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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以下の構成を備えた熱電発電モジュール。
（１）前記熱電発電モジュールは、
　熱電材料からなる熱電発電部材と、前記熱電発電部材の温接点側に接合された第１電極
と、前記熱電発電部材の冷接点側に接合された第２電極とを備えた熱電素子と、
　前記第１電極の表面に配置された、太陽光を吸収するための光吸収体と、
　前記光吸収体を鉛直方向から押圧するように構成された押さえ機構と
を備えている。
（２）前記押さえ機構は、
　前記熱電素子を載置するための台座と、
　前記光吸収体の上方に配置された、透光性材料からなる板状部材と、
　前記台座の周囲に立設された、前記板状部材を支持するための支持部材と、
　前記板状部材の下面により前記光吸収体の上面を押圧するための押圧手段と
を備えている。
【請求項２】
　前記支持部材は、前記板状部材を前記光吸収体に向かって付勢するための弾性部材を含
む請求項１に記載の熱電発電モジュール。
【請求項３】
　前記押圧手段は、前記板状部材と前記光吸収体との間に介在させた押圧部材からなる請
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求項１又は２に記載の熱電発電モジュール。
【請求項４】
　前記押圧部材は、次の（２）式を満たすように配置されている請求項３に記載の熱電発
電モジュール。
　ΣＦn＞(ｍ＋ｍ0)ｇ　　　・・・（２）
　但し、
　ｎは、１以上の整数、
　Ｆnは、ｎ番目の前記押圧部材の荷重点での押圧力、
　ｍは、前記光吸収体の質量、
　ｍ0は、前記熱電素子の質量、
　ｇは、重力加速度。
【請求項５】
　前記押圧部材は、少なくとも前記熱電発電部材の直上に設置されている請求項３又は４
に記載の熱電発電モジュール。
【請求項６】
　前記押圧部材は、
（ａ）前記板状部材と前記光吸収体との間に介在させたフィラー、又は、
（ｂ）前記光吸収体の上面に載置されたフィラー、及び、前記フィラーと前記板状部材と
の間に介在させた押さえ棒
からなる請求項３から５までのいずれか１項に記載の熱電発電モジュール。
【請求項７】
　前記押さえ棒は、透光性材料からなる請求項６に記載の熱電発電モジュール。
【請求項８】
　前記押さえ棒の先端には、前記フィラーを受ける凹部が形成されている請求項６又は７
に記載の熱電発電モジュール。
【請求項９】
　前記光吸収体の表面には、前記押圧部材の先端部分を挿入するための凹部が形成されて
いる請求項３から８までのいずれか１項に記載の熱電発電モジュール。
【請求項１０】
　前記押圧手段は、前記板状部材の下面の全部又は一部が前記光吸収体の上面に密着する
ように、鉛直方向の長さが調節された前記支持部材からなる請求項１又は２に記載の熱電
発電モジュール。
【請求項１１】
　前記板状部材の下面に、突起又は膨出部が設けられている請求項１０に記載の熱電発電
モジュール。
【請求項１２】
　請求項１から１１までのいずれか１項に記載の熱電発電モジュールと、
　採光窓を備えた容器と
を備え、
　前記熱電発電モジュールは、前記採光窓から入射する太陽光が前記光吸収体に吸収され
るように、前記容器内に設置されている
太陽光熱電発電装置。
【請求項１３】
　太陽光を追尾するための追尾装置をさらに備え、
　前記容器は、前記追尾装置に搭載されている
請求項１２に記載の太陽光熱電発電装置。
【請求項１４】
　前記採光窓に取り付けられた集光レンズを備えている請求項１２又は１３に記載の太陽
光熱電発電装置。
【請求項１５】
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　前記容器は、その内部を真空に保持することが可能なものからなる請求項１２から１４
までのいずれか１項に記載の太陽光熱電発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱電発電モジュール及び太陽光熱電発電装置に関し、さらに詳しくは、太陽
光が持つエネルギーを熱エネルギーに変換し、これをさらに電気エネルギーに変換するこ
とが可能な熱電発電モジュール、及び、これを用いた太陽光熱電発電装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　太陽光が持つエネルギーを利用する装置は、太陽光を電気エネルギーに直接変換する装
置と、太陽光を熱エネルギーに変換する装置に大別される。太陽電池は、前者の例である
。後者の例としては、例えば、
（Ａ）太陽熱を利用して温水や温風を作り、これを給湯や冷暖房に利用する太陽熱利用シ
ステム、
（Ｂ）太陽熱を利用して熱電素子の両端に温度差を発生させ、温度差を電気エネルギーに
変換する熱電発電装置、
などが知られている。
【０００３】
　太陽光を熱源として利用する場合、光エネルギーを熱エネルギーとして吸収する高効率
な光吸収体（集熱器）が必要となる。また、光吸収体と熱電素子又は熱交換器との間の熱
抵抗を小さくし、吸収された熱を熱電素子や熱交換器に効率よく伝達させることが必要と
なる。さらに、光吸収体からの放熱量を小さくすることも必要となる。
　一方、太陽光がセルや光吸収体などに照射されると、周辺部材も高温に加熱される。そ
のため、熱によって周辺部材が劣化する場合がある。
【０００４】
　そこでこれらの問題を解決するために、従来から種々の提案がなされている。
　例えば、特許文献１には、箱状空間の内底面、内側面及び上面に、それぞれ、蓄熱板、
断熱材及び受光窓を設け、蓄熱板の下面に熱電素子の高温側接合部を貼り付けた熱電発電
装置が開示されている。
　同文献には、箱状空間の底面に蓄熱板が密封固着されているために、一度蓄熱された熱
の大部分が有効に熱電素子に印加される点が記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、
（ａ）有底の外箱体に、断熱材製の有底の内箱体を嵌入し、
（ｂ）内箱体の底面に設けられた段部及び支持部の上に銅製の集熱熱交換器を載せ、
（ｃ）内箱体に、断熱材製の中枠体を挿入し、内箱体の段部及び支持部と中枠体の下端面
との間で集熱熱交換器を挟持した
太陽熱集熱熱交換装置が開示されている。
　同文献には、
（ａ）太陽熱集熱熱交換装置をこのような構造にすることによって、組み立て作業の工程
数や部品点数を削減できる点、及び、
（ｂ）集熱熱交換器の表面に酸化銅の被膜を形成することによって、赤外線の吸収能力が
高まる点、
が記載されている。
【０００６】
　さらに、特許文献３には、金属製のベース基板と発電セルとの間に伝熱絶縁板が挿入さ
れており、伝熱絶縁板がセラミックス薄板とその周囲を取り囲む樹脂板との複合板からな
る集光型太陽光発電装置のレシーバが開示されている。
　同文献には、伝熱絶縁板として複合板を用いることによって、発電セルからベース基板
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への伝熱性を十分に確保しつつ、セラミックス薄板の割れを防止することができる点が記
載されている。
【０００７】
　上述した装置の中でも、太陽光を熱源とする熱電発電装置は、太陽電池に比べて、単位
表面積当たりの発電量が多いという利点がある。
　一方、光吸収体により吸収される熱量を最大にするには、追尾装置を用いて、光吸収体
の受光面を常に太陽の方向に向ける必要がある。
【０００８】
　しかしながら、光吸収体が接合された熱電素子を追尾装置上に搭載し、光吸収体の受光
面を太陽の日周運動に追従させた場合、追尾装置の傾斜や回転動作に伴い、熱電素子にせ
ん断応力が作用することがある。また、追尾を行わない場合であっても、熱膨張係数差に
よって接合部にせん断応力が作用することがある。このせん断応力が過度に大きくなると
、熱電素子の破損や接合不良などが生じ、電気抵抗が増大するという問題がある。また、
光吸収体が脱落することもある。光吸収体が脱落すると、熱電素子の両端に温度差が発生
しなくなるため、実質的に回路が断線した状態と同じ状態となる。
　この問題を解決するために、追加の部材を用いて光吸収体や熱電素子を拘束することも
考えられる。しかしながら、追加の部材を用いて光吸収体を拘束すると、熱膨張によって
熱電素子や追加の部材が破損したり、あるいは、追加の部材により入射光が遮られるおそ
れがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１２－２３１０９９号公報
【特許文献２】特開２０１３－２１７５５９号公報
【特許文献３】特開２０１３－１９１６４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明が解決しようとする課題は、太陽光を熱源とする熱電発電モジュールにおいて、
熱電素子にせん断応力が作用することに起因する熱電素子の破損、接合不良、あるいは光
吸収体の脱落を抑制することにある。
　また、本発明が解決しようとする他の課題は、入射光を遮ることなく、熱電素子に発生
するせん断応力に起因する接合不良等を軽減することが可能な熱電発電モジュールを提供
することにある。
　また、本発明が解決しようとする他の課題は、光吸収体及びその近傍が高温に加熱され
た場合であっても、熱電素子や周辺部材が破損することのない熱電発電モジュールを提供
することにある。
　さらに、本発明が解決しようとする他の課題は、このような熱電発電モジュールを用い
た太陽光熱電発電装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するために本発明に係る熱電発電モジュールは、
　熱電材料からなる熱電発電部材と、前記熱電発電部材の温接点側に接合された第１電極
と、前記熱電発電部材の冷接点側に接合された第２電極とを備えた熱電素子と、
　前記第１電極の表面に配置された、太陽光を吸収するための光吸収体と、
　前記光吸収体を鉛直方向から押圧するように構成された押さえ機構と
を備えていることを要旨とする。
【００１２】
　前記押さえ機構は、
　前記熱電素子を載置するための台座と、
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　前記光吸収体の上方に配置された、透光性材料からなる板状部材と、
　前記台座の周囲に立設された、前記板状部材を支持するための支持部材と、
　前記板状部材の下面により前記光吸収体の上面を押圧するための押圧手段と
を備えているものが好ましい。
　また、前記支持部材は、前記板状部材を前記光吸収体に向かって付勢するための弾性部
材を含むものが好ましい。
【００１３】
　本発明に係る太陽光熱電発電装置は、
　本発明に係る熱電発電モジュールと、
　採光窓を備えた容器と
を備え、
　前記熱電発電モジュールは、前記採光窓から入射する太陽光が前記光吸収体に吸収され
るように、前記容器内に設置されている
ことを要旨とする。
【発明の効果】
【００１４】
　熱電素子の第１電極の表面に光吸収体を配置し、押さえ機構によって光吸収体を鉛直方
向から押圧すると、追尾装置の駆動時等において熱電素子に発生するせん断応力に起因す
る熱電素子の破損、接合不良、あるいは光吸収体の脱落を抑制することができる。
　また、透光性材料からなる板状部材で光吸収体を押圧する場合において、板状部材を支
持するための支持部材が弾性部材を含むときには、熱膨張に起因する熱電素子又はその周
辺部材の破損を抑制することができる。
　さらに、このような押さえ機構の全部又は一部が透光性材料からなる場合には、入射光
が遮られにくくなるので、変換効率の低下も抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１（ａ）は、凹凸構造のみを備えた光吸収体の断面模式図である。図１（ｂ）
は、凹凸構造と中空体とを備えた光吸収体の断面模式図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係る太陽光熱電発電装置の模式図である。
【図３】図３（ａ）は、本発明の第１の実施の形態に係る熱電発電モジュールの平面図で
ある。図３（ｂ）は、そのＡ－Ａ’線断面図である。
【図４】本発明の第２及び第３の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図である。
【図５】本発明の第４及び第５の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図である。
【００１６】
【図６】本発明の第６及び第７の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図である。
【図７】本発明の第８の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図である。
【図８】発電効率測定の回路図である。
【図９】開回路の状態で測定された太陽光熱電発電装置の起電力、及び電極の温度である
。
【図１０】負荷抵抗を接続した状態で測定された太陽光熱電発電装置の起電力、及び電極
の温度である。
【００１７】
　以下に本発明の一実施の形態につて詳細に説明する。
［１．　光吸収体］
　光吸収体は、太陽光を吸収し、熱として蓄えるためのものである。本発明に係る熱電発
電モジュールにおいて、光吸収体は、熱電素子の第１電極の表面に配置（載置又は接合）
される。光吸収体と熱電素子との間の熱抵抗を軽減するためには、光吸収体は、熱電素子
の第１電極に接合されているのが好ましい。
【００１８】
［１．１．　光吸収体の構造］
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　本発明において、光吸収体の構造は、特に限定されるものではなく、太陽光を効率よく
吸収できるものであればよい。
　光吸収体としては、例えば、
（ａ）平滑なＡｌ基板の表面に、陽極酸化処理及び電解着色処理を施したもの（参考文献
１参照）、
（ｂ）Ｗ基板表面に、サブミクロンサイズのキャビティを二次元配列させたもの（参考文
献２参照）、
（ｃ）ガラス基板表面に、ＡｌＮとＡｌを堆積させたもの（参考文献３参照）、
（ｄ）銅板表面に、ニッケルメッキ層及び銅メッキ層を形成し、銅メッキ層を酸化処理し
たもの（参考文献４参照）、
（ｅ）基板表面に、光を吸収するための受光面と、受光面から放射される放射光を再吸収
するための再受光面とを形成したもの、
などがある。
［参考文献１］特開２００４－２３９４７８号公報
［参考文献２］特開２００３－３３２６０７号公報
［参考文献３］特開２００２－２７７６２７号公報
［参考文献４］特開昭５８－１５８４５６号公報
【００１９】
　これらの中でも、表面に受光面及び再受光面を備えた光吸収体は、機械加工により製造
することが可能であり、微細加工技術や薄膜技術を用いる必要がないため、光吸収体の製
造コストを低減することができる。また、表面に凹凸があるため、その表面に、後述する
球体（フィラー）を載置する際に、球体が安定しやすい。
　受光面及び再受光面を備えた光吸収体の詳細については、後述する。
【００２０】
［１．２．　光吸収体の材料］
　光吸収体の材料は、使用温度（例えば、集光レンズを用いて太陽光を集光する場合には
、約６００℃）において安定な材料であれば良い。
　光吸収体の材料としては、例えば、
（ａ）各種金属材料、
（ｂ）酸化物、窒化物などのセラミックス材料
などがある。
【００２１】
［１．３．　受光面及び再受光面を備えた光吸収体］
　光吸収体は、以下の構成を備えているものが好ましい。
（１）前記光吸収体は、
　太陽光を受光し、かつ、前記太陽光のエネルギーを熱エネルギーとして吸収するための
１又は２以上の受光面と、
　前記受光面から放射される放射光を再吸収するための１又は２以上の再受光面と、
　前記照射光を受光せず、かつ、前記熱エネルギーの放射を抑制するための１又は２以上
の非受光面と
を備えている。
（２）前記受光面及び前記再受光面は、それぞれ、可視光領域（３６０～８３０nm）にお
ける反射率が３０％未満となる処理（黒化処理）が施されている。
（３）前記非受光面は、可視光領域（３６０～８３０nm）における反射率が３０％以上と
なる処理（鏡面処理）が施されている。
【００２２】
［１．３．１．　受光面及び再受光面］
　「受光面」とは、太陽光を受光し、かつ、太陽光のエネルギーを熱エネルギーとして吸
収するための面をいう。受光面は、平面でも良く、あるいは、曲面でも良い。また、受光
面の数は、１つでも良く、あるいは、２以上でも良い。
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　「再受光面」とは、受光面から放射される放射光を再吸収するための面をいう。再受光
面は、平面でも良く、あるいは、曲面でも良い。また、再受光面の数は、１つでも良く、
あるいは、２以上でも良い。
【００２３】
　光吸収体の表面のある１つの面が受光面となるか再受光面となるかは、相対的なもので
ある。個々の面の位置関係や照射光の入射方向に応じて、ある面が受光面又は再受光面の
いずれか一方として機能する場合と、双方として機能する場合とがある。
【００２４】
　受光面及び再受光面には、黒化処理が施される。「黒化処理」とは、可視光領域（３６
０～８３０nm）における反射率が３０％未満となる処理をいう。反射率が低くなるほど、
光の吸収率が高くなり、かつ、放射のエネルギー損失が低くなる。反射率は、好ましくは
、１０％以下、さらに好ましくは、５％以下である。
　黒化処理としては、例えば、
（１）表面に市販の黒化塗料を塗布する処理、
（２）電解発色法により黒色発色を行う処理、
（３）蒸着やスパッタ法により各種金属や半導体吸収膜を成膜する処理、
などがある。
【００２５】
［１．３．２．　非受光面］
　「非受光面」とは、太陽光を受光せず、かつ、熱エネルギーの放射を抑制するための面
をいう。非受光面は、平面でも良く、あるいは、曲面でも良い。また、非受光面の数は、
１つでも良く、あるいは、２以上でも良い。
【００２６】
　「太陽光を受光しない」とは、意図的に太陽光が照射されないこと、あるいは、光エネ
ルギーを吸収させる目的で太陽光が照射されないことをいう。従って、不可抗力により、
非受光面に太陽光が照射される場合がある。
　例えば、太陽光を自動追尾する装置に光吸収体を設置した場合、常に、受光面にのみ太
陽光が照射される。一方、太陽光を自動追尾しない装置に光吸収体を設置した場合、光吸
収体の形状や太陽光の入射角度によっては、受光面だけでなく非受光面にも太陽光が照射
される場合がある。
【００２７】
　非受光面には、鏡面処理が施される。「鏡面処理」とは、可視光領域（３６０～８３０
nm）における反射率が３０％以上となる処理をいう。反射率が高くなるほど、放射のエネ
ルギー損失が低くなる。反射率は、好ましくは、６０％以上、さらに好ましくは、９０％
以上である。
　鏡面処理としては、例えば、
（１）メッキ処理、
（２）スパッタリング法又はＥＢ蒸着法によるＡｇ、Ａｌ、Ａｕ等の金属膜の形成、
（３）バフ研磨による金属光沢仕上げ、
などがある。
【００２８】
［１．３．３．　形状］
　光吸収体の太陽光の入射側には、凸部及び／又は凹部を設けるのが好ましい。凹部及び
／又は凸部を設けると、反射光や放射光の再吸収が促進される。凸部及び凹部の形状は、
特に限定されるものではなく、その表面が受光面又は再受光面として機能する形状であれ
ば良い。
　例えば、凸部は、太陽光の入射方向に対して平行方向の断面形状が三角形、半円形、扇
形、半楕円形などのいずれの形状であっても良い。
　同様に、凹部は、太陽光の入射方向に対して平行方向の断面形状が三角形、半円形、扇
形、半楕円形などのいずれの形状であっても良い。
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【００２９】
　断面が三角形となる凸部の立体形状としては、例えば、円錐、多角錐（三角錐、四角錐
、五角錘…）、三角柱などがある。
　断面が円形となる凸部の立体形状としては、例えば、半球、半円柱などがある。
　断面が半楕円形となる凸部の立体形状としては、例えば、半楕円球、半楕円柱などがあ
る。
　断面が扇形となる凸部の立体形状としては、例えば、１／４球、１／４円柱、１／４楕
円球、１／４楕円柱などがある。
【００３０】
　受光面及び再受光面を構成する凸部及び凹部は、機械加工によって形成される。凸部及
び凹部の加工コストを低減するためには、凸部又は凹部の高さは、それぞれ、０．１ｍｍ
以上が好ましい。
【００３１】
　光吸収体は、太陽光が入射する側に開口部を有する中空体と、中空体の内底面に設けら
れた凸部及び／又は前記凹部とを備えているものでも良い。この場合、中空体の内壁面、
凸部の表面又は凹部の表面が、受光面又は再受光面として機能する。また、中空体の外壁
面は、非受光面として機能する。
　さらに、中空体は、開口部から離れた位置における内壁面間の距離が開口部より大きい
形状（壺型）を呈しているものが好ましい。
【００３２】
　光吸収体が凸部及び／又は凹部のみを備えている場合、受光面からの放射光を完全に吸
収できない場合がある。これに対し、光吸収体を中空体とし、中空体の底面に凸部及び／
又は凹部を形成すると、凸部又は凹部で再吸収しきれなかった放射光を中空体の内壁面で
再吸収することができる。特に、中空体を壺型にすると、放射光がさらに再吸収されやす
くなる。
　また、壺型の場合、凸部及び凹部がなくても、放射光をある程度吸収することができる
。しかしながら、壺型の中空体の内底面に凸部及び／又は凹部を設けると、反射光や照射
光の再吸収率を増大させることができる。
【００３３】
　凸部又は凹部は、太陽光の入射面上に規則的に配列していても良く、あるいは、不規則
に配列していても良い。
　中空体を備えた光吸収体の場合、光吸収体は、１個の中空体を備えたものでも良く、あ
るいは、２個以上の中空体を備えたもの（換言すれば、中空体の内部空間が隔壁によって
複数個の小空間に仕切られているもの）でも良い。
　さらに、２個以上の中空体を備えた光吸収体の場合、各中空体の形状は、同一であって
も良く、あるいは、異なっていても良い。また、各中空体は、周期的に配列していても良
く、あるいは、不規則に配列していても良い。
【００３４】
［１．３．４．　受光面及び再受光面の配置］
　受光面が無限平板でない場合、放射光は、受光面の法線方向以外の方向に放射される場
合がある。しかしながら、大半の放射光は、受光面の法線方向に放射されるので、再受光
面は、受光面の法線方向に配置されているのが好ましい。この場合、受光面の法線方向に
１つの再受光面が配置されていても良く、あるいは、２以上の再受光面が配置されていて
も良い。受光面と再受光面は、互いに平行に配置されている必要はない。
【００３５】
　放射のエネルギー損失を低減するためには、少なくとも１つの受光面から放射される放
射光の５０％以上が再受光面に再照射（再吸収）されるように、受光面及び再受光面が配
置されているのが好ましい。１つの受光面から放射される放射光の再照射率は、高いほど
良い。再照射率は、好ましくは、７０％以上、さらに好ましくは、９０％以上である。
　また、光吸収体に備えられる受光面の総面積の５０％以上において、上述した再照射率
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が満たされているのが好ましい。上述した再照射率を満たす受光面の面積の割合は、高い
ほど良い。上述した再照射率を満たす受光面の面積の割合は、好ましくは、７０％以上、
さらに好ましくは、９０％以上である。
【００３６】
［１．３．５．　光吸収体の具体例］
　図１（ａ）に、凹凸構造のみを備えた光吸収体の断面模式図を示す。図１（ａ）におい
て、光吸収体１０ａは、平板上の基材１２ａの表面（太陽光の入射側）に周期的に形成さ
れた凹部１４ａ、１４ｂ、１４ｃを備えている。
　基材１２ａの底面１６ａ、及び、外側の側面１６ｂ、１６ｃは、非受光面であり、鏡面
処理が施されている。
　一方、基材１２ａの表面側の端面１８ａ、１８ｂ、並びに、各凹部１４ａ～１４ｃの斜
面２０ａ～２０ｆは、受光面又は再受光面であり、黒化処理が施されている。
【００３７】
　光吸収体１０ａの底面１６ａに対して垂直方向から太陽光が入射されると、端面１８ａ
、１８ｂ、並びに、斜面２０ａ～２０ｆにおいて太陽光が吸収され、熱エネルギーとして
光吸収体１０ａの内部に蓄えられる。底面１６ａ、及び、外側の側面１６ｂ、１６ｃは、
鏡面処理が施されているので、これらの面からの放射のエネルギー損失は少ない。
　一方、端面１８ａ、１８ｂは、黒化処理されており、かつ、その法線方向に再受光面が
ない。そのため、吸収された熱エネルギーの一部が放射光として放射され、再吸収される
ことはない。
【００３８】
　これに対し、斜面２０ｂ、２０ｄ、２０ｆの法線方向には、斜面２０ａ、２０ｃ、２０
ｅがある。そのため、例えば、凹部１４ａ～１４ｃの頂角θを６０°とすると、理論的に
は、一方の斜面２０ｂ、２０ｄ、２０ｆ（又は、斜面２０ａ、２０ｃ、２０ｅ）から放射
される放射光の５０％が、対向する斜面２０ａ、２０ｃ、２０ｅ（又は、斜面２０ｂ、２
０ｄ、２０ｆ）に再照射（再吸収）される。
　凹部１４ａ～１４ｃの頂角θを６０°未満とすると、斜面２０ａ～２０ｆから放射され
る放射光の５０％以上が、対向する斜面（再受光面）に再照射される。
【００３９】
　図１（ｂ）に、凹凸構造と中空体とを備えた光吸収体の断面模式図を示す。図１（ｂ）
において、光吸収体１０ｂは、太陽光が入射する側に開口部を有する中空体１２ｂと、中
空体１２ｂの内底面に周期的に設けられた凹部１４ａ～１４ｃとを備えている。
　中空体１２ｂの底面１６ａ、及び、外壁面１６ｂ、１６ｃは、非受光面であり、鏡面処
理が施されている。
　一方、中空体１２ｂの表面側の端面１８ａ、１８ｂ、中空体１２ｂの内壁面１８ｃ、１
８ｄ、並びに、各凹部１４ａ～１４ｃの斜面２０ａ～２０ｆは、受光面又は再受光面であ
り、黒化処理が施されている。
【００４０】
　光吸収体１０ｂの底面１６ａに対して垂直方向から太陽光が入射されると、端面１８ａ
、１８ｂ、並びに、斜面２０ａ～２０ｆにおいて太陽光が吸収され、熱エネルギーとして
光吸収体１０ｂの内部に蓄えられる。底面１６ａ、及び、外壁面１６ｂ、１６ｃは、鏡面
処理が施されているので、これらの面からの放射のエネルギー損失は少ない。
　一方、端面１８ａ、１８ｂは、黒化処理されており、かつ、その法線方向に再受光面が
ない。そのため、吸収された熱エネルギーの一部が放射光として放射され、再吸収される
ことはない。
【００４１】
　これに対し、斜面２０ｂ（又は、斜面２０ｅ）の法線方向には、斜面２０ａ及び内壁面
１８ｃ（又は、斜面２０ｆ及び内壁面１８ｄ）がある。さらに、斜面２０ｄ（又は、斜面
２０ｃ）の法線方向には、斜面２０ｃ（又は、斜面２０ｄ）がある。
　そのため、例えば、凹部１４ａ～１４ｃの頂角θを６０°とし、Ｈ＝２ｈ／３（Ｈは外
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壁面の先端から凹部の先端までの距離、ｈは凹部の深さ）とすると、理論的には、斜面２
０ｂ（又は、斜面２０ｅ）から放射される放射光の１００％が、斜面２０ａ及び内壁面１
８ｃ（又は、斜面２０ｆ及び内壁面１８ｄ）に再照射（再吸収）される。また、斜面２０
ｄ（又は、斜面２０ｃ）から放射される放射光の５０％が、対向する斜面２０ｃ（又は、
２０ｄ）に再照射される。
　凹部１４ａ～１４ｃの頂角θを６０°未満としたり、あるいは、外壁の高さ（すなわち
、Ｈ）をさらに高くすると、斜面２０ｃ、２０ｄから放射される放射光の５０％以上が、
対向する再受光面に再照射される。
【００４２】
［２．　太陽光熱電発電装置］
　図２に、本発明の一実施の形態に係る太陽光熱電発電装置の模式図を示す。図２におい
て、太陽光熱電発電装置３０は、熱電発電モジュール３２と、容器３４とを備えている。
太陽光熱電発電装置３０は、さらに追尾装置（図示せず）を備えていても良い。
【００４３】
［２．１．　熱電発電モジュール］
　熱電発電モジュール３２は、太陽光を吸収するための光吸収体１０と、熱電素子４２と
、光吸収体１０を鉛直方向から押圧するように構成された押さえ機構５０とを備えている
。光吸収体１０は、熱電素子４２の温接点側の電極に熱的に接続されている。光吸収体１
０に太陽光が照射されると、太陽光のエネルギーが熱エネルギーとして光吸収体１０に吸
収される。吸収された熱エネルギーは、熱電素子４２に伝達され、電気エネルギーに変換
される。熱電発電モジュール３２の詳細については、後述する。
【００４４】
［２．２．　容器］
　容器３４は、熱電発電モジュール３２を収容するためのものである。後述する追尾装置
（図示せず）を備えた太陽光熱電発電装置３０の場合、容器３４は、追尾装置の上に搭載
されている。熱電発電モジュール３２を設置することができ、かつ、太陽光を光吸収体１
０に照射することができる限りにおいて、容器３４の構造は、特に限定されない。
　図２に示す例において、容器３４は、有底の箱状になっており、容器３４の上部には、
太陽光を取り込むための採光窓３６が設けられている。熱電発電モジュール３２は、採光
窓３６から入射する太陽光が光吸収体１０に吸収されるように、容器３４内に設置されて
いる。
【００４５】
　採光窓３６は、単なる開口部であっても良く、あるいは、採光窓３６に透明なガラス又
は集光レンズが取り付けられていても良い。
　特に、容器３４は、採光窓３６に集光レンズが取り付けられているものが好ましい。採
光窓３６に集光レンズを取り付けると、より多くの太陽光を光吸収体に照射することがで
きる。その結果、熱電素子４２の電極間に発生する温度差が大きくなり、熱電素子４２の
出力が増大する。
【００４６】
　また、容器３４は、採光窓３６を介して外気に開放されていても良く、あるいは、採光
窓３６に取り付けられたガラス又は集光レンズにより密封可能なものでも良い。
　特に、容器３４は、その内部を真空に保持することが可能なものが好ましい。容器３４
内を真空に保つと、容器３４内の断熱性が高くなり、光吸収体１０から外気に放散される
熱量が少なくなる。その結果、熱電素子４２の変換効率が増大する。
【００４７】
［２．３．　追尾装置］
　追尾装置は、熱電発電モジュール３２に備えられる光吸収体１０の受光面を太陽の方向
に向けるためのものである。太陽光を確実に追尾可能なものである限りにおいて、追尾装
置の構造は、特に限定されない。
【００４８】
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［３．　熱電発電モジュール］
　本発明に係る熱電発電モジュールは、
　熱電材料からなる熱電発電部材と、前記熱電発電部材の温接点側に接合された第１電極
と、前記熱電発電部材の冷接点側に接合された第２電極とを備えた熱電素子と、
　前記第１電極の表面に配置された、太陽光を吸収するための光吸収体と、
　前記光吸収体を鉛直方向から押圧するように構成された押さえ機構と
を備えている。
【００４９】
［３．１．　熱電素子］
　熱電素子は、
　熱電材料からなる熱電発電部材と、
　前記熱電発電部材の温接点側に接合された第１電極と、
　前記熱電発電部材の冷接点側に接合された第２電極と
を備えている。
【００５０】
　本発明において、熱電素子の構造は、特に限定されない。
　すなわち、熱電材料、並びに、第１電極及び第２電極の材料は、特に限定されるもので
はなく、目的に応じて最適な材料を選択することができる。
　同様に、熱電発電部材、第１電極、及び第２電極の形状は、特に限定されるものではな
く、目的に応じて最適な形状を選択することができる。
【００５１】
　熱電素子としては、具体的には、以下のようなものがある。
（１）熱電発電部材がｐ型熱電材料又はｎ型熱電材料からなる棒状又は板状の部材からな
り、熱電発電部材の一方の端面に第１電極が接合され、他方の端面に第２電極が接合され
ているもの。
（２）熱電発電部材が、ｐ型熱電材料からなる棒状部材の一端とｎ型熱電材料からなる棒
状部材の一端とが接合された部材又はそれを多数直列接合したもの（π型接合体）からな
り、π型接合体の一方の端面に第１電極が接合され、他方の端面に第２電極が接合されて
いるもの。
【００５２】
　熱電素子は、温接点側（第１電極側）が採光窓３６の方向に向くように、容器３４内に
設置される。熱電素子の第１電極の表面には、光吸収体が配置（載置又は接合）されてい
る。第１電極と光吸収体とを接触させるだけでも、熱の授受は可能である。しかし、両者
が単に接触しているだけでは、両者の界面の熱抵抗が大きくなる。従って、光吸収体は、
第１電極に接合されているのが好ましい。
【００５３】
　熱電素子の冷接点側（第２電極側）は、単に容器３４の底面に固定されているだけでも
良く、あるいは、放熱フィンが接合されていても良い。熱電材料は、一般に熱伝導度が低
いので、放熱フィンがなくても熱電素子の両端に、ある程度の温度差を形成することがで
きる。一方、冷接点側に放熱フィンを接合すると、構造は複雑になるが、熱電素子の両端
に発生する温度差をさらに大きくすることができる。
【００５４】
［３．２．　光吸収体］
　光吸収体は、太陽光を吸収するためのものである。光吸収体は、熱電素子の温接点側の
電極の表面に配置（載置又は接合）されている。光吸収体と熱電素子との間の熱抵抗を軽
減するためには、光吸収体は、熱電素子の第１電極に接合されているのが好ましい。
　光吸収体の詳細については、上述した通りであるので、説明を省略する。
【００５５】
［３．３．　押さえ機構］
　押さえ機構は、前記光吸収体を鉛直方向から押圧するための機構である。熱電素子を追
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尾装置に搭載し、追尾装置を駆動させると、追尾装置の傾斜や回転動作に伴い、熱電素子
にせん断応力が作用する。また、追尾を行わない場合であっても、熱膨張係数差によって
接合部にせん断応力が作用することがある。このせん断応力が過度に大きくなると、熱電
素子が熱電発電部材／電極界面において破損したり、あるいは、接合不良が生じることが
ある。また、熱電素子と光吸収体が接合されている場合において、せん断応力によって光
吸収体が脱落することがある。これに対し、熱電素子の第１電極に配置された光吸収体を
鉛直方向から押圧すると、追尾装置の駆動時等において熱電素子に作用するせん断応力に
起因する接合不良等を軽減することができる。
【００５６】
［３．４．　押さえ機構の具体例］
　押さえ機構は、特に、
　前記熱電素子を載置するための台座と、
　前記光吸収体の上方に配置された、透光性材料からなる板状部材と、
　前記台座の周囲に立設された、前記板状部材を支持するための支持部材と、
　前記板状部材の下面により前記光吸収体の上面を押圧するための押圧手段と
を備えているものが好ましい。
【００５７】
［３．４．１．　台座］
　台座は、熱電素子を載置するためのものである。台座の形状及び材料については、特に
限定されるものではなく、目的に応じて種々の形状及び材料を選択することができる。
【００５８】
［３．４．２．　板状部材］
　板状部材は、直接、又は、他の部材を介して間接的に光吸収体を押圧するためのもので
あり、光吸収体の上方に配置される。光吸収体に太陽光を照射する必要があるため、板状
部材には、透光性材料が用いられる。
　板状部材の材料としては、例えば、石英ガラス等の透明ガラス、ポリメタクリル酸メチ
ル（ＰＭＭＡ）等の透明な有機物、フッ化カルシウム等の透明結晶、などがある。
　板状部材の形状は、特に限定されるものではなく、目的に応じて種々の形状を用いるこ
とができる。
【００５９】
［３．４．３．　支持部材］
　支持部材は、板状部材を支持するためのものであり、台座の周囲に立設される。支持部
材は、柱状であっても良く、あるいは、板状（壁状）であっても良い。
　支持部材は、剛性の高い材料のみからなる部材でも良く、あるいは、板状部材を光吸収
体に向かって付勢するための弾性部材を含んでいても良い。熱電素子や周辺部材の破損を
抑制するためには、支持部材は、弾性部材を含むものが好ましい。
【００６０】
　光吸収体に太陽光が照射されると、光吸収体及び熱電素子の温度が上昇し、熱電素子や
その周辺部材が熱膨張する。そのため、剛性の高い材料のみからなる支持部材により板状
部材が支持されている場合において、熱膨張が過度に大きくなった時には、熱電素子に作
用する熱応力が過度に大きくなる。その結果、熱電素子やその周辺部材が破損することが
ある。これに対し、支持部材が弾性部材を含む場合には、熱電素子に作用する熱応力が適
度に軽減されるので、熱電素子やその周辺部材の破損を抑制することができる。
【００６１】
［３．４．５．　押圧手段］
　押圧手段は、板状部材の下面により、直接又は間接的に光吸収体の上面を押圧するため
の手段である。押圧手段としては、具体的には、
（ａ）前記板状部材と前記光吸収体との間に介在させた押圧部材、
（ｂ）前記板状部材の下面の全部又は一部が前記光吸収体の上面に密着するように、鉛直
方向の長さが調節された支持部材、
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などがある。
【００６２】
［Ａ．　押圧部材による押圧］
　押圧部材としては、例えば、
（ａ）前記板状部材と前記光吸収体との間に介在させたフィラー、
（ｂ）前記光吸収体の上面に載置されたフィラー、及び、前記フィラーと前記板状部材と
の間に介在させた押さえ棒、
などがある。
　「フィラー」とは、光吸収体とその周辺部材との間に介在させるための粒状あるいはサ
イコロ状の部材であって、相対的に小さな接触面積で両者を接触させるためのものをいう
。フィラーとしては、例えば、球体、正多面体（正四面体、正六面体、正八面体、正十二
面体、正二十面体）などがある。特に、球体は、光吸収体や押さえ棒との接触面積が小さ
くなるので、熱電素子以外の部材への熱伝導を最小限にすることができる。また、球体は
、他の形状に比べて強度も高いので、耐久性も高い。
【００６３】
　フィラーは、太陽光を遮る面積が相対的に小さいので、必ずしも透光性材料である必要
はない。一方、押さえ棒は、太陽光を遮る面積が相対的に大きくなるので、透光性材料を
用いるのが好ましい。
　フィラーの材料としては、例えば、ジルコニア、アルミナ、エアロゲル、グラスウール
、石英などがある。フィラーの材料は、石英、ジルコニア、又は、アルミナが好ましく、
特に、ジルコニア又はアルミナが好ましい。
　押さえ棒の材料としては、例えば、石英ガラス等の透明ガラス、ＰＭＭＡ等の透明な有
機物、フッ化カルシウム等の透明結晶、などがある。
【００６４】
　押圧部材を介して光吸収体を押圧する場合、押圧部材は、熱電素子に不均一な応力が作
用しないように配置するのが好ましい。具体的には、次の（１）を満たすように、ｎ個の
押圧部材を配置するのが好ましい。（１）式は、熱電素子が傾いた時に、光吸収体と押圧
部材又は板状部材との間の滑りを防止するための押圧部材による押圧力（ΣＦn）の下限
値を規定する。図５（ａ）参照。
　ΣＦn＞(ｍ＋ｍ0)ｇ／μ　　　・・・（１）
　但し、
　ｎは、１以上の整数、
　Ｆnは、ｎ番目の前記押圧部材の荷重点での押圧力、
　ｍは、前記光吸収体の質量、
　ｍ0は、前記熱電素子の質量、
　ｇは、重力加速度、
　μは、光吸収体と押さえ機構との間にある摺動面の静摩擦係数の最小値。
　例えば、板状部材と光吸収体との間にフィラーを挿入し、かつ、板状部材及び光吸収体
のいずれにもフィラーを受ける凹部が形成されていない場合、μは、板状部材－フィラー
間の静摩擦係数と、光吸収体－フィラー間の静摩擦係数の内、いずれか小さい方を表す。
　無機材料間の静摩擦係数μは、一般的に１以下である。鉄／炭素でも０．１５であり、
特殊加工していない通常の無機材料間で静摩擦係数μが０．１を切るものはほとんどない
。従って、押圧力（ΣＦn）は、μ＝１の場合以上の値、すなわち、次の（２）式の関係
を満たしているのが好ましい。より好ましくは、μ＝０．１の場合以上である。
　ΣＦn＞(ｍ＋ｍ0)ｇ　　　・・・（２）
【００６５】
　押圧力（ΣＦn）が（１）式又は（２）式を満たす限りにおいて、押圧部材の配置は、
特に限定されない。
　例えば、正三角形の頂点に、それぞれ、押圧部材を配置し、正三角形の重心に１つの熱
電発電部材を配置しても良い。



(14) JP 6511958 B2 2019.5.15

10

20

30

40

50

　あるいは、正三角形の頂点に、それぞれ、熱電発電部材を配置し、正三角形の重心に１
つの押圧部材を配置しても良い。
　あるいは、同一の正三角形の頂点に、それぞれ、３個の押圧部材及び熱電発電部材を配
置しても良い。
　特に、押圧部材は、少なくとも熱電発電部材の直上に設置されているのが好ましい。熱
電発電部材の真上に押圧部材を配置すると、熱電素子が真上から押圧されるので、熱電素
子に発生するせん断応力に起因する接合不良等を確実に軽減することができる。
【００６６】
　フィラー及び押さえ棒を介して光吸収体を押圧する場合、押さえ棒の先端に、フィラー
を受ける凹部を形成しても良い。あるいは、光吸収体の表面に、押圧部材の先端部分（特
に、フィラーの先端部分）を挿入するための凹部を形成しても良い。
　押圧部材としてフィラーのみを用いる場合、フィラーは、必ずしも、光吸収体又は板状
部材に接合されている必要はない。特に、光吸収体として、上述した受光面及び再受光面
を備えたものを用いる場合、光吸収体の表面上にある凹凸によって、フィラーを安定に載
置することができるので、接合は不要である。
　一方、押圧部材としてフィラーと押さえ棒の組み合わせを用いる場合、押さえ棒は、板
状部材に接合されているのが好ましい。
【００６７】
［Ｂ．　支持部材による押圧］
　板状部材と光吸収体の間に押圧部材を介在させない場合であっても、支持部材の長さを
最適化すれば、板状部材により光吸収体を押圧することができる。
　具体的には、板状部材の下面の全部又は一部が光吸収体の上面に密着するように、支持
部材の鉛直方向の長さを調節するのが好ましい。この場合、支持部材は、剛性の高い部材
のみからなるものでも良く、あるいは、弾性部材を含むものでも良い。熱電素子の破損を
抑制するためには、支持部材は、弾性部材を含むものが好ましい。
　板状部材の下面は、平面であっても良い。あるいは、板状部材の下面に、突起又は膨出
部が設けられていても良い。光吸収体から板状部材への熱伝達ロスを小さくするためには
、板状部材の下面に、突起又は膨出部を設けるのが好ましい。
【００６８】
［３．５．　熱電発電モジュールの具体例］
［３．５．１．　具体例１］
　図３（ａ）に、本発明の第１の実施の形態に係る熱電発電モジュールの平面図を示す。
図３（ｂ）に、そのＡ－Ａ’線断面図を示す。
　図３において、熱電発電モジュール３２ａは、熱電素子４２と、光吸収体１０と、押さ
え機構５０ａとを備えている。
【００６９】
　熱電素子４２は、熱電発電部材４４と、熱電発電部材４４の温接点側に接合された第１
電極４６と、熱電発電部材４４の冷接点側に接合された第２電極４８とを備えている。図
３に示す例において、熱電発電部材４４は、棒状の部材からなる。光吸収体１０は、第１
電極４６の表面に配置（載置又は接合）されている。
【００７０】
　押さえ機構５０ａは、熱電素子４２を載置するための台座５２と、台座５２の角部に立
設された４本の支持部材５６、５６…と、熱電素子４２の上方に配置された板状部材５４
と、板状部材５４と光吸収体１０との間に介在させた球体（フィラー）５８及び押さえ棒
６０（押圧部材）と、を備えている。
　板状部材５４の上下には、中央部に四角形の開口部を有する枠６２、６２が配置されて
いる。板状部材５４は、上下の枠６２、６２により挟持された状態で、支持部材５６、５
６…の先端部分に固定されている。太陽光は、枠６２、６２の開口部にある板状部材５４
を透過して光吸収体１０に照射される。そのため、枠６２、６２は、必ずしも透光性材料
である必要はない。
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【００７１】
　支持部材５６、５６…は、柱状の部材からなる。支持部材５６、５６…は、長手方向に
沿って伸縮可能になっており、そのほぼ中間部分には、板状部材５４を下方向に付勢する
ための弾性部材（バネ）５６ａが仕込まれている。
　さらに、光吸収体１０の上面であって、熱電発電部材４４のほぼ真上には、球体５８が
載置されている。また、球体５８と板状部材５４の下面との間には、押さえ棒６０が挿入
されている。押さえ棒６０の上端面は、板状部材５４に接合されている。
【００７２】
　図３に示す熱電発電モジュール３２ａにおいて、板状部材５４と光吸収体１０との間に
は、球体５８及び押さえ棒６０からなる押圧部材が挿入されており、板状部材５４は、弾
性部材５６ａ、５６ａ…により下方向に付勢されている。そのため、弾性部材５６ａ、５
６ａの付勢力及び／又は押さえ棒６０の長さを調節することにより、板状部材５４の下面
により、光吸収体１０の上面が適度な圧力で押圧される。
【００７３】
［３．５．２．　具体例２］
　図４（ａ）に、本発明の第２の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図を示す。
図４（ａ）において、熱電発電モジュール３２ｂは、熱電素子４２と、光吸収体１０と、
押さえ機構５０ｂとを備えている。
　本実施の形態において、光吸収体１０の上面には、押圧部材（すなわち、球体５８及び
押さえ棒６０）の先端部分を挿入するための凹部６２が形成されている。この点が、第１
の実施の形態とは異なる。光吸収体１０の上面に凹部６２を形成すると、凹部６２により
球体５８を安定して支持することができる。凹部６２は、光吸収体１０の表面に別個に設
けられたものでも良い。一方、光吸収体１０が図１に示すような凹凸構造あるいは中空体
を備えている場合、凹凸構造あるいは中空体の大きさを最適化し、凹凸構造あるいは中空
体を、押圧部材の先端部分を受けるための凹部６２として用いても良い。
　その他の点については、第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００７４】
［３．５．３．　具体例３］
　図４（ｂ）に、本発明の第３の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図を示す。
図４（ｂ）において、熱電発電モジュール３２ｃは、熱電素子４２と、光吸収体１０と、
押さえ機構５０ｃとを備えている。
　本実施の形態において、押さえ棒６０の下端面（光吸収体１０側の端面）には、球体５
８を受けるための凹部６４が形成されている。この点が、第１の実施の形態とは異なる。
押さえ棒６０の下端面に凹部６４を形成すると、凹部６４により球体５８を安定して支持
することができる。
　その他の点については、第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００７５】
［３．５．４．　具体例４］
　図５（ａ）に、本発明の第４の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図を示す。
図５（ａ）において、熱電発電モジュール３２ｄは、熱電素子４２と、光吸収体１０と、
押さえ機構５０ｄとを備えている。
　本実施の形態において、光吸収体１０の上面には、複数個の球体５８、５８…及び押さ
え棒６０、６０…が配置されている。この点が、第１の実施の形態とは異なる。複数個の
球体５８、５８…及び押さえ棒６０、６０…を用いると、光吸収体１０を均等に押圧する
ことができる。この場合、球体５８、５８…及び押さえ棒６０、６０…の設置位置は、上
述した（１）式又は（２）式の条件を満たしているのが好ましい。
　その他の点については、第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００７６】
［３．５．５．　具体例５］
　図５（ｂ）に、本発明の第５の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図を示す。
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図５（ｂ）において、熱電発電モジュール３２ｅは、熱電素子４２と、光吸収体１０と、
押さえ機構５０ｅとを備えている。
　本実施の形態において、光吸収体１０の上面は、板状部材５４の下面と直接、接触して
おり、両者の間には、押圧部材が挿入されていない。この点が、第１の実施の形態とは異
なる。光吸収体１０と板状部材５４の間に押圧部材を介在させない場合であっても、支持
部材５６、５６…の長さ及び弾性部材５６ａ、５６ａ…の付勢力を調節することにより、
光吸収体１０を適度な圧力で押圧することができる。
　その他の点については、第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００７７】
［３．５．６．　具体例６］
　図６（ａ）に、本発明の第６の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図を示す。
図６（ａ）において、熱電発電モジュール３２ｆは、熱電素子４２と、光吸収体１０と、
押さえ機構５０ｆとを備えている。
　本実施の形態において、光吸収体１０の上面は、板状部材５４の下面と直接、接触して
おり、両者の間には、押圧部材が挿入されていない。また、板状部材５４の下面には、突
起５４ａが形成されている。この点が、第１の実施の形態とは異なる。押圧部材に代えて
、板状部材５４の下面に突起５４ａを形成することにより、熱伝達ロスを大きくすること
なく、光吸収体１０を適度な圧力で押圧することができる。
　その他の点については、第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００７８】
［３．５．７．　具体例７］
　図６（ｂ）に、本発明の第７の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図を示す。
図６（ｂ）において、熱電発電モジュール３２ｇは、熱電素子４２と、光吸収体１０と、
押さえ機構５０ｇとを備えている。
　本実施の形態において、光吸収体１０の上面は、板状部材５４の下面と直接、接触して
おり、両者の間には、押圧部材が挿入されていない。また、板状部材５４の断面は、楕円
状になっている。すなわち、板状部材５４の下面には、膨出部５４ｂが形成されている。
この点が、第１の実施の形態とは異なる。押圧部材に代えて、板状部材５４の下面に膨出
部５４ｂを形成することにより、熱伝達ロスを大きくすることなく、光吸収体１０を適度
な圧力で押圧することができる。
　その他の点については、第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００７９】
［３．５．８．　具体例８］
　図７に、本発明の第８の実施の形態に係る熱電発電モジュールの模式図を示す。図７に
おいて、熱電発電モジュール３２ｈは、熱電素子４２と、光吸収体１０と、押さえ機構５
０ｈとを備えている。
　本実施の形態において、支持部材５６ｈ、５６ｈ…は、剛性の高い部材のみからなり、
弾性部材を含まない。この点が、第１の実施の形態とは異なる。例えば、太陽光を集光し
ない場合のように、光吸収体１０の温度があまり高くならない場合には、太陽光を受光す
る際に生じる各部の熱膨張は、押さえ機構５０ｈを構成する各部材の弾性変形により吸収
することができる。このような場合には、支持部材５６ｈ、５６ｈ…を剛性の高い部材の
みで構成することができる。
　その他の点については、第１の実施の形態と同様であるので、説明を省略する。
【００８０】
［４．　作用］
　太陽熱を用いて熱電発電を行うためには、熱電素子と光吸収体とを一体化させる必要が
ある。また、高い変換効率を得るためには、これらを追尾装置に設置し、光吸収体の受光
面を常に太陽の方向に向ける必要がある。しかしながら、追尾装置の傾斜や回転動作に伴
い、熱電素子にせん断応力が作用する。また、追尾を行わない場合であっても、熱膨張係
数差によって接合部にせん断応力が作用することがある。このせん断応力が過度に大きく
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なると、熱電素子の破損や接合不良、あるいは光吸収体の脱落が生じる。その結果、電気
抵抗が増大する。
【００８１】
　これに対し、熱電素子の第１電極の表面に光吸収体を載置又は接合し、押さえ機構によ
って光吸収体を鉛直方向から押圧すると、追尾装置の駆動時等において熱電素子に発生す
るせん断応力に起因する熱電素子の破損や接合不良、あるいは、光吸収体の脱落を抑制す
ることができる。
　また、透光性材料からなる板状部材で光吸収体を押圧する場合において、板状部材を支
持するための支持部材が弾性部材を含むときには、熱膨張に起因する熱電素子又はその周
辺部材の破損を抑制することができる。
　さらに、このような押さえ機構の全部又は一部が透光性材料からなる場合には、入射光
が遮られにくくなるので、変換効率の低下も抑制することができる。
【実施例１】
【００８２】
（実施例１）
［１．　装置の作製］
［１．１．　熱電発電モジュールの作製］
　図３に示す構造を備えた熱電発電モジュール３２ａを作製した。熱電素子４２の第１電
極４６に光吸収体１０の下面を接合し、熱電素子４２と光吸収体１０とを一体化させた。
板状部材５４には、厚み２ｍｍの合成石英を用いた。押さえ棒６０には、φ１．８ｍｍの
合成石英の丸棒を用い、その一端を板状部材５４の下面に接合した。球体（フィラー）５
８には、ジルコニアボールを用いた。熱電発電部材４４には、ｎ型熱電材料である充填ス
クッテルダイトを用いた。第１電極４６及び第２電極４８には、４５パーマロイを用いた
。
【００８３】
［１．２．　太陽光熱電発電装置の作製］
　上記の熱電発電モジュール３２ａを用いて、図２に示す構造を備えた太陽光熱電発電装
置３０を作製した。採光窓３６には、１５０ｍｍ×１５０ｍｍの正方形のフレネルレンズ
（焦点距離：３００ｍｍ）を取り付けた。焦点距離より２０ｍｍレンズに近い位置に光吸
収体１０の受光面が来るように、熱電発電モジュール３２ａをセットした。
【００８４】
［２．　試験方法］
　フレネルレンズが常に太陽に正対するように、追尾装置を用いて装置３０を移動させた
。太陽光を光吸収体１０に約１５分間照射した後、フレネルレンズを覆い隠し、太陽光を
遮断した。その間に生ずる、第１電極４６及び第２電極４８の温度、並びに、熱電素子４
２の起電力の変化を測定した。
　図８に、発電効率測定の回路図を示す。開回路の状態と、負荷抵抗（２０．７８ｍΩ）
を接続した状態とで、それぞれ測定を行った。
【００８５】
［３．　結果］
［３．１．　開回路での測定結果］
　図９に、開回路の状態で測定された太陽光熱電発電装置の起電力、及び電極の温度を示
す。日射量がほぼ一定の条件下では、太陽光の照射を開始してから約１５分後に、熱電素
子４２の第１電極４６の温度は、４９０℃以上に上昇し、熱電素子４２の両端の温度差は
、４００℃となった。これは、透光性材料からなる板状部材５４を光吸収体１０の上方に
配置した場合であっても、十分な透過光が得られること、及び、光吸収体１０において十
分なエネルギー吸収が行われていることを示している。この時に測定した熱電素子４２の
起電力は、６３．３ｍＶであった。
【００８６】
［３．２．　負荷抵抗を接続した時の測定結果］
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　図１０に、負荷抵抗を接続した状態で測定された太陽光熱電発電装置の起電力、及び電
極の温度を示す。負荷抵抗を接続した場合でも、開回路での実験と同様の温度上昇及び温
度差を確認できた。
　また、２０．７８ｍΩの負荷抵抗を用いた実験において、観測した電圧は、２６．７ｍ
Ｖであった。この時、回路を流れる電流は、１．２８Ａと想定される。開回路での起電力
と比較すると、負荷抵抗以外の回路中の抵抗は、２８．８ｍΩとなる。
　回路中の抵抗は、負荷抵抗以外に、熱電変換材料の抵抗（材料抵抗）、導線と電極の抵
抗（導線抵抗）、及び電極と熱電変換材料の接触抵抗が挙げられる。算出された回路中の
抵抗（２８．８ｍΩ）は、主として材料抵抗と導線抵抗の寄与によるものであり、良好な
接合を保ったまま発電ができていることを示している。
【００８７】
［３．３．　押圧力の評価］
　本実施例での押圧部材による押圧力は、以下の通りであった。
　ΣＦn＝Ｆ1・ｇ＝１．９６Ｎ
　今回用いた光吸収体の質量ｍは８．４ｇ、熱電素子の質量ｍ0は０．９ｇであった。そ
のため、（２）式の右辺の値（下限値：(ｍ＋ｍ0)ｇ）は以下の通りとなった。
　(ｍ＋ｍ0)ｇ＝０．０９１Ｎ
　従って、押圧部材による押圧力：ΣＦnは、下限値：(ｍ＋ｍ0)ｇを上回っていることを
確認した。
【００８８】
（比較例１）
　透光性材料からなる板状部材５４に代えて、遮光材料からなる板状部材を用いた以外は
、実施例１と同様にして、発電実験を行った。
　光吸収体１０の温度上昇は確認されず、発電できなかった。
【００８９】
（比較例２）
　押さえ機構（すなわち、板状部材５４、球体５８、及び押さえ棒６０）のない熱電発電
モジュールを用いた以外は、実施例１と同様にして、発電実験を行った。
　太陽の日周運動に合わせて熱電発電モジュール３２を傾けた時に、熱電素子４２と光吸
収体１０との間に亀裂が生じて、光吸収体１０が落下した。この状態は回路の断線を意味
し、発電が不可能となる。
【００９０】
　以上、本発明の実施の形態について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に何ら
限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の改変が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００９１】
　本発明に係る熱電発電モジュール及び太陽光熱電発電装置は、庭園灯や街路灯の電源、
非常用電源、アウトドア用電源、家庭用電源、工場用電源、宇宙用電源、軍事用電源、輸
送機器用電源などに使用することができる。
【符号の説明】
【００９２】
１０（１０ａ～１０ｂ）　光吸収体
３０　太陽光熱電発電装置
３２（３２ａ～３２ｈ）　熱電発電モジュール
３４　容器
３６　採光窓
４２　熱電素子
４４　熱電発電部材
４６　第１電極
４８　第２電極
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５０（５０ａ～５０ｈ）　押さえ機構
５２　台座
５４　板状部材
５６（５６ｈ）　支持部材
５８　球体（フィラー）
６０　押さえ棒

【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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