これらの用途の一部を図８に示す。
【００４９】
　人体の冷却又は加熱において全体としてのエネルギーを削減するため又は個人の快適さ
の向上を達成するために、１つの有利な技術は、環境に対して局所的な加熱又は冷却を可
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能にすることである。例えば、本発明の熱電パネルを図８に示す机８０５の下の空洞部の
周りに配置して、事務職員に局所的な快適さを提供しながら大幅にエネルギーを節減する
ことができる。或いは、パネルを事務椅子８０４の座面部若しくは背もたれ部又はこれら
の両方に配置することができる。自動車においては、パネルを自動車の座席８０３の座面
部又は背もたれ部に配置することができる。就寝用には、これらのパネルをサーモスタッ
ト制御装置と組み合わされた電気毛布８１３内に配置して、所望の毛布下睡眠温度を維持
することができる。毛布の制御用電子装置は、設定温度を達成するために冷却が必要な時
又は加熱が必要な時に電流を自動的に適正な方向に切り替えることができる。これに限定
されるわけではないが、このようなサーモスタット制御装置は、図８に示す全ての用途を
含めた、本発明のあらゆる用途に適用可能である。
【００５０】
　ヘルメットを着用しなければならない人物にとって、ヘルメットの内側に閉じ込められ
る体温が不快になることがある。或いは、頭部の保護を必要とする低温環境において着用
する場合に、ヘルメットでは十分な暖かさが得られないことがある。本発明の熱電パネル
を適正な形状に成形して、モータサイクル又は自転車用８０８、軍用８１０又は建築現場
用の安全帽８０９を含む全ての種類のヘルメットに冷却及び加熱機能を付加することがで
きる。
【００５１】
　同様に、本発明のパネルを成形して使用し、ベスト８１６のような衣類、又は、コート
、ズボン、ズボンの脚部、及びシャツ等のその他の種類の衣類を、これらに制限されるこ
となく作製できる。
【００５２】
　本発明の熱電パネルは、食品及び飲料又はその他の物品を冷却するためにも使用可能で
ある。これらのパネルは、ワインチラー８０６又はキャンプ用クーラー８０１及び８０２
の壁、扉、背面、又は上面として利用可能である。図８において、パネル及びストリング
を可撓性８１２にすることができるため、水差し、ビール用もしくはその他のマグ又は瓶
、コーヒー飲料、ミルク又はクリームの瓶又は紙箱のような整形された物品の周りに巻き
付けることができる。
【００５３】
　本発明の熱電パネルは、セルフサービスのレストラン、カフェテリア又はケータリング
サービス用に、図８に示すビュッフェトレイ８０７を加熱又は冷却するためにも利用可能
である。従来技術では、トレイを冷却するために氷を、そして暖めるために沸騰水を使用
する。氷及び熱水の供給を維持しなければならず、トレイの下のリザーバを周期的に補充
しなければならない。本発明は、トレイを電気的に加熱又は冷却すると共に低温及び高温
の補充物を必要としないことにより、従来技術を超える利益をもたらす。
【００５４】
　本発明の熱電パネルは、住宅及び建物にも利用可能である。壁又は窓又は床８１５の一
部分を本発明のパネルに取り替えて、部屋の加熱及び冷却を行うことができる。建物内の
天井タイル８１５を本発明のパネルに取り替えて、天井下の空間の加熱及び冷却を行うこ
ともできる。更に、本発明のパネルを、圧縮機を基本とする中央空気調和システムと組み
合わせて用いて、病原菌及び臭いを部屋から部屋へと運びかねない強制空気の必要性を解
消することができる。この場合は、本発明のパネルは、高温側をプレナムの内側に向けて
プレナムに沿って取り付けられる。圧縮機を基本とするＨＶＡＣシステムからの冷気が熱
を高温側から運び去る一方で、パネルの低温側は部屋の熱を除去する。この場合には、部
屋は強制空気を用いずに冷却される。
【００５５】
　また別の態様において、本発明は、よく適した気候において太陽の放射線から再生可能
電力を得るものである。第２の目的は、太陽が照っていない時及び夜を通してエネルギー
を供給し続けることである。第３の目的は、キロワット／エーカーを単位として測定され
る土地利用率を風力発電ファームの何倍にも高めることである。第４の目的は、一般的な
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ピーク電力需要時間とより合致する時間にピーク電力容量を得ることである。本発明の第
５の目的は、不活性且つ無害な材料を用いて太陽のエネルギーを熱の形態で蓄えることで
ある。第６の目的は、１ワット当たりの費用を従来の発電所の費用（燃料費を含む）の何
分の一か、そしてＰＶ又は風力発電所の１ワット当たりの費用（蓄電費を含む）の更に一
層小さい割合にして、これらの機能を提供することである。以下に述べるように、本発明
は、付加的に熱電素子を分散させて非集中的な太陽光による熱分布に合致させると共に金
属の熱拡散装置の必要性を解消することにより、特許文献１０等のエネルギー蓄積装置を
有さない従来技術の実施形態を超えるより優れた性能を示すものである。
【００５６】
　本発明の実施形態を図９に示す。太陽の放射線を大体において透過する断熱材料９０３
が蓄熱媒体９０５を取り巻く。断熱材料９０３は、更に、太陽９０７が照っていない時に
熱が逃げるのを防ぐ。この断熱材料は、発泡シート、空気又はエアポケットを封じ込めた
ガラス又はプレキシグラス、或いは水泳プールのソーラーカバーに用いられる何らかの材
料であってよいが、これらに限定されるわけではない。蓄熱媒体の選択的表面層又は被覆
９０４は、太陽からの放射線を吸収すると共に、吸収された熱の放射再放出を防ぐように
設計される。この選択的表面層又は被覆９０４は、例えば、銅、アルミニウム、又は鉄の
酸化物、炭素、鋼、又はこれらを組み合わせたもの、若しくはこれらの合金、黒化塗料、
或いはソーラーオーブン、キャンプ用ソーラーシャワー、又は屋根置き型太陽熱温水器に
用いられる同様の材料で構成されてよいが、これに限定されるわけではない。蓄熱媒体９
０５は、高い熱容量を有する大量の物質を含む。この物質は、４．２ジュール／ｃｍ３／
℃の体積熱容量を有する水又は水よりも若干低い熱容量を有するくず鉄であってよい。選
択的表面９０４と蓄熱媒体９０５とは良好な熱接触状態にある。この接触部には、可能性
として、両者間において高い熱伝導率と表面係合能力と熱拡散能力とを有するサーマルイ
ンターフェースマテリアル９０６が用いられる。蓄熱媒体９０５は、この場合も可能性と
してサーマルインターフェースマテリアル９０６を用いて、分散型熱電パネル９０２の高
温側に熱的に接続される。分散型熱電パネル９０２は、図２ａ及び２ｂと図３ａ～３ｄと
において説明したように、内側に熱電素子を有する断熱パネルである。熱電パネル９０２
の低温側は、地面９０１に熱的に接続されるか、又は海、湖、又はプール等の水域上に浮
遊している。
【００５７】
　これに限定されるわけではないが、図９に示す発電機に、太陽９０７が照っている時に
のみ電力を生成させて、蓄熱媒体９０５の必要性を解消できる。この場合は、選択的表面
９０４は熱電パネル９０２に隣接し、可能性として両者間にサーマルインターフェースマ
テリアル９０６を有する。
【００５８】
　この場合もこれに限定されるわけではないが、図９の発電機は、太陽光以外の熱源を用
いてもよい。蓄熱媒体９０５内の水は、有効な地熱源から流れて来るものであってよく、
又は発電所若しくは工場の加熱された廃水であってもよい。熱電パネル９０２を上述の可
撓構成で作ると、図８の部材８１４に示すように、熱水又は高温ガスを運ぶ管の周りに巻
き付けて電気を生成することができる。
【実施例２】
【００５９】
　太陽光蓄電及び発電
　風車及びソーラーパネル等のその他の発電機と競合できる、図９に従った例証的な発電
機を以下に説明する。蓄熱媒体９０５は、２ｍ×２ｍ×０．３ｍであって、１００℃のピ
ーク温度に達すると想定される。この温度は、水の沸点を超えず、且つ食品の調理に用い
られる断熱ソーラーオーブンが容易に達する温度である。低温側９０１の温度は、室温又
は２０℃であると想定される。このため、熱電パネル９０２を跨ぐ温度差ΔＴは８０℃と
なり、平均温度は６０℃となる。周囲温度に対して８０℃温度上昇した蓄熱媒体は、水の
熱容量を４．２ジュール／ｃｍ３℃とすると、４．０Ｅ＋８ジュール、即ち１１２キロワ
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ット時を蓄積する。
【００６０】
　断熱材料９０３の寸法は２ｍ×２ｍ×０．０５ｍであり、従って８０℃の温度差ΔＴの
断熱体の厚さを通じた熱損失は、エアポケット断熱体の一般的な熱伝導率を０．０２３ワ
ット／ｍ℃とすると、１４７ワットになる。
【００６１】
　熱電素子は、０．００５オームの電気抵抗ｒと０．００９ワット／℃の熱伝導係数Ｋと
３００μＶ／℃のゼーベック係数Ｓとを有するものを容易に入手することができる。これ
らの値から、熱電性能ＺＴ＝Ｓ２Ｔ／ｒＫは、６０℃（３３３Ｋ）の平均温度で、殆どの
製造元が主張する性能の範囲内に十分に含まれる０．６０となることがわかる。
【００６２】
　分散型熱電パネル９０２は２ｍ×２ｍ×０．０５ｍであり、１３３３個の熱電素子を内
蔵する。これらの素子は、各々の横方向に５．５ｃｍずつ離間して配置される。素子を通
じた全熱損失は９６０ワット（１３３３ΔＴＫ）である。直列に接続される素子により生
成される総電圧Ｖは１３３３ＳΔＴ、即ち３２ボルトである。全て直列に接続される素子
の全抵抗値は、Ｒ＝１３３３ｒ＝６．７オームである。整合負荷が６．７オームであると
すると、電流ＩはＶ／２Ｒ、即ち２．４アンペアとなる。よって、この実施例により３８
．４ワット（０．５ＶＩ）の全電力を負荷に供給できる。
【００６３】
　太陽９０７の放射線は約１０００ワット／ｍ２であることが知られており、このことか
ら４０００ワットが選択的表面９０４に到達することがわかる。熱電素子及び断熱材料を
通じた損失を差し引くと、２８９３ワット（４０００－９６０－１４７）が熱として蓄熱
媒体９０５に吸収される。４０００ワットが１日８時間で媒体に入り、１１４５．４ワッ
ト（９６０＋１４７＋３８．４）が１日２４時間で媒体から出て行くため、１日当たりに
出て行くエネルギーより多くのエネルギー（１日当たり正味４．５２キロワット時）が入
って、本実施形態が最高温度に達し且つ最高温度を維持することが可能になる。熱は、蓄
熱媒体が自身の熱容量である１１２キロワット時に達するまで蓄熱媒体に蓄積されていく
。最高温度に達するために要する時間は約２５日（１日当たり１１２キロワット時／４．
５２キロワット時）である。
【００６４】
　この実施形態は、瞬間効率では１％未満（生成量３８．４ワット／太陽から得られる量
４０００ワット）であるが、これはこうした温度の熱電発電機における控えめな予想値で
あり、蓄熱を利用することによって熱電装置を１日平均効率で約３％にすることが可能に
なる。
【００６５】
　この実施形態の特徴及び利点は、熱が蓄熱媒体９０５に蓄積されていくため、午後の中
頃に最高温度に達するところにある。よって、この実施形態の最大出力時間はピーク電力
需要時間とより良好に合致する。ソーラーパネルは、ピーク需要より２時間早い正午に最
大出力を有する。風車の１日の最大出力は予測不能である。
【００６６】
　本実施形態の場合、２ｍ×２ｍの面積で生成される３８．４ワットの電力は、１エーカ
ー当たり３８キロワットに相当し、これは１エーカー当たり平均４キロワットの風車と比
べて非常に有利である。
【００６７】
　本発明のまた別の特徴及び利点は、本実施形態の蓄熱媒体である水は、真水である必要
すらないため、本質的に無料であることである。エネルギーを熱として蓄えることは、エ
ネルギーを電気として蓄えるより遥かに低費用であり、電池に見受けられる有害な化学物
質を用いずに蓄えることができる。
【実施例３】
【００６８】
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　分散型熱電マットレス
　図１０に、どのように図３ｃの熱電パネルを用いて、ばねを有するマットレスの表面を
加熱又は冷却することができるかを示す。熱電ストリング１０１の編組線又は撚り線は、
マットレス外囲体１５１の空洞部内へと延在する。ファン１５３を用いて、マットレス表
面を加熱するのか又は冷却するのかによって、これらの線から離れる方向又は線へと向か
う方向に熱を移動させる。熱は本発明により広く分散されるため、ファン１５３は遥かに
低い毎秒回転数を有してよく、騒音と消費電力とを抑制することができる。場合によって
は、マットレスの空洞部がその他の手段により十分に換気されると、ファンを全く必要と
しないこともある。ファン１５３により生成される空気流１５２は、ばね１５４の存在に
よる抵抗を殆ど受けない。通気孔１５５は、ファン１５３からの空気を環境へと逃がす。
【００６９】
　図１１ａ及び１１ｂに、エアマットレスの場合の同様の概念を示す。マットレス内の空
気圧は、様々な硬さを達成するために調節可能とされるか、又は固定されてよい。ポンプ
２５１は連続的に動作して、この場合もマットレス表面を冷却するのか又は加熱するのか
によって、熱を除去又は導入する。図１１ａにおいて、熱的接続がエアマットレスの壁２
５４を介して熱伝導インタフェース２５５により行われる。図１１ｂでは、編組線又は撚
り線がエアマットレスの壁２５４の穴を貫通して延在して、ポンプ２５１からの対流空気
流１５２と接触する。
【００７０】
　図１２ａ及び１２ｂに、厚手のフォームマットレス３５２の場合の同様の概念を示す。
図１２ａにおいて、マットレスの厚さ全体を通して対流空気流が存在するベッドの下まで
熱的に接続するために熱伝導性柱体３５１が用いられる。ファン１５３により、必要な場
合に、自然対流を補うことができる。図１２ｂでは、フォームマットレス３５２内に中空
チャネル３５３を設けて空気流の対流経路としている。これらの中空チャネルは、中空部
分により失われる剛性を取り戻すために、軟質又は硬質の管により内張りされてよい。必
要な場合には、図示しないファンを用いて、撚り線又は編組線を横切る方向に対流空気を
移動させる。この場合も、熱は本発明により既に広く分散されているため、ファンを非常
に低速にすることができる。これに限定されるわけではないが、図１２ｂのマットレス構
成の上部分をあらゆるマットレス用のトッパーとして、したがって、マットレスに改良を
加える必要なしにそのマットレスに対する加熱又は冷却を達成することができる。同様に
、図１２ｂの構成をより小さく区分したものをシートクッション又は背もたれ用クッショ
ンとして利用して、椅子に改良を加える必要なしにあらゆる椅子に加熱又は冷却機能をも
たらすことができる。
【００７１】
　図１３ａ～１３ｃに、空気チャネル３５３がフォームから切り抜かれる、厚手のフォー
ムマットレス３５２の場合の同様の概念を示す。図１３ｃは、空気チャネル３５３がフォ
ーム３５２から切り抜かれた厚手のフォームマットレスの図である。マットレスの全長に
延在するチャネル３５３はいずれも、これらの全てのチャネルに空気を供給する側方チャ
ネルに接続される。チャネルの太さ及び深さは、各チャネル内の空気流を適切に均等にす
るように設計されてよい。図１３ａ及び１３ｂは、図１３ｃに従って作られた試作品のマ
ットレスの異なる角度から撮った２枚の写真である。熱電パネル３０１は、編組線又は撚
り線がファン１５３からチャネル３５３の端部へと至る対流空気流に露出される中空チャ
ネルを有するマットレス上に配置される。
【実施例４】
【００７２】
　分散型熱電毛布
　図１４に、加熱と冷却とを行う電気毛布として利用される本発明の熱電パネルの写真を
示す。パネルの断熱材料３０１は、軟質且つ軽量のメモリーフォームであるが、制限なく
詰綿又はその他の種類の発泡体であってよい。熱電ストリング１０１の編組線が各側に示
されている。覆い布５５１は、編組線の外観と感触とを覆うために用いられる。この覆い
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布は熱を効率的に伝えることが必要であり、よって、低い熱伝導率を有するが非常に多孔
性の綿、リネン又はポリエステル等の材料によって構成されるか、又は高い熱伝導率を有
するがあまり多孔性ではない炭素含浸フィルム等の材料で構成されるか、又は、固体から
液体又は液体から気体への相変化により熱を移動させる相変化材料で構成されてよい。Ｏ
ｕｔｌａｓｔ（登録商標）等の相変化布が、この目的のために容易に入手可能である。熱
電効果を有さない相変化材料の単一サイクルに対して、相変化材料の一方の側に接触する
熱電効果により、長時間にわたって連続的な相変化サイクルが起こって連続的な効果が得
られることに注目されたい。この相変化材料は、これらに制限されることなく、図８に示
す全ての分散型熱電パネルを含む分散型熱電パネルの何らかの利用形態と組み合わせるこ
とができる。
【実施例５】
【００７３】
　分散型熱電椅子
　図１５ａ及び１５ｂに、どのように本発明の熱電パネルをメッシュ型事務椅子と組み合
わせることができるかを示す。これらの種類の椅子において、メッシュ部６５１は、着座
する人物の荷重と圧力分布とを担う。図１５ａ及び１５ｂの目的は、元の椅子の構造特性
又は快適性を変化させることなしに椅子の機能に加熱又は冷却を付加する熱電パネルの一
実施形態を示すことである。また別の目的は、展開された熱電ストリング１０１の編組線
又は撚り線を皮膚又は衣類に可能な限り接近させて、良好な熱的接続を達成することであ
る。こうした理由により、これらの線は本来の圧縮された形態でメッシュ部６５１を貫通
して導かれ、更に、これらの線は、メッシュ部６５１の、皮膚又は衣類に接触する側にお
いて展開される。これに限定されるわけではないが、これらの線がメッシュ部を貫通せず
に加熱又は冷却を行ってもよく、又はメッシュ部が高熱伝導率材料で作製されてもよく、
又はメッシュ部が相変化材料であってもよい。図１５ａ及び１５ｂの線が皮膚と良好に接
触する場合は、熱は、図１５ａに示す撚り線又は編組線の代わりに図１５ｂに示す単線６
５２によって伝達されてよい。更に、短絡を防ぐために線を絶縁することが望まれる場合
は、非絶縁線の代わりにマグネット線又はリッツ線を用いることができる。
【００７４】
　図１６ａ～１６ｃに、図１５ａ及び１５ｂに従って作られたメッシュ型の事務椅子の写
真を示す。図１６ａは、熱電ストリング１０１の編組線パネル断熱材料３０１（図１６ｄ
）が椅子の背もたれ部のメッシュ部の背後にある椅子の図である。これに限定されるわけ
ではないが、同じ技術を用いて座席を加熱及び冷却することができる。図１６ｂは、熱電
ストリング１０１の編組線がメッシュ部６５１を貫通して導かれて皮膚とより良好に接触
するまた別の椅子の図である。図１６ｃは、最大限の自然対流効果を得るために編組線が
椅子の裏側で開放空気に露出される状態に完全に展開された熱電ストリング１０１の編組
線を示す図である。
【実施例６】
【００７５】
　電子制御機能を有する熱電パネル
　図１７は、本発明の上述の全ての用途においてパネルの動力駆動と制御とに用いられる
制御回路の概略図である。可変電圧出力機能を有する電源８５１は、コンピュータ産業に
おいて容易に入手可能であり、これによって、１つの電源で複数のラップトップコンピュ
ータを動力駆動するように構成できる。これらの汎用電源はＩＧＯ及びその他の製造元か
ら入手可能であり、これらは、２本の線が電力を供給して第３の線８５２が出力電圧を決
定する電圧レベルを感知する、３本の線を持つ出力部を有する。ラップトップコンピュー
タに用いられる場合は、所望の制御電圧は、制御電圧を設定する「チップ」により決定さ
れる。図１７の実施形態では、このような汎用電源を用いて、熱電パネル３０１の使用者
が所望の加熱又は冷却量を設定することを可能にする。
【００７６】
　図１７のＤＰＤＴスイッチ８５３は、パネル内の電流の極性を設定することによって、
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使用者が加熱又は冷却を選択することを可能にする。ＤＰＤＴスイッチ８５３の中間位置
は、無接続となるので、オフ位置に用いられる。連動型のポテンショメータ８５７は、汎
用電源８５１に送り返される制御電圧を決定し、これによって、使用者がどの程度の加熱
又は冷却をパネルから得るかを設定することを可能にする。サーミスタ８５５の存在が制
御電圧を上昇させ、これによって、周囲温度が上昇すると冷却量が増加し、周囲温度が低
下するとこの電圧が同等に低下して冷却量を減少させる。サーミスタ８５６の存在は制御
電圧を高め、これによって、周囲温度が低下すると加熱量が増加し、周囲温度が上昇する
と同等に前記制御電圧が減少し加熱量が減少する。トリマポテンショメータ８５６は、パ
ネル３０１に生成させる最小冷却量、最大冷却量、最小加熱量、及び最大加熱量を設定す
る。その意図するところは、これらのトリマポテンショメータが工場で安全なレベル又は
その他の所望のレベルに設定されることである。ダイオード８５８により、確実に連動型
のポテンショメータ８５７の１つの出力部のみで制御電圧８５２を設定できる。
【００７７】
　本発明の概念及び範囲から逸脱することなく、上記に様々な変更を加えることができる
。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２ａ】

【図１２ｂ】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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