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Thermoelectric Transducer via Off-Diagonal Thermoelectric Effect

車・工場・家庭など至る所で排出されている未利用廃

熱の大部分は200 ℃以下のいわゆる低品位廃熱で，蒸気，

排気，温水などの形態で有効に活用されないまま大量に

捨てられている。このような未利用廃熱を回収する技術

の一つとして，熱電変換技術が近年注目されている 1)。

熱から電気エネルギーへの変換はゼーベック効果に基

づいている 2)。熱電材料中に温度勾配∇T [K/m]が存在す

ると，それに伴い電界

が生じる。この比例係数S [V/K]をゼーベック係数とい

う。このほかに熱電変換の材料性能にかかわるのは，電

気抵抗率ρ[Ω m]，熱伝導率κ[W/m K]である。これらと

動作温度T [K]を組み合わせた

は熱電材料の無次元性能指数と呼ばれ，以下の関係のよ

うにZTが大きくなるほど熱電変換効率ηが向上するので

材料開発においては重要な指標とされている。

ここでTH [K]は高温部の温度，TC [K]は低温部の温度で

ある。また

は熱電材料のパワーファクターといい，単位温度差当た

りの発電電力に対応している。現在，ZTおよびPFが室温

付近において最も優れているのはBi2Te3系の材料であり，

それぞれZT~1，PF~40 μW/cm K2である。

第1図に，従来から用いられている熱電デバイスの最も

ポピュラーな構成を示す。互いにキャリアの極性が異な

るP型とN型の熱電材料を交互に並べ，電極接合を介して

電気的に直列，かつ熱的に並列になるよう構成されてい

る。このデバイスにおいて高温側から低温側へと熱流に

伴いキャリアが拡散するが，キャリアの極性が異なる材

料が交互に配置されているため，負荷を接続するなど閉

回路にした場合には電流が一定の方向に流れて，電力を

取り出すことができる。このデバイス構成はゼーベック
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熱を直接電気エネルギーに変換する熱電変換技術の研究が近年広く進められている。筆者らは，ビスマス

（Bi）／銅（Cu）からなる傾斜積層体および層状酸化物CaxCoO2薄膜において観測される，非対角熱電効果と呼ば

れる特異な現象について検討を行った。Bi/Cu傾斜積層体においては構成材料であるBiの1.5倍の熱電変換のパワー

ファクターを，CaxCoO2薄膜では600 mV/Kの検出感度を実現できることを実験により確認した。非対角熱電効果

を利用することにより，低温廃熱からの高出力発電や高感度の光検出が実現できる可能性がある。

Abstract
In recent years, thermoelectricity has been extensively studied for direct energy conversion from heat to electricity. We

investigated a novel phenomenon called "off-diagonal thermoelectric effect" in tilted Bi/Cu multilayer and layered-oxide CaxCoO2 thin
film. We experimentally confirmed that the thermoelectric power factor can be enhanced in a tilted Bi/Cu multilayer by a factor of 1.5
compared with constituent Bi, and in CaxCoO2 thin film, high radiation sensitivity of 600 mV/K was confirmed. Off-diagonal
thermoelectric effects have the potential to realize high-output generation from low-grade waste heat and highly sensitive detection of
radiation.
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第1図 従来の熱電デバイスの構成

Fig. 1 Conventional configuration of thermoelectric devices
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をΔVxとする。入出力の向きであるx軸およびy軸に沿っ

てゼーベックテンソルを書き直した場合，その非対角項

はSxy = 1/2 (S//-S⊥) sin 2αという有限の値をとる。ここで（1）

式を用いて起電圧を求めると，

となる。（6）式から，起電圧ΔVxを大きくするために以

下の条件が必要となる。

●材料のゼーベック係数の異方性 (S//-S⊥)が大きい

●温度差ΔTが大きい

●素子のアスペクト比l/dが大きい

●角度αが45 °に近い

非対角熱電効果による無次元性能指数およびパワーフ

ァクターは（2）式および（4）式を拡張して次のように

定義される。

第2章で述べたように，非対角熱電効果によって大きな

起電圧を得るためには材料異方性が大きいほど好ましい。

しかし，単一材料で大きな異方性をもつものは少なく，か

つ巨大な単結晶を作製することは技術的に困難である。大

きな異方性を有する材料を簡便に実現する1つのアプロー

チとして，筆者らはBiとCuという2種類の材料を用いて人

工的に構成された非対角熱電素子を作製し，その非対角

熱電効果の検証を行った。

係数がわずか数百μV/Kの熱電材料においても数Vオーダ

ーの実用的な電圧を得ることができる点で優れている。一

方，熱電変換の発電電力P [W]は変換効率ηと入熱量 JQ

[W]を用いてP = ηJQと表されるが，第1図のデバイス構

成では熱流が貫く全面に電極接合が配置されるため，接

合熱抵抗などにより熱流 JQが阻害され，結果として十分

な電力Pが得られないという問題も併せもっている。この

ような電極配置をとらざるを得ない理由は，用いる熱電

材料のゼーベック係数が方向依存性をもたず，生じる電

界の向きが常に熱流と平行になるためである。ここで熱

電変換によって生じる電界の向きが熱流の方向と異なる

ようなことができれば，熱の流れを妨げないような構成

で電極を配置し，多くの熱を流すことで大きな電力が得

られると考えられる。この実現手段として後述する非対

角熱電効果を検討した。

以下，第2章において非対角熱電効果の一般的な特徴を

説明し，その具体例として第3章でBi/Cu傾斜積層体を用

いた高出力の発電の可能性について議論し，第4章で層状

酸化物CaxCoO2を用いた高感度の熱線検出について述べ

る。

多くの熱電デバイスで用いられる熱電材料はさまざま

な方向を向いた多数の小さな結晶粒を固めてできた多結

晶体で，ゼーベック係数は方向依存性がなく等方的であ

る。一方，層状の結晶構造を有する材料の単結晶などに

おいては，特性に方向依存性が存在する。この場合，材

料に「異方性がある」と言い，ゼーベック係数は行列で

表現されるようなテンソルとなる。異方性材料では，こ

のゼーベックテンソルを介して（1）式と同様の関係で熱

流から電界への変換がなされるため，一般的にこれら熱

流と電流の向きは互いに異なる。

例として層状の異方性材料を考える。互いに直交する

層平行方向（//）と層垂直方向（⊥）に基底ベクトルをと

った場合のゼーベックテンソルは

のように表される。この時点でゼーベックテンソルの非

対角項は0である。

この材料を第2図（a）のように，層状構造とのなす角

がαとなるよう，長さl，厚さdの長方形に切り出したも

のが非対角熱電素子である。各辺の向きをそれぞれx軸，

y軸とし，y軸方向の厚さdに渡って温度差ΔTを加えたと

きに，素子のx軸方向における両端の間に生じる起電圧

2. 非対角熱電効果 y
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第2図 (a) 非対角熱電素子（Bi/Cu傾斜積層体）の外形図と (b) Bi/Cu傾

斜積層体の非対角パワーファクター

Fig. 2 (a) Schematic view of off-diagonal thermoelement (Bi/Cu tilted
multilayer) and (b) off-diagonal thermoelectric power factor of
tilted Bi/Cu multilayer

3. Bi/Cu傾斜積層体における非対角熱電効果

創・蓄・省エネルギー技術特集：非対角熱電効果を用いた熱電トランスデューサ
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よって定義されるもので，材料に対しては暗に均一な異

方性が仮定されている。したがって，不均一なBi/Cu傾斜

積層体の等価回路から求められる材料特性を用い，テン

ソル表示によって非対角パワーファクターを算出するこ

との妥当性は自明ではなく，別途検証する必要がある。

ここではBi/Cu傾斜積層体が発現する非対角熱電効果の

メカニズムと諸特性を明らかにするために，有限要素法

解析ツールであるANSYS® (注)を用いて直接法連成解析に

より温度分布と電位分布の計算を同時に行った 5)。解析

に用いた2次元モデルは，第2図（a）においてl = 26 mm，

d = 5 mm，α= 30 °，tBi = 0.24 mm，tCu = 0.56 mm，境界条

件として上側の長辺を21 ℃，下側の長辺を20 ℃，右側

の短辺を0 V，左側の短辺を等電位とした。xy平面の原

点は解析モデルの中心にとった。第3図（a）の温度分布

および第3図（b）の電位分布においては，高温および高

電位になるほど濃色で示されている。これを見ると上下

方向の温度勾配に対して，左右方向の電位勾配が生じる，

いわゆる非対角熱電効果が発現していることがわかる。第

3図（c）のy = 0における温度および電位のラインプロフ

ァイルにおいて，鋸刃状の周期的な温度分布と，それに

伴う電位の単調増加が見られる。この特異的な振る舞い

はy軸方向に加えた熱流がBi/Cu傾斜積層体内部で曲げられ

ていることを示している。

積層体の内部においては，構成材料が等方的な熱電性

能を有するため，熱流と電界の向きは常に平行である。し

かしながら，傾斜積層体が熱伝導率の巨大な異方性を有

すると同時に，入力される熱流の向きに関して非対称な

3.1 Bi/Cu積層体の巨大な異方性

今回用いたBiとCuは多結晶体であり，それぞれの材料

自体は等方的である。しかし，第2図（a）のように積層

体とし等価回路を計算すると，積層体のマクロな熱電特

性（ゼーベック係数 S，電気抵抗率ρ，熱伝導率κ）は以

下のように層平行方向（//）と層垂直方向（⊥）に関して

異方的になる。

ここでtはCuの厚さの割合tCu/(tBi+tCu)である。今回用い

たBiとCuの熱電特性は，第1表に示すように互いに大きく

異なっていて，SBi>>SCu，ρBi>>ρCu，κBi<<κCuの関係が

ある。これにより，積層体の熱電特性に巨大な異方性が

発現することとなる。

（7）式から（10）式を用いて第2図（a）のBi/Cu傾斜

積層体における非対角熱電効果によるパワーファクター

PFxyを推算した。積層体中のCuの厚さの割合tおよび傾斜

角度αを変数としてPFxyを示したのが，第2図（b）であ

る。結果よりα= 33°，t = 0.95の時にPFxyは最大とな

り，155 μW/cm K2もの値になる。これは構成材料であ

るBiのパワーファクター（34 μW/cm K2）の約4.6倍である。

このPFxyの増大については，Cuの割合が大きくなっても

ゼーベック係数Sxyの値は比較的維持されるのに対して，熱

伝導率κが増大する代わりに電気抵抗率ρを減少させる

ことができるというトレードオフの関係によるところが

大きいと考えられる。

3.2 有限要素法によるBi/Cu傾斜積層体の解析

3.1節では，等価回路に基づくマクロな材料異方性から

非対角パワーファクターPFxyの算出を行った。しかしゼー

ベックテンソルSは，本来（1）式のような微分方程式に

S
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第3図 有限要素法によって計算されたBi/Cu傾斜積層体の (a) 温度

分布，(b) 電位分布，(c) y = 0でのラインプロファイル，

(d) 電流－電圧および電力－電圧特性

Fig. 3 (a) Temperature and (b) voltage distributions, (c) line profiles at y = 0
and current-voltage and power-voltage characteristics obtained by
finite element analysis

（注）米国ANSYS社の登録商標
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構造を有することから，内部の熱流の向きは元々の入力

方向に対して曲がったものになる。この熱流の曲がりが

起源となり，熱流の入力の向きに対して垂直なx方向にも

有限の電位差が生じる，すなわち非対角熱電効果が発現

するのだと結論づけられる。

今回解析を行ったモデルおよび以下に説明する作製し

た試料は，第2図（b）において「×」で示されたパラメ

ータに相当する。等価回路での計算結果によれば非対角

パワーファクターは69.0 μW/cm K2であるが，本モデル

の解析結果では46.2 μW/cm K2となった。これはモデル

の両端では積層構造が途切れているのと同時に等電位と

なっており，この付近に限っては等価回路で得られた材

料異方性と状況が大きく異なっているためと考えられる。

したがって，実験によってBi/Cu傾斜積層体のパワーファ

クターを見積もり，等価回路での計算結果の妥当性を評

価するためには，この両端の寄与を取り除く必要がある。

3.3 Bi/Cu傾斜積層体の作製と評価

非対角熱電効果を実験的に検証するためにBi/Cu傾斜積

層体の作製を行った。まず周期的に開口部の空いた0.1 mm

厚の無酸素銅板を100枚重ねて拡散接合することにより，

傾斜したスリットを周期的に有するCuブロックを作製し

た。次に，このCuブロックと粒状のBiを入れた黒鉛るつ

ぼを，電気炉中で1 Pa程度の減圧下で450 ℃に加熱しBi

を溶融させた後，Arを導入し大気圧で溶融したBiをCuブ

ロックのスリット部に圧入した。最後に切削と研磨を行

い，第4図に示すようなBi/Cu傾斜積層体を得た。x方向の

電気抵抗率ρxxは15 μΩ cmであり，計算値の14.5 μΩ

cmと良い一致を示した。

Bi/Cu傾斜積層体の非対角熱電効果の評価のために，

電熱ヒーターを試料上部に，空冷したアルミヒートシ

ンクを試料下部に取り付けた。この際，前述した試料

両端の寄与を取り除くために，熱伝導性シートを介し

て試料中央の幅15 mmの範囲だけに温度差が付くよう

にした。このようにして測定された非対角ゼーベック

係数はSxy = 27.4 μV/Kで，（7）式より算出される非対角パ

ワーファクターは50.1 μW/cm K2となり，構成材料であ

るBi（34 μW/cm K2）の約1.5倍の値であった。すなわ

ち，等価回路による当初の目論見通り，Bi/Cu傾斜積層体

を構成することによる非対角熱電効果の発現を確認する

とともに，構成材料よりも大きなパワーファクターが得

られることが本実験により実証できた。

本章では層状酸化物CaxCoO2の薄膜において発現する非

対角熱電効果について述べる。CaxCoO2は，第5図のよう

に電子が移動しやすい良伝導性のCoO2層と電子が移動で

きない絶縁性のCa層とが交互に積層された結晶構造を有

しており，結晶内の方向によって熱電特性が大きく異な

る。先の検討と同様に非対角熱電効果を実現するために

は，さらにこの層状構造が基板に対して一様に傾斜した

構造を作り出さなければならない。

4.1 CaxCoO2傾斜エピタキシャル薄膜の作製

CaxCoO2の傾斜エピタキシャル（単結晶）薄膜はRF

（Radio Frequency）マグネトロンスパッタ法によって

単結晶サファイア（α-Al2O3）基板上に作製した
6)。基

板の面方位はn面（112‾3），S面（101‾1），r面（101‾2）の3

種を選択した。さらに，各面方位のサファイア基板上に

中間層としてFe2O3エピタキシャル薄膜を堆積したものと，

中間層を設けないものとで計6種類の基板を用意した。こ

の上に組成比Ca:Co=1:1の酸化物ターゲットを 5 Pa

（Ar:O2=96:4），基板温度450 ℃の作製条件下でスパッタ

し 膜 厚 150 nmの CaxCoO2を 成 長 さ せ た と こ ろ ，

CaxCoO2/Al2O3（r面）以外の試料では，第6図に示した

CaxCoO2/Fe2O3/Al2O3（r面）断面の透過電子顕微鏡（TEM

: Transmission Electron Microscope）像のように，基板面

に対して層状構造が一様に約58 °~72 °傾斜した薄膜を

作製することができた。

10 mm

第4図 作製したBi/Cu傾斜積層体

Fig. 4 Fabricated tilted Bi/Cu multilayer

CoO2

Ca

第5図 CaxCoO2の結晶構造

Fig. 5 Crystal structure of CaxCoO2

4. 層状酸化物CaxCoO2傾斜エピタキシャル薄膜における非対角熱電効果

創・蓄・省エネルギー技術特集：非対角熱電効果を用いた熱電トランスデューサ
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極間距離，膜厚を代入して膜厚方向の温度差を算出する

と0.0002 Kという微小なものであった。これは単位温度

差当たりの検出感度としては600 mV/Kに相当し，通常の

熱電材料では高々数百μV/Kであることから，この傾斜積

層薄膜を用いて高感度の光検出デバイスを実現できる可

能性がある。

筆者らは，Bi/Cuからなる傾斜積層体および層状酸化物

CaxCoO2薄膜において観測される，非対角熱電効果と呼ば

れる特異な現象について検討を行った。Bi/Cu傾斜積層体

においては，構成材料であるBiと比較して1.5倍の熱電変

換のパワーファクターを，CaxCoO2薄膜では600 mV/Kの

検出感度を実現できることを見いだした。非対角熱電効

果を利用することにより，低温廃熱からの高出力発電や

高感度の光検出，あるいは温度分布測定が実現できる可

能性がある。
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4.2 CaxCoO2薄膜の非対角熱電効果

作製したCaxCoO2/Al2O3（n面）薄膜において，層状構造

の傾斜方向（x）と傾斜方向に対して垂直方向（y）にそ

れぞれ発生する熱起電圧VxおよびVyを測定するために，第

7図（a）に示すように電極間距離 l = 6 mmの2対の金電

極を蒸着によって作製した。この試料の中央部に波長800

nm ~ 2000 nm，出力480 mWの近赤外線ランプをφ 8 mmに

集光して照射し，薄膜の膜厚方向に温度勾配を生じさせ

た。

第7図（b）は，近赤外線ランプを一定時間照射したと

きの熱起電圧Vx，Vyの変化を示したものである。ランプ照

射後，速やかに傾斜方向の起電圧Vxが約110 μVまで立

ち上がり，ランプ消灯後直ちに0 Vに戻るのに対して，

傾斜に対して垂直方向の起電圧Vyはランプ照射に対して

応答を示さなかった。また，第7図（c）に示すように，傾

斜角度αについて起電圧Vxがsin 2αに比例する傾向が見

られるが，これは（6）式で表される非対角熱電効果の特

性に従うものとなっていた。以上2点の特徴により，観測

された電圧は非対角熱電効果に基づくものと結論づけら

れる。

ここで，（6）式に既知のゼーベック係数，傾斜角度，電
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第7図 作製したCaxCoO2傾斜積層薄膜の (a)構成図と，(b) 近赤外線ランプを照射したときの層傾

斜方向（Vx）と層傾斜方向に対して垂直方向（Vy）の熱起電圧，(c) Vxの傾斜角度依存性

Fig. 7 (a) Schematic view, (b) voltage change along tilting direction (Vx) and perpendicular direction (Vy) and
(c) tilt-angle dependence of Vx of tilted CaxCoO2 thin films

第6図 r面Al2O3 基板上に作製されたCaxCoO2/Fe2O3薄膜の断面と，

CaxCoO2の層状構造を拡大した透過電子顕微鏡（TEM）像

Fig. 6 Cross-sectional TEM image of CaxCoO2/Fe2O3 thin film and
magnified view of layered structure of CaxCoO2

5. まとめ
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