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従来の熱電変換技術とその問題点

新技術（磁気熱電効果）の特徴

想定される用途

IoTセンサーの自立電源

数100℃の高熱源に対応した熱電変換素子

高精度・熱流センサー

実用化に向けた課題

企業への期待

アウトライン
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従来技術（ゼーベック効果）の問題点

上記問題を克服する革新的熱電変換技術が必要

電圧と熱流が平行

熱流電圧

高温

低温

p型
n型-

-
-

-+
+

+
+

熱電モジュール

作成素子数∝(長さ)2

接触抵抗∝(長さ)2

大面積化、フィルム化が困難

高い製造コスト

材料としての特性

毒性(Pb)、希少性(Te)

脆弱性 = 振動に弱い

高価

モジュールは
複雑な三次元構造
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新技術: 磁気熱電効果

ゼーベック効果ゼーベック効果

= ∆
: ゼーベック係数

自発磁化によりゼロ磁場で発電可能

温度勾配と垂直方向に発電

磁気熱電効果（異常ネルンスト効果）磁気熱電効果（異常ネルンスト効果）

= ∆
: ネルンスト係数

温度勾配と同じ方向に発電
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新技術の優位性 (１)

従来技術

垂直方向の
熱流での発
電は困難

傾斜積層
構造を用い
る必要あり

新技術では特別な構造は不要

熱源に沿うように展開可能
発電方向が熱流に垂直であるため、フィルム化、大面積化が容易

新技術

温水

(出典)Panasonicプレスリリース
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接触抵抗・プロセス数を低減できる

新技術の優位性 (２)

モジュール

従来技術 新技術（板状）

素子数

プロセス数

接触抵抗

２点面積に比例 長さに比例

新技術（帯状）
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新技術の優位性 (３)

ZT = 1で

従来技術：効率は20%未満

新技術：効率はカルノー効率～60%
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低温    300 K

新技術

従来技術

カルノー効率 ≡
発電効率 性能指数ZTで記述できる

同じ性能指数で従来技術より大きな発電効率
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新技術の優位性と現状の課題

1. 熱源に沿った発電が可能、フィルム化・大面積化が容易

2. 接触抵抗・プロセス数の低減

3. 効率が従来技術を超えるポテンシャル

発電方向が熱流に垂直

【問題点】従来の材料では発電量が非常に小さい

(SN~0.1 mV/K)

安全・安価な材料の選択が可能
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巨大磁気熱電効果の探索

これまでの熱電変換材料の研究はほぼ全て「ゼーベック効果」

「磁気熱電効果」の材料開発はこれまで未開拓だった。

19世紀後半からの経験則

磁性体の磁化Mは最大でも1 T

磁気熱電効果の頭打ち

磁
気

熱
電

効
果

Nature Physics 2017

= / = 4p M
：異常ネルンスト係数

磁気熱電効果Sjiは磁性体の

磁化Mで電子が曲げられて電場Ej

を生じる現象
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Mn3Sn

ワイル磁性体により新たな巨大熱電効果を発見

Co2MnGa
2018年7月

磁
気

熱
電

効
果

磁化から期待されるより数10~数1000倍大きな磁気熱電効果の発見

Nature Physics 2017

（波数空間の「仮想磁場」による増大）

新しい材料の発見➝ワイル磁性体

・Mn3Sn、 Mn3Ge、Co2MnGa 

~ 数100 T
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トポロジカルなバンド構造

通常のバンド構造

（例）シリコン

（出典）Wikipedia

波数空間上で電子の取りうる固有状態を描いたもの。
金属・絶縁体・半導体など電子の性質を知る上で重要な地図の役割。

フェルミエ
ネルギー

バンド
ギャップ

バンド構造とは？

放物線の形をしている（傾き（速度）＝０）

トポロジカルなバンド構造

（例）単層グラフェン

（出典）Phys Rev B 77, 035427 (2008).

フェルミエネルギーで直線で交わる
（有限の傾き）
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トポロジカルなバンド構造

通常のバンド構造

（例）シリコン

（出典）Wikipedia

波数空間上で電子の取りうる固有状態を描いたもの。
金属・絶縁体・半導体など電子の性質を知る上で重要な地図の役割。

フェルミエ
ネルギー

バンド
ギャップ

バンド構造とは？

放物線の形をしている（傾き（速度）＝０）

トポロジカルなバンド構造

（例）単層グラフェン

（出典）Phys Rev B 77, 035427 (2008).

フェルミエネルギーで直線で交わる
（有限の傾き、ディラックコーン）
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ワイル磁性体

グラフェンの「3次元」「磁性体」版と等価

ディラックコーンの交点（ワイル点）の間に
仮想磁場が発生 巨大異常ネルンスト効果

仮想磁場

~ 数100 T

ワイル点

E ky

kx

+−

X. Wan, A. M. Turner, A. Vishwanath, and S. Y. Savrasov, 2011

グラフェンと同様に様々な応用
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学術的な「ワイル磁性体」分野

急速な研究分野の成長

激しい世界的な研究競争

ワイル金属の論文数
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新機能材料：ワイル磁性体の特徴

強磁性体 (ex. Fe) ワイル磁性体

反強磁性体でも強磁性体でも、
磁化の大きさによらず大きな磁気熱電効果が発現

仮想磁場

②多彩な材料が選択可能 安全・廉価・高耐久性な材料を選択可

室温以上の高温で安全に利用でき、安価な材料

反強磁性体 (ex. Mn) 

①室温以上での巨大磁気熱電効果
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μW～mW
オーダー

Mn3Sn

ワイル磁性体

Co2MnGa

出
力

(
/

) 

最大出力 =
磁気熱電係数 ×温度勾配 ×体積×電気抵抗率 

ワイル磁性材料で期待される出力

ワイル磁性体

温度勾配:∇T=10℃/mm

Co2MnGa : 10 mW/10cc
Mn3Sn : 1 μW/10cc

室温でμW～mWオーダーの発電が可能

出力は磁気熱電係数の二乗に比例
磁気熱電係数(ネルンスト係数)S

電気抵抗率 ( ) 
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熱

発電

熱源に沿うように展開が容易

ワイル磁性体

想定される用途１・IoTセンサーの自立電源

熱電技術による市場を飛躍的に拡大

環境のモニタリング農業の自動管理体調管理
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max ⇒10 mW/10cc
(実際の出力の最大出力の1/10程度 )

電源に必要な 1 mW/10 ccを超える発電量が実現

ヒーター
V

水冷

熱電試料

温度勾配

Co2MnGaの最大目標値（理想値）
(ΔT=10℃, 厚さ 1mm)

想定される発電性能
（厚さ1 mm,面積100 cm2)）

・発電性能（総面積 100cm2、厚さ1 mｍ）
・出力密度: ~1mW/10cc

(温度差 10 K、温度配:∇T = 10℃/mm)
・開放電圧: 6 mV（長さに比例：調節可)
・耐圧温度: ~400℃ (転移温度以下)

想定される用途２・高温源の熱電モジュール
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想定される用途３・高精度熱流センサー

熱流センサーとは

・自動車エンジン周りの放熱と受熱

・電子部品の発熱量

・放熱材料の熱伝導

【利用例】

熱流を電圧に変換。
熱の流れを可視化。

3次元的構造

従来技術（ゼーベック効果）

感度 0.01 mV/W・m-2

Denso社ホームページより
(１×１cm2素子) 薄膜による試作デバイス

作製容易、フレキシブル化容易

1 cm

5 μm幅Mn3Sn

Cu

新技術（磁気熱電効果）

感度（理論値） 0.01 mV/W・m-2

単純・安価な熱流センサの作成が可能に

Denso社ホームページより
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想定される用途３・高精度熱流センサー

(現行) 熱流センサーは単価が数万円。
↑ ゼーベック材料を用いており、複雑なプロセスがコスト増

(本研究)異常ネルンスト熱流センサーでは千円以下
スピントロニクスで用いられている量産向け成膜装置を使用
シリコンウェーハ上に薄膜形成が可能

印刷技術の適用によりさらに簡便・安価にセンサー作成が可能に。
さらに大幅な価格の低減につながる。

既存のアイディアに留まらない応用を多数創出する
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想定される用途３・高精度熱流センサー

ある空間の壁面にメッシュ状に熱流センサーを配置
することで熱流や熱源の空間認識を行うことが可能
。

高密度農作物栽培や家畜生育の高精度温度管理

運転者認識

室内空調管理排気
ブレーキエンジン

タッチパネル
幼児用絵本

体温計
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実用化に向けた課題

①バルク試料を用いた高出力モジュール

・ IOTセンサー用独立電源
・ 高温（数100℃）の未利用熱での発電

∝体積：v = ltotal×w×t

・ 高感度熱流センサー

(求められる性能) 発電量P (W)

(求められる性能) 発電電圧 (V)
∝モジュール総長さ：ltotal

l
w

t

発電モジュールの大容量化・量産化

発電モジュールの薄型化・高集積化

②薄膜試料を用いた高出力電圧モジュール

電圧は薄いほど大

薄型化⇒熱容量低減
で、より高感度な測
定が可能
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実用化に向けた課題2

①バルク試料を用いた高出力モジュール

・IoTセンサー用独立電源
・高温（数100℃）の未利用熱による熱電発電

現状の開発状況

・ Co2MnGaにて、室温から400℃範囲で巨大発電を達成
現在、1対の熱電モジュール →

未解決

・大容量化(出力∝体積)とコスト削減
量産化：粉末化により解決可能

➝企業との協力を希望

・ ネルンスト係数の底上げ（さらなる増大）

➝シュミレーション&機械学習を駆使した物質開発を実施

発電量P (W)
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実用化に向けた課題3

②薄膜試料を用いた高出力電圧モジュール

起電力

熱流 低温

高温
自発磁化
＋仮想磁場

磁性材料

・高感度熱流センサー

現状の開発状況
・ Si基板上にてMn3Snの薄膜化に成功、

バルクに匹敵するネルンスト効果を確認
・ 高集積化を目指したモジュール作製に着手

未解決

・大面積・高集積化(電圧∝モジュール長)

・コスト削減：2次元プリント技術の開発

・フレキシブル基板への展開

・熱流検出装置の開発（電圧の増幅器、数値変換装置など）

➝企業との協力を希望

発電電圧 (V)
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企業への期待

・IOTセンサー用独立電源
・高温（数100℃）の未利用熱の熱電変換素子
・高感度熱流センサー

上記を開発中の企業には本技術の導入が有効

・熱電変換素子の高出力化→大容量化
１．粉末試料の技術により克服可能
→大型の粉末焼結技術を持つ企業との共同研究を希望
→粉末塗布技術・プリント技術を持つ企業との共同研究を希望

・熱電変換素子の高出力電圧化
２．高集積化(フォトリソ技術・プリント技術)により克服可能
→高集積化・量産化技術を持つ企業との共同研究を希望
→検出装置の開発技術を持つ企業との共同研究を希望
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本技術に関する知的財産権

１．熱電変換デバイス(特開2017-084854)
発明者:中辻 知、大谷 義近
出願人:国立大学法人東京大学
*Mn3Sn等の化合物に関する特許出願

２．熱電変換素子及び熱電変換デバイス(国際
出願番号:PCT/JP2018/025276)
発明者:中辻 知、酒井 明人
出願人:国立大学法人東京大学
*Co2MnGa等の化合物に関する特許出願
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お問い合わせ先

知財・ライセンス・共同研究に関するお問合せ先

株式会社東京大学TLO 竹埜 友祐

TEL：03-5808-7688

FAX：03-5805-7699

E-mail:takeno@todaitlo.jp


