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写真２　熱電素子 
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熱電素子 材料の素顔に迫る 
スイッチを切り替えれば冷蔵庫にも温蔵庫にもなるうえ、アウトドアならクルマの電源でも使用可。
運転音が静かという特徴も前述の２つと同じです。
コアとなる技術は別段目新しいものではありませんが、材料分野での進捗が新たな応用の可能性を拓きつつあります。

　今回のテーマは、 
代表的な使用用途は、本文でも紹介されている小型冷蔵庫やワインセラー。 

最近、通信販売でよく紹介されている小型温冷蔵庫にも使われています。 
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1. 熱電素子とは

写真1　熱電素子を利用したワインセラー（松下冷機㈱殿カタログより） 

CO2による地球温暖化のため、ロシアでは
ツンドラの永久凍土が溶け出し、凍土の上に
建てられた家屋が倒壊する事件が起きている。
また、南極の氷が溶けることによる海面の上
昇では、多くの国が水没の危機にさらされて
いる。あるいは、フロンガスによるオゾン層
破壊によって皮膚ガンの多発が心配されてい
る。このように、近年、地球規模での環境破
壊が深刻な問題になりつつある。そんな環境
意識の高まりとともに、最近、注目を集めて
いるのが熱電素子である。熱電素子は、高温
の物体のもつ熱エネルギーを、直接、電気エ
ネルギーに変換する機能を持っている。熱電
素子を利用すれば、現在、無駄に捨てられて
いる、工場のボイラーやゴミ焼却炉、あるい
は自動車の排気ガス等に含まれる大量の熱エ
ネルギーを有効利用することができ、CO２の
排出を抑制することができる。 
　熱電素子は、発電だけでなく、冷却も行う
ことができる。熱電素子を利用した冷却はオ
ゾン層の破壊を引き起こすフロンガスを全く
使わないため、地球環境にやさしい。コンプ
レッサを使わないため、小型で、まったく音
や振動を出さない冷蔵庫ができる。最近、電
気店で、冷蔵庫に似た「ワインセラー」なる
ものをみかけた方も多いと思うが、ワインセ
ラーにも熱電素子が使われている。今回は、
これまで、比較的なじみのうすかった熱電素
子について紹介します。 

 どんな材料でも、一端を加熱し、他端を冷
やして温度差をつけると電圧が発生する。こ
の電圧は、一般に、非常に小さいので、日常、
使用されるような電圧を得るためには、この
電圧を何段にも直列に積み上げる必要がある。
ｐ型半導体とｎ型半導体では、温度差を与え
たときに発生する電圧が反対負号になるので、
ｐ型半導体とｎ型半導体を交互に接続すると、
電圧がうまく足し合わさり、高い電圧が得ら
れる。このようにして、熱起電力を効率よく
取り出せるようにしたものが熱電素子である。
図１に熱電素子の構造を示す。写真２には、
市販されている熱電素子の外観写真を、写真
３には、熱電素子に使用されている熱電半導
体を示す。写真２に示した熱電素子には、写
真３の熱電半導体が64組使用されている。 
　熱電素子は、写真２に示すように１辺の長

さが、たかだか２㎝で重さが20ｇほどであ
るが、これを20Ｗの電源につなげば、それ
だけで容量が10rの小型冷蔵庫ができてしまう。
逆に熱電素子の片側を加熱し、反対側を冷や
してやれば、写真の赤（左）と黒（右上）の
ケーブル間に電圧が発生する。太陽光を集光
して熱電素子の片面を加熱し、反対側を水で
冷やすと太陽光発電ができる。 

最近、大型店では冷蔵庫コーナーの隣にワ
イン専用の冷蔵庫、ワインセラーが置かれて
いるのを見かける。ワインセラーは、ワイン
を飲み頃温度（６℃～16℃）に保存する保管
庫であり、温度が下がると加熱も行うため、
単なる「冷蔵」庫ではない。熱電素子は電流
の向きを変えることによって、冷却も加熱も
行えるので、温度制御は最も得意なところで
ある。普通の冷蔵庫では、外気温が設定温度
より下がるとお手上げである。ワインセラー
には、容量に合わせて数個から10数個の熱電
素子が使われている。振動、音が全くないと
いう点を利用して、ホテルのベッドの下に置
かれる小型冷蔵庫には、ずいぶん昔から熱電
素子が利用されているが、最近、一般家庭用
にも熱電素子を使った冷蔵庫が発売されてい
るので、冷蔵庫の運転音が気になる人にはお
すすめである。 

　さらに我々の目につかないところで、熱電
素子が大量に使用されているのが、光通信の
分野である。光通信に使用される半導体レー
ザーは、温度が変化すると発振波長が変化す
るため、一定温度に精密に制御する必要があ
る。しかも、一定距離ごとに光ファイバーに
取り付けて地中に埋めるため、小型で、高い
信頼性が要求される。そのような通信用半導
体レーザーの温度制御用には、熱電素子がま
さにうってつけである。光通信専用に寸法が
５㎜の小型素子が開発され、制御回路ととも
に光ファイバーに取り付けて土中（または水
中）に埋められている。 

熱電素子に使用される材料（熱電半導体）
には、当然ながら、熱エネルギーの電気エネ
ルギーへの変換効率が高いことが要求される
が、そのためには、次のような性能が要求さ
れます。まず、温度差を与えたときに発生す
る電圧は大きいほうがよい。温度差１℃当た
りの起電力（電圧）をゼーベック係数と呼ぶ
が、ゼーベック係数が大きくないといけない。
次に、電流が流れたとき電気抵抗が大きいと、
ジュール熱によってエネルギーが失われるの
で、電気抵抗は小さいほうがよい。また、熱
伝導が起きると、電気エネルギーに変換され
るべき熱エネルギーが熱のまま逃げてしまう
ので、熱伝導率は小さいほうがよい。結局、
熱電材料の特性は、性能指数と呼ばれる次式
で定義される量で支配される。 

　Ｚ＝α２σ/κ　［単位］＝1/絶対温度（Ｋ） 

ここで、αはゼーベック係数、σは電気伝導率、
κは熱伝導率である。現在までに得られてい
る最高の性能指数はBi２Te３系材料の３×10-３

/Ｋである。 
　熱電発電の効率は性能指数と、高温部と低
温部の温度差で決まる。図４に発電効率を示
す。性能指数が３×10-３/Ｋのとき、温度差が

500℃での発電効率は20％である。火力発電
の効率に比べると低いが、熱電発電には、大
型の発電所は不要であり、どんな小さな熱源
にでも、写真２に示したような熱電素子を取
り付けて発電を行える長所がある。 
　冷却の効率も性能指数と温度差によって決
まる（図５）。冷却効率は、低温側から吸収す
る熱量と消費する電力の比で定義される成績
係数を用いて表される。熱を奪って温度を下
げるわけだから、エネルギーを得すると思い
がちであるが、熱を奪うために余分なエネル
ギーが必要になるのである。コンプレッサー
の冷却効率は、コンプレッサーのグレードに
よっていろいろであるが、Bi２Te３の冷却効
率は、安物のコンプレッサーと同程度であり、
高級エアコンに使用されるような高効率コン
プレッサーにはまだおよばない。 

現在市販されている熱電素子は、ｎ型はBi２
（Te,Se）３、ｐ型は（Bi,Sb）２Te３を用いている。
市販熱電素子の組成分析結果を表１に示す。 
　Bi２Te３系材料は1960代に開発された材料

であるが、その後の多くの研究開発にもかか
わらず、冷却用材料として、この物質を超え
る特性を持つ材料は見つかっていない。一方、
Bi２Te３系材料は、200℃以上では性能指数が
低下し、かつ、材料の耐熱性が乏しいので、
高温発電用途には向かない。 
　熱電材料開発は1980年代には低調であっ
たが、1990年代に入って環境意識の高まり
とともに、再び新材料開発の機運が高まって
きた。性能指数を大きくするためにはα、σが
大きく、κが小さければよい。金属は電気伝
導率σが大きいがαが小さく、α２σの大きい
材料は半導体（重苛密度1019/㎝３）であること
が知られている。熱伝導率は電子による伝導
率と格子による伝導率の和になるが、電子密
度が小さいため大部分は格子による熱伝導で
ある。格子熱伝導率を下げるためには、軽い
元素で組み上げた強固なかごの中にゆるやか
に結合した重い元素を配置し、重い原子を「ゆ
りかごにゆられる」ようにゆっくり振動させ
るとよいことがわかってきた。そのようなゆ
りかご構造を図６に示す。かごをつくる材料
はシリコンやゲルマニウム、中に入る重い原
子はストロンチウムやバリウムなどである。 

アメリカのジェット推進研究所では、その指
導原理によって精力的に材料開発を行った。
その結果、開発された新材料がクラスレート
化合物とスクッテルダイト化合物である。こ
れらの材料は、400℃付近の温度域で、性能
指数２×10-3/ｋを持ち、発電用途への応用
展開が期待されている。また、これらの化合
物では、元素の組み合わせの自由度が大きい
ため、膨大な種類の材料が未開拓のまま残さ
れており、今後の開発が期待されている。地
球環境問題が新熱電材料によって解決される
日がやってくることを期待したい。 

写真３　熱電素子に用いられるBi2Te3系半導体 

熱電素子。 

2. 熱電素子の素顔
3. 熱電素子の用途

4. 熱電素子の効率

5. 新材料開発

　弊社では熱電材料の組成分析、電気抵抗率、熱伝
導率、熱起電力測定を行っております。また、熱電
材料の試作、受託開発も承りますのでお気軽にお問
い合わせ、ご相談ください。 

表１　市販熱電材料の誘導結合プラズマ（ICP） 
　　　発光分光分析法による組成分析結果 

製造メーカー 

A社 

B社 

半導体形式 

p型 

n型 

p型 

n型 

分析成分（モル％） 

Bi　　 

37.6 

9.1 

38.2 

9.5

Sb　　 

0 

29.7 

0 

29.6

Te　　 

59.9 

59.7 

58.1 

60.9

Se　　 

2.5 

1.5 

3.7 

0
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図３　光通信用レーザーダイオードの構造 
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図２　熱電素子を用いた太陽光発電 
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図１　熱電素子の構造 
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図４　熱電素子の発電効率 

図５　熱電素子の冷却効率 

図６　熱伝導率の小さな「ゆりかご」構造 

●お問合せはこちら

https://www.nstec.nipponsteel.com/contact2/

