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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　剛体と、
　前記剛体を可動な状態で収容する閉鎖容器と
を備え、
　前記閉鎖容器は、前記剛体の剛性率より剛性率が低く前記剛体の衝突エネルギーを熱に
変換する熱変換層と、
　前記熱変換層の外側の表面を覆う蓄熱層と、
　前記蓄熱層の外側の表面を覆うとともに開口部を有する断熱層と
　前記開口部に設けられて前記蓄熱層に当接する熱電変換素子と
を備えることを特徴とする発電デバイス。
【請求項２】
　前記剛体を複数収容したことを特徴とする請求項１に記載の発電デバイス。
【請求項３】
　前記蓄熱層が、Ｃｕと同じまたはＣｕより比熱の大きな金属または合金からなることを
特徴とする請求項１または請求項２に記載の発電デバイス。
【請求項４】
　前記断熱層の外側の少なくとも一部に設けられた粘着層と、
　前記粘着層の表面に設けられた剥離シートと
を有することを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の発電デバイス。
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【請求項５】
　振動源と、
　前記振動源に固定された請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載の発電デバイスと
、
　前記発電デバイスを電源とするセンサ素子と
を備えたことを特徴とするセンシングシステム。
【請求項６】
　振動源と、
　前記振動源に前記剥離シートを剥離した状態で前記粘着層により固定された請求項４に
記載の発電デバイスと、
　前記発電デバイスを電源とするセンサ素子と
を備えたことを特徴とするセンシングシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、機械的振動を用いる発電デバイス及びセンシングシステムに関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、繰り返し利用可能な範囲で自然環境からエネルギーを取り出す太陽光発電、風力
発電、地熱発電や波浪発電等のいわゆる再生可能エネルギー源の開発が注目されている。
【０００３】
　それと同時に、自然界のさまざまな微小なエネルギーを電気に変えて利用する環境発電
（エネルギーハーベスティング）技術が注目を集めている。この環境発電とは、自然界や
他の仕事で使われているエネルギーの廃棄分や未利用分を、電気エネルギーとして「収穫
」のように回収する技術である（例えば、特許文献１或いは特許文献２参照）。
【０００４】
　このような環境発電としては、熱電変換素子を利用して廃熱を電気に変換する技術や、
橋梁振動等の環境における機械的な振動を電気エネルギーに変換する技術が知られている
。機械的な振動を電気エネルギーに変換する発電デバイスとしては、電磁力、即ち相対的
に可動の磁性体とコイル等のインダクタンスの組合せや、圧電素子や、静電力（ＭＥＭＳ
，エレクトレット）などを利用したものが挙げられる。
【０００５】
　従来、これらのうち多くの種類の振動型発電デバイスでは、振動片を持ち、この振動片
とこの自重ないし付加した錘により共振周波数が支配される。この構造においては、振動
共振周波数で錘が最大振幅を示し、電気的出力が増大する仕組みとなっている。これらの
発電デバイスを用いて、各種の振動数の機械振動源を有する対象物から電気エネルギーを
取り出すことが期待されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１２－０９７６７３号公報
【特許文献２】特開２０１１－０９７６６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、従来の振動型発電デバイスにおいて、振動源が発電デバイスの共振振動数から
外れていくと、振動による出力は低下するという問題がある。一方、共振周波数ごとに振
動型発電デバイスを設計すると汎用性を失うため低コスト化が困難になるという問題があ
る。　　　
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【０００８】
　したがって、機械的振動エネルギーを電気エネルギーに変換する発電デバイスにおいて
、不定振動数の機械振動源から発電デバイスの固有振動周波数に依存しない電気エネルギ
ーを取り出すことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　開示する一観点からは、剛体と、前記剛体を可動な状態で収容する閉鎖容器とを備え、
前記閉鎖容器は、前記剛体の剛性率より剛性率が低く前記剛体の衝突エネルギーを熱に変
換する熱変換層と、前記熱変換層の外側の表面を覆う蓄熱層と、前記蓄熱層の外側の表面
を覆うとともに開口部を有する断熱層と前記開口部に設けられて前記蓄熱層に当接する熱
電変換素子とを備えることを特徴とする発電デバイスが提供される。
【００１０】
　また、開示する別の観点からは、振動源と、前記振動源に固定された上述の発電デバイ
スと、前記発電デバイスを電源とするセンサ素子とを備えたことを特徴とするセンシング
システムが提供される。
【発明の効果】
【００１１】
　開示の発電デバイス及びセンシングシステムによれば、不定振動数の機械振動源から発
電デバイスの固有振動周波数に依存しない電気エネルギーを取り出すことが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態の発電デバイスの概略的断面図である。
【図２】本発明の実施例１の振動型発電デバイスの概略的断面図である。
【図３】本発明の実施例１の振動型発電デバイスに搭載する熱電変換モジュールの説明図
である。
【図４】本発明の実施例２の振動型発電デバイスの概略的断面図である。
【図５】本発明の実施例３の振動型発電デバイスの概略的断面図である。
【図６】本発明の実施例４のセンシングシステムの概念的構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　ここで、図１を参照して、本発明の実施の形態の発電デバイスを説明する。図１は、本
発明の実施の形態の発電デバイスの概念的断面図であり、発電デバイス１０は、剛体１６
と、剛体１６を可動な状態で収容する閉鎖容器１１と熱電変換素子２０を備える。閉鎖容
器１１は、剛体１６の衝突エネルギーを熱に変換する熱変換層１２と、熱変換層１２の外
周を覆う蓄熱層１３と、蓄熱層１３の外周を覆うとともに開口部１５を有する断熱層１４
を有する。
【００１４】
　開口部１５には蓄熱層１３に当接する熱電変換素子２０を設け、必要に応じて熱電変換
素子２０の蓄熱層１３に当接する面と反対の面に放熱部材２１を設け、変換した電気エネ
ルギーは一対の電気出力線２２１，２２２から取り出される。
【００１５】
　熱変換層１２の内壁により形成される可動空間の形状は任意であるが、典型的には円筒
状とし、内部に剛体１６を挿入するために２つの部材から形成する。例えば、円筒の縦割
りにした２つの部材としても良いし、円筒を横割にした２つの部材としても良いし、或い
は、空缶状部と蓋部との組み合わせ部材でも良い。
【００１６】
　熱変換層１２としては、弾性部材、例えば、ゴム弾性体等のエラストマーや、粘弾性を
有する高分子化合物を用い、剛体１６が振動により移動して熱変換層１２に衝突する際に
、剛体１６の有する運動エネルギーの一部を吸収して、熱に変換する。この熱変換層１２
も円筒の縦割りにした２つの部材としても良いし、円筒を横割にした２つの部材としても
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良いし、或いは、空缶状部と蓋部との組み合わせ部材でも良い。
【００１７】
　蓄熱層１３としては、発電中にさらされる温度環境下で（外部温度が２０～４０℃で、
振動に起因した発熱により０～２０℃の範囲で温度上昇する場合、蓄熱層の使用温度範囲
は２０～６０℃となる）、比熱の大きな材料を用いることが望ましく、比熱が大きいほど
単位体積当たりの蓄熱量が多くなり、室温付近の使用ではＣｕ或いはＣｕより比熱の大き
な金属材料を用いることが望ましい。３００Ｋ付近では、Ｃｕの比熱は０．３９Ｊ／（ｇ
・Ｋ）であるので、０．８８Ｊ／（ｇ・Ｋ）のＡｌ、０．４４Ｊ／（ｇ・Ｋ）のＦｅ、或
いは、０．５５Ｊ／（ｇ・Ｋ）のＴｉ等が好適であるが、コスト及び加工容易性の観点か
らＣｕ或いはＡｌがより好適である。この蓄熱層１３も円筒の縦割りにした２つの部材と
しても良いし、円筒を横割にした２つの部材としても良いし、或いは、空缶状部と蓋部と
の組み合わせ部材でも良い。
【００１８】
　断熱層１４としては、発泡材料、スーパインシュレーション、真空断熱やこれらの組合
せを用いる。断熱層１４には少なくとも一箇所に開口部１５を設け、この開口部に熱電変
換素子２０を挿入して、熱電変換素子２０と蓄熱層１３が接するように設ける。この断熱
層１２も円筒の縦割りにした２つの部材としても良いし、円筒を横割にした２つの部材と
しても良いし、或いは、空缶状部と蓋部との組み合わせ部材でも良い。
【００１９】
　熱電変換素子２０としては、典型的にはゼーベック効果素子を用い、熱電変換素子２０
の蓄熱層１３と接する面と反対側の面に放熱部材２１を設けることが望ましく、この放熱
部材２１により外気への放熱を行うようにする。放熱部材２１としては、ＣｕやＡｌを主
成分とした金属フィンを用いることが望ましい。
【００２０】
　剛体１６としては、剛性率の大きな硬質の材料が望ましく、例えば、炭素鋼やＹＳＺ（
イットリア安定化ジルコニア）等を用いる。形状は球状が典型的なものであるが、球状に
限られるものではなく、また、密閉容器１１内に収容する剛体１６の数は１個でも複数で
も良い。
【００２１】
　複数の剛体１６を収容した場合には、剛体１６の剛性率が大きいほど、剛体同士の衝突
は弾性衝突に近くなるので、運動エネルギーをロスすることがほとんどない。したがって
、熱変換層１２に衝突した時に振動に伴う剛体１６の運動エネルギーが熱変換層１２にお
いて効率良く熱に変換される。
【００２２】
　熱変換層１２で変換された熱は、蓄熱層１３に伝達されて蓄熱され、蓄熱層１３に蓄積
された熱は熱電変換素子２０との接触部まで伝達されて電気エネルギーに変換されて、電
気出力線２２１，２２２から取り出される。
【００２３】
　このように、本発明の発電デバイス１０に機械的振動を与えることにより、内部に収容
された剛体１６が熱変換層１２に衝突を繰り返し、熱を発生、蓄熱し、密閉容器１１の内
外の温度差により発電する。
【００２４】
　この場合、剛体１６は、その３次元運動において自身の共振をもたず運動できるため、
発電デバイス１０の発電効率が、外力によって生じる機械的振動の振動周波数の影響を抑
制できる。
【００２５】
　ここで、本発明の実施の形態の発電デバイスの性能を各種の前提条件のもとで評価する
。
（１）外力により与えられた最大の相対速度を１．０ｍ／ｓ、振動周波数が５０Ｈｚの定
常振動で衝突が１００回／ｓ、剛体の質量１０ｇ、密閉容器１１の内寸、即ち、熱変換層
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１２の内寸が１辺４ｃｍの立方体、断熱層１４の厚さが５ｃｍ、断熱層１４の熱伝導率が
０．００１０～０．００１３Ｗｍ－１Ｋ－１（金属シートを外壁とした断熱層の内部にグ
ラスファイバー繊維を断熱部材の外形形状を保持するように配置して真空引きした構造の
断熱部材）、また、熱電変換素子２０の性能指数ＺＴ＝１とする。この様な条件で、室温
付近で動作させる場合、時間当たりに熱に変換されるエネルギーは約１Ｗ、断熱層１４の
内表面と外表面との温度差が約０.４３℃の時、断熱層１４を経由して散逸する熱エネル
ギーは約１Ｗと計算でき、温度平衡状態になる。なお、簡易的には熱伝導率が０．０１～
０．００１Ｗｍ－１Ｋ－１範囲のＶａｃｕｕｍ Ｉｎｓｕｌａｔｉｏｎ Ｐａｎｅｌ（ＶＩ
Ｐ）と呼ばれる市販の断熱材パネルを用いることができる。
【００２６】
（２）上記の（１）の前提条件のうち、断熱層の厚さを２．５ｃｍとし、周波数を上げ３
００Ｈｚの定常振動数で衝突が６００回に変更した場合、時間当たりに熱に変換されるエ
ネルギーは約６Ｗになる。断熱層１４の内表面と外表面との温度差が約１.３℃の時、断
熱層１４を経由して散逸する熱エネルギーは約６Ｗと計算でき、温度平衡状態になる。
【００２７】
（３）放熱側が外気温度と同じで理想的な状態で、１.３℃が熱電変換素子２０の吸熱側
と放熱側の温度差Ｔｈ－Ｔｃに等しい場合、ＺＴ～１．０の熱電変換素子２０の変換効率
は約０.７２８％と換算されるので、面積が３ｃｍ２の熱電変換素子の場合、出力は約２
７０μＷと計算される。
【００２８】
（４）上記（３）の前提条件のうち、放熱効率が理想的でなく、放熱部材２１による放熱
の結果、吸熱側と放熱側の温度差が１．３℃の半分になる場合は、出力は約６７．５μＷ
となる。
【００２９】
（５）上記（３）の前提条件のうち、断熱層１４の厚さを０．５ｃｍとして閉鎖容器１１
を真空断熱、断熱壁面の熱放射率をアルミなどの金属表面の鏡面仕上げにより、０．１と
することで、温度差を１.０℃とした場合、真空断熱層の熱伝導は約１．８μＷ／ｍ２と
見積もられる。０．００１０～０．００１３Ｗｍ－１Ｋ－１の断熱層（０．２ｍｍ厚のス
テンレス鋼ＳＵＳ３０４等の金属シートを外壁とした断熱層の内部にグラスファイバー繊
維を断熱部材の外形形状を保持するように配置して真空引きした構造の断熱部材、 同様
熱伝導率の市販品例：Ｕ－Ｖａｃｕａ(熱伝導率０．００１２Ｗｍ－１Ｋ－１、パナソニ
ック株式会社 アプライアンス社製）)の熱伝導は２．５ｃｍ厚のとき０．０４８Ｗ／ｍ２

であるため、設計の最適化で断熱材の厚さを低減することができる。
【００３０】
　なお、このような発電デバイスを温度センサ、湿度センサ或いは振動センサ等のセンサ
及び送信器と組み合わせ、発電デバイスの出力をセンサ及び送信機の電源とすることによ
って、外部電源や電池を必要としないセンシングシステムを構築することができる。
【実施例１】
【００３１】
　次に、図２及び図３を参照して、本発明の実施例１の振動型発電デバイスを説明する。
図２は本発明の実施例１の振動型発電デバイスの概略的断面図であり、振動型発電デバイ
ス３０は、密閉容器３１と、密閉容器３１内に収容された一個のＹＳＺ球３６と、熱電変
換モジュール４０を備えている。熱電変換モジュール４０の放熱側には放熱効率を高める
ためにＡｌ放熱フィン４６を設ける。
【００３２】
　密閉容器３１は、熱変換層となるエラストマー層３２と、Ａｌ蓄熱層３３と開口部３５
を設けた断熱層筐体３４を備えており、開口部３５において、熱電変換モジュール４０の
吸熱側をＡｌ蓄熱層３３に接触するように設ける。なお、エラストマー層３２及びＡｌ蓄
熱層３３は横２つ割の部材で形成し、また、断熱層筐体３４はお茶缶のように端部が差し
込み構造となった横２つ割の部材で形成している。
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【００３３】
　エラストマー層３２の内寸は、直径４５ｍｍで高さが４５ｍｍであり、厚さは２５ｍｍ
である。Ａｌ蓄熱層３３は、厚さが２ｍｍであり、また、断熱層筐体３４の厚さは３０ｍ
ｍである。また、開口部３５のサイズは３ｍｍ×３ｍｍである。また、閉鎖空間内に収容
するＹＳＺ球３６の直径は１５ｍｍである。
【００３４】
　図３は、本発明の実施例１の振動型発電デバイスに搭載する熱電変換モジュールの説明
図であり、図３（ａ）は発電ユニットの斜視図であり、図３（ｂ）は熱変換モジュールの
透視斜視図である。図３（ａ）に示すように、発電ユニットは、１００μｍ×１００μｍ
×高さ２００μｍのＢｉ２Ｔｅ３からなるｐ型熱電変換材料部材４１と１００μｍ×１０
０μｍ×高さ２００μｍのＢｉ０.３Ｓｂ１．７Ｔｅ３からなるｎ型熱電変換材料部材４
２を真空ＥＢ蒸着により０．５μｍ厚さで形成したＮｉ膜またはＮｉ-Ｃｕ合金膜をイン
タフェース金属層として介在させ、インタフェース金属層とＣｕ膜からなる電極４３を融
点２００°以下のはんだ材料で加熱接合して形成する。このＣｕ膜は、この接合前に予め
アルミナ等の板厚０．２５ｍｍのセラミック板４４１，４４２上にスクリーン印刷法で配
線パターンを形成して、還元雰囲気で焼成して形成しておく。なお、図３（ａ）部分はｐ
型部材，ｎ型部材を各１個ずつから成る１対の熱電素子を示す。
【００３５】
　図３（ｂ）に示すように、このような発電ユニットをｐ型熱電変換部材４１とｎ型熱電
変換部材４２が交互に隣接するように配置して電極４３により直列接続させ、その上下に
セラミック板４４１，４４２を設ける。また、出力部となる最終端部の電極４３に電気出
力線４５１，４５２を接続し、熱電変換素子のモジュールとする。図３（ｂ）では、図示
の簡潔化のため、８対の場合を示しているが、例えば２００対とすることで、０．０７～
０．０８Ｖ／℃を得ることができる。２０ｍＶ以上あれば、電圧をＤＣ／ＤＣ昇圧コンバ
ータで通常の電子回路の所要の駆動電圧に応じ、例えば１～４Ｖに昇圧、定電圧出力を行
う。
【００３６】
　このように、本発明の実施例１においては、機械振動を閉鎖空間に収容したＹＳＺ球３
６の衝突運動に変換し、この運動エネネルギーをエラストマー層３２との衝突で熱に変換
している。したがって、どのような振動周期で振動している振動源に接触させてもその振
動周期の影響を受けずに効率良く電気エネルギーに変換することができる。
【００３７】
　なお、この実施例１においては、閉鎖空間を常圧の大気としているが、気体による振動
状態への影響を低減でき、気体と剛体間の運動干渉が低減でき、剛体形状と気体による共
振の発生を抑制できるので、真空状態にしたり、或いは、希ガス等の空気に比べて粘性の
少ない気体を封入しても良い。
【実施例２】
【００３８】
　次に、図４を参照して、本発明の実施例２の振動型発電デバイスを説明するが、この実
施例２の振動型発電デバイスは、上記の実施例１の振動型発電デバイスと基本構造は同一
であり、閉鎖空間内に収容する剛体の材料と個数が異なる。
【００３９】
　図４は、本発明の実施例２の振動型発電デバイスの概略的断面図であり、実施例１と同
様に、振動型発電デバイス３０は、エラストマー層３２、Ａｌ蓄熱層３３及び断熱層筐体
３４を備えた密閉容器３１と、断熱層筐体３４に設けた開口部３５に配置した熱電変換モ
ジュール４０を備えている。熱電変換モジュール４０の放熱側には放熱効率を高めるため
にＡｌ放熱フィン４６を設ける。但し、この実施例２においては、閉鎖空間内に直径が７
．１４ｍｍ（インチ呼び径９／３２）の炭素鋼球３７を複数個収容する。ここでは、収容
する炭素鋼球３７の個数は７個とするが、炭素鋼球３７のサイズ及び個数は密閉容器３１
の内部を可動できる範囲であれば良く、７．１４ｍｍ及び７個に限定されない。
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【００４０】
　本発明の実施例２においては、複数の炭素鋼球３７を収容しているが、炭素鋼球３７同
士の衝突は弾性衝突に近くなるので、運動エネルギーが球同士の衝突により熱エネルギー
へ変化する割合は、エラストマー層３２に衝突する場合に比べ少ない。一方、エラストマ
ー層３２に衝突した時に炭素鋼球３７の運動エネルギーはエラストマー層３２において、
相対的に効率良く熱に変換される。また、炭素鋼球３７が１個の場合に比べ、容器を動か
し、炭素鋼球３７が容器内壁に衝突したときの反力の方向や衝突タイミングを分散しやす
い。なお、炭素鋼球３７に代え、セラミックス材料のうち高破壊靱性（約５．０ＭＰａｍ
１／２）、高曲げ強度(１．０ＧＰａ以上)が得られるＹＳＺの球も用いることができる。
【実施例３】
【００４１】
　次に、図５を参照して、本発明の実施例３の振動型発電デバイスを説明するが、基本的
構成は上記の実施例１の振動型発電デバイスと同様であり、断熱層筐体の底部に粘着層を
設けたものである。
【００４２】
　図５は、本発明の実施例３の振動型発電デバイスの概略的断面図であり、実施例１と同
様に、振動型発電デバイス３０は、エラストマー層３２、Ａｌ蓄熱層３３及び断熱層筐体
３４を備えた密閉容器３１と、断熱層筐体３４に設けた開口部３５に配置した熱電変換モ
ジュール４０を備えている。熱電変換モジュール４０の放熱側には放熱効率を高めるため
にＡｌ放熱フィン４６を設ける。
【００４３】
　但し、この実施例３においては、断熱層筐体３４の底部に粘着層３８を設け、この粘着
層３８を保護するように剥離シート３９を設けたものである。使用時には、剥離シート３
９を剥離して、露出した粘着層３８により振動型発電デバイス３０を振動源に粘着すれば
良い。
【００４４】
　本発明の実施例３においては、予め粘着層３８を設けているので、振動型発電デバイス
を橋梁やモーター等の振動源に固定するときに、締め付け部材等の固定器具が不要になり
、ワンタッチで装着することができる。
【実施例４】
【００４５】
　次に、図６を参照して、本発明の実施例４のセンシングシステムを説明する。図６は、
本発明の実施例４のセンシングシステムの概念的構成図であり、振動源５０に対して振動
型発電デバイス３０を固定するとともに、センサ６１及び送信機６２を備えた警報モジュ
ール６０を固定する。また、このモジュール６０は、ＤＣ－ＤＣ昇圧コンバータと電圧レ
ギュレータと２次蓄電池ないし電気２重層キャパシタを実装した電源部、マイクロコント
ーラを搭載した制御回路部を備える。警報モジュール６０には電気出力線４５１，４５２

を介して振動型発電デバイス３０から電力を供給する。なお、ここでは、振動型発電デバ
イスとして、実施例３に示した振動型発電デバイス３０を用いて、粘着層３８を利用して
振動源５０に固定する。
【００４６】
　例えば、橋梁等の振動源５０に振動型発電デバイス３０を固定し、その振動を電気エネ
ルギーに変換する。センサ６１として、振動センサを用いた場合、振動源の振動とは異な
る地震による重力加速度の変動を検知し、その検出結果を地震情報として、送信機６２に
より橋を走行している車両に報知することができる。
【００４７】
　このように、本発明の実施例４においては、センシングシステムの電源として振動型発
電デバイスを用いているので、警報モジュール６０に対して外部電源を用意する必要はな
く且つそのために配線を設ける必要もなくなる。
【００４８】
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　なお、上記の実施例４においては、橋梁に設ける地震警報システムの電源として説明し
ているが、振動源はモーターや工作機械等でも良く、また、センサとして温度センサ或い
は湿度センサを用いても良い。この場合には、モーターや工作機械の局所的な箇所に振動
型発電デバイスと警報モジュールを固定することによって、局所的な温度管理や湿度管理
を簡便に行うことができる。
【００４９】
　ここで、実施例１乃至実施例４を含む本発明の実施の形態に関して、以下の付記を付す
。
（付記１）剛体と、前記剛体を可動な状態で収容する閉鎖容器とを備え、前記閉鎖容器は
、前記剛体の剛性率より剛性率が低く前記剛体の衝突エネルギーを熱に変換する熱変換層
と、前記熱変換層の外側の表面を覆う蓄熱層と、前記蓄熱層の外側の表面を覆うとともに
開口部を有する断熱層と前記開口部に設けられて前記蓄熱層に当接する熱電変換素子とを
備えることを特徴とする発電デバイス。
（付記２）前記剛体を複数収容することを特徴とする付記１に記載の発電デバイス。
（付記３）前記熱変換層が、エストラマーまたは粘弾性を有する高分子化合物からなるこ
とを特徴とする付記１または付記２に記載の発電デバイス。
（付記４）前記蓄熱層が、Ｃｕと同じまたはＣｕより比熱の大きな金属または合金からな
ることを特徴とする付記１乃至付記３のいずれか１に記載の発電デバイス。
（付記５）前記剛体が、炭素鋼またはイットリア安定化ジルコニアからなることを特徴と
する付記１乃至付記４のいずれか１に記載の発電デバイス。
（付記６）前記断熱層の外側の少なくとも一部に設けられた粘着層と、前記粘着層の表面
に設けられた剥離シートとを有することを特徴とする付記１乃至付記５のいずれか１に記
載の発電デバイス。
（付記７）振動源と、前記振動源に固定された付記１乃至付記５のいずれか１に記載の発
電デバイスと、前記発電デバイスを電源とするセンサ素子とを備えたことを特徴とするセ
ンシングシステム。
（付記８）振動源と、前記振動源に前記剥離シートを剥離した状態で前記粘着層により固
定された付記６に記載の発電デバイスと、前記発電デバイスを電源とするセンサ素子とを
備えたことを特徴とするセンシングシステム。
（付記９）前記センサ素子の検出結果を送信する送信機を備えており、前記送信機は前記
発電デバイスを電源としていることを特徴とする付記８に記載のセンシングシステム。
【符号の説明】
【００５０】
１０　発電デバイス
１１　閉鎖容器
１２　熱変換層
１３　蓄熱槽
１４　断熱層
１５　開口部
１６　剛体
２０　熱電変換素子
２１　放熱部材
２２１，２２２　電気出力線
３０　振動型発電デバイス
３１　密閉容器
３２　エラストマー層
３３　Ａｌ蓄熱層
３４　断熱層筐体
３５　開口部
３６　ＹＳＺ球



(9) JP 6019981 B2 2016.11.2

10

３７　炭素鋼球
３８　粘着層
３９　剥離シート
４０　熱電変換モジュール
４１　ｐ型熱電変換部材
４２　ｎ型熱電変換部材
４３　電極
４４１，４４２　セラミック板
４５１，４５２　電気出力線
４６　Ａｌ放熱フィン
５０　振動源
６０　警報器
６１　センサ
６２　送信機

【図１】 【図２】
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