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(57)【要約】
【課題】圧電素子を使用した発電における発電量や耐久
性等の課題を解決すること。
【解決手段】発電装置は、相互に間隔を隔てて並設され
た一対の緩衝材と、複数組の振動板１２及び圧電素子１
１と、複数組の振動板１２及び圧電素子１１の側方に配
置された軸１３ｃとを備える。振動板１２の少なくとも
片面における当該振動板１２の周囲以外の位置に、圧電
素子１１を接合する。複数組の振動板１２及び圧電素子
１１の各々を、一対の緩衝材に対して平行となるように
配置する。一対の緩衝材のいずれかが外力を受けた場合
に、振動板１２の側方の軸を介して振動板１２の周囲に
外力を伝えることにより、当該振動板１２を介して圧電
素子１１が変形して発電する。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　相互に間隔を隔てて並設された一対の緩衝材と、
　前記一対の緩衝材の相互間に配置された複数組の振動板及び圧電素子と、
　前記一対の緩衝材の相互間における前記複数組の振動板及び圧電素子の側方に配置され
た軸とを備え、
　前記振動板の少なくとも片面における当該振動板の周囲以外の位置に、前記圧電素子を
接合し、
　前記複数組の前記振動板及び前記圧電素子の各々を、前記一対の緩衝材に対して平行と
なるように配置し、
　前記振動板の側方の軸を、前記一対の緩衝材の一方から前記複数組の前記振動板及び圧
電素子の周囲に至り、複数の前記振動板の周囲を支持するように配置し、
　前記一対の緩衝材のいずれかが外力を受けた場合に、前記振動板の側方の軸を介して前
記複数の振動板の周囲に前記外力を伝えることにより、当該振動板を介して前記圧電素子
が変形して発電すること、
　を特徴とする発電装置。
【請求項２】
　前記振動板の側方の軸を、前記一対の緩衝材の他方との間に空間部を形成するように配
置し、
　前記一対の緩衝材の他方から前記振動板及び前記圧電素子に至り、これら振動板及び圧
電素子をその中心位置において支持する軸を設け、
　前記一対の緩衝材のいずれかが外力を受けた場合に、前記振動板の側方の軸を介して前
記複数の振動板の周囲に前記外力を伝え、前記圧電素子及び前記振動板の周囲が、前記振
動板及び前記圧電素子を支持する軸を支点に反ることを可能としたこと、
　を特徴とする請求項１に記載の発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圧電素子を使用した発電装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、圧電素子を使用した発電や風力発電や太陽光発電等環境にやさしい発電方法が知
られえている。これらは総称として一般的に環境にやさしい発電方法であることからエコ
発電と呼ばれている。これらの発電方法は、今日のように環境問題が注目されていること
もあり我々の社会の中に普及し始めている。
【０００３】
　また、近年日常生活において我々が情報を得る道具は携帯電話やインターネットを利用
した端末機器等によるものが多くなってきた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－２８２９１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、これらの発電方法には各発電方法ごとに長所と短所がある。その短所と
して例えば、圧電素子を使用した発電では圧電素子に何らかの方法で外部から力を加える
ことにより発電を行うのであるが一般に、圧電素子は割れやすい素材であるため耐久性が
小さいことやその発電量が少ないことが挙げられる。風力発電では設置する場所の面積の
小さい小型風力発電の街中での普及が見られるが小型であるため発電量が少ないことが挙
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げられる。太陽光発電では設置するための広い面積を確保しなければならなく、その場所
も太陽電池のメンテナンスを行いやすい所であることが望まれるためそのスペースの確保
をどのようにするかが挙げられる。更に、これらの発電は発電を行う際に圧電素子による
発電では圧電素子に外部から力が加わること、風力発電では風が吹くこと、太陽光発電で
は光があること等が前提になっているためその発電量は各発電機が設置された周囲の環境
の変化に大きく依存することになる。
【０００６】
　また、近年日常生活の中で我々が情報を得る道具の中心的存在の一つである携帯電話や
インターネットを利用した端末機器はその多くが電力を必要とするものであるため外出中
携帯電話のバッテリーが無くなったり台風や雷等による災害時に停電したりするとこれら
の端末機器は何らかの方法で電力を供給しなければ利用できないことになる。しかしなが
ら、これらの電子機器に電力を供給することが出来て且つ、台風や雷等による停電時の際
等の緊急時において設置する場所を選ばず迅速に移動させることおよび長期間の発電が可
能な発電装置は見受けられない。更に、台風や雷等による災害時での利用を想定した上で
日常的に使用できる電力提供や周囲の地図、天候等の情報提供のサービス行う完全自家発
電型の端末装置を常設することは利用が想定されるビジネスマンや観光客等にとってとて
も便利であり、このような電力情報提供端末装置の普及はこれからのIT、ユビキタス社会
において様々なサービス提供の普及にも寄与するものであり、実際にIT、ユビキタス関連
の研究者や技術者の間では既にこのような端末装置の普及が望まれている。
【０００７】
　本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、圧電素
子を使用した発電における上記に挙げた発電量や耐久性等の課題を解決することと、その
上でこれらの発電を総合的に利用することにより発電装置を設置する場所や周囲の環境の
変化に対応した安定的な発電を行うことを可能にする発電装置およびこの発電装置による
安定的な電力の提供を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたもので、請求項１に記載の本発明
は、相互に間隔を隔てて並設された一対の緩衝材と、前記一対の緩衝材の相互間に配置さ
れた複数組の振動板及び圧電素子と、前記一対の緩衝材の相互間における前記複数組の振
動板及び圧電素子の側方に配置された軸とを備え、前記振動板の少なくとも片面における
当該振動板の周囲以外の位置に、前記圧電素子を接合し、前記複数組の前記振動板及び前
記圧電素子の各々を、前記一対の緩衝材に対して平行となるように配置し、前記振動板の
側方の軸を、前記一対の緩衝材の一方から前記複数組の前記振動板及び圧電素子の周囲に
至り、複数の前記振動板の周囲を支持するように配置し、前記一対の緩衝材のいずれかが
外力を受けた場合に、前記振動板の側方の軸を介して前記複数の振動板の周囲に前記外力
を伝えることにより、当該振動板を介して前記圧電素子が変形して発電することを特徴と
する。
【０００９】
　また、請求項２に記載の本発明は、請求項１に記載の本発明において、前記振動板の側
方の軸を、前記一対の緩衝材の他方との間に空間部を形成するように配置し、前記一対の
緩衝材の他方から前記振動板及び前記圧電素子に至り、これら振動板及び圧電素子をその
中心位置において支持する軸を設け、前記一対の緩衝材のいずれかが外力を受けた場合に
、前記振動板の側方の軸を介して前記複数組の前記振動板の周囲に前記外力を伝え、前記
圧電素子及び前記振動板の周囲が、前記振動板及び前記圧電素子を支持する軸を支点に反
ることを可能としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　上記のように構成された本発明によれば、圧電素子による発電の発電量の増加とその耐
久性を向上させることや、圧電素子による発電装置の製造の簡略化や製造コストの低減効
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果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１の実施形態についての発電装置の発電部を示す一部断面図および斜
視図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に関わる発電装置の発電部を示す一部断面図および斜視
図である。
【図３】圧電素子を支える軸の配置および形を示す平面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態についての発電装置の発電部を示す一部断面図である。
【図５】圧電素子を使用した発電装置を示す斜視図および発電装置内の圧電素子の配置を
示す平面図である。
【図６】圧電素子を使用した発電装置の発電部を積層構造にしたときの一部断面図である
。
【図７】本発明の第３の実施形態についての発電装置を示す斜視図である。
【図８】本発明の第４の実施形態についての発電装置を示す斜視図および断面図である。
【図９】本発明の第５の実施形態についての発電装置を示す斜視図および断面図である。
【図１０】本発明の第６の実施形態についての発電装置を示す断面図および斜視図である
。
【図１１】本発明の第７の実施形態についての発電装置を示す斜視図である。
【図１２】本発明の第８の実施形態についての端末装置を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明する。圧電素子は、加
えられた圧力により変形することで電気を生じる。一般に、圧電素子はその発電量を増や
すために加える圧力を大きくすると割れやすくなる。
【００１３】
　図１に、本発明の第１の実態形態についての発電装置を示す。圧電素子１１は、例えば
、圧電素材として、チタン酸バリウム、ジルコニア（ZrO２）等の圧電セラミックス、リ
チウムタンタレート（LiTaO３）等の圧電単結晶からなり、図１（ａ）に示すように、圧
電素子１１は、振動板１２と接合された構造を持つ。この構造において振動板１２は、圧
電素子１１を割れにくくする補強板としての働きもする。圧電素子１１および振動板１２
は、圧電素子１１の中心を軸１３ａにより支えられ、振動板１２の周囲を軸１３ｂにより
支えられているため外力が加わる際もその位置に留まっている。軸１３ａは木材、ポリエ
チレン、ゴム等の緩衝材１４ａと接合されており、軸１３ｂは木材、ポリエチレン、ゴム
等の緩衝材１４ｂと接合されている。図１（ａ）に示す構造は圧電素子を使用した発電装
置の基本となる構造である。図１（ｂ）に示すように、図１（ａ）の構造を持つ発電装置
は外力として図１（ｂ）に示すような圧力Ｐ（この場合は上方向からの圧力）が加わると
、（押されることで）圧電素子１１は圧電素子１１ａのように変形することにより発電す
る。この構造はてこの原理を利用しているため圧電素子１１を効率良く変形することが可
能であり、その結果、圧電素子１１の変形による発電も効率良くなるのである。
【００１４】
　このとき、変形した圧電素子１１ａが過剰に変形して破損することを防止するために軸
１３ｂの先にはストッパーの働きをするストッパー１５を有することにより圧電素子１１
ａを保護する。この構造により、圧電素子を使用した発電を安定的に行うことが可能とな
る。このとき、例えば、図１（ｂ）の隙間Ｏ１に示すように振動板１２を軸１３ｂに完全
に接合せずに振動板１２および圧電素子１１ａが変形する際にその変形の阻害とならない
ように隙間（「あそび」の部分）が出来るようにしても良い。
【００１５】
　例えば、直径４．０ｃｍの円形で厚さ２００μｍの振動板に直径２．５ｃｍの円形で厚
さ２００μｍの圧電素子を接合させたものでは、圧電素子の中心を支える軸は直径０．５
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ｃｍで高さ０．２ｃｍの円柱形のもので、振動板の周囲を支える軸の先のストッパーは厚
さ０．１５ｃｍとすると良い。
【００１６】
　図１（ｃ１）は図１（ａ）の構造を斜め下から見た図である。図１（ｃ２）は図１（ａ
）の構造を斜め上から見た図である。圧電素子１１は振動板１２の片面のみに接合する場
合の他にも図１（ｃ１）と図１（ｃ２）に示すように、圧電素子１１は振動板１２の両面
に接合しても良い。更に、圧電素子および振動板は円形以外の形であっても良い。例えば
、圧電素子および振動板の形を三角形や四角形等の角形とすることも良い他楕円形等にし
ても良い。そして、これらの圧電素子および振動板をそれ自体が全体的に反るような形に
しても良い。このときの反り方は、図２（ａ）に示すように、軸１３ａを中心に圧電素子
および振動板の周囲が軸１３ａのある面と反対側に反るようにしても良い。このようにす
ると、圧電素子の発電力が増す効果がある。一方、図２（ｂ）に示すように、軸１３ａを
中心に圧電素子および振動板の周囲が軸１３ａのある面と同じ側に反るようにしても良い
。このようにすると、圧電素子の強度が増す効果がある。
【００１７】
　図１（ｄ１）は圧電素子および振動板を長方形にする場合の図１（ａ）の構造を斜め下
から見た図の例として挙げる。同様に、図１（ｄ２）は圧電素子および振動板を長方形に
する場合の図１（ａ）の構造を斜め上から見た図の例として挙げる。このようにする場合
、軸１３ａおよび軸１３ｂの形も同図に示すような形にしても良い。
【００１８】
　軸１３ｂの本数は振動板１２の周囲を支えるために必要な力によって調節すると良い。
図１（ｃ１）、（ｃ２）は軸１３ｂを三本使用した例であるが発電装置に加える圧力を大
きくする場合および加える圧力が大きくなると見込まれる場合には図２（ｃ１）のように
軸１３ｂの本数を三本以上使用すると良い。必要であれば図２（ｃ２）のように軸１３ｂ
を振動板１２の周囲を全体的に囲むようにしても良い。勿論、発電装置に加える圧力を小
さくする場合および加える圧力が小さくなると見込まれる場合には使用する軸１３ｂの本
数を三本以下にすることも良い。
【００１９】
　図２（ｄ）は、図１（ａ）の構造を並べて配置した例であり、本発明の第１の実施形態
については図２（ｄ）のようにすることが出来る。
【００２０】
　図３に、圧電素子１１を支える軸１３ａの配置および形を示したものである。図３（ａ
）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）、（ｅ）、（ｆ）、（ｇ）、（ｈ）に示すように、軸１３ａ
は圧電素子１１の中心を通る線上に少なくとも一つ以上配置することおよび軸１３ａの形
は円柱形または四角柱等の立体形である。こうすることで、外力による圧力変化に対して
圧電素子を効率良く変形させることが可能となる。なお、軸１３ａは緩衝器となる働きも
兼ねるようにゴム、プラスチック等の弾性材料を使用しても良い。
【００２１】
　図４に、本発明の第２の実施形態についての発電装置を示す。振動板１９に接合された
圧電素子１８は、軸１３ｃにより支えられており、図４（ａ）に示すように振動板１７に
よって隣り合う圧電素子１８および振動板１９は繋がった構造になっている。この構造に
より、外力による生じる圧力変化（図４（ａ）の場合は上からの圧力変化）を振動板１７
が振動板１９および圧電素子１８へ伝えることにより圧電素子１８を変形させ発電させる
ことが可能となる。このとき、圧電素子１８の過剰な変形を防止するためのストッパーは
図４（ａ）、（ｂ）に示すように振動板１９に接合させたストッパー１６ａおよび緩衝材
２０ａに接合させたストッパー１６ｂを有する構造とする。勿論、この構造においてスト
ッパー１６ａおよびストッパー１６ｂは厚さを厚くすることでどちらか一方のみを有する
構造とすることも可能である。
【００２２】
　図５（ａ）は、図１から図４（ａ）、（ｂ）に示す構造を有する圧電素子を使用した発
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電装置２０の全体図の例である。図５（ａ）に示す圧電素子を使用した発電装置の内部の
圧電素子の配置を図５（ｂ）および図５（ｃ）に示す。図５（ｂ１）、（ｂ２）に示すよ
うに、円形の圧電素子１１ｃにおいて各圧電素子は任意の面積における配置密度を高くす
るため正三角形を隙間無く並べたときの交点に配置すると良い。図５（ｃ１）、（ｃ２）
に示すように、長方形の圧電素子１１ｒにおいて各圧電素子は任意の面積における配置密
度を高くするため二組の圧電素子を並べて正方形に配置をしたものを一セットとして、こ
の正方形を９０度ずつ回転させて敷き詰めるように配置すると良い。これらのような配置
は任意の面積に出来るだけ蜜に圧電素子を敷き詰められるだけでなく、加える外力の方向
が緩衝材１４ｂに対して垂直方向以外の場合、例えば、斜め方向からの圧力変化であって
も圧電素子１１による発電効率の低下を抑え、垂直方向からの圧電変化と同様の発電量を
見込める発電をするも可能である。
【００２３】
　図６（ａ）、（ｂ）は、圧電素子を使用した発電の発電量を増加させるために図１から
図５に示す構造を有する発電装置において発電装置内に内蔵する圧電素子１１を複数重ね
た積層にする場合の構造を示したものである。このとき、圧電素子１１を重ねることで外
力が伝わりにくくならないように振動板１２の周囲を軸１３ｃにより支えることにより隙
間Ｏ２を作ると良い。
　図７に、本発明の第３の実施形態についての発電装置を示す。圧電素子を使用した発電
装置２１は、図１から図６に示す構造を有する発電装置であって、並べられた発電装置２
１を隣同士繋げる軸２２および軸受け２３によって構成されている。このような構造をと
ることにより、軸２２が軸受け２３内において回転、移動することで、並べられた発電装
置２１は折りたたむことおよび丸めることにより図７（ａ）に示す状態から図７（ｂ１）
および図７（ｂ２）に示す状態へ変形させることが可能となる。並べられた発電装置２１
の隣同士を繋げる構造は図７（ｃ）に示すように軸２４および軸受け２５によって構成さ
れても良い。このような構造をとる場合は、並べられた発電装置２１は折りたたむことお
よび丸めることにより図７（ｄ１）および図７（ｄ２）に示す状態へ変形させることが可
能となる。発電装置２１の変形の途中経過（図７（ａ）のに示す状態から図７（ｂ１）に
示す状態への変形および図７（ｃ）に示す状態から図７（ｄ１）に示す状態への変形過程
）を図７（ｅ）および図７（ｆ）に示す。
【００２４】
　図１から図７に示す構造は、これらの構造を有することで圧電素子を使用した発電装置
において構造簡略化することが可能となるため、製造コスト低減にも繋がる。
【００２５】
　図８に、本発明の第４の実施形態についての発電装置を示す。発電装置３１は、圧電素
子を使用した発電装置であって、発電装置３１は、発電装置２１の構造を有する発電装置
としても良く、発電装置３１の少なくとも一方の面に太陽電池３２およびペルチェ素子や
ゼーベック素子等を使用した温度差発電装置３３等の太陽光発電装置を有する発電装置で
ある。図８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示すように、太陽電池３２および温度差発電装置３
３は硬質ガラスまたは硬質塩化ビニル等の透明な樹脂３４で覆われているため、外力によ
る圧力変化の影響は受けることが無く、密閉された状態にある。この構造は太陽電池３２
および温度差発電装置３３に対する劣化防止ならびに防水効果もある。そのため、耐久性
にも優れた構造になっている。
【００２６】
　図９に、本発明の第５の実施形態についての発電装置を示す。発電装置４１は、圧電素
子を使用した発電装置であって、発電装置４１は、発電装置２１の構造を有する発電装置
としても良く、発電装置４１の少なくとも一方の面に発光ダイオード４２や液晶パネル４
３や有機ＥＬ４４や電光掲示板４５等によるディスプレイ機能を有する発電装置であって
、これらのディスプレイで表示する文字や画像や映像や音等の情報を処理する機能持つイ
ンターネットに接続可能なコンピュータ４６を有する発電装置である。図９（ａ）、（ｂ
）に示すように、発光ダイオード４２や液晶パネル４３や有機ＥＬ４４や電光掲示板４５
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は硬質ガラスまたは硬質塩化ビニル等の透明な樹脂４７で覆われているため、外力による
圧力変化の影響は受けることが無く、密閉された状態にある。この構造は発光ダイオード
４２や液晶パネル４３や有機ＥＬや電光掲示板４４に対する劣化防止ならびに防水効果も
ある。そのため、耐久性にも優れた構造になっている。
【００２７】
　図１０に、本発明の第６の実施形態についての発電装置を示す。発電装置５１ａは垂直
軸風車５２を使用した風力発電装置であって、垂直軸風車５２は、例えば、サボニウス型
風車やダリウス型風車からなり、図１０（ａ）に示すように、周囲を風力誘導装置５３ａ
によって覆われている。このようにして、風力を風力入り口Ｅに収集することにより垂直
軸風車５２の片側の羽にのみ当てることで風力による抵抗（垂直軸風車５２の回転を妨げ
る力）を受けることなく、垂直軸風車５２を回転させることが可能となる。更に、図１０
（ｂ）に示すように、発電装置５１ｂは垂直軸風車５２を風力誘導装置５３ｂによって覆
うことにより風力を垂直軸風車５２の片側の羽にのみ当てることで風力による抵抗を受け
ることなく、垂直軸風車５２を回転させることが可能となる。垂直軸風車５２は図１０（
ｄ）に示すように、複数の垂直軸風車５２を縦に並べることにより、発電量を増加させる
ことも出来る。発電装置５１ａおよび発電装置５１ｂの全体像をそれぞれ図１０（ｃ）お
よび図１０（ｅ）に示す。発電装置５１ａおよび発電装置５１ｂは、それぞれ回転軸５４
ａおよび回転軸５４ｂを有することならびに風力誘導装置５３ａおよび風力誘導装置５３
ｂの形状により風向きに応じて回転することにより向きを変えることが出来る。
【００２８】
　図１１に、本発明の第７の実施形態についての発電装置を示す。図１１（ａ）は、振動
の力を利用することにより発電する圧電素子を使用した発電装置であって、振動板６１ｂ
に接合された圧電素子６１ａは図１１（ｄ１）に示すように、直角に曲げられた振動板６
３ａと接合されており、同振動板６３ａの端にはゴム、鉛等の重りが接合された状態で土
台６４に接合されている。図１１（ｂ）は、振動の力を利用することにより発電する圧電
素子を使用した発電装置であって、振動板６１ｂに接合された圧電素子６１ａは図１１（
ｄ２）に示すように、曲線状の振動板６３ｂと接合されており、同振動板６３ｂの端には
ゴム、鉛等の重りが接合された状態で土台６４に接合されている。図１１（ｄ３）に示す
ように、圧電素子６１ａに接合する振動板は振動板６３ｃのように４５度の角度となるよ
うに曲げたものとすることも出来る。これらのようにすることにより、外力による振動が
重り６２ａを揺らすことで、その動きが振動板６３ａおよび６３ｂおよび６３ｃを伝わる
ことによって、圧電素子６１ａによる発電を行うことが出来る。このとき、重り６２ａの
縦方向、横方向および斜め方向等全ての方向の動きを振動板６３ａおよび振動板６３ｂお
よび振動板６３ｃを曲げたことで「ねじれ」の動きを利用することにより、振動板６３ａ
および振動板６３ｂおよび振動板６３ｃは伝えることが可能となる。その際、振動板６３
ａおよび振動板６３ｂと土台６４は圧電素子６１ａに対して正面に向かい合わないように
ずらす頃で「ねじれ」の動きを圧電素子６１ａにより効率的に伝えることが出来るように
なる。図１１（ｃ）は振動の力を利用することにより発電する圧電素子を使用した発電装
置において、重り６２ａを羽６２ｂに変えることにより風を受けることで発電することも
可能となる。それから、圧電素子６１ａに接合する振動板６３ａおよび６３ｂおよび６３
ｃの数は二つ以上にすることも可能である。この例を図１１（ｅ）に示す。図１１に示す
構造において重り６２ａおよび重り６２ｂの全ての動きを伝える必要の無い場合は振動板
６３ａおよび６３ｂおよび６３ｃは直線としても良い。更に、振動板６３ａおよび６３ｂ
および６３ｃの長さを変えることにより様々な振動周波数の重りの動きに対して共振する
ように調節することも可能である。
【００２９】
　図１２に、本発明の第８の実施形態についての端末装置を示す。電力情報提供端末装置
７１は、移動可能な設置式の端末装置であって、携帯電話、ＰＨＳ、パソコン、携帯情報
端末等の小型電子機器の充電装置７２と、ディスプレイ装置７３および無線ＬＡＮ、ＭＡ
Ｎ、ＷＡＮ等の通信機能によりインターネットに接続可能なコンピュータ７４を有するこ
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とにより、電力供給と情報提供を行う機能を持つ端末装置である。電力情報供給端末装置
７１は、図１から図１１に示す発電装置の少なくとも一つの発電装置によって発電した電
力を充電する蓄電装置と蓄電装置から供給される電力を使用して動作する、携帯電話、Ｐ
ＨＳ、パソコン、携帯情報端末等の小型電子機器の充電装置７２と、ディスプレイ装置７
３および無線ＬＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ等の通信機能によりインターネットに接続可能なコ
ンピュータ７４を有することにより、電力供給と情報提供を行う機能を持つ端末装置とす
ることにより環境にやさしいエコ発電によって電力および情報の供給、提供を行うことが
可能となる。図１２（ａ）は電力情報提供端末装置７１の全体図の一例である。ディスプ
レイ装置７３はタッチパネル機能を有するものとしても良い。太陽電池７５ａおよび手動
式発電機７５ｂを補助電源として電力情報提供端末装置７１の設置することも良い。この
他にも、応用として例えば発電装置２１に無線装置７７およびコンピュータ７４を取り付
けたものを人や車等の移動情報を感知する圧力感知装置７６として利用することも可能で
ある。このことは、通勤ラッシュや交通渋滞の整理を行う際に周囲の込み具合を把握した
い箇所に圧力感知装置７６を設置することで発電頻度や発電量から各地点の通行量の情報
を得てそれを無線通信することにより効率的に交通整理を行うことが出来る等に役立つの
である。
【実施例１】
【００３０】
　電力情報提供端末装置７１は、移動可能な設置式の端末装置であって、携帯電話、ＰＨ
Ｓ、パソコン、携帯情報端末等の小型電子機器の充電装置７２と、ディスプレイ装置７３
および無線ＬＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ等の通信機能によりインターネットに接続可能なコン
ピュータ７４を有することにより、電力供給と情報提供を行う機能を持つ端末装置である
。電力情報供給端末装置７１は、図１から図１１に示す発電装置の少なくとも一つの発電
装置によって発電した電力を充電する蓄電装置と蓄電装置から供給される電力を使用して
動作する、携帯電話、ＰＨＳ、パソコン、携帯情報端末等の小型電子機器の充電装置７２
と、ディスプレイ装置７３および無線ＬＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ等の通信機能によりインタ
ーネットに接続可能なコンピュータ７４を有することにより、電力供給と情報提供を行う
機能を持つ端末装置とすることにより環境にやさしいエコ発電によって電力および情報の
供給、提供を行うことが可能となる。図１２（ａ）は電力情報提供端末装置７１の全体図
の一例である。ディスプレイ装置７３はタッチパネル機能を有するものとしても良い。太
陽電池７５ａおよび手動式発電機７５ｂを補助電源として電力情報提供端末装置７１の設
置することも良い。この他にも、応用として例えば発電装置２１に無線装置７７およびコ
ンピュータ７４を取り付けたものを人や車等の移動情報を感知する圧力感知装置７６とし
て利用することも可能である。このことは、通勤ラッシュや交通渋滞の整理を行う際に周
囲の込み具合を把握したい箇所に圧力感知装置７６を設置することで発電頻度や発電量か
ら各地点の通行量の情報を得てそれを無線通信することにより効率的に交通整理を行うこ
とが出来る等に役立つのである。
【００３１】
（付記）
　付記１に記載の発明は、人や車等の物体が動く際に生じる圧力変動により発電する発電
装置であって、強い圧力変動に対しても圧電素子を破損すること無く発電することを可能
にする圧電素子の過剰な変形を防止するストッパーを有することを特徴とする。
【００３２】
　付記２に記載の発明は、付記１に記載の発電機は、物体の移動によって生じる圧力変動
を圧電素子に効率よく伝えるための振動板と圧電素子を支え圧力変動を受け止める軸を圧
電素材の少なくとも一方の面に持つ構造を有することを特徴とする。
【００３３】
　付記３に記載の発明は、付記２に記載の前記軸は、圧電素材の中心を通る線上に少なく
とも一つ以上有することを特徴とする付記１および付記２に記載の発電装置。
【００３４】
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　付記４に記載の発明は、物体の移動によって生じる圧力変動により発電する圧電素子を
使用した発電装置であって、前機構を有する発電装置であって、複数の圧電素材を圧電素
材がずれないようにその周囲を支え収納することで積層にすることにより発電量を増す構
造を有することを特徴とする発電装置。
【００３５】
　付記５に記載の発明は、前機構を有する小型発電装置を並べそれらを繋げる軸と軸受け
をつけることにより発電装置全体を折りたたむことおよび丸めることの可能な構造を有す
るものであり移動可能であることを特徴とする発電装置。
【００３６】
　付記６に記載の発明は、物体の移動によって生じる圧力変動により発電する圧電素子を
使用した発電装置であって、少なくとも一方の面に、表面を硬質ガラスや硬質塩化ビニル
等の透明な樹脂で覆うことにより強度を上げた太陽エネルギーによる発電を行う太陽電池
および温度差発電装置を有することを特徴とする発電装置。
【００３７】
　付記７に記載の発明は、物体の移動によって生じる圧力変動により発電する圧電素子を
使用した発電装置であって、少なくとも一方の面に、表面を硬質ガラスや硬質塩化ビニル
等の透明な樹脂で覆うことにより強度を上げた発光ダイオードや液晶パネルや有機ELや電
光掲示板等によるディスプレイ機能を有する発電装置であって、これらのディスプレイで
表示する文字や画像や映像や音等の情報を処理する機能持つインターネットに接続可能な
コンピュータを有することを特徴とする発電装置。
【００３８】
　付記８に記載の発明は、少なくとも一つ以上の垂直軸風車を縦に重ねた風力発電装置で
あって、外側に発電装置を覆い風向きに対応して回転する風力誘導装置を有することによ
り風力の収集能力を向上させることおよび風力による風車の回転を妨げる抵抗を無くすこ
とを特徴とする発電装置。
【００３９】
　付記９に記載の発明は、振動の力で発電する圧電素子を使用した発電装置であって、圧
電材料の周囲に少なくとも一つ以上の角度を持って曲げられた振動板が接合された圧電素
子において、振動板と振動板に接合した重りを有することによって縦方向と横方向と斜め
方向の振動周波数で共振することで発電することを特徴とする圧電素子の発電装置。
【００４０】
　付記１０に記載の発明は、移動可能な設置式の電力情報提供端末装置であって、携帯電
話、ＰＨＳ、パソコン、携帯情報端末等の小型電子機器の充電装置と、ディスプレイ機能
および無線ＬＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ等の通信機能によりインターネットに接続可能なコン
ピュータを有することにより、電力供給と情報提供を行う機能を持つことを特徴とする電
力情報提供端末装置。
【００４１】
　付記１１に記載の発明は、移動可能な設置式の電力情報提供端末装置であって、付記１
、付記２、付記３、付記４、付記５、付記６、付記７、付記８または付記９のいずれかに
記載の発電装置の全てあるいは一部によって発電した電力を充電する蓄電装置と蓄電装置
から供給される電力を使用して動作する携帯電話、ＰＨＳ、パソコン、携帯情報端末等の
小型電子機器の充電装置と、ディスプレイ機能および無線ＬＡＮ、ＭＡＮ、ＷＡＮ等の通
信機能によりインターネットに接続可能なコンピュータを有することにより、電力供給と
情報提供を行う機能を持つことを特徴とする電力情報提供端末装置、総合的に利用する発
電システムに関するものである。
【００４２】
（付記の効果）
　上記付記のように構成された本発明によれば、圧電素子による発電、風力発電や太陽光
発電等のエコ発電装置の発電量の増加とその耐久性を向上させることおよび圧電素子によ
る発電装置の製造簡略化、製造コスト低減効果ならびに、これらの発電装置にインターネ
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ットに接続可能なコンピュータならびにディスプレイ機能等を有すること更に移動容易性
ならびに設置容易性を有したことで、周囲の環境の変化にも対応して安定的な電力供給と
情報提供を行うことが出来る。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　電力情報提供端末装置を駅やコンビニエンスストアおよび公園等に設置することにより
日常的に携帯電話やデジタルカメラ等の小型電子機器の充電を行えるためこれらの機器を
電池の残量を気にすることなく使うことが出来、且つ、台風や雷等による停電時の際等の
緊急時において設置する場所を選ばず迅速に移動させることおよび長期間の発電が可能な
ため防災対策としても役立つ。更に、日常的に使用できる電力需給や周囲の地図、天候等
の情報提供のサービス行う完全自家発電型の端末装置を常設することは利用が想定される
ビジネスマンや観光客等にとってとても便利であり、このような電力情報提供端末装置の
普及はこれからのIT、ユビキタス社会において様々なサービス提供の普及にも寄与するも
のと思われる。
【００４４】
　現在、広告業界ではこれまでに無い技術を広告に利用する需要が大きい。何故なら、一
般に広告において先ずは目に付くことが重要である。これに対して、新しくこれまでに無
い技術やものは注目されやすいため、特に街中でのＣＭ媒体としてそれを広告に使いたい
のである。そのため、応用として電力情報供給端末装置は様々なディスプレイ装置を有す
ることも可能なため新しい広告媒体としても産業上利用可能である。
【符号の説明】
【００４５】
　１１、１１ａ、１８、６１ａ　圧電素子
　１２、１７、１９、６１ｂ、６３ａ、６３ｂ、６３ｃ　振動板
　１３ａ、１３ｂ、１３ｃ　軸
　１４ａ、１４ｂ、２０ａ、２０ｂ　緩衝材
　１５、１６ａ、１６ｂ　ストッパー
　２０、２１、３１、４１、５１ａ、５１ｂ　発電装置
　２２、２４　軸
　２３、２５　軸受け
　３２、７５ａ　太陽電池
　３３　温度差発電装置
　３４、４７　樹脂
　４２　発光ダイオード
　４３　液晶パネル
　４４　有機ＥＬ
　４５　電光掲示板
　４６、７４　コンピュータ
　５２　垂直軸風車
　５３ａ、５３ｂ　風力誘導装置
　５４ａ、５４ｂ　回転軸
　６２ａ　重り
　６２ｂ　羽
　６４　土台
　７１　電力情報提供端末装置
　７２　充電装置
　７３　ディスプレイ装置
　７５ｂ　手動式発電機
　７６　圧力感知装置
　７７　無線装置
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