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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱電変換材料を正負の電極となる両電極間に介在させ、両電極を電気的に短絡した構造か
らなり、熱電変換材料に接触する一方の電極側を低い温度の側とし、他方の電極側を高い
温度の側とするように、冷却を必要とする電子部品に接触させ、両電極間の温度差により
熱電変換材料に発生する熱起電力で電流を発生させ、その電流により高い温度の側を冷却
することを特徴とする電子部品の冷却装置。
【請求項２】
熱電変換材料として、ｐ型又はｎ型のいずれか、あるいはｐ型及びｎ型を交互に直列に組
み合わせて用いることを特徴とする請求項１記載の電子部品の冷却装置。
【請求項３】
請求項１又は２に記載の冷却装置を２個以上重ね合わせた構造をもつことを特徴とする冷
却システム。
【請求項４】
請求項１又は２に記載の冷却装置を一部に含むことを特徴とする冷却システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体集積回路素子等の熱発生を伴う電子部品の冷却装置、特に、熱電変換材
料を利用した冷却装置に関する。
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【０００２】
【従来の技術】
例えば、パソコンのCPUは発熱によって温度が上昇するのを防ぐためにアルミ製のフィン
の放熱板を貼り付けたり、場合によってはペルチェ素子に外部電源から電流を流して強制
的に冷却を行ったりしている（例えば、特許文献１，２）。また、熱電変換材料のゼーベ
ック効果による起電力を利用して冷却効果を高める工夫も知られている（例えば、特許文
献３，４，５，６）。
【０００３】
【特許文献１】
特開平９－１３９５２５号公報
【特許文献２】
特開２００２－５０７２７号公報
【特許文献３】
実公平７－１５１４０号公報
【特許文献４】
特開平７－２０２０９４号（特許第２７１０７５０号）公報
【特許文献５】
特開２００１－３０８３９５号公報
【特許文献６】
特開２００２－１５１８７３号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
冷却を必要とする電子部品から熱を効率よく逃がすための従来の手法としては、表面積を
増やすためにフィン状にした放熱板を取り付けることが行われている。しかし、フィンを
利用した放熱板だけではその放熱の能力が不足してきている。また、熱電変換材料を利用
した冷却システムとしては、ｐ型とｎ型の熱電変換材料を組み合わせたいわゆるπ型の構
造を持つぺルチェ素子に電流を流すことで、被対象物を冷却していた。
【０００５】
しかし、従来のペルチェ素子では、ｐ型とｎ型の両方の熱電変換材料が必要で、これらを
必ず一対に組み合わせて直列につないだ構造にする必要があった。そのため、p型とｎ型
の両方の材料を用意する必要があり、さらに、それらを組み合わせるため構造が複雑にな
り、製造コストが多大に必要であった。更に、冷却には外部から電流を流す必要があり、
ランニングコストも必要であった。
【０００６】
ゼーベック効果による起電力を利用して冷却効果を高める工夫も知られているが、これら
は外部電流の代わりに起電力を他の熱電材料に流してそのペルチェ効果を利用したり、フ
ァンモータや圧電振動子の駆動力に用いているため、それらを組み合わせる必要があるた
め構造が複雑になっていた。
【０００７】
すなわち、特許文献２～６ではｎ型とｐ型を両方用いた熱電変換素子の熱で発電した電力
を外部の充電器、ファン、圧電振動素子という外部負荷に接続してそれを冷却の補助に用
いている。発電を行うことで熱を奪い温度が下がると言うことも指摘されている場合もあ
るが、外部負荷（抵抗）に接続すると回路全体の抵抗が上がるために流れる電流が減少す
る。また、外部負荷では発電した電力を消費しているため、そこで再び熱に変換される分
が必ずあり、効率的とはいえない。特許文献２では冷却のためには外部から電力を供給す
る必要がある。特許文献４～６では制御回路等の電子回路が必要である。また、制御回路
のための電力が必要である。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記の課題を新しい冷却原理に基づいて解決したものであり、従来の電子部品
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の冷却装置に代替できる冷却装置又は従来の冷却装置と組み合わせて使用できる冷却装置
を提供するものである。
【０００９】
すなわち、本発明は、（１）熱電変換材料を正負の電極となる両電極間に介在させ、両電
極間を電気的に短絡した構造からなり、熱電変換材料に接触する一方の電極側を低い温度
の側とし、他方の電極側を高い温度の側とするように、冷却を必要とする電子部品に接触
させ、両電極間の温度差により、熱電変換材料に発生する熱起電力で、電流を発生させ、
その電流により高い温度の側を冷却することを特徴とする電子部品の冷却装置、である。
また、本発明は、熱電変換材料として、ｐ型又はｎ型のいずれか、あるいはｐ型及びｎ型
を交互に直列に組み合わせて用いることを特徴とする上記（１）の電子部品の冷却装置、
である。
また、本発明は、（３）上記（１）又は（２）の冷却装置を２個以上重ね合わせた構造を
もつことを特徴とする冷却システム、である。
また、本発明は、（４）上記（１）又は（２）の冷却装置を一部に含むことを特徴とする
冷却システム、である。
【００１０】
本発明の冷却装置を電子部品の温度が上がるところに取り付けておくと、対象物の温度が
上昇してくると、冷却装置の対象物に接している電極側は温度が上昇するが、熱電変換材
料に接触するもう一方の電極側は外気や水などの冷却媒体に触れているのでそれほど温度
が上がらずに、冷却装置の両側で温度差が自然に出来上がる。その時に自然に出来た温度
差によって冷却装置内に電流が流れて、冷却装置に接している温度の高いほうが冷却され
る。
【００１１】
【作用】
本発明の冷却装置の放熱作用を図１に示す一実施形態に基づいて原理的に説明する。この
実施形態は、板状の熱電変換材料１を板状の電極２、３で挟んで介在させ、正負の電極と
なる両電極間を導電線４などにより電気的に短絡した構造である。熱電変換材料１は、ど
のような材料でもく、ｐ型またはｎ型のどちらか一方だけ、あるいはｐ型及びｎ型を交互
に直列に組み合わせて用いる。この板状の冷却装置の下側の電極３の表面を半導体素子な
どの冷却を必要とする熱発生機器（図示せず）に接触させる。
【００１２】
放熱板の図において下側の温度は冷却を必要とする熱発生機器によって温度が上昇し、そ
の温度をTHとする。一方、放熱板の上側の電極２の表面は外気や水などの冷却媒体に曝す
ようにすると、上側の温度は下側ほど上昇せず、その温度をTLとすると、放熱板の上下の
電極２、３間にΔT＝TH－TLの温度差が生じることになる。
【００１３】
温度差が熱電変換材料１の上下の電極２と３の間に存在すると、ゼーベック係数をαとし
た時に
V＝α・ΔT
の起電力が生じることが知られている。
【００１４】
ここで、放熱板の上下の電極２，３間が電気的に短絡されていると、熱電変換材料１の抵
抗をｒとした時に、オームの法則により熱電変換材料１に下記Ｉの電流が流れる。
I＝V/r＝α・ΔT/r　・・・（１）
ｐ型の熱電変換材料を用いた場合は、熱電変換材料の内部では高温側から低温側へ電流が
流れる。ｎ型の場合は逆方向になるが、その場合はゼーベック係数の符号もマイナスにな
るため、いずれの場合でも高温側が冷却される。
【００１５】
熱電変換材料１に電流が流れると、熱電変換材料と電極の異種の導体間の接触部における
ペルチェ効果により一方の下電極３端は冷却され、もう一方の上電極２端は加熱される。
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また、内部抵抗のためジュール熱が発生し、熱電変換材料１全体が発熱する。これを式に
すると、冷却を必要とする熱発生機器に接している下電極３側では電流が流れることによ
り、下記の（２）式で示される熱が発生する。
I2・ｒ/２　－　α・Ｉ・ＴH　・・・（２）
これは、式（１）を代入して変形すると明らかであるが、必ず負の値になり熱が奪われ、
冷却される。
【００１６】
一方、放熱板の上電極２側では同様に（３）式で示される発熱が生じ、温度が上昇する。
I2・ｒ/２　＋　α・Ｉ・ＴH　・・・（３）
【００１７】
上記の各式で示したように冷却効果は電流量が多い方が良いため、外部負荷を接続して回
路全体の抵抗を増やしてしまうとその熱の発生している素子の冷却と言う観点では不利に
なる。もし、仮に、冷却装置の上下電極２、３を短絡せずに外部負荷を接続すると、流れ
た電流が外部負荷で消費されるために冷却装置で奪った熱を電気回路を用いて外部に放熱
することが可能であるが、その場合流れる電流量が減少するため、冷却効果は減少する。
【００１８】
【発明の実施の形態】
図１に、本発明の熱電変換材料として、ｐ型又はｎ型のいずれかを用いた冷却装置の構造
の一例を断面図で示す。
実際の電子部品の上部は平面になっている場合が多く、本発明の冷却装置としては、板状
構造が代表的なものであり、そのような板状構造の場合、一種の放熱板ということができ
るので、このような板状構造について以下、「放熱板」という用語を適宜用いる。ｐ型ま
たはｎ型の板状の熱電変換材料１を板状の上下電極２、３で挟んで介在させ、正負の電極
となる両電極２，３間を導電線４などにより電気的に短絡した構造をもつ。
【００１９】
電子部品に接触する電極側は接触面積を大きくする方が有利なので、電子部品に凹凸を設
けて電極面をその凹凸に沿った形状にして接触面積を大きくすることが望ましい。電子部
品とは反対側に関しても、例えば、フインや凹凸を付けたものやヒートパイプを用いるも
のなどにより冷媒との接触面積を大きくすることは効率よく放熱することになり電子部品
との接触側との温度差を大きくすることになり望ましい。冷却効果が得られるのは電極と
熱電変換材料との接触部分であるので冷却したい電子部品が広さをもっているので電極に
ついてもそれに応じた広さが必要である。反対側に関しては、電気抵抗を小さくするため
に、やはり広い面で接続する方が好ましい。
【００２０】
熱電変換材料は焼結体やインゴットから所定の形状に切り出したものを使用することが出
来る。熱電変換材料１は、どのような材料でもよいが、ゼーベック係数が大きいものがよ
く、更に好ましくはパワーファクターや性能指数が大きい方が良い。上記の式（２）から
、冷却効果を大きくするためには電流Ｉを大きくする必要があり、そのためには、式（１
）から、ゼーベック係数が大きく、熱電変換材料１の抵抗が小さく、正負の電極となる両
電極２，３間の温度差が大きい方がよいことが分る。ゼーベック係数は熱電変換材料１の
特性に依存するが、抵抗は大きさに依存するため、例えば、用いる熱電変換材料１の厚み
を薄くしていくことで、下げることが出来る。
【００２１】
熱電変換材料および電極の形状は冷却する熱発生機器の形状に合わせるほうが好ましく、
広い面積で熱発生機器に接触している方が良い。電極は出来るだけ広い面積で熱電変換材
料に接触している方が好ましく、硬い板に限らず、フレキシブルなフィルム状のものでも
よい。電極の外側には絶縁体フイルムやセラミック板などがあってもよい。また、電極と
しては、電極のある基板（電極がパターンニングされたセラミックスや絶縁フィルム）で
もよい。
【００２２】
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電極やあるいは電極が付随した基板は熱伝達機能を兼ねているので、電極の材料として好
ましい材料は、熱伝導性と導電性に優れた材料が好ましく、例えばＣｕ，Ａｌ，Ｎｉ，Ａ
ｇ、Ｐｔなどが考えられる。また、Ｃｕなどを用いる場合は酸化等を防ぐ目的でＡｕめっ
きやＮｉ／Ａｕめっきを施しても良い。電極材質に関しては高温側と低温側の材料を変え
ることも有効である。
【００２３】
電極と熱電変換材料との接合には、はんだやロウ剤を用いても良いが、電気的に低抵抗な
接合が得られる場合には機械的に押し付けるだけでも良い。はんだやロウ剤の材質は用い
る電極材料や熱電変換材料あるいは製造プロセスによって最適のものを選択する必要があ
るが、好ましくは低抵抗での接合が可能で、長期間の信頼性に富むものが好ましい。また
、熱電変換材料に直接スパッタや真空蒸着法、溶射法で電極を形成しても良い。また、ド
クターブレード法やゾルゲル法、スパッタ、蒸着法などを用いて直接電極上に熱電変換材
料を形成しても良い。
【００２４】
熱電変換材料の性能が大きくない場合は、図２に示すように、ｐ型とｎ型を少なくとも各
１個以上交互に直列に組み合わせた構造にしても良い。ｐ型とｎ型を同数組み合わせたπ
型の構造はごく一般的な熱電変換素子と同じである。熱電変換材料１を板状の上下電極２
、３で挟んで介在させ、両端の電極３，３間を導電線４などにより電気的に短絡した構造
をもつ。電極２、３は絶縁性基板（セラミックやフィルム）５、６上にそれぞれ形成され
ている。π型の場合は、両端の電極を短絡させるため、絶縁性基板６上に電極３形成と同
時に導電線４も作製することが出来、プロセスが簡単になる。しかも、その場合、配線の
ための接点が少なくなるため回路の電気抵抗を小さく出来、接続信頼性を高くすることが
出来る。
【００２５】
ｐ型及びｎ型を交互に直列に組み合わせた構造の熱電変換材料を用いる場合、冷却効果を
最大にする条件はｐ型やｎ型を単独で用いる場合と同じで、熱電変換材料としてはゼーベ
ック係数が大きく、抵抗値の小さいもの（抵抗率が小さいことはもちろんだが材料の厚み
を薄くすることも有効）を用いる。電極材料としても抵抗値の小さなものを用いる。そし
て、熱電変換材料と電極との接続に用いる材料（はんだやロウ剤）も電気抵抗の小さなも
ので接続信頼性の高いものを用いる。ただし、はんだやロウ剤の材料としては使用中に熱
電変換材料へ金属の拡散が見られることもあり、用いる熱電変換材料ごとに選択する。
【００２６】
放熱板を熱発生機器に取り付ける場合には熱伝導性を上げるために熱伝導性グリスなどを
用いる方が好ましいが、熱発生機器上に直接放熱板を形成しても良い。
【００２７】
上記のような構造の放熱板を２個以上重ね合わせた構造とした冷却システムとすれば、通
常は熱電変換材料の特性は温度依存性を持つため、冷却を必要とする熱発生機器に近い側
は高温域で熱電特性の大きい材料を用いた放熱板を使用し、冷却を必要とする熱発生機器
から離れたところでは低温域で熱電特性の大きくなる材料を用いるように、温度域それぞ
れで最適な材料の選択を行うことで、一個の放熱板で全温度域をカバーするよりも、全体
の冷却効率を上げることが可能になる。
【００２８】
上記のような構造の放熱板の放熱側に放熱フィンを取り付けたり、あるいはペルチェ素子
などの冷却装置を取り付けたりすることで、放熱板を一部に含むことを特徴とする冷却シ
ステムとすれば、温度差を大きく取り、冷却効率を上げることが可能になる。
【００２９】
実験例１
図１に示すような構造の放熱板を、ＢｉＴｅ系ｐ型熱電変換材料（縦４ｍｍ、横１０ｍｍ
、厚さ４ｍｍ）を電極の銅箔（厚さ４０μｍ）の間に挟んで介在させ、熱電変換材料と銅
箔の両表面をはんだを用いて接合することにより製作した。
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冷却を必要とする熱発生機器として面発熱ヒーターを用い、この放熱板の片面を面発熱ヒ
ーターの表面に接触させた。なお、放熱板の反対面には、高温側との温度差を大きく取る
ためにペルチェ素子により冷却するようにした。
ペルチェ素子に電流を流して冷却するとともに、ヒーターにＡＣ５０Ｖを印加し、ヒータ
ーと放熱板の間の接触箇所の温度をクロメル・アルメル熱電対により計測したところ、温
度は６２．５℃であった。
【００３０】
比較実験例１
図１の構造で上下の電極を短絡していないものを作製し、面発熱ヒーターに取り付けた以
外は実施例１と同じ条件で温度測定を行ったところ、温度は６４．０℃であった。
この実験結果により、正負の電極となる両電極を開放状態から短絡状態にすることで、６
４．０℃であった側の温度が約１．５℃下がることを確認した。
すなわち、本発明の放熱板からなる冷却装置の両表面側に温度差が存在ずると、ゼーベッ
ク効果により起電力が発生し、回路を短絡することで熱電変換材料に電流が流れ、ぺルチ
ェ現象により、高温側の温度が下がることを確認した。
【００３１】
実験例２
ＢｉＴｅ系ｐ型熱電変換材料に代えて、ＢｉＴｅ系ｎ型の熱電材料を用いて実験例１と同
じ条件で温度測定した場合も、正負の電極となる両電極を開放状態から短絡した場合の温
度は６６．５℃で、短絡していない場合の温度は６７．７℃であり、温度が１．２℃下が
ることを確認した。
【００３２】
実験例３
図２に示すような構造の放熱板として、（株）エコ・トゥエンティーワン製PV２－Sの端
子を短絡したものを使用した。冷却を必要とする熱発生機器として面発熱ヒーターを用い
、この放熱板の片面を面発熱ヒーターの表面に接触させた。放熱板の反対側には特に何も
つけず、自然に外気で冷却されるに任せた。ヒーターにＡＣ９０Ｖを印加し、ヒーターと
放熱板の間の接触箇所の温度をクロメル・アルメル熱電対により計測したところ、温度は
９９℃であった。
【００３３】
比較実験例２
実験例３で端子を短絡していないものを面発熱ヒーターに取り付けた以外は同じ条件で温
度測定を行ったところ、温度は１０１℃であった。
比較実験例３
実験例で端子間に外部負荷として２８Ωの抵抗体を接続した以外は同じ条件で温度測定を
行ったところ、温度は１０１℃であった。
【００３４】
この実験例３、比較実験例２、３の実験結果より、端子を開放状態から短絡状態にするこ
とで１０１℃であった温度がおよそ２℃下がり、外部負荷すなわち抵抗体を接続した場合
には温度変化が無いことを確認した。
【００３５】
【発明の効果】
本発明は、放熱板のような単一の素子からなる冷却装置を冷却を必要とする電子部品に単
に接合するだけで冷却効果が得られるので、制御回路が不要で構造が単純で、動作に外部
電力も必要としないため省エネルギータイプであり、さらにｐ型又はｎ型のみの熱電変換
素子でも可能であるから、製造コストやランニングコストの低減が図れるという顕著な効
果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明の熱電変換材料として、ｐ型又はｎ型のいずれかを用いた冷却装
置の構造の一実施形態を示す断面図である。
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【図２】図２は、本発明の熱電変換材料として、ｐ型及びｎ型を組み合わせたπ型を用い
た冷却装置の構造の一実施形態を示す断面図である。

【図１】

【図２】
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