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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱電変換部と、
　該熱電変換部に接続され、前記熱電変換部から出力される電圧を昇圧して昇圧電圧を出
力する昇圧部と、
　該昇圧部に接続され、前記昇圧部から出力される電力の少なくとも一部を蓄電可能な蓄
電部と、
　該蓄電部に接続され、かつ前記熱電変換部に接続可能であって、前記蓄電部から出力さ
れる電圧による所定電圧を前記熱電変換部から出力される電圧に重畳して前記昇圧部に供
給可能な電圧重畳部と、
　前記昇圧部の昇圧動作の状態を検出して検出結果を出力する状態検出部と、
　前記状態検出部から出力される前記検出結果に基づき、前記熱電変換部から出力される
電圧に前記電圧重畳部から出力される前記所定電圧を重畳して得られる電圧が、前記昇圧
部の昇圧動作を開始または継続させるために要する下限電圧以上になるようにして、前記
昇圧部の起動時および前記昇圧部の動作継続時における前記電圧重畳部の動作を制御する
制御部と
を備えることを特徴とする熱発電装置。
【請求項２】
　前記電圧重畳部は、前記蓄電部から出力される電圧を前記所定電圧に変換するＤＣ／Ｄ
Ｃ変換回路を備えることを特徴とする請求項１に記載の熱発電装置。
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【請求項３】
　前記昇圧部に接続された電気負荷を備え、
　前記蓄電部は、前記昇圧部から出力される電力から前記電気負荷の消費電力を減算して
得られる余剰電力を蓄電することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の熱発電装
置。
【請求項４】
　前記蓄電部に接続された発電部を備えることを特徴とする請求項１から請求項３の何れ
か１つに記載の熱発電装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の何れか１つに記載の熱発電装置を備えることを特徴とする電子
機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、熱発電装置および熱発電装置を備える電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば熱電変換素子による発電機の出力電圧（つまり発電機から昇圧回路に入力
される入力電圧）を昇圧する昇圧回路と、この昇圧回路を駆動させる発振回路と、昇圧回
路の駆動開始以後においては、発電機の出力電圧を昇圧回路によって発振回路の最低駆動
電圧以上の電圧に昇圧し、昇圧回路から出力される電圧によって発振回路の駆動を継続す
る電子機器が知られている。（例えば、特許文献１参照）。
　そして、上記特許文献１には、従来の技術として、昇圧回路から出力される電力を蓄電
する蓄電器を備え、蓄電器に蓄電されている電力によって発振回路の駆動および昇圧回路
の昇圧動作を開始することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－１２２０９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記従来技術に係る電子機器によれば、昇圧回路の昇圧動作を開始するため
には、少なくとも発振回路の駆動を開始するために要する電力を蓄電器に蓄電しておく必
要があり、例えば蓄電器から電気負荷に電力が供給されている状態などにおいては、発振
回路の駆動開始に要する電力よりも大きな電力を確保しておく必要が生じる。これに対し
て、電子機器全体での電力効率を向上させることが望まれている。
【０００５】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたもので、電力効率を向上させることが可能な熱発電
装置および熱発電装置を備える電子機器を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決して係る目的を達成するために、本発明の第１態様に係る熱発電装置は
、熱電変換部（例えば、実施の形態での熱電変換部１１）と、該熱電変換部に接続され、
前記熱電変換部から出力される電圧（つまり昇圧部に入力される入力電圧）を昇圧して昇
圧電圧を出力する昇圧部（例えば、実施の形態での昇圧回路１２）と、該昇圧部に接続さ
れ、前記昇圧部から出力される電力の少なくとも一部を蓄電可能な蓄電部（例えば、実施
の形態での蓄電回路１３）と、該蓄電部に接続され、かつ前記熱電変換部に接続可能であ
って、前記蓄電部から出力される電圧による所定電圧を前記熱電変換部から出力される電
圧に重畳して前記昇圧部に供給可能な電圧重畳部（例えば、実施の形態でのＤＣ／ＤＣ変
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換回路１４）と、前記昇圧部の昇圧動作の状態を検出して検出結果を出力する状態検出部
（例えば、実施の形態での電圧センサ１２ａ）と、前記状態検出部から出力される前記検
出結果に基づき、前記熱電変換部から出力される電圧（つまり電圧重畳部の停止状態で熱
電変換部から昇圧部に入力される入力電圧）に前記電圧重畳部から出力される前記所定電
圧を重畳して得られる電圧（つまり電圧重畳部の作動状態で熱電変換部から昇圧部に入力
される入力電圧）が、前記昇圧部の昇圧動作を開始または継続させるために要する下限電
圧以上になるようにして、前記昇圧部の起動時および前記昇圧部の動作継続時における前
記電圧重畳部の動作を制御する制御部（例えば、実施の形態での制御回路１７）とを備え
る。
【０００７】
　さらに、本発明の第２態様に係る熱発電装置では、前記電圧重畳部は、前記蓄電部から
出力される電圧を前記所定電圧に変換するＤＣ／ＤＣ変換回路（例えば、実施の形態での
ＤＣ／ＤＣ変換回路１４）を備える。
【０００８】
　さらに、本発明の第３態様に係る熱発電装置は、前記昇圧部に接続された電気負荷（例
えば、実施の形態での電気負荷１５）を備え、前記蓄電部は、前記昇圧部から出力される
電力から前記電気負荷の消費電力を減算して得られる余剰電力を蓄電する。
【０００９】
　さらに、本発明の第４態様に係る熱発電装置は、前記蓄電部に接続された発電部（例え
ば、実施の形態での発電装置１６）を備える。
【００１０】
　また、本発明の第５態様に係る電子機器は、第１態様から第４態様の何れか１つに記載
の熱発電装置を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の熱発電装置によれば、熱電変換部から出力される電圧（つまり電圧重畳部の停
止状態で熱電変換部から昇圧部に入力される入力電圧）に電圧重畳部から出力される所定
電圧を重畳して得られる電圧（つまり電圧重畳部の作動状態で熱電変換部から昇圧部に入
力される入力電圧）が、昇圧部の昇圧動作を開始または継続させるために要する下限電圧
以上となることから、例えば蓄電部の電力のみで昇圧部の昇圧動作を開始または継続させ
る場合に比べて、蓄電部に蓄電しておく必要がある電力を低減することができ、熱発電装
置での電力効率を向上させることができる。
【００１２】
　さらに、本発明の第２態様に係る熱発電装置によれば、電圧重畳部は、昇圧部の昇圧動
作を開始または継続させるために要する下限電圧を確保するための所定電圧を、熱電変換
部から出力される電圧の変化に応じて、精度よく出力することができ、蓄電部に蓄電して
おく必要がある電力が不必要に増大してしまうことを防止することができ、熱発電装置で
の電力効率を向上させることができる。
【００１３】
　さらに、本発明の第３態様に係る熱発電装置によれば、電気負荷で必要とされる消費電
力を確保しつつ、熱電変換部から出力される電力を有効に蓄電部に蓄電して、昇圧部の昇
圧動作を開始または継続する際に蓄電部に蓄電されている電力を用いることができる。
【００１４】
　さらに、本発明の第４態様に係る熱発電装置によれば、発電部の発電による発電電力を
蓄電部に蓄電することができ、昇圧部の昇圧動作を開始または継続させるために要する下
限電圧を容易に確保することができる。
【００１５】
　また、本発明の第５態様に係る電子機器によれば、熱電変換部から出力される電圧（つ
まり電圧重畳部の停止状態で熱電変換部から昇圧部に入力される入力電圧）に電圧重畳部
から出力される所定電圧を重畳して得られる電圧（つまり電圧重畳部の作動状態で熱電変
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換部から昇圧部に入力される入力電圧）が、昇圧部の昇圧動作を開始または継続させるた
めに要する下限電圧以上となることから、例えば蓄電部の電力のみで昇圧部の昇圧動作を
開始または継続させる場合に比べて、蓄電部に蓄電しておく必要がある電力を低減するこ
とができ、電子機器での電力効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態に係る熱発電装置の構成図である。
【図２】本発明の実施の形態に係る熱発電装置の昇圧回路の出力電力と熱電変換部の出力
電圧の変化の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施の形態に係る熱発電装置の熱電変換部の出力電圧および昇圧出力フ
ラグの変化の一例を示す図である。
【図４】本発明の実施の形態の変形例に係る熱発電装置の構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態に係る熱発電装置について添付図面を参照しながら説明する
。
　本実施の形態による熱発電装置１０は、例えば図１に示すように、熱電変換部１１と、
昇圧回路１２と、蓄電回路１３と、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４と、電気負荷１５と、発電装
置１６と、制御回路１７とを備えて構成されている。
【００１８】
　熱電変換部１１は、例えば複数の熱電変換素子が直列に接続されて成る熱電変換モジュ
ールを備え、所定部位間の温度差に応じた電力を出力する。
【００１９】
　昇圧回路１２は、例えば発振回路およびチャージポンプ回路を備えて構成され、熱電変
換部１１に接続され、熱電変換部１１から出力される電圧（つまり昇圧回路１２に入力さ
れる入力電圧）を昇圧して昇圧電圧を出力する。
【００２０】
　例えば図２に示すように、昇圧回路１２は、昇圧動作を開始または継続させるために要
する所定の下限電圧、つまり昇圧開始電圧Ｖｓまたは昇圧停止電圧Ｖｅを有しており、例
えば昇圧開始電圧Ｖｓは昇圧停止電圧Ｖｅ以上になっている。
【００２１】
　そして、昇圧回路１２は、昇圧動作の停止状態においては、熱電変換部１１から出力さ
れる電圧が昇圧開始電圧Ｖｓ未満であれば、昇圧動作の実行が不可能であり、熱電変換部
１１から出力される電圧が昇圧開始電圧Ｖｓ以上に到達すると、昇圧動作の実行が可能に
なる。
　そして、昇圧回路１２は、昇圧動作の実行状態においては、熱電変換部１１から出力さ
れる電圧が昇圧開始電圧Ｖｓから増大することに伴い、所定の昇圧開始時電力Ｐｓから増
大傾向に変化する電力を出力する。
【００２２】
　また、昇圧回路１２は、昇圧動作の実行状態においては、熱電変換部１１から出力され
る電圧が昇圧開始電圧Ｖｓ以下の昇圧停止電圧Ｖｅ以上であれば、昇圧動作の実行が可能
であり、熱電変換部１１から出力される電圧が昇圧停止電圧Ｖｅ未満に低下すると、昇圧
動作の実行が不可能になり、昇圧回路１２から出力される電力は、所定の昇圧停止時電力
Ｐｅからゼロに変化する。
【００２３】
　なお、例えば発振回路およびチャージポンプ回路を備えて構成される昇圧回路１２にお
いて、昇圧開始電圧Ｖｓは発振回路の発振を開始するために要する下限電圧であって、昇
圧停止電圧Ｖｅは発振回路の発振を継続するために要する下限電圧である。
【００２４】
　蓄電回路１３は、例えば２次電池やコンデンサなどを備え、昇圧回路１２に接続され、
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昇圧回路１２から出力される電力の少なくとも一部を蓄電可能である。
　例えば、蓄電回路１３は、昇圧回路１２から出力される電力から、電気負荷１５の消費
電力を減算して得られる余剰電力を蓄電する。
【００２５】
　ＤＣ／ＤＣ変換回路１４は、熱電変換部１１および蓄電回路１３に接続され、制御回路
１７の制御に応じて、蓄電回路１３から出力される電圧を所定電圧に変換して、熱電変換
部１１から出力される電圧に重畳する。
【００２６】
　電気負荷１５は、昇圧回路１２に接続されている。
　発電装置１６は、例えば圧電素子からなる振動発電モジュールや太陽電池モジュールな
どを備え、蓄電回路１３に接続され、発電により生じた電力を蓄電回路１３に出力する。
【００２７】
　制御回路１７は、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４の電力変換動作を制御しており、昇圧回路１
２の昇圧動作の状態に係る電圧（例えば、昇圧回路１２に入力される入力電圧および昇圧
回路１２から出力される出力電圧、あるいは入力電圧および出力電圧に応じた内部電圧な
ど）を検出する電圧センサ１２ａから出力される検出結果の信号が入力されている。
【００２８】
　例えば、制御回路１７は、電圧センサ１２ａから出力される検出結果に基づき、熱電変
換部１１から出力される電圧（つまりＤＣ／ＤＣ変換回路１４の停止状態で熱電変換部１
１から昇圧回路１２に入力される入力電圧）が、昇圧回路１２の昇圧動作を開始または継
続させるために要する下限電圧（例えば、昇圧開始電圧Ｖｓまたは昇圧停止電圧Ｖｅなど
）未満であれば、熱電変換部１１から出力される電圧（つまりＤＣ／ＤＣ変換回路１４の
停止状態で熱電変換部１１から昇圧回路１２に入力される入力電圧）にＤＣ／ＤＣ変換回
路１４から出力される所定電圧を重畳して得られる電圧（つまりＤＣ／ＤＣ変換回路１４
の作動状態で熱電変換部１１から昇圧回路１２に入力される入力電圧）が、昇圧回路１２
の昇圧動作を開始または継続させるために要する下限電圧（例えば、昇圧開始電圧Ｖｓま
たは昇圧停止電圧Ｖｅなど）以上になるようにして、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４の電力変換
動作を制御する。
【００２９】
　また、制御回路１７は、熱電変換部１１から出力される電圧に重畳される所定電圧がＤ
Ｃ／ＤＣ変換回路１４から出力されている状態において、熱電変換部１１から出力される
電圧が、昇圧回路１２の昇圧動作を開始または継続させるために要する下限電圧（例えば
、昇圧開始電圧Ｖｓまたは昇圧停止電圧Ｖｅなど）以上になれば、ＤＣ／ＤＣ変換回路１
４からの所定電圧の出力を停止する。
【００３０】
　本発明の実施形態による熱発電装置１０は上記構成を備えており、次に、熱発電装置１
０の動作について説明する。
【００３１】
　例えば図３に示す時刻ｔ０において、熱電変換部１１の所定部位間に温度差が生じると
、時刻ｔ０以降に示すように、熱電変換部１１から出力される電圧は、この温度差に応じ
た所定の極大電圧に向かいゼロから増大傾向に変化する。
【００３２】
　そして、例えば時刻ｔ１に示すように、熱電変換部１１から出力される電圧が昇圧開始
電圧Ｖｓ（つまり、昇圧回路１２の昇圧動作を開始するために要する下限電圧）に到達す
ると、昇圧回路１２の昇圧動作が実行可能であることを示す昇圧出力フラグのフラグ値が
ゼロから１に変更されて、この時刻ｔ１以降が昇圧可能期間とされ、昇圧回路１２は昇圧
動作を開始する。
【００３３】
　そして、熱電変換部１１の所定部位間に生じた温度差に応じた所定の極大電圧に向かい
増大傾向に変化した出力電圧は、所定の極大電圧に到達した以後において、適宜の平衡電
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圧Ｖｑに向かい低下傾向に変化する。
【００３４】
　そして、例えば時刻ｔ２以降に示すように、熱電変換部１１から出力される電圧が昇圧
停止電圧Ｖｅ（つまり、昇圧回路１２の昇圧動作を継続するために要する下限電圧）に到
達すると、制御回路１７は、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４の電力変換動作を制御して、熱電変
換部１１から出力される電圧にＤＣ／ＤＣ変換回路１４から出力される所定電圧を重畳し
て得られる電圧が、少なくとも昇圧回路１２の昇圧動作を継続させるために要する下限電
圧（つまり、昇圧回路１２の昇圧動作を継続するために要する下限電圧）以上になるよう
に設定する。
【００３５】
　制御回路１７は、例えば、少なくとも昇圧回路１２の昇圧動作を継続させるために要す
る下限電圧として昇圧開始電圧Ｖｓを設定する場合には、この昇圧開始電圧Ｖｓと熱電変
換部１１から出力される電圧との差を、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４から出力される所定電圧
（つまり、重畳電圧Ｖｐ）とする。
　したがって、制御回路１７は、例えば熱電変換部１１から出力される電圧が昇圧停止電
圧Ｖｅよりも小さい適宜の平衡電圧Ｖｑに低下した状態であっても、昇圧開始電圧Ｖｓと
平衡電圧Ｖｑとの差を、所定電圧（つまり、重畳電圧Ｖｐ）として、熱電変換部１１から
出力される電圧に重畳して、昇圧回路１２の昇圧動作を継続する。
【００３６】
　そして、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４から所定電圧の出力が開始される時刻ｔ２以降におい
て、例えば熱電変換部１１の所定部位間に温度差が生じることに伴って熱電変換部１１か
ら出力される電圧が、少なくとも昇圧回路１２の昇圧動作を継続させるために要する下限
電圧以上に増大した場合には、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４からの所定電圧の出力を停止する
。
【００３７】
　上述したように、本実施の形態による熱発電装置１０によれば、熱電変換部１１から出
力される電圧にＤＣ／ＤＣ変換回路１４から出力される所定電圧を重畳して得られる電圧
が、昇圧回路１２の昇圧動作を開始または継続させるために要する下限電圧以上となるこ
とから、例えば蓄電回路１３から出力される電圧のみ、あるいは熱電変換部１１から出力
される電圧のみで昇圧回路１２の昇圧動作を開始または継続させる場合に比べて、蓄電回
路１３に蓄電しておく必要がある電力および熱電変換部１１から出力される必要がある電
圧を低減することができ、熱発電装置１０での電力効率を向上させることができる。
【００３８】
　さらに、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４は、昇圧回路１２の昇圧動作を開始または継続させる
ために要する下限電圧を確保するための所定電圧を、熱電変換部１１から出力される電圧
の変化に応じて、精度よく出力することができ、蓄電回路１３に蓄電しておく必要がある
電力および熱電変換部１１から出力される必要がある電圧が不必要に増大してしまうこと
を防止することができ、熱発電装置１０での電力効率を向上させることができる。
【００３９】
　さらに、電気負荷１５で必要とされる消費電力を確保しつつ、熱電変換部１１から出力
される電力を有効に蓄電回路１３に蓄電して、昇圧回路１２の昇圧動作を開始または継続
する際に蓄電回路１３に蓄電されている電力を用いることができる。
【００４０】
　さらに、発電装置１６の発電による発電電力を蓄電回路１３に蓄電することができ、昇
圧回路１２の昇圧動作を開始または継続させるために要する下限電圧を容易に確保するこ
とができる。
【００４１】
　なお、上述した実施の形態において、制御回路１７は、昇圧開始電圧Ｖｓと熱電変換部
１１から出力される電圧との差をＤＣ／ＤＣ変換回路１４から出力される所定電圧（つま
り、重畳電圧Ｖｐ）としたが、これに限定されず、例えば、昇圧停止電圧Ｖｅと熱電変換
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部１１から出力される電圧との差をＤＣ／ＤＣ変換回路１４から出力される所定電圧（つ
まり、重畳電圧Ｖｐ）としてもよい。
【００４２】
　また、上述した実施の形態において、制御回路１７は、熱電変換部１１から出力される
電圧が昇圧停止電圧Ｖｅに到達するとＤＣ／ＤＣ変換回路１４から所定電圧を出力して、
昇圧回路１２の昇圧動作を継続するとしたが、これに限定されず、例えば熱電変換部１１
から出力される電圧が昇圧停止電圧Ｖｅ未満に低下して、昇圧回路１２の昇圧動作が停止
した後に、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４から所定電圧を出力して、昇圧回路１２の昇圧動作を
再開してもよい。
【００４３】
　なお、上述した実施の形態において、制御回路１７は電圧センサ１２ａから出力される
検出結果に基づき、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４の電力変換動作を制御するとしたが、これに
限定されず、電圧センサ１２ａの代わりに昇圧回路１２の昇圧動作の状態に係る他の状態
量を検出するセンサから出力される検出結果の信号に基づき、ＤＣ／ＤＣ変換回路１４の
電力変換動作を制御してもよい。
【００４４】
　なお、上述した実施の形態においては、例えば図４に示す上述した実施の形態の変形例
に係る熱発電装置１０のように、熱電変換部１１とＤＣ／ＤＣ変換回路１４との接続およ
び遮断を制御回路１７の制御に応じて切換可能なスイッチ２１を備えてもよい。
【００４５】
　この変形例において、制御回路１７は、電圧センサ１２ａから出力される検出結果に基
づき、熱電変換部１１から出力される電圧が、昇圧回路１２の昇圧動作を開始または継続
させるために要する下限電圧（例えば、昇圧開始電圧Ｖｓまたは昇圧停止電圧Ｖｅなど）
以上であれば、熱電変換部１１とＤＣ／ＤＣ変換回路１４とを遮断する。
【００４６】
　一方、熱電変換部１１から出力される電圧が、昇圧回路１２の昇圧動作を開始または継
続させるために要する下限電圧（例えば、昇圧開始電圧Ｖｓまたは昇圧停止電圧Ｖｅなど
）未満であれば、熱電変換部１１とＤＣ／ＤＣ変換回路１４とを接続し、熱電変換部１１
から出力される電圧に重畳される所定電圧をＤＣ／ＤＣ変換回路１４から出力する。
【００４７】
　なお、上述した実施の形態において、昇圧回路１２および発電装置１６は他の構成を有
していてもよい。
　また、上述した実施の形態において、発電装置１６は省略されてもよい。
【００４８】
　なお、上述した実施の形態において、熱発電装置１０は、例えば、時計と、ヘッドフォ
ンと、立体視用の眼鏡と、無線センサノードとなどの各種の電子機器に電源として搭載さ
れる。
【００４９】
　例えば熱発電装置１０を搭載する時計およびヘッドフォンおよび立体視用の眼鏡などの
各電子機器は、人体に装着された際に熱電変換部１１の所定部位間に生じる温度差に応じ
て熱電変換部１１から出力された電圧が昇圧回路１２によって昇圧されて得られる昇圧電
圧による電力を電気負荷１５に供給することで作動する。
　また、これらの人体に装着される電子機器は、発電装置１６として振動発電モジュール
を備える場合には、人体に生じる振動に応じた発電電力を蓄電回路１３に蓄電し、昇圧回
路１２の昇圧動作を開始または継続させるために要する下限電圧を容易に確保することが
できる。
【００５０】
　また、例えば熱発電装置１０を搭載する無線センサノードは、例えば人体に装着されて
生体情報の検出結果を無線送信する電子機器や、例えば各種の装置に装着されて装置の状
態の検出結果を無線送信する電子機器である。
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【００５１】
　上述した実施の形態に係る熱発電装置１０を搭載する電子機器によれば、例えば蓄電回
路１３から出力される電圧のみ、あるいは熱電変換部１１から出力される電圧のみで昇圧
回路１２の昇圧動作を開始または継続させる場合に比べて、蓄電回路１３に蓄電しておく
必要がある電力および熱電変換部１１から出力される必要がある電圧を低減することがで
き、電子機器での電力効率を向上させることができる。
【符号の説明】
【００５２】
１０　熱発電装置
１１　熱電変換部
１２　昇圧回路（昇圧部）
１２ａ　電圧センサ（状態検出部）　
１３　蓄電回路（蓄電部）
１４　ＤＣ／ＤＣ変換回路（電圧重畳部）
１５　電気負荷
１６　発電装置（発電部）
１７　制御回路（制御部）

【図１】 【図２】
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