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(57)【要約】
太陽集熱器装置が、水溜まり（２）中に部分的に浸漬
された多くの組立体（１）を有する。各組立体（１）は
、放物面反射器（３）及び吸収器（６）を有する。バリ
ヤ（１０）が、水（２）の表面上又はその近くに設けら
れていて、波を減少させるよう働き、かかる波は、もし
これらバリヤが設けられていなければ、風の強い状況に
おいて太陽光の直接的通過を妨害する場合がある。液体
中に組立体（１）を完全に浸漬することは、太陽集熱器
の保護と冷却を同時に行う一方で浮力により誘起される
回転によって太陽１０への容易な追跡を可能にするのに
役立つ。部分的に浸漬させる構成では、高い効率が得ら
れ、また、水中への反転により過酷な天候に対する保護
が可能になる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
太陽の放射線を集める集熱器であって、電磁エネルギを別の形態のエネルギに変換する
ための少なくとも１つのエネルギ変換装置と、電磁エネルギを受け入れて、前記電磁エネ
ルギを前記エネルギ変換装置上に集中させる少なくとも１つの集中装置とを有し、液体域
内に、前記エネルギ変換装置がその動作中、実質的に浸漬され且つ前記集中装置が毎日の
動作サイクル中、少なくとも部分的に浸漬されることを特徴とする集熱器。
【請求項２】
前記液体は、可視光に対し実質的に透明であることを特徴とする請求項１記載の集熱器
。
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【請求項３】
前記液体は、水であることを特徴とする請求項１又は２記載の集熱器。
【請求項４】
前記液体は、炭化水素であることを特徴とする請求項１又は２記載の集熱器。
【請求項５】
前記変換装置は、光電池を含むことを特徴とする請求項１〜４のうちいずれか一に記載
の集熱器。
【請求項６】
前記エネルギ変換装置は、集中された電磁エネルギにさらされる化学反応チャンバを含
むことを特徴とする請求項１〜４のうちいずれか一に記載の集熱器。
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【請求項７】
前記エネルギ変換装置は、熱電変換器を含むことを特徴とする請求項１〜４のうちいず
れか一に記載の集熱器。
【請求項８】
前記エネルギ変換装置は、気密シール内に封入されていることを特徴とする請求項５〜
７のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項９】
前記エネルギ変換装置は、入射電磁エネルギを熱に変換し、真空チャンバによって包囲
されたコンポーネントを含むことを特徴とする請求項１〜４のうちいずれか一に記載の集
熱器。
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【請求項１０】
前記集中装置は、鏡を含むことを特徴とする請求項１〜９のうちいずれか一に記載の集
熱器。
【請求項１１】
前記集中装置は、レンズを含むことを特徴とする請求項１〜９のうちいずれか一に記載
の集熱器。
【請求項１２】
太陽追尾回転が、側方浮力タンクの相対浮力の変更により達成される請求項１〜１１の
うちいずれか一に記載の集熱器又は実質的に水面上に浮く集熱器。
【請求項１３】
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前記側方浮力タンクは各々、前記水面の上方に垂直に延び、前記タンクの最も高い部分
のところで通路により互いに連結されていることを特徴とする請求項１２記載の集熱器。
【請求項１４】
前記側方浮力タンクは、前記タンクの最も低い部分のところで通路により互いに連結さ
れ、可逆式容量形ポンプが、前記通路内に位置決めされていて、液体を一方のタンクから
他方のタンクに移して前記集熱器を所望の方向に傾斜させるようになっていることを特徴
とする請求項１２又は１３記載の集熱器。
【請求項１５】
前記ポンプの動作は、垂直羽根のどちらの側にも設けられていて、前記システムの前記
垂直軸線と整列した右光センサと左光センサにより給電されるサーボ機構によって制御さ
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れることを特徴とする請求項１４記載の集熱器。
【請求項１６】
前記集中装置は、少なくとも一部がプラスチック材料で製作されていることを特徴とす
る請求項１０、１１又は１２記載の集熱器。
【請求項１７】
前記液体域と空気のインタフェースのところでの波の生成を阻止する手段を更に含むこ
とを特徴とする請求項１〜１６のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項１８】
前記波の生成を阻止する手段は、前記太陽の放射線に対して実質的に透明であることを
特徴とする請求項１７記載の集熱器。
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【請求項１９】
前記波の生成を阻止する手段は、浮動バリヤ又は浮動メンブレンを含むことを特徴とす
る請求項１７又は１８記載の集熱器。
【請求項２０】
前記波の生成を阻止する手段は、固定バリヤを含むことを特徴とする請求項１７〜１９
のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項２１】
前記波の生成を阻止する手段が複数個設けられ、前記手段は各々、一定間隔を置いて位
置していることを特徴とする請求項１７〜２０のうちいずれ一に記載の集熱器。
【請求項２２】
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前記液体は、藻類の成長を抑制する成分を含むことを特徴とする請求項１〜２１のうち
いずれか一に記載の集熱器。
【請求項２３】
実質的に図面を参照して説明した請求項１〜２２のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項２４】
実質的に添付の図面を参照して説明すると共に前記添付の図面に示された集熱器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、太陽エネルギ用集熱器等の追尾及び保護に関する。
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【背景技術】
【０００２】
太陽エネルギを直接的使用に先立って又は電気又は他の使用可能なエネルギ形態への変
換に先立って、集中形態で経済的に集める必要がある。太陽エネルギは、地球の表面にお
いて１平方メートル当たり約１０００ワットの控え目な強度を有している。
かくして、エネルギを使用前に高い強度（通常、１平方メートル当たりのワット数、即
2

ち、Ｗ／ｍ で表される）に集中させることが非常に望ましい。これは、太陽電池を用い
て太陽エネルギを電気エネルギに変換する場合に特にそうである。太陽エネルギを電気エ
ネルギに変換するために用いられる光電池（「光起電力電池」、「太陽電池セル」と呼ば
れることもある）は、比較的高価である。入射太陽エネルギを小さな面積に集中させるこ
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とにより、エネルギ変換セルの小さな面積を使用することができ、その結果としての変換
セルのコストが低くなる。集中又は集光集熱器における重要な要件は、単位面積当たりの
コストが非常に低く且つ１本又は２本の軸線回りの回転により太陽を追尾することができ
るシステムを用いてエネルギをできるだけ多く集中させる手段が得られるかどうかという
ことにある。
【０００３】
従来、種々の集中形態が用いられている。これらの形態としては、屈折型集光器（レン
ズ）及びより一般的には湾曲反射器（レフレクタ）が挙げられる。集光器は一般に、毎日
空の端から端まで太陽の動きを正確に辿り又はこれに正確に追随する運動を可能にする構
造体に取り付けられている。経済節約のために、太陽に追随するのに用いられるシステム
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は、できるだけ単純且つ頑丈でなければならない。現在の追尾方法は、モータと歯車又は
摺動油圧アクチュエータを用いており、これらは共に、相当大きなコストを付加する。追
尾の必要性により、集光器構造は、定置型非集光太陽エネルギ集熱器よりも重く且つ複雑
になっている。というのは、追尾運動では通常、支持体が全て回転継手を介して設けられ
ることが必要であり、かかる回転継手は、強い風の際に非常に大きな力を受けるからであ
る。
【０００４】
集中のために用いられる構造であればどれでも、強い風、ひょう及び極端な天候条件の
他の特徴から十分に保護されなければならない。また、集中した太陽エネルギを電気に変
換する装置の或る形態の冷却を提供することが最も一般的に望ましい。
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この時点において最も経済的な形態であるシリコン光電池は、これらの温度が増大する
につれて動作効率が低くなる。光電池を冷却する機構が用いられていなければ、集光器の
使用により、光電池が高い温度で動作する傾向が生じ、これらのエネルギ変換効率が減少
する。
【０００５】
これまでに設計された大抵の集光器は、動きに抵抗すると共に風による損傷に強い非常
に相当大きな機械的構造体を採用している。加うるに、これら集光器は通常、風、氷及び
ひょうによる損傷から装置を保護するために反射要素に金属裏打ち材を備えた重く且つ強
固な材料、例えばガラスを用いている。かかる構造体は現時点においては、非常に高価で
あり又は連続屋外使用にとって脆弱過ぎる。
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【０００６】
集光器の反射面を保護するために用いられている一方法は、集光反射器としてインフレ
ート可能なアルミニウム蒸着された柔軟性プラスチックメンブレンを用いることであった
。メンブレンの形状は、一方の側から他方の側への空気の圧力差により維持される。かか
る反射器は、過酷な天候中、デフレートする場合がある。これら反射器は、比較的安価で
あるが、強い風及び紫外線による損傷を依然として受けやすい。加うるに、これら反射器
は、可動部品を強い風に対して支持する相当大きな構造体を必要とする。
【０００７】
集光器を保護するために用いられている別の方法は、太陽光集光器全体を覆って保護す
る透明なドーム又は建物を用いることである。これにより、可動集光器の構造的設計の幾
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分かの単純化が可能になる。しかしながら、この方法は、保護構造体の追加費用により全
体的な費用に関して利点がほとんど無く又は全く無い。
【０００８】
イオマンズの国際公開第ＷＯ９３／０９３９０号パンフレット及び米国特許第６，２２
０，２４１号明細書は、反射型集光器を保護するために一時的に水中に浸漬させる方法を
採用している。かかる方法では、集熱器が上方の空中の焦点のところに位置した状態で反
射型集光器を水の上に浮かせる。制限された期間の間、ポンプを用いて集光器を浸漬する
のがよく、それにより悪天候条件中、集光器の鏡の損傷を回避する。これは、その浮力タ
ンクを水で一杯にし、装置の絶対浮力を変化させることにより達成される。これは、浸漬
中、太陽光集光器又はエネルギ集熱器として動作することができない。集光器は、この機
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構が重要なときに故障し又は電力を失うと悪天候中で損傷する恐れが依然としてある（こ
れは、受動的に頑丈なものではない）。このシステムは又、水中での動きを用いて方位角
方向の運動（垂直軸線回りだけの回転）の追尾を達成する。水平軸線回りの追尾は、モー
タ、歯車及びレバーを介して達成される。
【０００９】
事実上全ての既存の集中又は集光集熱器では、機構が悪天候に対して保護を行うために
特定の保護位置まで動く必要があり、機械的又は電気的な破損が生じた場合、これら集熱
器が特に損傷を受けやすくなる。
ノボロシスク・ナバルに付与されたロシア国特許第１４３０−９２７号明細書は、柔軟
性のある透明な袋を水中に浮かしてレンズを形成する一般的な技術思想を記載しているが
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、この袋を充填する物質又はエネルギ収集器又は変換装置、或いはこの装置の規模につい
ては何ら詳細が与えられておらず、追尾方法が提案されていない。
【発明の開示】
【００１０】
〔目的〕
したがって、本発明は、太陽光集光器及び集熱器のための天候条件及び紫外線に対する
保護をもたらすことを目的としている。本発明の二次的な目的は、太陽に追従するよう太
陽光集光器を追尾する簡単な手段を提供すること、太陽光集熱器の冷却を行うこと及び従
来可能であった重さよりも軽量の構造体を提供することにある。本発明は、液体域、例え
ば水又は他の液体の潟、池、タンク、湖、ダム等の保護、冷却及び浮力特性を用いること
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によりこれらの目的に少なくとも部分的に取り組む。
【００１１】
〔発明の概要〕
したがって、本発明は、太陽の放射線を集める集熱器であって、電磁エネルギを別の形
態のエネルギに変換するための少なくとも１つのエネルギ変換装置と、電磁エネルギを受
け入れて、電磁エネルギをエネルギ変換装置上に集中させる少なくとも１つの集中装置と
を有し、液体域内に、エネルギ変換装置がその動作中、実質的に浸漬され且つ集中装置が
毎日の動作サイクル中、少なくとも部分的に浸漬されることを特徴とする集熱器を提供す
る。
【００１２】
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液体は、水であることが好ましい。
集熱器の好ましい一実施形態では、変換装置は、光電池を含む。本発明のこの実施形態
では、光電池は、気密シール内に封入される。
本発明の好ましい変形形態では、エネルギ変換装置は、入射電磁エネルギを熱に変換し
、真空チャンバによって包囲されたコンポーネントを含む。
本発明の好ましい変形形態では、水を水素と酸素に分解し又は他の有用な化学的処理を
促進する二酸化チタン又は他の光触媒を用い光化学反応器を介して入射電磁エネルギを貯
蔵化学エネルギに変換するコンポーネントを含む。
集中装置の好ましい一形態は、鏡を含む。集中装置の別の好ましい形態は、レンズを含
む。
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集中装置は、少なくとも一部がプラスチック材料で製作されることが好ましい。
【００１３】
集熱器は、少なくとも２つの互いに連結されていて、垂直方向に延びる側方浮力タンク
を互いに反対側の側部に備えることが好ましく、全体としての浮力は、ユニット全体を実
質的に水面下に保つが、正の浮力を有するよう一定に且つ十分に設定され、したがってユ
ニットは、水面のすぐ下に浮く。これら２つのタンクの相対浮力は、集熱器が２つのタン
ク相互間の線に垂直な水平軸線回りに回転して到来する太陽の放射線の方向の簡単な追尾
を行うようにするために液体と水をこれらタンク相互間で交換して調節されるべきである
ことが好ましい。これら２つの相互に連結された浮力タンクは、湾曲した管の形態で具体
化でき、かかる管の密封端部は、管の湾曲部が水面の上方に位置した状態で水面下に位置
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する。この方法を用いると、装置の正味の又は全体としての浮力は、変化しない。全体と
しての浮力は、タンクが外気に対して密封された状態で一定で保たれるが、対をなすタン
クの相対浮力は、調節可能である。この実施形態では、集光器は、水面のところのフロー
ト（浮き）から水面下に吊り下げられ、したがって、水のポンド又は水溜まりの底部に相
当大きな支持構造体を設置する必要はなく、更に水の深さを正確に制御する必要がなく、
しかも軸受又は回転継手が不要であるようになっている。
【００１４】
集熱器は、液体域と空気のインタフェースのところでの波の生成を阻止する手段を更に
含むことが好ましい。波の生成を阻止する手段は、太陽の放射線に対して実質的に透明で
あることが特に好ましい。
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液体は、藻類の成長及び細菌の粘液の発生を抑制する成分又は添加剤を含むことが好ま
しい。
したがって、本発明は、液体域、例えば水又は他の液体の潟、池、タンク、湖、ダム等
の保護及び浮力特性を用いることによりこれらの目的に少なくとも部分的に取り組む。
【００１５】
本発明の２つの主要な形態が存在し、第１の形態は、集光器とエネルギ変換器の両方が
図１、図３及び図４に示すように永続的に浸漬されているものであり、これに対し、第２
の主要な形態は、図５及び図６に示すように、エネルギ変換器が動作中実質的に浸漬され
るものであるが、集光器は、動作が行われる一日の一部の間、部分的にしか浸漬されず、
追尾システムを回転させて集光器を下方に差し向けることにより完全に浸漬できる。
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第１の主要な形態の利点は、集光器の連続浸漬が、集光器を常時天候に対して受動的に
保護すること、浸漬により、単純な側方浮力の釣り合い方式を用いて追尾を達成できるこ
と、ＰＶ電池が水域中への浸漬により自然に冷却されることである。
第２の主要な形態の利点は、浸漬により、必要な場合、浮力追尾システムの回転により
集光器の保護が可能になること、部分的浸漬により、単純な側方浮力釣り合い方式を用い
て短い焦点距離のシステム（これは、最も軽量であって且つ最も安定性のあるシステムで
ある）の追尾を達成できること、ＰＶ電池が水域中への浸漬により自然に冷却されること
である。加うるに、第２の形態は、単位面積当たりのエネルギを多く生じさせるよう光路
中に存在する水が殆ど無い。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１６】
図１を参照して説明する本発明の実施形態によれば、１つが全体を参照符号１で指示さ
れた複数の組立体が、透明な液体２のポンド又は他の溜まり中に浸漬されている。液体２
のポンドは、水であることが好ましい。組立体１を液中に完全に浸漬することは、装置の
保護と冷却を同時に行う一方で集熱器の重心を通る軸線回りの容易な回転を可能にするの
に役立つ。組立体には、組立体を実質的に液面の下に保つが、この液面に触れさせる僅か
に正の浮力が与えられる。
太陽集熱器組立体は、全体が符号３で指示された（図中、ハッチングが施されている）
反射器又は反射鏡を有する。反射器３は、その好ましい形態では、反射面を有し、この反
射面は、集熱器の断面において実質的に放物線状であり、全体としてトラフ形の反射面を
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形成するよう長手方向に延びている。
【００１７】
各反射器組立体３は、金属反射層が付加された薄い剛性のプラスチック材料（好ましく
は、アクリル樹脂又はポリカーボネート）のベース上に構成されている。次に、この反射
層 は 、 透 明 な プ ラ ス チ ッ ク カ バ ー 層 、 例 え ば ポ リ プ ロ ピ レ ン 、 ア ク リ ル 樹 脂 、 マ イ ラ （ My
lar ） 又 は 他 の 適 当 な 材 料 で 液 体 か ら 封 止 さ れ て い る 。 反 射 器 材 料 の 好 ま し い 形 態 と し て
は、アルミニウム、銀及びロジウムが挙げられる。放物線の形は、複数個の一次元放物線
フォーマ又は真っ直ぐな層を連結するストリンガ５を反射面の後部に垂直に取り付けるこ
とにより維持される。
【００１８】
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図１に示す組立体の一構成例では、各トラフ形反射器３の長軸は、システムが東西方向
追尾（水平軸線追尾）を用いている場合、全体として南北方向に延びる。直線状に延びる
アレイの状態に配置された光電池６が、反射器組立体３の焦点のところに設けられており
、したがって同様に南北方向に延びている。この南北の向きは、一年中太陽角度が高い熱
帯領域に最適である。高い緯度の地域に好適な変形構成は、長軸が東西に整列したトラフ
形反射器の南北追尾方式である。水平軸線（方位角）太陽追尾を可能にするため、反射器
組立体３は、湾曲管７の形状をした密閉浮力タンクを備えており、この浮力タンクは、光
電池６の高さの上方を延びている。日陰になるのを回避するために浮力タンクを組立体の
一端部のところに配置するのがよく、もう１つの浮力タンクを釣り合いの取れた支持をも
たらすよう組立体の他端部に追加するのがよい。
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【００１９】
組立体の全体としての浮力は、適当な量の水又は他の流体、例えばエチレングリコール
をタンクの各々に追加して組立体全体に、湾曲した浮力管の頂縁部を水の上に位置させる
と共に光電池６を水面２のすぐ下に保つのに十分な僅かな正の浮力を与えることにより調
節できる。各浮力タンク及び連結管の残部は、空気で満たされる。これら条件下において
、全体としての浮力を変えないで相対的側方浮力を変化させることにより組立体をその重
心回りに水中で回転させることができる。この回転は、各浮力タンク内に符号８，９のと
ころで設けられた非常に小型の密閉型電気ポンプを用いて少量の流体を右側のタンクから
左側のタンクへ、又はこの逆の方向に圧送することにより達成される。各ポンプの吐出側
は、小径管（図示せず）により湾曲管７の反対側の端部に連結されており、かくして必要
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なときにこの反対側の端部への水の運動が可能になる。
【００２０】
変形例として、図３に示すように単一の可逆式容量形ポンプを用いてもよい。これらポ
ンプは、１対の光電池により制御される簡単な自動太陽追尾回路により切り換えられ、こ
れら光電池は、システムの南北焦点軸線上に設けられたシャドーベーンの各側に取り付け
られており、かくして、組立体全体が、太陽の光線と整列する。かかる電子サーボ機構は
、周知なのでここでは示されていない。組立体の重心回りの反射器組立体３の回転運動に
より、１日中、東から西への太陽の追尾が可能になる。必要な運動の速度は低く（１時間
当たり１５°未満）、組立体が風に当てられないので、水の僅かな抵抗を除き、図１の組
立体に作用するそれほど大きな力は存在しない。太陽の運動速度は、毎時１５°であるが
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、水に入射する太陽光の遭遇する屈折率の増加により、集熱器に必要な実際の角運動速度
が僅かに減少する。必要ならば、第１の対に対し直角をなして第２の対の浮力タンクを用
いることにより２つの軸線に関して追尾を達成してもよい。この実施形態では、昇降機は
、表面のところの浮力追尾管７の空気充填区分から水中に吊り下げられ、したがって相当
大きな支持構造体をポンドの底部に設ける必要はなく、しかも水の深さを正確に制御する
必要がないようになる。
【００２１】
任意の緯度で最高性能をもたらすコストの高い変形例（この図には示さず）は、方位角
チルト（水平軸線追尾）と共に垂直軸線回りの回転を可能にすることにより２軸追尾を可
能にするシステムである。垂直軸線回りの回転は、回転平面内の円の接線のところに設け
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られたモータ駆動プロペラにより又は水平接線方向スラストをもたらすよう垂直回転軸線
を備えたモータ駆動パドルホイールにより達成できる。かかる２軸追尾システムは、二次
元（皿形）集光器を使用することができる。
【００２２】
集光器システムが完全に水中に浸漬された場合、風や天候により生じる運動や圧力が水
中の深さにつれて非常に迅速に減少するので反射器について強固な又は重い材料を用いる
必要はもはやない。これにより、集熱器のほぼ全ての部分について比較的軽量の構造材料
、例えばプラスチックを用いることができる。加うるに、重力により引き起こされる構造
的歪みが大幅に減少する。というのは、この構造に用いられる典型的なプラスチックの密
度は、周囲の水よりもほんの約２０％高いものであるに過ぎないからである。構成要素は
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、水中に浸漬することにより大抵の形態の環境的損傷から保護され、かかる環境的損傷か
らの保護としては、強い風、ひょう、風に吹かれた埃及び短波長ＵＶ光からの保護が挙げ
られる。紫外線は、多くのプラスチックを損なう。しかしながら、本発明の完全浸漬形態
では、約２５０ナノメートル以下の波長は、水中を通る距離が約５０ｃｍよりも長い限り
、太陽光が水中を通ることにより濾波される。これにより、プラスチック材料の安価な形
態の長期間にわたる使用が可能になり、かかる形態のプラスチック材料は、もし上述のよ
うに構成していなければ、太陽光に直接暴露される使用には適していない。
【００２３】
直線状に延びるアレイ状に配置されたエネルギ吸収装置６、好ましくは光電池（ＰＶ電
池）が、反射器組立体３の焦点のところに配置されており、反射器組立体３と同期して動
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くよう取り付けられている。エネルギ吸収組立体６は、反射器組立体３に直接取り付けら
れる支持体組立体１１（例えば、透明なプラスチック材料のもの）により焦点のところに
定位置で取り付けられることが好ましい。光電池をエネルギ吸収装置として用いる場合、
水による半導体への損傷を阻止するために薄い気密シール（好ましくは、適度に透明なプ
ラ ス チ ッ ク 材 料 、 例 え ば テ ド ラ ー （ Tedlar） 又 は ガ ラ ス の も の ） 内 に 封 入 さ れ る 。 し か し
ながら、この封入材料は、光電池を周囲の水により冷却することができるよう適度の熱伝
導率のものでなければならない。封入材料と光電池との間に残存する空間は、透明な非腐
食性液体、例えばシリコーン油又は透明な柔軟性固形物、例えばシリコーンゴムで満たさ
れるべきである。
【００２４】
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周囲の水は、集光器の焦点のところに配置されたエネルギ変換装置の対流による液冷を
可能にする。本発明の別の好ましい実施形態（図６に示されている）によれば、光電池等
は、熱伝導性基板上に設けられている。この取付け基板の好ましい材料としては、銅、ア
ルミニウム及びアルミナセラミックが挙げられる。この取付け基板も又、もし周囲の液体
が基板に対して腐食性であれば、気密シールを形成するよう適当なプラスチック材料（例
えば、テドラー）の薄い層で包封することが特に好ましい。光電池から遠くに位置する取
付け基板の部分は、液体と接触状態にあり、光電池の冷却を促進する。必要ならば、特定
の構成例においては、基板から液体への熱の伝達を促進する別の手段が設けられる。熱伝
達を促進する好ましい手段としては、基板に取り付けられ又はこれと一体の放熱フィン及
び基板を貫通して設けられていて、周囲の液体と連通状態にあるチャネルが挙げられる。
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【００２５】
太陽のエネルギが熱として吸収される場合又は光電池による電気への変換ではなく化学
プロセスを駆動するため、透明な円筒形真空チャンバをエネルギ変換器６を包囲した状態
で反射器の焦点のところに設けて吸収器の水冷を阻止することが好ましい。
必要な図１の液体２の深さは、焦点吸収ストリップ（ＰＶ電池）の選択された幅で決ま
り、この幅は、典型的には１０ｍｍ〜５０ｍｍである。反射器の集光比は代表的には２０
〜５０であり、これには、５０ｍｍのストリップについては約１ｍ〜５ｍのトラフの幅、
又は１０ｍｍ幅の焦点ストリップについては２００ｍｍ〜５００ｍｍのトラフ幅が必要で
ある。
【００２６】
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平坦な吸収器を備えた放物面反射器型集光器は一般に、アパーチュアの約１／２又はこ
れ以下の焦点距離を必要とし、したがって焦点距離は、１５０ｍｍ〜２．５ｍである。か
くして、最小の水深は、２００ｍｍ〜３ｍであり、代表的には１ｍである。かくして、反
射器は代表的には、約１ｍの水深において、２０ｍｍ幅の焦点ストリップを備えた代表的
には１ｍ幅のものである。
【００２７】
水により太陽光の長波長の相当な減衰が生じる。透明な水中における１ｍの光路におけ
る実験の示すところによれば、これにより、現行のシリコン光電池からの出力はこれらの
完全暴露レベルの約４５％〜５０％まで減少した。この効果を補償するためには、広い反
射器領域を用いることは必要であるが、これによっては全体的な資本費は大幅には増加し
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ない。というのは、反射器を軽量で安価な材料で作ることができるからである。ＰＶ電池
が水中用途の場合に最適なスペクトル応答が得られるよう設計されている場合、これら損
失を軽減することができる。適当な形態のＰＶ電池は、リン化インジウムガリウムから作
られたＰＶ電池であり、これは、４００〜７００ｎｍの波長を用いる可視光範囲において
は非常に効率が高い。加うるに、水中の短い光路長は、損失を軽減し、したがって組立体
は、できるだけ表面の近くに保たれるべきである。
【００２８】
集熱器組立体１の浸漬に必要なポンドの費用は、大きな要因ではない。というのは、こ
れは構造が安価な水保持ダムに類似しており、或いは天然の池又はソルトレイクであって
もよく、又は海に繋がった海水入口又は潟であってもよいからである。大きなアレイ状の

50

(9)

JP 2007‑533941 A 2007.11.22

集熱器組立体を数千平方メートルにわたる単一の池で用いてもよい。
【００２９】
水のポンドは、一定間隔を置いて設けられた固定されると共に（或いは）浮いたバリヤ
１０（これらバリヤは好ましくは、集光器に伝搬する光を遮るときに透明である）を備え
ることが好ましい。バリヤの屈折率は、損失を最小限に抑えるよう水の屈折率に近いこと
が好ましい。これらバリヤは、水面上又は水面の近くに配置され、波を減少させるよう働
き、かかる波は、もしこれらバリヤが設けられていなければ、風の強い状況において太陽
光の直接的な通過を妨害する場合がある。少なくとも１つのかかるバリヤ１０が、代表的
な間隔が１．５ｍの集光器１の組立体１の互いに隣接した平行な列相互間に配置される。
横方向の列をなすバリヤ（図示せず）も又好ましくは、集光器１の列に対し直角をなして
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一定間隔で配置される。これら横列相互間の間隔は、約３〜６メートルであることが好ま
しい。
【００３０】
変形例として又は加うるに、透明な鉱物油又は他の適当な高粘度の透明な液体の薄い層
を粘度の低い液体の表面上に浮くよう設けて表面の波の発生を軽減させてもよい。
変形例として又は加うるに、薄い透明なメンブレン又は小規模のセル構造体を水面上に
浮くように設けて表面の波の発生を軽減してもよい。
【００３１】
重要な表面上の藻類及び他の有機汚染要因物の蓄積を回避するため、ポンドの水は好ま
しくは、藻類の成長を抑制する適当な成分又は添加剤を含む。この成分又は添加剤は、あ
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りふれた塩化ナトリウム（「死海」レベルの）、他の塩又は単独で又は組み合わせて用い
られる藻類を殺す他の透明な化学添加剤であることが好ましい。塩化ナトリウムを含む或
る特定のかかる添加剤は、水の凍結を阻止するのを更に助けることができる。藻類の成長
を抑制する他の好ましい添加手段としては、銅を主成分とする殺藻剤、塩素処理及び水の
オゾン又は紫外線処理が挙げられる。変形例として又は加うるに、高速水ジェットで藻類
及び細菌を除去する可動式機械的クリーナを用いてもよく、或いは、汚染要因物を食べる
適当な水生巻貝、魚又は他の有機体を用いてもよい。
変形例として、かかる有機体を定期的に殺すのに十分高くポンドの水の温度を上昇させ
ることにより藻類及び細菌を抑制することができる。これは、透明な表面メンブレンがポ
ンド全体をほぼ覆うよう用いられている場合、入射する太陽光線だけで達成できる。
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【００３２】
図２は、水の上面のところでの表面反射及び２メートルの水を通ってシリコン光電池に
至る太陽光の通過後におけるシリコン光電池から得られる相対電力を示すために役立つ。
これは、水の上面に入射し、通常シリコンＰＶ電池に利用される太陽光エネルギの約５０
％の層スループットである。
集光器の反射器組立体３を大型に構成することにより、光が水中を通ることにより引き
起こされる効率の低下が容易に補償される。単位面積当たりの反射器の費用は、光電池の
費用と比較して非常に低い（軽量プラスチックで作られている）ので、これはそれほど大
きなコストではない。所与の電力出力に必要な光電池の面積は、水を通る伝搬の損失によ
っては変化しないが、反射器面積を空中の通常の集光器に必要な面積に対して増大させな
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ければならない。
【００３３】
図３を参照して説明する本発明の変形実施形態によれば、図１に類似した組立体は、水
域２内に実質的に浸漬された状態で立面図又は端面図で示されている。ここで用いられ、
そして以下の図で用いられる参照符号は、対応の要素については図１の符号と一致してい
る。この実施形態では、光電池６は、回転中心１７′の近くに位置した状態に保たれ、タ
ンク１５，１６は、反射器３が最も極端な回転の際に水面の上に上昇するのを阻止するた
めに用いられ、単一のポンプ８が採用されている。この実施形態では、組立体を追尾管ル
ープ７の回転中心１７′回りに一ユニットとして回転させるために、ほぼ半分まで液体１
８で満たされた密閉型中空浮力追尾管７が可逆双方向容量形ポンプ８と共に用いられてい

50

(10)

JP 2007‑533941 A 2007.11.22

る。追尾管７内の好ましい液体は、エチレングリコール又は水であり、管内の残存空間は
、空気で満たされる。回転は、管７内に入っている液体をポンプ８を通って左から右に、
又はその逆の方向に動かして結果的に生じる浮力ゾーン１２，１３のシフトによりシステ
ムの左右のバランスを変えることにより行われる。ポンプ８は、電子サーボ機構により速
度及び方法が制御される電気モータにより駆動され、この電子サーボ機構は、システムの
垂直軸線と整列した左右の光センサにより給電される。かかるサーボ機構は、周知であり
、したがってここでは図示されていない。
【００３４】
タンク１５，１６は、反射器の縁部の全長にわたって延びる密閉状態の管であり、かか
る管は、薄肉であって、浸漬時には浮力がほぼゼロになるよう水で満たされる。左側への

10

（半時計回りの）極端な傾斜時、タンク１６は、水面まで上昇することになる。タンク１
６が水面から出ると、タンク１６内に入っている水の質量は、これに対応した反射器の縁
部が上昇して水から出るのを阻止する傾向がある。その代わり、組立体の残部は、システ
ムが更に反時計回りに回転するにつれて水中へ深く動くことになり、それにより反射器３
の表面全体からのエネルギ収集を維持しながらより極端な角度まで太陽の追尾が可能にな
る。タンク１５が水面まで上昇したとき、これと同様な作用が時計回りの運動に関して生
じる。タンク１５，１６を用いるこの実施形態により、反射器を平均で、もしそうでない
場合に可能な近さよりもより表面の近くに保つことができ、かくして、媒体としての水を
通る光路の長さに起因する損失が減少する。
【００３５】

20

図４の斜視図を参照して説明する本発明の変形実施形態によれば、この装置は、１対の
ほぼ円形の浮力追尾管ループ７，１７を備えた点焦点又は二次元放物面集光器３を用いて
おり、これらループ７，１７は、太陽の完全追尾を二次元で可能にするよう垂直に且つ互
いに直角に取り付けられている。光電池６のアレイが、実質的に放物面反射集光器３の焦
点の近くに設けられている。これら構成要素は、一ユニットとして動くよう設けられてい
る。組立体は、十分な量の液体１８を密閉管７，１７に追加することにより実質的に水面
下に保たれ、各管の上方部分の残部は、空気又は不活性ガスで満たされている。好ましい
液体１８は、エチレングリコール又は水である。管７，１７の各々の最も低い箇所は、管
７，１７の各々の下方部分相互間における液体の運動を制御する容量形ポンプ８又は９を
収容している。管７，１７相互間では液体は通じておらず、各管は密閉されている。かく
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して、管の各々の相対的側方浮力は、各管を各管の平面に垂直な軸線回りに水面と関連し
て回転させるようポンプ８，９により調節できる。これらポンプは、上述の実施形態につ
いて説明したように各軸線について１対の光電池又はサーボ機構によって制御される。追
尾システムが空の最も明るい箇所への組立体の差し向けを常時維持するので、システムを
北／南に向ける必要はない。組立体を１つの配設場所に保ち、電力配線のための経路を設
けるために、ポンドの底部にフレキシブルアンカーロープ及びアンカーレッジ２２を設け
ることが望ましい。このシステムにおける丸形放物面反射器３の代表的なサイズは、直径
が約１メートルである。
【００３６】
図４に示す実施形態は、この実施形態が二次元集光方式を利用している点において図１

40

の方法よりも有利であり、かかる二次元集光方式は、所与の集光レベルの場合、各軸線に
関する合焦精度を甘くすることができる。かくして、これは、波及びさざ波についての許
容度が高く、反射器３について必要な製造法の精度は低くてもよい。
【００３７】
図５及び図６は、本発明の第２の主要な形態の好ましい実施形態であり、かかる実施形
態では、集光器は、永続的には浸漬されず、追尾回転中、部分的に水中に動き、そして天
頂から１８０°回転すると、水中へ完全に動く。
【００３８】
図５の平面図を参照して説明する本発明の変形実施形態によれば、この装置は、好まし
くは透明なプラスチック材料で作られた屈折フレネルレンズ３を用いており、かかるフレ
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ネルレンズは、図示のように、浮力追尾ループ管７（又は、図４に示す集光器と類似した
二次元追尾集光器が得られるよう互いに直角に位置する１対のかかる管）及び上述の実施
形態について説明した変換器と類似した光起電性エネルギ変換器６に結合されている。用
いられている符号は、対応の構成要素に関し上述の図の符号と一致している。この実施形
態では、この装置は、部分的にしか浸漬されておらず、したがってＰＶ電池６が常時浸漬
されているが、フレネルレンズ３は、追尾管７の回転の約半分の間、水面２の上に位置す
るようになる。
【００３９】
図５は、水平線の上方に約３０°向くよう差し向けられた装置を示している。上述した
ように、追尾管７は、容量形ポンプ８を収容しており、この容量形ポンプは、管７の下方

10

部分内の流体１８を移動させて浮力ゾーン１２，１３の位置を設定し、かかる浮力ゾーン
は、集熱器システムの回転を位置決めして太陽光線の角度を追尾する（かかる太陽光線は
、矢印で指示する軸線に沿って入射する）。極端な天候条件の間、追尾システムが集熱器
をほぼ完全に反転させる又は逆さまにすることができ、それにより集光器を浸漬し、かく
して露出部分の面積を減少させると共に風荷重を減少させるよう別の容量形ポンプ９を図
示のように適当な位置で管７内に設けることにより予備的保護措置を設けるのがよい。ポ
ンプ８，９は、互いに約１２０°の間隔を置いて位置している。構成要素が図５に示すよ
うに位置決めされている状態では、集熱器は、太陽の動きの８時間に相当する少なくとも
１２０°にわたり太陽を追尾することができる。ポンプ８，９から１２０°遠ざかって設
けられた第３のポンプ１２０を用いて完全な回転性能を得るのがよいが、このようにする

20

かどうかは任意である。
【００４０】
構成要素１９は、僅かに円錐形の管であり、その内面は、反射率が高く（アルミニウム
蒸着されている）、レンズ３からの光をＰＶ電池６に導き、光を更に合焦させる補助集光
器として働く。管１９も又、多数回の反射により合焦光のばらつきをならすよう働くこと
ができ、それによりＰＶ電池６のより効率的な動作を可能にする。構成要素１９の壁は、
透明な窓２０及びＰＶ電池６のエンクロージャと共に密閉エンクロージャを構成し、かか
る密閉エンクロージャは、ＰＶ電池の汚れ又は水による汚染を阻止する。構成要素１９の
壁は、ＰＶ電池６からの熱を周囲の水に放熱するのを助けるよう熱伝導率の高い金属、例
えば銅であるのがよく、金属製ヒートスプレッダ２５をＰＶ電池の後部に取り付けるのが

30

よい。このエンクロージャを良好な冷却が得られるよう透明な液体、例えば炭化水素油で
満たすのがよいが、このようにするかどうかは任意である。フレネルレンズ３は、汚れの
堆積を最小限に抑えるようＰＶ電池の方へ向いた溝付き表面を備えるべきである。ＰＶ電
池のエンクロージャ６の後面は、冷却を可能にするよう水と接触状態にある。管１９は、
ストラット２１により追尾管７及びレンズ３に取り付けられていて、組立体全体が一ユニ
ットとして動くようになっている。組立体は好ましくは、管７の周りにループ状になった
摺動リングにより保持されるべきであり、かかる摺動リングは、ロープ又は弾性コードに
よってポンドの底部のところで固定具又はおもりに取り付けられ、かかるロープ又は弾性
硬度も又、電力出力電線を支持するのがよい。
【００４１】

40

ポンプ８の付近で管７から半径方向外方に１本以上の羽根を取り付けて風又は波により
引き起こされるシステムの振動を減少させるのがよい。表面波を遮るバリヤ１０を図１に
示すように採用すべきである。ポンド又はリザーバの水は、きれいな状態に保持される必
要はなく又は濾過される必要はない。というのは、かかる水は、反射器３，２３の光学的
表面と長時間にわたって接触状態にあるわけではなく、極端な傾斜状態の間を除き、動作
中水が光路に入ることはないからである。この実施形態では、風の力に対し、図１及び図
３の保護の度合いよりも低い度合いの保護がシステムに与えられるが、エネルギ損失の減
少が大きい。というのは、この実施形態では、光が水を通過せずしたがって集熱器の単位
面積当たりに利用できる電力が高いからである。加うるに、このシステムは、毎日、図１
のシステムよりも首尾一貫した電力を発生する。というのは、水面を通る屈折及び水面か
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らの反射によるエネルギの減少又は広がりが生じないからである。集光器の縁部が水に入
るとき有用な集光面積が幾分損失するが、この原因による損失は、毎日の全エネルギ生産
量の僅かな割合である。二次元集光器を用いる場合、この実施形態は、波及びさざ波につ
いての許容度が高く、しかも、一次元集光レンズにより具体化される場合よりもレンズ３
に必要な製造方法の精度は低くてもよい。
【００４２】
図６の平面図を参照して説明する本発明の変形実施形態によれば、この装置は、反射凹
状放物面集光器３を用いており、この集光器は、反射器３の焦点位置のすぐ内側に位置す
る軸線上に配置された小型の反射凸状補助反射器２３と組み合わされている。補助反射器
２３は、太陽光線が反射器３の中心のところの窓２０を通ってＰＶエネルギ変換器６の付

10

近の焦点に至るのに十分太陽光線を末広に発散させる焦点距離を有している。ＰＶ電池６
は、システムが鉛直線から約６０°以内に位置しているとき、これらＰＶ電池がポンド水
位の下の常時実質的に沈められるような位置に設けられている。この装置は、集光器３が
大抵の動作角度において水面の上方に位置したままであるよう部分的にしか浸漬されてい
ない。円錐形管１９は、ＰＶ電池６と窓２０を連係させてＰＶ電池の水による汚染を阻止
する密閉エンクロージャを形成している。このエンクロージャを電池６からの放熱具合い
を向上させるよう非腐食性の透明な液体で満たすのがよいが、このようにするかどうかは
任意である。金属製ヒートスプレッダ２５を電池６の後部のところに設けて熱を周囲の水
に良好に伝導させるのがよい。円錐形管１９の内壁は、好ましくは内部の屈折率が高く、
それにより光線が一段と集光する。

20

【００４３】
図５の場合のように、図示のシステムは、直線状の一次元集光器であるのがよく、或い
はこのシステムは、図４に示すシステムに類似していて、管７に対し直角に第２の追尾管
を追加した二次元集光器及び追尾システムであってもよい。一次元の場合においては、管
１９は、図の紙面から延びるトラフになる。この装置は、図５の場合のように波抑制装置
を収容したポンド上に浮く。追尾管及びポンプ８，９は、図５の場合と同様に動作し、太
陽追尾及び装置の完全反転を可能にし、それにより大型反射器３を浸漬させて過酷な風の
中においても保護が得られるようにする。幾つかの小穴が排水を可能にするよう窓２０の
近くで集光器３に設けられている。波及び風力に起因する振動を減少させるために羽根２
４が各軸線について設けられている。羽根２４は、スライダ係止ヒンジの先端部のところ
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に設けられていて、露出位置にある（反転された）とき、風により折り畳まれるようにな
っている扇形コンセルチーナである。全ての構成要素は、一ユニットとして回転するよう
互いに剛性的に取り付けられている。
【００４４】
全ての大型構成要素は好ましくは、薄いプラスチック材料で作られる。装置は、図４の
仕方と同様な仕方でポンドの底部に繋がれている。図５のシステムと比べた場合のこのシ
ステムの利点は、集光器には滑らかな表面が必要であるに過ぎず、したがってこのシステ
ムが水の吹き付けにより容易にクリーニングされるようになること及び反射器をその放物
面形状に起因して高い強度で経済的に作ることができるということにある。他の特徴では
、図６のシステムは、図５のシステムと性能がほぼ同じである。ポンド又はリザーバの水

40

をきれいな状態に保持する必要はなく又は濾過する必要はない。というのは、かかる水は
、反射器３，２３の光学的表面と長時間にわたって接触状態にあるわけではなく、手短に
言えば、極端な傾斜状態の間を除き動作中水が光路に入ることはないからであり、したが
って水中の汚れの影響はほとんど無い。
【００４５】
図５及び図６の実施形態は共に、装置の重量を回転中心１７周りにほぼ釣り合わせるこ
とが必要である。釣り合いが容易に得られると共に低い風プロフィールが得られるように
するためには、図５のレンズ及び図６の反射器を水面にできるだけ近接して保つことが必
要である。この要件により、図５及び図６の集光器装置３の縁部は、向いた方向が水平線
に近いとき、毎日の追尾サイクルの終わりに部分的に浸漬されるようになる。これらシス
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テムの振動を減少させるためにウインドブレーク（風よけ）を水面の上方に用いるのがよ
い。
【００４６】
図３、図４、図５及び図６に示す双方向容量形ポンプ８，９は、電気モータ駆動装置及
び歯車ポンプ、ベーンポンプ、蠕動ポンプのいずれかを有し、又はかかる容量形ポンプを
可撓性チャンバを圧縮するソレノイドを用いるパルスポンプの形態で具体化してもよい。
かかるポンプは、周知であり、したがってここでは詳細に説明しない。これらポンプは、
非常に小さなサイズ、電力及び容量のものであればよく、代表的には毎秒１立方センチメ
ートルを圧送する。
【００４７】

10

図示していない本発明の別の好ましい実施形態によれば、この装置は、反射レンズの形
態をしていて、任意的にフレネル形態又はセグメント状形態の水面下集光器を用いる。こ
れらは好ましくは、光を合焦させるよう水面下に１個以上の空気充填ボイドを形成するよ
う水面の近くに設けられた透明なプラスチック材料及び焦点のところでレンズの下に配置
されたエネルギ変換装置、例えば光電池のストリップを用いている。これら実施形態は、
金属製反射層が不要であり、かくして装置の潜在的な寿命が延びるという利点を有する。
かかる実施形態では、集光器を図３に関して説明したように浮動浮力追尾システムに取り
付けられた状態で水中に吊り下げるのがよく、したがって相当大きな支持構造体をポンド
の底部に設ける必要はなく、しかも水の深さを正確に制御する必要がないようになってい
る。
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図示していない本発明の更に別の好ましい実施形態は、ホログラフィック集光器を用い
る。
【００４８】
上述した好ましい実施形態のいずれにおいても、光電池エネルギ変換器６に代えて任意
的に触媒を収容した化学反応チャンバ又は熱電エネルギ変換器を用いることができる。
【００４９】
本発明では、図１、図３、図４、図５及び図６の反射器組立体３について非常に安価な
材料を用いることができる。水又は他の液体を通る伝搬による損失に起因した総合効率の
見掛けの損失は、同じ光電池が陸上用集熱器組立体に用いられた場合に使用されるものよ
りも大型の反射器組立体３を提供することにより相殺される。反射器組立体（又はレンズ
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組立体）のサイズのこの増加の結果として、光電池のところにおける入射光エネルギ密度
が高くなる。光電池への入射エネルギ強度を増大させることにより、通常光電池の発熱が
増大し、これは多くの理由で望ましくない。これらのうちの１つは、光電池のエネルギ変
換効率がこれらの温度の増大につれて低下するということにある。しかしながら、光電池
を水中に設けることにより、自然な対流による冷却が可能になり、それにより光電池につ
いて僅かな温度上昇だけで通常の太陽光の強度の５０倍以上で光電池の動作が可能になる
。
【００５０】
また、装置を水面下に配置することにより、紫外線に対する或る程度の保護が可能にな
る。というのは、２５０ナノメートルよりも低い波長が水中を通ることにより（約５００
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ｍｍ経路を超える場合）光から濾波されるからである。紫外線からのこの保護により、安
価な形態のプラスチック材料を比較的長期間にわたって使用することができ、かかるプラ
スチック材料は、もしそうでなければ、太陽にさらされたときに適当であるとはいえない
。
【００５１】
この装置をこの状況において、水面下又は部分的に水面下に配置して５つの主要な目的
を達成する。なおこれら目的は次の通りである。
１．水面下の配置は、合焦集熱器に対する風の妨害効果を減少させる。これら効果とし
ては、風力による構造の歪みが挙げられ、かかる歪みは、集光度を減少させる場合がある
。これら効果としては、風力により引き起こされる回転追尾運動に対する妨害が挙げられ

50

(14)

JP 2007‑533941 A 2007.11.22

る。
【００５２】
２．水面下配置は、正確且つ安定した回転運動を生じさせるには相対的角度（又は側方
）浮力の変化だけが必要なので追尾機構が集光器及び集熱器を到来放射線に合焦させた状
態に保つための要件を大幅に単純化する。水平軸に関する追尾は、或る量の水を一方の側
の部分的に満たされた垂直方向に延びる浮力タンクから反対側の同様なタンクに移動させ
る（閉システム内での相対的浮力を変化させる）により簡単に達成できる。所望ならば垂
直軸線回りの追尾は、集光器の縁部のところに接線方向に配置された小型のプロペラ駆動
スラスタで達成できる。
【００５３】

10

３．また、エネルギ変換器を水面下に配置することにより、必要な場合、特にこの集熱
器が１組のＰＶ電池又は熱電変換器（その後方の冷接点は、冷却を必要とする）である場
合、エネルギ収集装置の効率的な対流による冷却が可能になる。これらエネルギ収集器／
変換器は両方とも、冷却されると、特に、日中の周囲温度よりも低く冷却された場合、高
い効率で動作し、これは、ＰＶ電池が広い開水域に位置している場合である。
【００５４】
４．水面下の状況は、構造的構成要素にこれらの浮力を介して支持体を提供すると共に
風により引き起こされる撓みを減少させ、したがって質量が非常に小さく、強度が非常に
低く且つ非常に安価な構成要素を露出位置で用いられるかかる集光器に対して利用するこ
とができるようになる。
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【００５５】
５．動作中における永続的な水面下の配設場所は、あらゆる天候に関係した損傷の恐れ
を大幅に減少させ、かかる損傷の恐れとしては、能動的な制御装置又は電力を必要としな
いで常時ひょう及び風からの損傷の恐れが挙げられる。かかるシステムは、受動的に（動
力を必要としないので）頑丈である。
軽量の材料を用いると、これらの据え付け場所への材料の運搬費用が低くなると共に据
付けと関係した取扱い費用が低くなると考えられる。
【００５６】
互いに異なる緯度に位置する２つのダムから成り、２つのダム相互間の管内において伝
動発電機がタービンに連結された状態の水力発電揚水システムにおける用途に好適である
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。浮動式太陽光発電機は、太陽光が利用できるとき、水を下のダムから上のダムに上げる
ようエネルギを供給でき、かくしてエネルギを溜める。浮動式太陽光集熱器は、ダム表面
の 大 部 分 を 覆 う の が よ く 、 こ れ ら 集 熱 器 を 水 面 上 の テ ザ ー （ tether） 及 び 配 線 を 用 い て ダ
ムの底部と接触しないよう配置するのがよく、それにより広く変化する水位に対する適合
を可能にする。本発明を利用した太陽エネルギの収集のために既存のダム及びリザーバを
用いることにより、太陽発電所の通常の用地及び建設費用の大部分が削減できる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本発明の一実施形態の装置の一部の斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態の光利用効率を示すグラフ図である。
【図３】図１の実施形態と類似した本発明の別の実施形態の装置の一部の立面図である。
【図４】点焦点集光器を用いた本発明の別の実施形態の斜視図である。
【図５】本発明の他の実施形態の立面図であり、点焦点集光器が、毎日の動作サイクルの
一部中水面の実質的に上方に位置した状態を示す図である。
【図６】本発明の他の実施形態の立面図であり、点焦点集光器が、毎日の動作サイクルの
一部中水面の実質的に上方に位置した状態を示す図である。
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【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【手続補正書】
【 提 出 日 】 平 成 17年 3月 29日 (2005.3.29)
【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】
太陽の放射線を集める集熱器であって、前記集熱器を太陽に向けたままにする追尾機構
と、電磁エネルギを別の形態のエネルギに変換するための少なくとも１つのエネルギ変換
装置と、電磁エネルギを受け入れて、前記電磁エネルギを前記エネルギ変換装置上に集中
させる少なくとも１つの集中装置とを有し、太陽のエネルギを集めながら、前記エネルギ
変換装置がその動作中、実質的に且つ前記集中装置が毎日の動作サイクル中、少なくとも
部分的に、同一液体域内に浸漬されることを特徴とする集熱器。
【請求項２】
前記液体は、可視光に対し実質的に透明であることを特徴とする請求項１記載の集熱器
。
【請求項３】
前記液体は、水であることを特徴とする請求項１又は２記載の集熱器。
【請求項４】
前記液体は、炭化水素であることを特徴とする請求項１又は２記載の集熱器。
【請求項５】
前記変換装置は、光電池を含むことを特徴とする請求項１〜４のうちいずれか一に記載
の集熱器。
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【請求項６】
前記エネルギ変換装置は、集中された電磁エネルギにさらされる化学反応チャンバを含
むことを特徴とする請求項１〜４のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項７】
前記エネルギ変換装置は、熱電変換器を含むことを特徴とする請求項１〜４のうちいず
れか一に記載の集熱器。
【請求項８】
前記エネルギ変換装置は、気密シール内に封入されていることを特徴とする請求項５〜
７のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項９】
前記集中装置は、鏡を含むことを特徴とする請求項１〜８のうちいずれか一に記載の集
熱器。
【請求項１０】
前記集中装置は、屈折レンズを含むことを特徴とする請求項１〜９のうちいずれか一に
記載の集熱器。
【請求項１１】
太陽追尾回転は、モータ駆動式機械的リンク機構によって達成されることを特徴とする
請求項１〜１０のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項１２】
太陽追尾回転は、側方浮力タンクの相対浮力の変更によって達成されることを特徴とす
る請求項１〜１０のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項１３】
前記側方浮力タンクは各々、水面の上方に垂直に延び、前記タンクの最も高い部分のと
ころで通路により互いに連結されていることを特徴とする請求項１２記載の集熱器。
【請求項１４】
前記側方浮力タンクは、前記タンクの最も低い部分のところで通路により互いに連結さ
れ、可逆式容量形ポンプが、液体を一方のタンクから他方のタンクに移送し、それにより
釣り合いを変更し、かくして前記集熱器を所望の方向に傾斜させるために前記通路内に配
置されていることを特徴とする請求項１２又は１３記載の集熱器。
【請求項１５】
前記ポンプの動作は、垂直羽根のどちらの側にも設けられていて、前記システムの前記
垂直軸線と整列した右光センサと左光センサにより給電されるサーボ機構によって制御さ
れることを特徴とする請求項１４記載の集熱器。
【請求項１６】
前記集中装置は、少なくとも一部がプラスチック材料で製作されていることを特徴とす
る請求項１０、１１又は１２記載の集熱器。
【請求項１７】
前記液体域と空気のインタフェースのところでの波の生成を阻止する手段を更に含むこ
とを特徴とする請求項１〜１６のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項１８】
前記波の生成を阻止する手段は、前記太陽の放射線に対して実質的に透明であることを
特徴とする請求項１７記載の集熱器。
【請求項１９】
前記波の生成を阻止する手段は、浮動バリヤ又は浮動メンブレンを含むことを特徴とす
る請求項１７又は１８記載の集熱器。
【請求項２０】
前記波の生成を阻止する手段は、固定バリヤを含むことを特徴とする請求項１７〜１９
のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項２１】
前記波の生成を阻止する手段が複数個設けられ、前記手段は各々、一定間隔を置いて位
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置していることを特徴とする請求項１７〜２０のうちいずれ一に記載の集熱器。
【請求項２２】
前記液体は、藻類の成長を抑制する成分を含むことを特徴とする請求項１〜２１のうち
いずれか一に記載の集熱器。
【請求項２３】
実質的に図面を参照して説明した請求項１〜２２のうちいずれか一に記載の集熱器。
【請求項２４】
実質的に添付の図面を参照して説明すると共に前記添付の図面に示された集熱器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、太陽エネルギ用集熱器等の追尾、冷却及び保護に関する。
【背景技術】
【０００２】
太陽エネルギを直接的使用に先立って又は電気又は他の使用可能なエネルギ形態への変
換に先立って、集中形態で経済的に集める必要がある。太陽エネルギは、地球の表面にお
いて１平方メートル当たり約１０００ワットの控え目な強度を有している。
かくして、エネルギを使用前に高い強度（通常、１平方メートル当たりのワット数、即
2

ち、Ｗ／ｍ で表される）に集中させることが非常に望ましい。これは、太陽電池を用い
て太陽エネルギを電気エネルギに変換する場合に特にそうである。太陽エネルギを電気エ
ネルギに変換するために用いられる光電池（「光起電力電池」、「太陽電池セル」と呼ば
れることもある）は、比較的高価である。入射太陽エネルギを小さな面積に集中させるこ
とにより、エネルギ変換セルの小さな面積を使用することができ、その結果としての変換
セルのコストが低くなる。集中又は集光集熱器における重要な要件は、単位面積当たりの
コストが非常に低く且つ１本又は２本の軸線回りの回転により太陽を追尾することができ
るシステムを用いてエネルギをできるだけ多く集中させる手段が得られるかどうかという
ことにある。
【０００３】
従来、種々の集中形態が用いられている。これらの形態としては、屈折型集光器（レン
ズ）及びより一般的には湾曲反射器（レフレクタ）が挙げられる。集光器は一般に、毎日
空の端から端まで太陽の動きを正確に辿り又はこれに正確に追随する運動を可能にする構
造体に取り付けられている。経済節約のために、太陽に追随するのに用いられるシステム
は、できるだけ単純且つ頑丈でなければならない。現在の追尾方法は、モータと歯車又は
摺動油圧アクチュエータを用いており、これらは共に、相当大きなコストを付加する。追
尾の必要性により、集光器構造は、定置型非集光太陽エネルギ集熱器よりも重く且つ複雑
になっている。というのは、追尾運動では通常、支持体が全て回転継手を介して設けられ
ることが必要であり、かかる回転継手は、強い風の際に非常に大きな力を受けるからであ
る。
【０００４】
集中のために用いられる構造であればどれでも、強い風、ひょう及び極端な天候条件の
他の特徴から十分に保護されなければならない。また、集中した太陽エネルギを電気に変
換する装置の或る形態の冷却を提供することが最も一般的に望ましい。
この時点において最も経済的な形態であるシリコン光電池は、これらの温度が増大する
につれて動作効率が低くなる。光電池を冷却する機構が用いられていなければ、集光器の
使用により、光電池が高い温度で動作する傾向が生じ、これらのエネルギ変換効率が減少
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する。
【０００５】
これまでに設計された大抵の集光器は、動きに抵抗すると共に風による損傷に強い非常
に相当大きな機械的構造体を採用している。加うるに、これら集光器は通常、風、氷及び
ひょうによる損傷から装置を保護するために反射要素に金属裏打ち材を備えた重く且つ強
固な材料、例えばガラスを用いている。かかる構造体は現時点においては、非常に高価で
あり又は連続屋外使用にとって脆弱過ぎる。
【０００６】
集光器の反射面を保護するために用いられている一方法は、集光反射器としてインフレ
ート可能なアルミニウム蒸着された柔軟性プラスチックメンブレンを用いることであった
。メンブレンの形状は、一方の側から他方の側への空気の圧力差により維持される。かか
る反射器は、過酷な天候中、デフレートする場合がある。これら反射器は、比較的安価で
あるが、強い風及び紫外線による損傷を依然として受けやすい。加うるに、これら反射器
は、可動部品を強い風に対して支持する相当大きな構造体を必要とする。
【０００７】
集光器を保護するために用いられている別の方法は、太陽光集光器全体を覆って保護す
る透明なドーム又は建物を用いることである。これにより、可動集光器の構造的設計の幾
分かの単純化が可能になる。しかしながら、この方法は、保護構造体の追加費用により全
体的な費用に関して利点がほとんど無く又は全く無い。
【０００８】
イオマンズの国際公開第ＷＯ９３／０９３９０号パンフレット及び米国特許第６，２２
０，２４１号明細書は、反射型集光器を保護するために一時的に水中に浸漬させる方法を
採用している。かかる方法では、集熱器が上方の空中の焦点のところに位置した状態で反
射型集光器を水の上に浮かせる。制限された期間の間、ポンプを用いて集光器を浸漬する
のがよく、それにより悪天候条件中、集光器の鏡の損傷を回避する。これは、その浮力タ
ンクを水で一杯にし、装置の絶対浮力を変化させることにより達成される。これは、浸漬
中、太陽光集光器又はエネルギ集熱器として動作することができない。集光器は、この機
構が重要なときに故障し又は電力を失うと悪天候中で損傷する恐れが依然としてある（こ
れは、受動的に頑丈なものではない）。このシステムは又、水中での動きを用いて方位角
方向の運動（垂直軸線回りだけの回転）の追尾を達成する。水平軸線回りの追尾は、モー
タ、歯車及びレバーを介して達成される。
【０００９】
事実上全ての既存の集中又は集光集熱器では、機構が悪天候に対して保護を行うために
特定の保護位置まで動く必要があり、機械的又は電気的な破損が生じた場合、これら集熱
器が特に損傷を受けやすくなる。
ノボロシスク・ナバルに付与されたロシア国特許第１４３０−９２７号明細書は、柔軟
性のある透明な袋を水中に浮かしてレンズを形成する一般的な技術思想を記載しているが
、この袋を充填する物質又はエネルギ収集器又は変換装置、或いはこの装置の規模につい
ては何ら詳細が与えられておらず、追尾方法が提案されていない。
【発明の開示】
【００１０】
〔目的〕
したがって、本発明は、太陽光集光器及び集熱器に強風及び紫外線に対する保護をもた
らすことを目的としている。本発明の二次的な目的は、太陽に追従するよう太陽光集光器
を追尾する簡単な手段を提供すること、太陽光集熱器の冷却を行うこと及び従来可能であ
った重さよりも軽量の構造体を提供することにある。本発明は、液体域、例えば水又は他
の液体の潟、池、タンク、湖、ダム等の保護、冷却及び浮力特性を用いることによりこれ
らの目的に少なくとも部分的に取り組む。
【００１１】
〔発明の概要〕
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したがって、本発明は、太陽の放射線を集める集熱器であって、前記集熱器を太陽に向
けたままにする追尾機構と、電磁エネルギを別の形態のエネルギに変換するための少なく
とも１つのエネルギ変換装置と、電磁エネルギを受け入れて、前記電磁エネルギを前記エ
ネルギ変換装置上に集中させる少なくとも１つの集中装置とを有し、太陽のエネルギを集
めながら、前記エネルギ変換装置がその動作中、実質的に且つ前記集中装置が毎日の動作
サイクル中、少なくとも部分的に、同一液体域内に浸漬されることを特徴とする集熱器を
提供する。
【００１２】
液体は、水であることが好ましい。
集熱器の好ましい一実施形態では、変換装置は、光電池を含む。本発明のこの実施形態
では、光電池は、気密シール内に封入される。
本発明の好ましい変形形態では、エネルギ変換装置は、入射電磁エネルギを熱に変換し
、真空チャンバによって包囲されたコンポーネントを含む。
本発明の好ましい変形形態では、水を水素と酸素に分解し又は他の有用な化学的処理を
促進する二酸化チタン又は他の光触媒を用い光化学反応器を介して入射電磁エネルギを貯
蔵化学エネルギに変換するコンポーネントを含む。
集中装置の好ましい一形態は、鏡を含む。集中装置の別の好ましい形態は、レンズを含
む。
集中装置は、少なくとも一部がプラスチック材料で製作されることが好ましい。
【００１３】
集熱器は、少なくとも２つの互いに連結されていて、垂直方向に延びる側方浮力タンク
を互いに反対側の側部に備えることが好ましく、全体としての浮力は、ユニット全体を実
質的に水面下に保つが、正の浮力を有するよう一定に且つ十分に設定され、したがってユ
ニットは、水面のすぐ下に浮く。これら２つのタンクの相対浮力は、集熱器が２つのタン
ク相互間の線に垂直な水平軸線回りに回転して到来する太陽の放射線の方向の簡単な追尾
を行うようにするために液体と水をこれらタンク相互間で交換して調節されるべきである
ことが好ましい。これら２つの相互に連結された浮力タンクは、湾曲した管の形態で具体
化でき、かかる管の密封端部は、管の湾曲部が水面の上方に位置した状態で水面下に位置
する。この方法を用いると、装置の正味の又は全体としての浮力は、変化しない。全体と
しての浮力は、タンクが外気に対して密封された状態で一定で保たれるが、対をなすタン
クの相対浮力は、調節可能である。この実施形態では、集光器は、水面のところのフロー
ト（浮き）から水面下に吊り下げられ、したがって、水のポンド又は水溜まりの底部に相
当大きな支持構造体を設置する必要はなく、更に水の深さを正確に制御する必要がなく、
しかも軸受又は回転継手が不要であるようになっている。
【００１４】
集熱器は、液体域と空気のインタフェースのところでの波の生成を阻止する手段を更に
含むことが好ましい。波の生成を阻止する手段は、太陽の放射線に対して実質的に透明で
あることが特に好ましい。
液体は、藻類の成長及び細菌の粘液の発生を抑制する成分又は添加剤を含むことが好ま
しい。
【００１５】
したがって、本発明は、液体域、例えば水又は他の液体の潟、池、タンク、湖、ダム等
の保護及び浮力特性を用いることによりこれらの目的に少なくとも部分的に取り組む。
本発明の２つの主要な形態が存在し、第１の形態は、集光器とエネルギ変換器の両方が
図１、図３及び図４に示すように永続的に浸漬されているものであり、これに対し、第２
の主要な形態は、図５及び図６に示すように、エネルギ変換器が動作中実質的に浸漬され
るものであるが、集光器は、動作が行われる一日の一部の間、部分的にしか浸漬されず、
追尾システムを用いて集熱器を回転させて集光器を液中に動かすことによって完全に浸漬
できる。
【００１６】
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第１の主要な形態の利点は、集光器の連続浸漬が、集光器を常時天候に対して受動的に
保護すること、浸漬により、単純な側方浮力の釣り合い方式を用いて追尾を達成できるこ
と、ＰＶ電池が水域中への浸漬により自然に冷却されることである。
第２の主要な形態の利点は、浸漬により、必要な場合、追尾システムの回転により集光
器の保護が可能になること、部分的又は完全浸漬により、単純な側方浮力釣り合い方式を
用いて短い焦点距離のシステム（これは、最も軽量であって且つ最も安定性のあるシステ
ムである）の追尾を達成できること、ＰＶ電池が水域中への浸漬により自然に冷却される
ことである。加うるに、第２の形態は、単位面積当たりのエネルギを多く生じさせるよう
光路中に存在する水が殆ど無く又は全く無い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
図１を参照して説明する本発明の実施形態によれば、１つが全体を参照符号１で指示さ
れた複数の組立体が、透明な液体２のポンド又は他の溜まり中に浸漬されている。液体２
のポンドは、水であることが好ましい。組立体１を液中に完全に浸漬することは、装置の
保護と冷却を同時に行う一方で集熱器の重心を通る軸線回りの容易な回転を可能にするの
に役立つ。組立体には、組立体を実質的に液面の下に保つが、この液面に触れさせる僅か
に正の浮力が与えられる。
【００１８】
太陽集熱器組立体は、全体が符号３で指示された（図中、ハッチングが施されている）
反射器又は反射鏡を有する。反射器３は、その好ましい形態では、反射面を有し、この反
射面は、集熱器の断面において実質的に放物線状であり、全体としてトラフ形の反射面を
形成するよう長手方向に延びている。
【００１９】
各反射器組立体３は、金属反射層が付加された薄い剛性のプラスチック材料（好ましく
は、アクリル樹脂又はポリカーボネート）のベース上に構成されている。次に、この反射
層 は 、 透 明 な プ ラ ス チ ッ ク カ バ ー 層 、 例 え ば ポ リ プ ロ ピ レ ン 、 ア ク リ ル 樹 脂 、 マ イ ラ （ My
lar ） 又 は 他 の 適 当 な 材 料 で 液 体 か ら 封 止 さ れ て い る 。 反 射 器 材 料 の 好 ま し い 形 態 と し て
は、アルミニウム、銀及びロジウムが挙げられる。放物線の形は、複数個の一次元放物線
フォーマ又は真っ直ぐな層を連結するストリンガ５を反射面の後部に垂直に取り付けるこ
とにより維持される。
【００２０】
図１に示す組立体の一構成例では、各トラフ形反射器３の長軸は、システムが東西方向
追尾（水平軸線追尾）を用いている場合、全体として南北方向に延びる。直線状に延びる
アレイの状態に配置された光電池６が、反射器組立体３の焦点のところに設けられており
、したがって同様に南北方向に延びている。この南北の向きは、一年中太陽角度が高い熱
帯領域に最適である。高い緯度の地域に好適な変形構成は、長軸が東西に整列したトラフ
形反射器の南北追尾方式である。
【００２１】
水平軸線（方位角）太陽追尾を可能にするため、反射器組立体３は、湾曲管７の形状を
した密閉浮力タンクを備えており、この浮力タンクは、光電池６の高さの上方を延びてい
る。日陰になるのを回避するために浮力タンクを組立体の一端部のところに配置するのが
よく、もう１つの浮力タンクを釣り合いの取れた支持をもたらすよう組立体の他端部に追
加するのがよい。組立体の全体としての浮力は、適当な量の水又は他の流体、例えばエチ
レングリコールをタンクの各々に追加して組立体全体に、湾曲した浮力管の頂縁部を水の
上に位置させると共に光電池６を水面２のすぐ下に保つのに十分な僅かな正の浮力を与え
ることにより調節できる。各浮力タンク及び連結管の残部は、空気で満たされる。
【００２２】
これら条件下において、全体としての浮力を変えないで相対的側方浮力を変化させるこ
とにより組立体をその重心回りに水中で回転させることができる。この回転は、各浮力タ
ンク内に符号８，９のところで設けられた非常に小型の密閉型電気ポンプを用いて少量の
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流体を右側のタンクから左側のタンクへ、又はこの逆の方向に圧送することにより達成さ
れる。各ポンプの吐出側は、小径管（図示せず）により湾曲管７の反対側の端部に連結さ
れており、かくして必要なときにこの反対側の端部への水の運動が可能になる。変形例と
して、図３に示すように単一の可逆式容量形ポンプを用いてもよい。これらポンプは、１
対の光電池により制御される簡単な自動太陽追尾回路により切り換えられ、これら光電池
は、システムの南北焦点軸線上に設けられたシャドーベーンの各側に取り付けられており
、かくして、組立体全体が、太陽の光線と整列する。かかる電子サーボ機構は、周知なの
でここでは示されていない。
【００２３】
組立体の重心回りの反射器組立体３の回転運動により、１日中、東から西への太陽の追
尾が可能になる。必要な運動の速度は低く（１時間当たり１５°未満）、組立体が風に当
てられないので、水の僅かな抵抗を除き、図１の組立体に作用するそれほど大きな力は存
在しない。太陽の運動速度は、毎時１５°であるが、水に入射する太陽光の遭遇する屈折
率の増加により、完全浸漬状態の集熱器に必要な実際の角運動速度が僅かに減少する。必
要ならば、第１の対に対し直角をなして第２の対の浮力タンクを用いることにより２つの
軸線に関して追尾を達成してもよい。この実施形態では、昇降機は、表面のところの浮力
追尾管７の空気充填区分から水中に吊り下げられ、したがって相当大きな支持構造体をポ
ンドの底部に設ける必要はなく、しかも水の深さを正確に制御する必要がないようになる
。
【００２４】
任意の緯度で最高性能をもたらすコストの高い変形例（この図には示さず）は、方位角
チルト（水平軸線追尾）と共に垂直軸線回りの回転を可能にすることにより２軸追尾を可
能にするシステムである。垂直軸線回りの回転は、回転平面内の円の接線のところに設け
られたモータ駆動プロペラにより又は水平接線方向スラストをもたらすよう垂直回転軸線
を備えたモータ駆動パドルホイールにより達成できる。かかる２軸追尾システムは、二次
元（皿形）集光器を使用することができる。
【００２５】
集光器システムが完全に水中に浸漬された場合、風や天候により生じる運動や圧力が水
中の深さにつれて非常に迅速に減少するので反射器について強固な又は重い材料を用いる
必要はもはやない。これにより、集熱器のほぼ全ての部分について比較的軽量の構造材料
、例えばプラスチックを用いることができる。加うるに、重力により引き起こされる構造
的歪みが大幅に減少する。というのは、この構造に用いられる典型的なプラスチックの密
度は、周囲の水よりもほんの約２０％高いものであるに過ぎないからである。構成要素は
、水中に浸漬することにより大抵の形態の環境的損傷から保護され、かかる環境的損傷か
らの保護としては、強い風、ひょう、風に吹かれた埃及び短波長ＵＶ光からの保護が挙げ
られる。紫外線は、多くのプラスチックを損なう。しかしながら、本発明の完全浸漬形態
では、約２５０ナノメートル以下の波長は、水中を通る距離が約５０ｃｍよりも長い限り
、太陽光が水中を通ることにより濾波される。これにより、プラスチック材料の安価な形
態の長期間にわたる使用が可能になり、かかる形態のプラスチック材料は、もし上述のよ
うに構成していなければ、太陽光に直接暴露される使用には適していない。
【００２６】
直線状に延びるアレイ状に配置されたエネルギ吸収装置６、好ましくは光電池（ＰＶ電
池）が、反射器組立体３の焦点のところに配置されており、反射器組立体３と同期して動
くよう取り付けられている。エネルギ吸収組立体６は、反射器組立体３に直接取り付けら
れる支持体組立体１１（例えば、透明なプラスチック材料のもの）により焦点のところに
定位置で取り付けられることが好ましい。光電池をエネルギ吸収装置として用いる場合、
水による半導体への損傷を阻止するために薄い気密シール（好ましくは、適度に透明なプ
ラ ス チ ッ ク 材 料 、 例 え ば テ ド ラ ー （ Tedlar） 又 は ガ ラ ス の も の ） 内 に 封 入 さ れ る 。 し か し
ながら、この封入材料は、光電池を周囲の水により冷却することができるよう適度の熱伝
導率のものでなければならない。封入材料と光電池との間に残存する空間は、透明な非腐
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食性液体、例えばシリコーン油又は透明な柔軟性固形物、例えばシリコーンゴムで満たさ
れるべきである。周囲の水は、集光器の焦点のところに配置されたエネルギ変換装置の対
流による液冷を可能にする。
【００２７】
本発明の別の好ましい実施形態（図６に示されている）によれば、光電池等は、熱伝導
性基板上に設けられている。この取付け基板の好ましい材料としては、銅、アルミニウム
及びアルミナセラミックが挙げられる。この取付け基板も又、もし周囲の液体が基板に対
して腐食性であれば、気密シールを形成するよう適当なプラスチック材料（例えば、テド
ラー）の薄い層で包封することが特に好ましい。光電池から遠くに位置する取付け基板の
部分は、液体と接触状態にあり、光電池の冷却を促進する。必要ならば、特定の構成例に
おいては、基板から液体への熱の伝達を促進する別の手段が設けられる。熱伝達を促進す
る好ましい手段としては、基板に取り付けられ又はこれと一体の放熱フィン及び基板を貫
通して設けられていて、周囲の液体と連通状態にあるチャネルが挙げられる。
【００２８】
太陽のエネルギが熱として吸収される場合又は光電池による電気への変換ではなく化学
プロセスを駆動するため、透明な円筒形真空チャンバをエネルギ変換器６を包囲した状態
で反射器の焦点のところに設けて吸収器の水冷を阻止することが好ましい。
必要な図１の液体２の深さは、焦点吸収ストリップ（ＰＶ電池）の選択された幅で決ま
り、この幅は、典型的には１０ｍｍ〜５０ｍｍである。反射器の集光比は代表的には２０
〜５０であり、これには、５０ｍｍのストリップについては約１ｍ〜５ｍのトラフの幅、
又は１０ｍｍ幅の焦点ストリップについては２００ｍｍ〜５００ｍｍのトラフ幅が必要で
ある。
【００２９】
平坦な吸収器を備えた放物面反射器型集光器は一般に、アパーチュアの約１／２又はこ
れ以下の焦点距離を必要とし、したがって焦点距離は、１５０ｍｍ〜２．５ｍである。か
くして、最小の水深は、２００ｍｍ〜３ｍであり、代表的には１ｍである。かくして、反
射器は代表的には、約１ｍの水深において、２０ｍｍ幅の焦点ストリップを備えた代表的
には１ｍ幅のものである。
【００３０】
水により太陽光の長波長の相当な減衰が生じる。透明な水中における１ｍの光路におけ
る実験の示すところによれば、これにより、現行のシリコン光電池からの出力はこれらの
完全暴露レベルの約４５％〜５０％まで減少した。この効果を補償するためには、広い反
射器領域を用いることは必要であるが、これによっては全体的な資本費は大幅には増加し
ない。というのは、反射器を軽量で安価な材料で作ることができるからである。ＰＶ電池
が水中用途の場合に最適なスペクトル応答が得られるよう設計されている場合、これら損
失を軽減することができる。適当な形態のＰＶ電池は、リン化インジウムガリウムから作
られたＰＶ電池であり、これは、４００〜７００ｎｍの波長を用いる可視光範囲において
は非常に効率が高い。加うるに、水中の短い光路長は、損失を軽減し、したがって組立体
は、できるだけ表面の近くに保たれるべきである。
【００３１】
集熱器組立体１の浸漬に必要なポンドの費用は、大きな要因ではない。というのは、こ
れは構造が安価な水保持ダムに類似しており、或いは天然の池又はソルトレイクであって
もよく、又は海に繋がった海水入口又は潟であってもよいからである。大きなアレイ状の
集熱器組立体を数千平方メートルにわたる単一の池で用いてもよい。
【００３２】
水のポンドは、一定間隔を置いて設けられた固定されると共に（或いは）浮いたバリヤ
１０（これらバリヤは好ましくは、集光器に伝搬する光を遮るときに透明である）を備え
ることが好ましい。バリヤの屈折率は、損失を最小限に抑えるよう水の屈折率に近いこと
が好ましい。これらバリヤは、水面上又は水面の近くに配置され、波を減少させるよう働
き、かかる波は、もしこれらバリヤが設けられていなければ、風の強い状況において太陽

(24)

JP 2007‑533941 A 2007.11.22

光の直接的な通過を妨害する場合がある。少なくとも１つのかかるバリヤ１０が、代表的
な間隔が１．５ｍの集光器１の組立体１の互いに隣接した平行な列相互間に配置される。
横方向の列をなすバリヤ（図示せず）も又好ましくは、集光器１の列に対し直角をなして
一定間隔で配置される。これら横列相互間の間隔は、約３〜６メートルであることが好ま
しい。
【００３３】
変形例として又は加うるに、透明な鉱物油又は他の適当な高粘度の透明な液体の薄い層
を粘度の低い液体の表面上に浮くよう設けて表面の波の発生を軽減させてもよい。
変形例として又は加うるに、薄い透明なメンブレン又は小規模のセル構造体を水面上に
浮くように設けて表面の波の発生を軽減してもよい。
重要な表面上の藻類及び他の有機汚染要因物の蓄積を回避するため、ポンドの水は好ま
しくは、藻類の成長を抑制する適当な成分又は添加剤を含む。この成分又は添加剤は、あ
りふれた塩化ナトリウム（「死海」レベルの）、他の塩又は単独で又は組み合わせて用い
られる藻類を殺す他の透明な化学添加剤であることが好ましい。塩化ナトリウムを含む或
る特定のかかる添加剤は、水の凍結を阻止するのを更に助けることができる。藻類の成長
を抑制する他の好ましい添加手段としては、銅を主成分とする殺藻剤、塩素処理及び水の
オゾン又は紫外線処理が挙げられる。変形例として又は加うるに、高速水ジェットで又は
超音波エネルギを用いて藻類及び細菌を除去する可動式機械的クリーナを用いてもよく、
或いは、汚染要因物を食べる適当な水生巻貝、魚又は他の有機体を用いてもよい。
【００３４】
変形例として、かかる有機体を定期的に殺すのに十分高くポンドの水の温度を上昇させ
ることにより藻類及び細菌を抑制することができる。これは、透明な表面メンブレンがポ
ンド全体をほぼ覆うよう用いられている場合、入射する太陽光線だけで達成できる。
図２は、水の上面のところでの表面反射及び２メートルの水を通ってシリコン光電池に
至る太陽光の通過後におけるシリコン光電池から得られる相対電力を示すために役立つ。
これは、水の上面に入射し、通常シリコンＰＶ電池に利用される太陽光エネルギの約５０
％の層スループットである。
【００３５】
集光器の反射器組立体３を大型に構成することにより、光が水中を通ることにより引き
起こされる効率の低下が容易に補償される。単位面積当たりの反射器の費用は、光電池の
費用と比較して非常に低い（軽量プラスチックで作られている）ので、これはそれほど大
きなコストではない。所与の電力出力に必要な光電池の面積は、水を通る伝搬の損失によ
っては変化しないが、反射器面積を空中の通常の集光器に必要な面積に対して増大させな
ければならない。
【００３６】
図３を参照して説明する本発明の変形実施形態によれば、図１に類似した組立体は、水
域２内に実質的に浸漬された状態で立面図又は端面図で示されている。ここで用いられ、
そして以下の図で用いられる参照符号は、対応の要素については図１の符号と一致してい
る。この実施形態では、光電池６は、回転中心１７′の近くに位置した状態に保たれ、タ
ンク１５，１６は、反射器３が最も極端な回転の際に水面の上に上昇するのを阻止するた
めに用いられ、単一のポンプ８が採用されている。この実施形態では、組立体を追尾管ル
ープ７の回転中心１７′回りに一ユニットとして回転させるために、ほぼ半分まで液体１
８で満たされた密閉型中空浮力追尾管７が可逆双方向容量形ポンプ８と共に用いられてい
る。追尾管７内の好ましい液体は、エチレングリコール又は水であり、管内の残存空間は
、空気で満たされる。回転は、管７内に入っている液体をポンプ８を通って左から右に、
又はその逆の方向に動かして結果的に生じる浮力ゾーン１２，１３のシフトによりシステ
ムの左右のバランスを変えることにより行われる。ポンプ８は、電子サーボ機構により速
度及び方法が制御される電気モータにより駆動され、この電子サーボ機構は、システムの
垂直軸線と整列した左右の光センサにより給電される。かかるサーボ機構は、周知であり
、したがってここでは図示されていない。
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【００３７】
タンク１５，１６は、反射器の縁部の全長にわたって延びる密閉状態の管であり、かか
る管は、薄肉であって、浸漬時には浮力がほぼゼロになるよう水で満たされる。左側への
（半時計回りの）極端な傾斜時、タンク１６は、水面まで上昇することになる。タンク１
６が水面から出ると、タンク１６内に入っている水の質量は、これに対応した反射器の縁
部が上昇して水から出るのを阻止する傾向がある。その代わり、組立体の残部は、システ
ムが更に反時計回りに回転するにつれて水中へ深く動くことになり、それにより反射器３
の表面全体からのエネルギ収集を維持しながらより極端な角度まで太陽の追尾が可能にな
る。タンク１５が水面まで上昇したとき、これと同様な作用が時計回りの運動に関して生
じる。タンク１５，１６を用いるこの実施形態により、反射器を平均で、もしそうでない
場合に可能な近さよりもより表面の近くに保つことができ、かくして、媒体としての水を
通る光路の長さに起因する損失が減少する。
【００３８】
図４の斜視図を参照して説明する本発明の変形実施形態によれば、この装置は、１対の
ほぼ円形の浮力追尾管ループ７，１７を備えた点焦点又は二次元放物面集光器３を用いて
おり、これらループ７，１７は、太陽の完全追尾を二次元で可能にするよう垂直に且つ互
いに直角に取り付けられている。光電池６のアレイが、実質的に放物面反射集光器３の焦
点の近くに設けられている。これら構成要素は、一ユニットとして動くよう設けられてい
る。組立体は、十分な量の液体１８を密閉管７，１７に追加することにより実質的に水面
下に保たれ、各管の上方部分の残部は、空気又は不活性ガスで満たされている。好ましい
液体１８は、エチレングリコール又は水である。管７，１７の各々の最も低い箇所は、管
７，１７の各々の下方部分相互間における液体の運動を制御する容量形ポンプ８又は９を
収容している。
【００３９】
管７，１７相互間では液体は通じておらず、各管は密閉されている。かくして、管の各
々の相対的側方浮力は、各管を各管の平面に垂直な軸線回りに水面と関連して回転させる
ようポンプ８，９により調節できる。これらポンプは、上述の実施形態について説明した
ように各軸線について１対の光電池又はサーボ機構によって制御される。追尾システムが
空の最も明るい箇所への組立体の差し向けを常時維持するので、システムを北／南に向け
る必要はない。組立体を１つの配設場所に保ち、電力配線のための経路を設けるために、
ポンドの底部にフレキシブルアンカーロープ及びアンカーレッジ２２を設けることが望ま
しい。このシステムにおける丸形放物面反射器３の代表的なサイズは、直径が約１メート
ルである。
【００４０】
図４に示す実施形態は、この実施形態が二次元集光方式を利用している点において図１
の方法よりも有利であり、かかる二次元集光方式は、所与の集光レベルの場合、各軸線に
関する合焦精度を甘くすることができる。かくして、これは、波及びさざ波についての許
容度が高く、反射器３について必要な製造法の精度は低くてもよい。
【００４１】
図５及び図６は、本発明の第２の主要な形態の好ましい実施形態であり、かかる実施形
態では、集光器は、永続的には浸漬されず、追尾回転中、部分的に水中に動き、そして天
頂から１８０°回転すると、水中へ完全に動く。
【００４２】
図５の平面図を参照して説明する本発明の変形実施形態によれば、この装置は、好まし
くは透明なプラスチック材料で作られた屈折フレネルレンズ３を用いており、かかるフレ
ネルレンズは、図示のように、浮力追尾ループ管７（又は、図４に示す集光器と類似した
二次元追尾集光器が得られるよう互いに直角に位置する１対のかかる管）及び上述の実施
形態について説明した変換器と類似した光起電性エネルギ変換器６に結合されている。用
いられている符号は、対応の構成要素に関し上述の図の符号と一致している。この実施形
態では、この装置は、部分的にしか浸漬されておらず、したがってＰＶ電池６が常時浸漬
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されているが、フレネルレンズ３は、追尾管７の回転の約半分の間、水面２の上に位置す
るようになる。
【００４３】
図５は、水平線の上方に約３０°向くよう差し向けられた装置を示している。上述した
ように、追尾管７は、容量形ポンプ８を収容しており、この容量形ポンプは、管７の下方
部分内の流体１８を移動させて浮力ゾーン１２，１３の位置を設定し、かかる浮力ゾーン
は、集熱器システムの回転を位置決めして太陽光線の角度を追尾する（かかる太陽光線は
、矢印で指示する軸線に沿って入射する）。極端な天候条件の間、追尾システムが集熱器
をほぼ完全に反転させる又は逆さまにすることができ、それにより集光器を浸漬し、かく
して露出部分の面積を減少させると共に風荷重を減少させるよう別の容量形ポンプ９を図
示のように適当な位置で管７内に設けることにより予備的保護措置を設けるのがよい。ポ
ンプ８，９は、互いに約１２０°の間隔を置いて位置している。構成要素が図５に示すよ
うに位置決めされている状態では、集熱器は、太陽の動きの８時間に相当する少なくとも
１２０°にわたり太陽を追尾することができる。
【００４４】
ポンプ８，９から１２０°遠ざかって設けられた第３のポンプ１２０を用いて完全な回
転性能を得るのがよいが、このようにするかどうかは任意である。構成要素１９は、僅か
に円錐形の管であり、その内面は、反射率が高く（アルミニウム蒸着されている）、レン
ズ３からの光をＰＶ電池６に導き、光を更に合焦させる補助集光器として働く。管１９も
又、多数回の反射により合焦光のばらつきをならすよう働くことができ、それによりＰＶ
電池６のより効率的な動作を可能にする。構成要素１９の壁は、透明な窓２０及びＰＶ電
池６のエンクロージャと共に密閉エンクロージャを構成し、かかる密閉エンクロージャは
、ＰＶ電池の汚れ又は水による汚染を阻止する。
【００４５】
構成要素１９の壁は、ＰＶ電池６からの熱を周囲の水に放熱するのを助けるよう熱伝導
率の高い金属、例えば銅であるのがよく、金属製ヒートスプレッダ２５をＰＶ電池の後部
に取り付けるのがよい。このエンクロージャを良好な冷却が得られるよう透明な液体、例
えば炭化水素油で満たすのがよいが、このようにするかどうかは任意である。フレネルレ
ンズ３は、汚れの堆積を最小限に抑えるようＰＶ電池の方へ向いた溝付き表面を備えるべ
きであり又はフレネルレンズ３の溝付き側に透明なプラスチックの平らなシートを積層す
べきである。ＰＶ電池のエンクロージャ６の後面は、冷却を可能にするよう水と接触状態
にある。管１９は、ストラット２１により追尾管７及びレンズ３に取り付けられていて、
組立体全体が一ユニットとして動くようになっている。組立体は好ましくは、管７の周り
にループ状になった摺動リングにより保持されるべきであり、かかる摺動リングは、ロー
プ又は弾性コードによってポンドの底部のところで固定具又はおもりに取り付けられ、か
かるロープ又は弾性硬度も又、電力出力電線を支持するのがよい。ポンプ８の付近で管７
から半径方向外方に１本以上の羽根を取り付けて風又は波により引き起こされるシステム
の振動を減少させるのがよい。表面波を遮るバリヤ１０を図１に示すように採用すべきで
ある。
【００４６】
ポンド又はリザーバの水は、きれいな状態に保持される必要はなく又は濾過される必要
はない。というのは、かかる水は、反射器３，２３の光学的表面と長時間にわたって接触
状態にあるわけではなく、極端な傾斜状態の間を除き、動作中水が光路に入ることはない
からである。この実施形態では、風の力に対し、図１及び図３の保護の度合いよりも低い
度合いの保護がシステムに与えられるが、エネルギ損失の減少が大きい。というのは、こ
の実施形態では、光が水を通過せずしたがって集熱器の単位面積当たりに利用できる電力
が高いからである。加うるに、このシステムは、毎日、図１のシステムよりも首尾一貫し
た電力を発生する。というのは、水面を通る屈折及び水面からの反射によるエネルギの減
少又は広がりが生じないからである。集光器の縁部が水に入るとき有用な集光面積が幾分
損失するが、この原因による損失は、毎日の全エネルギ生産量の僅かな割合である。二次
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元集光器を用いる場合、この実施形態は、波及びさざ波についての許容度が高く、しかも
、一次元集光レンズにより具体化される場合よりもレンズ３に必要な製造方法の精度は低
くてもよい。
【００４７】
図６の平面図を参照して説明する本発明の変形実施形態によれば、この装置は、反射凹
状放物面集光器３を用いており、この集光器は、反射器３の焦点位置のすぐ内側に位置す
る軸線上に配置された小型の反射凸状補助反射器２３と組み合わされている。補助反射器
２３は、太陽光線が反射器３の中心のところの窓２０を通ってＰＶエネルギ変換器６の付
近の焦点に至るのに十分太陽光線を末広に発散させる焦点距離を有している。ＰＶ電池６
は、システムが鉛直線から約６０°以内に位置しているとき、これらＰＶ電池がポンド水
位の下の常時実質的に沈められるような位置に設けられている。この装置は、集光器３が
大抵の動作角度において水面の上方に位置したままであるよう部分的にしか浸漬されてい
ない。円錐形管１９は、ＰＶ電池６と窓２０を連係させてＰＶ電池の水による汚染を阻止
する密閉エンクロージャを形成している。このエンクロージャを電池６からの放熱具合い
を向上させるよう非腐食性の透明な液体で満たすのがよいが、このようにするかどうかは
任意である。
【００４８】
金属製ヒートスプレッダ２５を電池６の後部のところに設けて熱を周囲の水に良好に伝
導させるのがよい。円錐形管１９の内壁は、好ましくは内部の屈折率が高く、それにより
光線が一段と集光する。図５の場合のように、図示のシステムは、直線状の一次元集光器
であるのがよく、或いはこのシステムは、図４に示すシステムに類似していて、管７に対
し直角に第２の追尾管を追加した二次元集光器及び追尾システムであってもよい。一次元
の場合においては、管１９は、図の紙面から延びるトラフになる。この装置は、図５の場
合のように波抑制装置を収容したポンド上に浮く。追尾管及びポンプ８，９は、図５の場
合と同様に動作し、太陽追尾及び装置の完全反転を可能にし、それにより大型反射器３を
浸漬させて過酷な風の中においても保護が得られるようにする。幾つかの小穴が排水を可
能にするよう窓２０の近くで集光器３に設けられている。波及び風力に起因する振動を減
少させるために羽根２４が各軸線について設けられている。羽根２４は、スライダ係止ヒ
ンジの先端部のところに設けられていて、露出位置にある（反転された）とき、風により
折り畳まれるようになっている扇形コンセルチーナである。
【００４９】
全ての構成要素は、一ユニットとして回転するよう互いに剛性的に取り付けられている
。全ての大型構成要素は好ましくは、薄いプラスチック材料で作られる。装置は、図４の
仕方と同様な仕方でポンドの底部に繋がれている。図５のシステムと比べた場合のこのシ
ステムの利点は、集光器には滑らかな表面が必要であるに過ぎず、したがってこのシステ
ムが水の吹き付けにより容易にクリーニングされるようになること及び反射器をその放物
面形状に起因して高い強度で経済的に作ることができるということにある。
【００５０】
他の特徴では、図６のシステムは、図５のシステムと性能がほぼ同じである。ポンド又
はリザーバの水をきれいな状態に保持する必要はなく又は濾過する必要はない。というの
は、かかる水は、反射器３，２３の光学的表面と長時間にわたって接触状態にあるわけで
はなく、手短に言えば、極端な傾斜状態の間を除き動作中水が光路に入ることはないから
であり、したがって水中の汚れの影響はほとんど無い。図５及び図６の実施形態は共に、
装置の重量を回転中心１７周りにほぼ釣り合わせることが必要である。釣り合いが容易に
得られると共に低い風プロフィールが得られるようにするためには、図５のレンズ及び図
６の反射器を水面にできるだけ近接して保つことが必要である。この要件により、図５及
び図６の集光器装置３の縁部は、向いた方向が水平線に近いとき、毎日の追尾サイクルの
終わりに部分的に浸漬されるようになる。これらシステムの振動を減少させるためにウイ
ンドブレーク（風よけ）を水面の上方に用いるのがよい。
【００５１】
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図３、図４、図５及び図６に示す双方向容量形ポンプ８，９は、電気モータ駆動装置及
び歯車ポンプ、ベーンポンプ、蠕動ポンプのいずれかを有し、又はかかる容量形ポンプを
可撓性チャンバを圧縮するソレノイドを用いるパルスポンプの形態で具体化してもよい。
かかるポンプは、周知であり、したがってここでは詳細に説明しない。これらポンプは、
非常に小さなサイズ、電力及び容量のものであればよく、代表的には毎秒１立方センチメ
ートルを圧送する。図示していない本発明の別の好ましい実施形態によれば、本装置は、
電気モータ、ケーブル、歯車及びプーリを用いて、浮動いかだに取り付けられた半浸漬集
熱器の必要な追尾運動を達成する単純な機械的装置を用いる。
【００５２】
図示していない本発明の別の好ましい実施形態によれば、この装置は、反射レンズの形
態をしていて、任意的にフレネル形態又はセグメント状形態の水面下集光器を用いる。こ
れらは好ましくは、光を合焦させるよう水面下に１個以上の空気充填ボイドを形成するよ
う水面の近くに設けられた透明なプラスチック材料及び焦点のところでレンズの下に配置
されたエネルギ変換装置、例えば光電池のストリップを用いている。これら実施形態は、
金属製反射層が不要であり、かくして装置の潜在的な寿命が延びるという利点を有する。
かかる実施形態では、集光器を図３に関して説明したように浮動浮力追尾システムに取り
付けられた状態で水中に吊り下げるのがよく、したがって相当大きな支持構造体をポンド
の底部に設ける必要はなく、しかも水の深さを正確に制御する必要がないようになってい
る。
【００５３】
図示していない本発明の更に別の好ましい実施形態は、ホログラフィック集光器を用い
る。
上述した好ましい実施形態のいずれにおいても、光電池エネルギ変換器６に代えて任意
的に触媒を収容した化学反応チャンバ又は熱電エネルギ変換器を用いることができる。
【００５４】
本発明では、図１、図３、図４、図５及び図６の反射器組立体３について非常に安価な
材料を用いることができる。水又は他の液体を通る伝搬による損失に起因した総合効率の
見掛けの損失は、同じ光電池が陸上用集熱器組立体に用いられた場合に使用されるものよ
りも大型の反射器組立体３を提供することにより相殺される。反射器組立体（又はレンズ
組立体）のサイズのこの増加の結果として、光電池のところにおける入射光エネルギ密度
が高くなる。光電池への入射エネルギ強度を増大させることにより、通常光電池の発熱が
増大し、これは多くの理由で望ましくない。これらのうちの１つは、光電池のエネルギ変
換効率がこれらの温度の増大につれて低下するということにある。しかしながら、光電池
を水中に設けることにより、自然な対流による冷却が可能になり、それにより光電池につ
いて僅かな温度上昇だけで通常の太陽光の強度の５０倍以上で光電池の動作が可能になる
。加うるに、本来的に露出水域に生じる蒸発による冷却によって、光電池は、非常に暑い
日に周囲空気温度に等しい温度又はそれよりも低い温度で動作することができる。
【００５５】
また、装置を水面下に配置することにより、紫外線に対する或る程度の保護が可能にな
る。というのは、２５０ナノメートルよりも低い波長が水中を通ることにより（約５００
ｍｍ経路を超える場合）光から濾波されるからである。紫外線からのこの保護により、安
価な形態のプラスチック材料を比較的長期間にわたって使用することができ、かかるプラ
スチック材料は、もしそうでなければ、太陽にさらされたときに適当であるとはいえない
。
【００５６】
この装置をこの状況において、水面下又は部分的に水面下に配置して５つの主要な目的
を達成する。なおこれら目的は次の通りである。
１．水面下の配置は、合焦集熱器に対する風の妨害効果を減少させる。これら効果とし
ては、風力による構造の歪みが挙げられ、かかる歪みは、集光度を減少させる場合がある
。これら効果としては、風力により引き起こされる回転追尾運動に対する妨害が挙げられ
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る。
【００５７】
２．水面下配置及び半浸漬配置は、正確且つ安定した回転運動を生じさせるには相対的
角度（又は側方）浮力の変化だけが必要なので追尾機構が集光器及び集熱器を到来放射線
に合焦させた状態に保つための要件を大幅に単純化する。水平軸に関する追尾は、或る量
の水を一方の側の部分的に満たされた垂直方向に延びる浮力タンクから反対側の同様なタ
ンクに移動させる（閉システム内での相対的浮力を変化させる）により簡単に達成できる
。所望ならば垂直軸線回りの追尾は、集光器の縁部のところに接線方向に配置された小型
のプロペラ駆動スラスタで達成できる。
【００５８】
３．また、エネルギ変換器を水面下に配置することにより、必要な場合、特にこの集熱
器が１組のＰＶ電池又は熱電変換器（その後方の冷接点は、冷却を必要とする）である場
合、エネルギ収集装置の効率的な対流による冷却が可能になる。これらエネルギ収集器／
変換器は両方とも、冷却されると、特に、日中の周囲温度よりも低く冷却された場合、高
い効率で動作し、これは、ＰＶ電池が広い開水域に位置している場合である。
【００５９】
４．水面下の状況は、構造的構成要素にこれらの浮力を介して支持体を提供すると共に
風により引き起こされる撓みを減少させ、したがって質量が非常に小さく、強度が非常に
低く且つ非常に安価な構成要素を露出位置で用いられるかかる集光器に対して利用するこ
とができるようになる。
【００６０】
５．動作中における永続的な水面下の配設場所は、あらゆる天候に関係した損傷の恐れ
を大幅に減少させ、かかる損傷の恐れとしては、能動的な制御装置又は電力を必要としな
いで常時ひょう及び風からの損傷の恐れが挙げられる。かかるシステムは、受動的に（動
力を必要としないので）頑丈である。
【００６１】
軽量の材料を用いると、これらの据え付け場所への材料の運搬費用が低くなると共に据
付けと関係した取扱い費用が低くなると考えられる。
互いに異なる緯度に位置する２つのダムから成り、２つのダム相互間の管内において伝
動発電機がタービンに連結された状態の水力発電揚水システムにおける用途に好適である
。浮動式太陽光発電機は、太陽光が利用できるとき、水を下のダムから上のダムに上げる
ようエネルギを供給でき、かくしてエネルギを溜める。浮動式太陽光集熱器は、ダム表面
の 大 部 分 を 覆 う の が よ く 、 こ れ ら 集 熱 器 を 水 面 上 の テ ザ ー （ tether） 及 び 配 線 を 用 い て ダ
ムの底部と接触しないよう配置するのがよく、それにより広く変化する水位に対する適合
を可能にする。本発明を利用した太陽エネルギの収集のために既存のダム及びリザーバを
用いることにより、太陽発電所の通常の用地及び建設費用の大部分が削減できる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の一実施形態の装置の一部の斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態の光利用効率を示すグラフ図である。
【図３】図１の実施形態と類似した本発明の別の実施形態の装置の一部の立面図である。
【図４】点焦点集光器を用いた本発明の別の実施形態の斜視図である。
【図５】本発明の他の実施形態の立面図であり、点焦点集光器が、毎日の動作サイクルの
一部中水面の実質的に上方に位置するが、全ての場合においてエネルギ変換器が動作時に
実質的に浸漬状態のままである形態を示す図である。
【図６】本発明の他の実施形態の立面図であり、点焦点集光器が、毎日の動作サイクルの
一部中水面の実質的に上方に位置するが、全ての場合においてエネルギ変換器が動作時に
実質的に浸漬状態のままである形態を示す図である。
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