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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エネルギーを収集する方法であって、
　少なくとも１つの収集装置を、地面レベルより上に持ち上げられた複数のサポート構造
ワイヤから吊り下げ、前記収集装置は前記サポート構造ワイヤに電気的に接続されること
と、
　前記複数のサポート構造ワイヤに電気的接続を持ち電流を引き出す負荷を提供すること
と
　を含み、
　前記収集装置は、点状の導電表面を含む収集ファイバーを含む方法。
【請求項２】
　前記収集装置はダイオードを更に含み、前記ダイオードは前記収集ファイバーと前記負
荷の間に電気的に接続されている、請求項１の方法。
【請求項３】
　前記負荷に提供されたエネルギーを蓄積することを更に含む、請求項１の方法。
【請求項４】
　前記負荷に提供されたエネルギーを蓄積することは、エネルギーをキャパシタまたはイ
ンダクタに蓄積することを含む、請求項３の方法。
【請求項５】
　前記収集ファイバーはカーボンファイバーまたはグラファイトファイバーを含む、請求
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項１の方法。
【請求項６】
　前記ダイオードは地面レベルに対して持ち上げられている、請求項２の方法。
【請求項７】
　エネルギー収集システムであって、
　地面レベルより上に持ち上げられた複数のサポート構造ワイヤと、
　前記複数のサポート構造ワイヤに電気的に接続された少なくとも１つの収集装置と、
　前記複数のサポート構造ワイヤに電気的に接続された負荷と
　を含み、
　前記収集装置は、点状の導電表面を含む収集ファイバーを含むシステム。
【請求項８】
　前記収集装置は、前記負荷と前記収集ファイバーの間に電気的に接続されているダイオ
ードを更に含む、請求項７のシステム。
【請求項９】
　前記ダイオードは地面レベルに対して持ち上げられている、請求項８のシステム。
【請求項１０】
　前記収集ファイバーはカーボンファイバーまたはグラファイトファイバーを含む、請求
項７のシステム。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの収集装置と前記複数のサポート構造ワイヤの間に電気的に接続さ
れたダイオードを更に含む、請求項７のシステム。
【請求項１２】
　前記収集ファイバーは第一の端と第二の対向する端を含み、
　前記システムは前記収集ファイバーの両端に接続されたサポート構造を更に含む、請求
項７のシステム。
【請求項１３】
　それぞれが点状の導電表面を含む複数の収集ファイバーと、
　上側と下側を持ったサポートフレームと、
　前記複数のサポート構造ワイヤと前記サポートフレームの間の導電接続ワイヤと
　を更に含み、
　前記複数の収集ファイバーの各々の一端は前記サポートフレームの上側に接続され、
　前記複数の収集ファイバーの各々の対向する端は前記サポートフレームの下側に接続さ
れている、請求項７のシステム。
【請求項１４】
　剛体構造を更に含み、
　前記剛体構造は前記サポート構造の単一の点から外側に伸びている多数のサポートを含
み、
　前記収集ファイバーの各端は前記多数のサポートの一端に接続されている、請求項１２
のシステム。
【請求項１５】
　剛体構造を更に含み、
　前記剛体構造は前記サポート構造の多数の点から外側に伸びている多数のサポートを含
み、
　前記収集ファイバーの各端は前記多数のサポートの一端に接続されている、請求項１２
のシステム。
【請求項１６】
　複数の剛体構造を更に含み、
　前記収集ファイバーは前記複数の剛体構造の間に接続されている、請求項１４のシステ
ム。
【請求項１７】
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　前記複数のサポート構造ワイヤと前記負荷の間に直列に接続されたスイッチと、
　前記スイッチと前記負荷に並列に接続されたキャパシタと
　を更に含む、請求項７のシステム。
【請求項１８】
　前記スイッチは前記複数のサポート構造ワイヤと前記負荷の間に接続された断続器を含
む、請求項１７のシステム。
【請求項１９】
　前記断続器は、蛍光チューブ、ネオン電球、ＡＣライト、または火花ギャップの一つを
含む、請求項１８のシステム。
【請求項２０】
　前記断続器と前記負荷の間に接続された変圧器を更に含む、請求項１８のシステム。
【請求項２１】
　動力を提供するモーターと、
　前記モーターによって駆動される発電機と
　を更に含み、
　前記モーターは前記複数のサポート構造ワイヤと前記負荷の間に接続されている、請求
項７のシステム。
【請求項２２】
　前記負荷は液体の容器内の火花ギャップを含み、
　前記負荷は化学反応を起こすのに使われる、請求項７のシステム。
【請求項２３】
　前記液体は水を含み、
　前記化学反応は水素と酸素の発生を含む、請求項２２のシステム。
【請求項２４】
　前記複数のサポート構造ワイヤと前記負荷の間の燃料電池を更に含む、請求項７のシス
テム。
【請求項２５】
　前記負荷は燃料電池を含む、請求項７のシステム。
【請求項２６】
　前記燃料電池は水素と酸素を発生する、請求項２４のシステム。
【請求項２７】
　前記複数のサポート構造ワイヤと前記燃料電池の間に接続されたダイオードを更に含む
、請求項２４のシステム。
【請求項２８】
　エネルギーを収集するシステムであって、
　それぞれが点状の導電表面を含む複数の収集ファイバーを吊り下げる手段であって、該
手段は地面レベルから上に持ち上げられ、前記収集ファイバーは該収集ファイバーを吊り
下げる手段に電気的に接続されている手段と、
　電流フローを誘導する手段であって、該電流フローを誘導する手段は前記収集ファイバ
ーを吊り下げる手段に電気的に接続されている手段と、
　電荷キャリアの逆流を制限する手段であって、前記収集ファイバーと前記電流フローを
誘導する手段の間に電気的に接続されている手段と
　を含むシステム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、一般的にエネルギーに関し、より詳しくは、エネルギーを収集するシステム
と方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　好天候電気の概念は、空気の導電性によって伝播された大気中の電場および電流を扱う
。晴れて穏やかな空気は、地球の周りでいかなる与えられた瞬間でも同時に発生している
何千もの稲妻嵐の戻り路である、電流を搬送する。簡単のために、このエネルギーを静電
気または静エネルギーと呼んでも良い。図１は、例えば稲妻からの電流を地面１０に戻す
ための天候回路を描いている。天候電流２０、３０は雲から地面への電流４０を戻す。
【０００３】
　稲妻嵐では、電荷が形成され、電子が気体に渡り、それをイオン化して、稲妻光を発生
する。当業者に理解されるように、完全な回路は稲妻光の戻り路を要求する。大気は回路
のための戻り路である。惑星に渡った何千もの電気嵐のエネルギーは晴天、荒天の両方の
間に全地球の大気に渡って拡散されるので、大気の戻り路による電場はいかなる与えられ
た時点でも比較的弱い。大気中に存在する電流へのその他の寄与要因には、地球の大気を
貫通し相互作用する宇宙線、イオンの移動、およびまだ十分に研究されていないその他の
効果を含み得る。
【０００４】
　下層大気中のイオン化のいくつかは、空気伝達の放射性物質、主にラドン、によって引
き起こされる。世界の殆どの場所では、イオンは海面レベルで毎秒立法センチメートル当
り５－１０ペアの割合で形成される。高度が上がると、宇宙放射線がイオン発生割合の増
加を引き起こす。土壌（または建築物材料）からのラドン発散の高いエリアでは、割合は
はるかに高くなり得る。
【０００５】
　アルファ活性材料が大気イオン化の主要な原因である。各アルファ粒子（例えば、崩壊
するラドン原子からの）は、その数センチメートルの範囲に渡って、約１５０，０００か
ら２００，０００イオンペアを作り出す。
【０００６】
　大気中には大量の利用可能なエネルギーがあるが、そのエネルギーを効率的に収集する
方法や装置は用意されていなかった。従って、上述した欠陥や不十分さに対処するという
これまで対処されてこなかった必要性が産業には存在する。
【発明の開示】
【０００７】
　本開示の実施形態は、エネルギーを収集するシステムと方法を提供する。構成について
簡単に記載すると、他のものの中で、システムの一実施形態は、地面レベルより上に持ち
上げられたサポート構造ワイヤと、サポート構造ワイヤに電気的に接続された少なくとも
１つの収集ファイバーと、サポート構造ワイヤに電気的に接続された負荷と、負荷と少な
くとも１つの収集ファイバーの間に電気的に接続されたダイオードによって実装できる。
【０００８】
　本開示の実施形態はまた、エネルギーを収集する方法を提供していると見ることもでき
る。この点では、他のものの中で、そのような方法の一実施形態は、以下のステップ：少
なくとも１つの収集ファイバーを、地面レベルより上に持ち上げられたサポート構造ワイ
ヤから吊り下げ、ファイバーはサポート構造ワイヤに電気的に接続され；サポート構造ワ
イヤに電気的接続を持ち電流を引き出す負荷を提供し；収集ファイバーと負荷の間に電気
的に接続されたダイオードを提供する；によって大まかに要約することができる。
【０００９】
　本開示のその他のシステム、方法、特徴、利点は、以下の図面と詳細な記載の精査によ
って当業者には明らかであるか明らかとなるであろう。そのような追加のシステム、方法
、特徴、利点の全てはこの記載内に含まれ、本開示の範囲内であり、添付の請求項によっ
て保護されることが意図されている。
【００１０】
　開示の多くの側面は以下の図面を参照するとより良く理解できる。図面中の構成要素は
必ずしも実物通りの尺度ではなく、本開示の原理を明確に描写することに強調が置かれて
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いる。更に、図面中で、同様の参照符号はいくつかの図を通して対応する部分を示す。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　導体上の電荷は、全体が導体の外部表面上にあって、平坦な表面よりも尖った点やエッ
ジの周囲により多く集中する傾向がある。従って、尖った導電点によって受けられる電場
は大きくて滑らかな導電殻上にある同じ電荷によって受けられる場よりもはるかに強くな
り得る。本開示の例示的実施形態は、他のものの中で、この性質を有効活用して、大気中
の電場によって生成されたエネルギーを収集し使用する。図２に呈示された収集システム
１００を参照すると、少なくとも１つの収集装置１３０が、ポール１１０によって支えら
れたサポートワイヤシステム１２０から吊り下げられても良い。収集装置１３０は、個別
的なダイオードまたは収集ファイバー、またはダイオードと収集ファイバーの組み合わせ
からなっても良い。サポートワイヤシステム１２０は、接続ワイヤ１４０によって負荷１
５０に電気的に接続されても良い。サポートワイヤシステム１２０はいかなる形状または
パターンであっても良い。また、導電ワイヤ１４０は単一のワイヤまたは多数のワイヤで
あっても良い。ファイバーの形の収集装置１３０は、カーボン、グラファイト、テフロン
（登録商標）、および金属を含んだ、いかなる導電または非導電材料からなっても良い。
例示的実施形態は、静電気収集のためにカーボンまたはグラファイトのファイバーを利用
する。サポートワイヤシステム１２０と接続ワイヤ１４０は、アルミニウムまたは鋼鉄、
ただし最も注目すべきには銅、を含んだあらゆる導電材料から作られることができる。テ
フロン（登録商標）を滲込ませたワイヤ、テフロン（登録商標）の塗膜を持ったワイヤ、
またはワイヤからぶら下がったテフロン（登録商標）の切れといった非限定的な例のよう
に、前記導体にテフロン（登録商標）が加えられても良い。導電ワイヤ１２０、１４０、
２００は、非限定的な例として裸ワイヤ、または絶縁体が塗膜されたものであっても良い
。ワイヤ１２０、１４０は収集装置１３０によって収集されたエネルギーを運搬する手段
である。
【００１２】
　収集装置１３０としての収集ファイバーの例示的実施形態には、グラファイトまたはカ
ーボンのファイバーが含まれる。グラファイトおよびカーボンのファイバーは、微視的レ
ベルでは、数十万の点を持つことができる。大気電気はこれらの点に引きつけられても良
い。もし大気電気が、一つは平坦な表面で他は点状の導電表面である２つの経路に従うこ
とが出来るなら、電荷は点状の導電表面に引きつけられる。一般的に、より多くの点があ
れば、より高いエネルギーを集めることが出来る。従って、カーボンまたはグラファイト
のファイバーは例示的な収集能力を明示する例である。
【００１３】
　少なくとも１つの例示的実施形態では、サポートワイヤ１２０の高さが重要な要素とな
り得る。その収集装置１３０が地面からより高ければ、収集装置１３０と電気的グラウン
ドの間の電圧ポテンシャルがより大きくなる。ある条件下では電場はメートル当り１００
ボルトより大きくても良い。サポートワイヤ１２０が特定の高度で空気中に吊り下げられ
ると、ワイヤ１２０自身が周辺電圧から非常に小さな電荷を収集する。収集装置１３０が
サポートワイヤ１２０に接続された時、収集装置１３０はエネルギー活性化されて、エネ
ルギーをサポートワイヤ１２０に転送する。
【００１４】
　図２には示されていないダイオードを、収集システム１００のいくつかの位置に接続し
ても良い。ダイオードは電荷キャリアの移動の方向を制限する構成要素である。これは電
流が一方向に流れることを許容するが、反対方向ではそれを本質的に遮断する。ダイオー
ドは逆止弁の電気バージョンと考えることができる。ダイオードは、収集されたエネルギ
ーが収集装置１３０の収集ファイバー実施形態を通じて大気中に放電されることを防止す
るのに使っても良い。収集装置の例示的実施形態は、収集ファイバーを持たないダイオー
ドからなる。ただし、好ましい実施形態は、ダイオードが地面より上に持ち上げられるよ
うに収集ファイバーのサポートシステム１２０への接続点におけるダイオードを含む。収
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集装置１３０と負荷１５０の間に多数のダイオードを使っても良い。加えて、多数のファ
イバーを持った実施形態では、１つのファイバーを通して収集され得るエネルギーが別の
ファイバーから逃げるのを制限する。
【００１５】
　収集装置１３０は、多くの手段によってサポートワイヤシステム１２０に接続され、そ
れとの関係で配置されても良い。いくつかの非限定的な例が、収集ファイバー実施形態を
使って図２Ａ－２Ｇに提供されている。図２Ａは、収集装置１３０のための接続部材２１
０を持ったサポートワイヤ２００を呈示している。接続部材２１０は、収集装置１３０か
らサポートワイヤ２００への電気の流れを許容するいかなる導電材料であっても良い。そ
して、図２に示すように、サポートシステム１２０のサポートワイヤ２００は、導電ワイ
ヤ１４０を通じて負荷１５０に電気的に接続されても良い。サポート構造ワイヤ上のあら
ゆる位置において、複数のダイオードを設置しても良い。好ましい実施形態は、収集装置
１３０の収集ファイバー実施形態と接続部材２１０の間の接続点における持ち上げられた
位置にダイオードを設置する。
【００１６】
　同様に、図２Ｂは、サポートワイヤ２００に電気的に接続され、サポート部材２３０に
も接続された収集ファイバー１３０を示している。サポート部材２３０はどちらの側で収
集ファイバー１３０に接続されても良い。サポート部材２３０は、それが自由に動くよう
にする代わりにファイバーを両端でしっかりと保持する。サポート部材２３０は導電性で
あっても非導電性であっても良い。サポート構造ワイヤ上のあらゆる位置において、複数
のダイオードを設置しても良い。好ましい実施形態は、収集ファイバー１３０とサポート
ワイヤ２００の間、またはファイバー１３０とサポート部材２３０とサポートワイヤ２０
０の間の接続点における持ち上げられた位置にダイオードを設置する。
【００１７】
　図２Ｃは、上部および下部サポート部材を持ったリス籠配置の多数の収集ファイバーを
呈示する。サポート構造２５０は、サポート部材２４０によってサポート構造ワイヤ２０
０に接続されても良い。構造２５０は上部２６０と下部２７０を有し、多数の収集ファイ
バー１３０の各々は一端において上部２６０と、他端において下部２７０と接続される。
サポート構造２５０上のあらゆる位置において、複数のダイオードを設置しても良い。好
ましい実施形態は、収集ファイバー１３０とサポート構造ワイヤ２００の間の接続点にお
ける持ち上げられた位置にダイオードを設置する。
【００１８】
　図２Ｄは、サポート部材２７５の端の間に接続された収集ファイバー１３０との交差点
２７８においてサポート構造ワイヤ２００に接続されたＸ形状のサポート部材２７５を持
ったサポート構造の他の例示的実施形態を呈示する。サポート構造上のあらゆる位置にお
いて、複数のダイオードを設置しても良い。好ましい実施形態は、収集ファイバー１３０
とサポートワイヤ２００の間の接続点における持ち上げられた位置にダイオードを設置す
る。
【００１９】
　図２Ｅは、収集ファイバー１３０を支えるための他の例示的実施形態を呈示する。収集
ファイバー１３０は、第一の場所においてサポート構造ワイヤ２００に接続されても良い
サポート部材２８５と一つの側で、サポート構造ワイヤ２００上の第二の場所においてサ
ポート構造ワイヤ２００に接続されても良いサポート部材２８０と他の側で、接続されて
も良い。第一と第二の場所は同じ場所であっても良く、あるいはそれらは異なる場所あっ
ても、異なるサポートワイヤ上であってさえも良い。サポート構造上のあらゆる位置にお
いて、複数のダイオードを設置しても良い。好ましい実施形態は、収集ファイバー１３０
とサポートワイヤ２００の間の接続点における持ち上げられた位置に１つ以上のダイオー
ドを設置する。
【００２０】
　図２Ｆは、収集ファイバーのためのサポートの他の例示的実施形態を呈示する。２つの



(7) JP 5552236 B2 2014.7.16

10

20

30

40

50

サポート部材２９０は、収集ファイバーのどちらの側を支えても良く、サポートワイヤ２
００に単一の点において接続されている。サポート構造上のあらゆる位置において、複数
のダイオードを設置しても良い。好ましい実施形態は、収集ファイバー１３０とサポート
ワイヤ２００の間の接続点における持ち上げられた位置にダイオードを設置する。
【００２１】
　図２Ｇは、少なくとも２つのサポート部材２９２、２９４が多数の場所においてサポー
ト構造ワイヤ２００に接続されても良く、収集ファイバー１３０がサポート構造の各端の
間に接続されても良いように、図２Ｆで提供されたような２つのサポートを提供する。収
集ファイバー１３０は、単一のサポート構造の各端の間と多数のサポート構造の間に接続
されても良い。サポート構造上のあらゆる位置において、複数のダイオードを設置しても
良い。好ましい実施形態は、収集ファイバー１３０とサポート構造ワイヤ２００の間の接
続点における持ち上げられた位置に１つ以上のダイオードを設置する。
【００２２】
　図３は、１つ以上の収集装置（図２からの１３０）によって収集されたエネルギーを蓄
積するための蓄積回路３００の概略図を提供する。負荷１５０は電流フローを誘導する。
ダイオード３１０は１つ以上の収集装置（図２からの１３０）と負荷１５０の間に直列に
電気的に接続されても良い。回路中のあらゆる位置において、複数のダイオードを設置し
ても良い。スイッチ３３０は負荷１５０と少なくとも１つの収集装置（図２からの１３０
）の間に電気的に接続されて負荷を接続および切断してもよい。キャパシタ３２０はスイ
ッチ３３０と負荷１５０に並列に接続されて、スイッチ３３０が閉じた時にスイッチ３３
０が負荷１５０への配送のために開かれた時にエネルギーを蓄積しても良い。整流器３４
０は、スイッチ３３０の受信端とグラウンドの間で負荷１５０に並列に電気的に接続され
ても良い。整流器３４０は、全波または半波整流器であっても良い。整流器３４０は、ス
イッチ３３０の受信端とグラウンドの間で負荷１５０に並列に電気的に接続されたダイオ
ードを含んでいても良い。整流器３４０のダイオードの方向は随意である。
【００２３】
　図４に提供される例示的実施形態では、蓄積回路４００が充電キャパシタ４１０によっ
て１つ以上の収集装置（図２からの１３０）からのエネルギーを蓄積する。もし充電キャ
パシタ４１０を使わないならば、キャパシタ４１０において示されるグラウンドへの接続
は除去される。回路中のあらゆる位置において、複数のダイオードを設置しても良い。ダ
イオード３１０は、１つ以上の収集装置（図２からの１３０）と負荷１５０の間に直列に
電気的に接続されても良い。ダイオード４４０は負荷１５０と直列に設置されても良い。
キャパシタ４１０からの電圧は、それが十分な電圧に達した時に火花ギャップ４２０を充
電するのに使うことができる。火花ギャップ４２０は並列の１つ以上の火花ギャップから
なっても良い。火花ギャップ４２０の非限定的な例には、水銀リードスイッチと水銀で湿
らせたリードスイッチを含む。火花ギャップ４２０がアークすると、エネルギーが火花ギ
ャップ４２０の一端から火花ギャップ４２０の受信端にアークする。火花ギャップ４２０
の出力は、整流器４５０に直列に電気的に接続されても良い。整流器４５０は、全波また
は半波整流器であっても良い。整流器４５０は、火花ギャップ４２０の受信端とグラウン
ドの間で変圧器４３０と負荷１５０に並列に電気的に接続されたダイオードを含んでいて
も良い。整流器４５０のダイオードの方向は随意である。整流器４５０の出力は、変圧器
４３０に接続されて負荷１５０を駆動する。
【００２４】
　図５は、モーター駆動回路５００を呈示する。１つ以上の収集装置（図２からの１３０
）は、発電機５２０を動かして負荷１５０を駆動する静電モーター５１０に電気的に接続
される。回路中のあらゆる位置において、複数のダイオードを設置しても良い。モーター
５１０は、負荷１５０に直接接続されて、それを直接駆動しても良い。
【００２５】
　図６は、水素を発生する回路６００を明示する。回路中のあらゆる位置において、複数
のダイオードを設置しても良い。１つ以上の収集装置（図２からの１３０）が、二次火花
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ギャップ６４０に接続されても良い一次火花ギャップ６１０に電気的に接続される。火花
ギャップ６１０、６４０の非限定的な例には、水銀リードスイッチと水銀で湿らせたリー
ドスイッチを含む。二次火花ギャップ６４０は、容器６２０内の水６３０に浸されても良
い。水６３０に浸された二次火花ギャップ６４０がエネルギー活性化されると、火花ギャ
ップ６４０は、燃料として使うのに収集されても良い水素と酸素の泡を発生しても良い。
【００２６】
　図７は、燃料電池を駆動する回路７００を呈示する。回路中のあらゆる位置において、
複数のダイオードを設置しても良い。収集装置（図２からの１３０）は、負荷１５０を駆
動する燃料電池７２０にエネルギーを提供する。燃料電池７２０は、水素と酸素を発生し
ても良い。
【００２７】
　図８は、エネルギーの収集のための例示的な回路８００を呈示する。蓄積回路８００が
充電キャパシタ８１０によって１つ以上の収集装置（図２からの１３０）からのエネルギ
ーを蓄積する。もし充電キャパシタ８１０を使わないならば、キャパシタ８１０において
示されるグラウンドへの接続は除去される。回路中のあらゆる位置において、複数のダイ
オードを設置しても良い。キャパシタ８１０からの電圧は、それが十分な電圧に達した時
に火花ギャップ８２０を充電するのに使うことができる。火花ギャップ８２０は並列また
は直列の１つ以上の火花ギャップからなっても良い。火花ギャップ８２０の非限定的な例
には、水銀リードスイッチと水銀で湿らせたリードスイッチを含む。火花ギャップ８２０
がアークすると、エネルギーが火花ギャップ８２０の一端から火花ギャップ８２０の受信
端にアークする。火花ギャップ８２０の出力は、整流器８２５に直列に電気的に接続され
ても良い。整流器８２５は、全波または半波整流器であっても良い。整流器８２５は、火
花ギャップ８２０の受信端とグラウンドの間でインダクタ８３０と負荷１５０に並列に電
気的に接続されたダイオードを含んでいても良い。整流器８２５のダイオードの方向は随
意である。整流器８２５の出力は、インダクタ８３０に接続される。インダクタ８３０は
、固定値インダクタであっても可変インダクタであっても良い。キャパシタ８７０が、負
荷１５０に並列に設置されても良い。
【００２８】
　図９は、エネルギーを収集する方法のフロー図を呈示する。ブロック９１０において、
１つ以上の収集装置が、サポート構造ワイヤから吊り下げられても良い。ブロック９２０
において、負荷がサポート構造ワイヤに電気的に接続されて、電流を引き出しても良い。
ブロック９３０において、サポート構造ワイヤと負荷への電気的接続の間にダイオードが
電気的に接続されても良い。ブロック９４０において、負荷に提供されたエネルギーが蓄
積されるかもしくは利用されても良い。
【００２９】
　フローチャート中のあらゆるプロセス記載またはブロックは、特定の論理的機能または
プロセス中のステップを実装する１つ以上の実行可能な命令を含むコードのモジュール、
セグメント、または部分を表していると理解されるべきであり、代替の実装は、本開示の
当業者には理解されるであろうように、含まれている機能性に応じて、実質的に同時、ま
たは逆順を含んだ、示されたり説明されたりしたのとは異なる順番で、機能を実行しても
良い本開示の好ましい実施形態の範囲内に含まれる。
【００３０】
　本開示の上述した実施形態、特にあらゆる「好ましい」実施形態は、実装の可能な例に
過ぎず、開示の原理の明確な理解のために述べられたに過ぎないことが強調されるべきで
ある。開示の精神と原理から実質的に逸脱することなく、開示の上述した実施形態に多く
の変形や変更を行っても良い。そのような変更や変形の全ては、この開示と本開示の範囲
内にここで含まれ、以下の請求項によって保護されることが意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は天候エネルギー回路の回路図である。
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【図２】図２は、構造によって地面より上に持ち上げられた多くのエネルギーコレクター
の例示的実施形態の斜視図である。
【図２Ａ】図２Ａは、サポートワイヤから吊り下げられたエネルギー収集ファイバーの側
面図である。
【図２Ｂ】図２Ｂは、追加のサポート部材を持つ、サポートワイヤから吊り下げられたエ
ネルギー収集ファイバーの例示的実施形態の側面図である。
【図２Ｃ】図２Ｃは、多数のエネルギー収集ファイバーのためのサポート構造の斜視図で
ある。
【図２Ｄ】図２Ｄは、多数のエネルギー収集ファイバーのためのサポート構造の例示的実
施形態の側面図である。
【図２Ｅ】図２Ｅは、エネルギー収集ファイバーのためのサポート構造の側面図である。
【図２Ｆ】図２Ｆは、エネルギー収集ファイバーのためのサポート構造の例示的実施形態
の側面図である。
【図２Ｇ】図２Ｇは、多数のエネルギー収集ファイバーのためのサポート構造の側面図で
ある。
【図３】図３は、エネルギーの収集のための回路の例示的実施形態の回路図である。
【図４】図４は、エネルギーの収集のための回路の例示的実施形態の回路図である。
【図５】図５は、発電機とモーターを駆動するためのエネルギー収集回路の例示的実施形
態の回路図である。
【図６】図６は、エネルギーを収集し、それを水素と酸素の発生に使うための回路の例示
的実施形態の回路図である。
【図７】図７は、エネルギーを収集し、それを燃料電池を駆動するのに使うための回路の
例示的実施形態の回路図である。
【図８】図８は、エネルギーの収集のための回路の例示的実施形態の回路図である。
【図９】図９は、収集ファイバーでエネルギーを収集することの例示的実施形態のフロー
図である。



(10) JP 5552236 B2 2014.7.16

【図１】 【図２】

【図２Ａ】 【図２Ｂ】



(11) JP 5552236 B2 2014.7.16

【図２Ｃ】 【図２Ｄ】

【図２Ｅ】 【図２Ｆ】



(12) JP 5552236 B2 2014.7.16

【図２Ｇ】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】



(13) JP 5552236 B2 2014.7.16

【図８】 【図９】



(14) JP 5552236 B2 2014.7.16

10

フロントページの続き

    審査官  河村　勝也

(56)参考文献  登録実用新案第３１１８４６５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１０－２５７７１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－２２３６８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１４６０７６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２２９４８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－１６００５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１１－１６２４７０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０２Ｎ　　１１／００　　　　
              Ｈ０５Ｆ　　　３／００
              Ｈ０１Ｔ　　２３／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

