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熱電の歴史は、1821 年 ゼーベック効果の発見に始まり古い。ではなぜ今熱電なのかというと、世

界の状況が変化し、地球規模で解決が求められる課題が増えてきたことと、課題解決の期待に応えうる

レベルにまで科学技術が進歩してきたことによる。熱電は、資源枯渇を意識したエネルギーの有効利用、

新たな自動車規制に向けた技術開発、超高齢化社会を支えるセンシング技術、など、多くの課題解決に

貢献するツールとなる可能性が高く、技術の深化が求められている。その技術を支えるナノテクノロジ

ーに関する知見は、アメリカ、EU、日本におけるナノテクノロジーに対する科学技術政策の後押しもあ

ってここ 10 年で発展してきた。こうした背景から今、熱電を市場に広く投入するという期待がかつて

ないほど高まっている。 

 

日本が材料科学に強いことは一般的によく言われており、特に、我が国のナノテクノロジー分野の

研究開発・技術水準は米国・EU と並んで優位にあるとの報告がある [1,2]。研究成果である論文に関し

ては、日本は、政府投資規模が少ない割には、基礎研究のアウトプットとしてのトップ 1 % 論文数が多

く、特にナノテクノロジー・材料において生産性が高いことが認識されている [2,3]。しかし、国際的に

は、他の多くの国が論文数・政府研究開発投資ともに伸びを示しているのに対して、日本は材料科学分

野を含めたいずれの分野においても論文数・政府研究開発投資ともに停滞が目立つ [2,3]。高インパクト

ファクターの雑誌を比較しても米国、EU の存在感は非常に大きいが、日本のシェアは 10 % 以下であ

る。しかし一方で、論文と比較して特許では日本の存在感は依然大きく [2,3]、市場における日本のポテ

ンシャルを窺うことができる。 

 

2012 年において、日本の輸出額は 798,620 百万米ドル [4] と世界トップレベルであるものの、輸

入額は  885,609 百万米ドル [4] であり、貿易収支は赤字となっている。(参考[4]：中国の輸出額

2,048,940 百万米ドル、アメリカの輸出額 1,545,710 百万米ドル、ドイツの輸出額 1,410,384 百万米ド

ル) 日本の輸出国としての地位はかつてほど安泰ではないが、日本は輸出額が大きく輸出依存度 

(13.4 % [4]、2012 年) が低いことを特徴としており、次世代の輸出産業を育てる余力を有する点で希望

がある。その日本の輸出の 85 % 弱を占めるのが、化学製品、工業製品、機械類、輸送用機器であり [4]、

科学技術や人材能力がベースとなっているものである。そのため、工業製品類の国際競争力の維持・向

上は必須であり、研究・開発力の向上、人材育成、雇用確保などの課題に対して対策が求められる。 

 

企業の研究開発投資は、2008 年のリーマンショックの影響から、生産量の低下に伴う利益の落ち込

みにより、減少した [2]。今後は、人口動態が変化し、超高齢化が進み、労働人口が減少することが確実

となる見込みで、生産性の低下が懸念される。これからは今にも増して、人的、および、知的なリソー
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スの適正配置と有効活用が求められる。こうした中、科学によって超高齢化社会を支えるような取り組

みも活発化している。例えば、介護ロボット、センサー、農業機器などはその代表例である。電気供給

やメンテナンスが不要な熱電は、1977 年に打ち上げられた NASA の無人宇宙探査機 Voyager の電源と

して用いられたことで知られ、40 年の稼動実績により高い信頼性が示された。さらに、無排出で環境汚

染の懸念のなく、人間の体温で発電が出来るため、超高齢化社会を支えるツールとして、期待が寄せら

れる。 

 

熱電の応用は、高齢化社会にとどまらない。工場、鉄鋼炉、焼却炉、火力発電所、などでは、相当

量の廃熱があり、これら廃熱の一部を有効に電気に変換できる材料を開発できれば社会に莫大な恩恵を

与える。また近年、比較的大きな太陽光熱を簡単に集光する技術も発達しており、再生可能エネルギー

利用の側面から、中高温熱電材料を利用した発電に期待が寄せられる。飛行機・船舶・自動車などの移

動体では、使用するエネルギーの 20 ％ 程度しかエネルギーが有効に使われていないことが知られてお

り、熱電によるエネルギー回収が盛んに検討されている。さらに、車の規制や元素制限など、コスト以

外の要素からの技術革新も進んでいる。その他、ビニールハウスの温度コントロールや屋根の開閉等、

農業用熱電、温水パネル、水を回すポンプ用の動力源等としての家庭用熱電、エネルギーハーベスティ

ングなど、熱電の応用は多岐に渡ると考えられる。 

 

こうした背景から、独立行政法人 物質・材料研究機構 (以下、NIMS) では、ゼーベック効果を利

用した熱電変換をテーマに NIMS 内外の関係者・研究者・ユーザとの議論を続け、積極的に活動してき

た。本報告書『熱電』は、これまでの活動に、熱電の現状や将来課題の分析を加え、推進すべき熱電材

料研究とは何かを考え、執筆された。その構成は次のとおりである。 

 

 

 

第 1部 熱電の現状と将来課題 

熱電の現状と将来課題を整理し、推進すべき熱電材料研究を考察。 

 

第 1章 熱電をめぐる環境 ：熱電とは何かの紹介。および、世界における熱電の状況、

日本の熱電状況について概要を述べる。 

第 2章 市場と熱電 ：熱電の市場状況を整理。その上で、期待される熱電市場

について考察する。 

第 3章 推進すべき熱電材料研究 ：熱電によって社会へもたらされる恩恵と、推進すべき熱

電材料研究を考える。 
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第 2部 熱電材料研究 

最近の熱電材料研究の整理、および、その課題解決に向けた材料研究の方向性を記述。 

 

第 1章 熱電研究動向 ：最新の熱電材料研究を整理する。 

第 2章 熱電技術動向 ：日米欧における熱電材料およびモジュールの研究開発動

向を紹介する。 

第 3章 熱電材料課題解決に向けて ：熱電材料の課題解決のために実施すべき研究を取り上げ

る。 

第 4章 熱電材料研究 ：熱電材料研究の各論を述べる。 

 

 

第 3部 おわりに 

本文中で述べられた内容に関して、応用分野別および地域別に熱電の動向をまとめた。その上で、

熱電の将来展開に向けて本報告書をまとめる。 

 

 

※ なお、第 1 部 第 1 章 2. 世界における熱電 の動向調査については、電気エネルギーを熱エネ

ルギーに変換できるペルチェ効果を利用した技術に関しても、ゼーベック効果を利用した技術

と表裏一体であり、熱電発電への適用の可能性を考えうることから、いずれの技術も含めて行

った。 

 

 

本報告書は、NIMS の企画・検討メンバーや、NIMS に在籍する研究者の協力を得て、熱電の現状

を客観的立場で調査・分析し、調査分析室が作成した。熱電の発展に、少しでも役に立てば幸いである。 

 

 

         調査分析室 
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【無機物質創製・設計】 

１．高性能化へ向けた原子構造レベルの材料設計指針 

森 孝雄  無機ナノ構造ユニット 

２．高性能化へ向けたナノ構造レベルの制御方法 

森 孝雄  無機ナノ構造ユニット 

３．安全安価な熱電材料を求めて～エネルギーハーベスティングのために～ 

辻井 直人  量子ビームユニット 

４．極限環境への応用に向けて 超高温/高温域の有望新規材 

森 孝雄  無機ナノ構造ユニット 
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【有機物質創製】 

５．有機材料の熱電への応用～ウェアラブル・フレキシブルな熱電材料を求めて～ 

竹内 正之  高分子材料ユニット 

６．金属錯体材料 ～配位結合を利用する自由度の高い物質デザイン～ 

樋口 昌芳  高分子材料ユニット 

 

【無機材料開発】 

７．環境に優しい熱電材料の開発 ~工場廃熱と自動車廃熱の回収をめざして~ 

磯田 幸宏  電池材料ユニット 

８．希薄に分散した低温廃熱の利用に向けて 

川上 博司  電池材料ユニット 

９．ハイブリッド熱電材料～フレキシブルな体温発電素子を目指して～ 

篠原 嘉一  電池材料ユニット 

１０．熱電発電の出力を高める材料技術～大きな温度差を上手に利用する～ 

篠原 嘉一  電池材料ユニット 

 

【有機材料開発】 

１１．低温廃熱回収に向けた材料開発 ～共役高分子系の有機熱電材料～ 

篠原 嘉一  電池材料ユニット 

 

【物質設計】 

１２．マテリアルキュレーションの熱電材料探索への活用 

吉武 道子  ナノエレクトロニクス材料ユニット 

 

 

第３部 おわりに 

川喜多 磨美子  調査分析室 

川島 義也  NIMSオープンイノベーションセンター 

 

 

APPENDICES  

川喜多 磨美子  調査分析室 

川島 義也  NIMSオープンイノベーションセンター 
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監修 

理事 

曽根 純一 

 

 

企画・編集 (50音順) 

調査分析室 

川喜多 磨美子 

村川 健作 

NIMSオープンイノベーションセンター (NOIC)  

川島 義也 

羽田 肇 

 

 

デザイン 

広報室 

 

 

 

 

 

本レポート [熱電] に関するお問い合わせ先 

 

独立行政法人 物質・材料研究機構 調査分析室  

〒305-0047 茨城県つくば市千現 1-2-1 

TEL: 029-859-2000 ( 代表) 

FAX: 029-859-2049  

e-mail: nims-rao@nims.go.jp 
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