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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの積層基板の間に配置されるＰ型熱電変換素子及びＮ型熱電変換素子を具備する熱
電変換モジュールであって、
　前記Ｐ型熱電変換素子は、
　　柱状のＰ型熱電変換部と、
　　前記Ｐ型熱電変換部の側面に設けられた絶縁体と、
　　前記Ｐ型熱電変換部の前記側面と異なる面である頂面上に設けられる拡散防止膜と、
を備え、
　前記Ｎ型熱電変換素子は、
　　柱状のＮ型熱電変換部と、
　　前記Ｎ型熱電変換部の側面に設けられた絶縁体と、
　　前記Ｎ型熱電変換部の前記側面と異なる面である頂面上に設けられる拡散防止膜と、
を備え、
　前記各積層基板は、
　　前記拡散防止膜を介して前記Ｐ型熱電変換部及びＮ型熱電変換部を電気的に接続する
配線層と、
　　前記拡散防止膜と前記配線層とを接合する接合材と、
を備え、
　前記Ｐ型又はＮ型熱電変換部の上側及び下側の頂面を結ぶ方向において、前記拡散防止
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膜の頂面は、前記絶縁体の上側及び下側の各頂面から突出し、
　前記方向において、前記絶縁体と前記配線層との間に間隙を有し、
　前記間隙には空気又はアルゴンが充填される、熱電変換モジュール。
【請求項２】
　前記各積層基板は、前記方向における前記拡散防止膜と前記配線層との間に設けられる
層間絶縁膜を更に備え、
　前記層間絶縁膜は、前記拡散防止膜上に位置する開口部を有する、
請求項１に記載の熱電変換モジュール。
【請求項３】
　前記方向と直交する第２方向における前記拡散防止膜の断面積は、前記第２方向におけ
る前記開口部の断面積よりも大きく、
　前記第２方向における前記Ｐ型及びＮ型熱電変換部の前記頂面の断面積は、前記第２方
向における前記拡散防止膜の断面積よりも大きい請求項２に記載の熱電変換モジュール。
【請求項４】
　前記各積層基板は、前記接合材の側面を囲う導電リングを更に備える請求項２又は３に
記載の熱電変換モジュール。
【請求項５】
　前記各積層基板は、前記開口部の周囲を囲うように、前記層間絶縁膜を貫通して設けら
れるリング状の孔を更に備える請求項２乃至４のいずれか一項に記載の熱電変換モジュー
ル。
【請求項６】
　前記方向と直交する第２方向における前記孔の断面積の総面積は、前記第２方向におけ
る前記層間絶縁膜の断面積の５０％以下である請求項５に記載の熱電変換モジュール。
【請求項７】
　前記層間絶縁膜の表面粗さは、前記絶縁体の表面粗さよりも荒い請求項２乃至６のいず
れかに記載の熱電変換モジュール。
【請求項８】
　前記層間絶縁膜の表面粗さと前記絶縁体の表面粗さとの差は、８０μｍ以上である請求
項７に記載の熱電変換モジュール。
【請求項９】
　前記Ｐ型及びＮ型熱電変換部は、Ｂｉ－Ｔｅ系材料を含み、
　前記絶縁体は、耐熱ガラスまたは石英を含み、
　前記層間絶縁膜は、イミド化合物またはアクリル樹脂を含む請求項２乃至８のいずれか
に記載の熱電変換モジュール。
【請求項１０】
　前記方向と直交する第２方向における前記拡散防止膜、前記Ｐ型及びＮ型熱電変換部、
及び前記開口部の断面の形状は、円形であって、
　前記方向と直交する第２方向において、前記拡散防止膜の外径寸法が、前記Ｐ型又はＮ
型熱電変換部の外径寸法よりも小さく、かつ、前記開口部の内径寸法が、前記拡散防止膜
の外径寸法よりも小さい請求項２乃至９のいずれかに記載の熱電変換モジュール。
【請求項１１】
　前記Ｐ型及びＮ型熱電変換部の上側及び下側の各頂面は、前記方向において、前記絶縁
体の上側及び下側の各頂面から突出し、
　前記Ｐ型及びＮ型熱電変換素子は、前記方向において、前記Ｐ型及びＮ型熱電変換部の
上側及び下側の各側面に間隙を有する、請求項１乃至１０のいずれかに記載の熱電変換モ
ジュール。
【請求項１２】
　前記方向と直交する第２方向において隣接する前記Ｐ型及びＮ型熱電変換素子の間を離
間する第２間隙を更に有する請求項１乃至１１のいずれかに記載の熱電変換モジュール。
【請求項１３】
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　２つの積層基板の間に配置されるＰ型熱電変換素子及びＮ型熱電変換素子を具備する熱
電変換モジュールであって、
　前記Ｐ型熱電変換素子は、
　　柱状のＰ型熱電変換部と、
　　前記Ｐ型熱電変換部の側面に設けられた絶縁体と、
　　前記Ｐ型熱電変換部の前記側面と異なる面である頂面上に設けられる拡散防止膜と、
を備え、
　前記Ｎ型熱電変換素子は、
　　柱状のＮ型熱電変換部と、
　　前記Ｎ型熱電変換部の側面に設けられた絶縁体と、
　　前記Ｎ型熱電変換部の前記側面と異なる面である頂面上に設けられる拡散防止膜と、
を備え、
　前記各積層基板は、
　　前記拡散防止膜を介して前記Ｐ型熱電変換部及びＮ型熱電変換部を電気的に接続する
配線層と、
　　前記拡散防止膜と前記配線層とを接合する接合材と、
を備え、
　前記Ｐ型又はＮ型熱電変換部の上側及び下側の頂面を結ぶ方向において、前記拡散防止
膜の頂面は、前記絶縁体の上側及び下側の各頂面から突出し、
　前記方向において、前記絶縁体と前記配線層との間に間隙を有し、
　前記間隙には、減圧された気体が充填される、熱電変換モジュール。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、熱電変換モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱電変換モジュールが備える熱電変換素子の構成として、例えば、中空筒状の絶縁体の
内部にＰ型又はＮ型熱電変換部が充填して構成されるＰ型又はＮ型熱電変換素子がある（
例えば、特許文献１参照。）。上記のようなＰ型及びＮ型熱電変換素子は、例えば、上記
Ｐ型及びＮ型熱電変換部が、電気的に互いに直列接続される。
【０００３】
　ここで、上記の熱電変換モジュールの両面に温度差を設けると、当該温度差の高温側の
一方の面から低温側の他方の面へ熱流が発生する。当該熱流がＰ型及びＮ型熱電変換素子
を流れると、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子の両端の温度差に比例した電圧が発生する現象（
ゼーベック効果）により、電力が発生する。また、上記のＰ型及びＮ型熱電変換部は、そ
の周囲が絶縁体に覆われている。そのため、隣接するＰ型及びＮ型熱電変換部の間の電気
的短絡を防止することができ、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子のピッチを最小限に抑制して高
密度に配置できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１２／０６６７８８号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記の熱電変換モジュールの構成において、温度差を設けたとき、当該温度差
により発生する熱流は、Ｐ型及びＮ型熱電変換部の側面を覆うように配置される上記絶縁
体にも伝わる。そのため、Ｐ型及びＮ型熱電変換部に流れる熱量が減少し、熱電変換モジ
ュールの熱電変換効率が低下するという課題がある。



(4) JP 5696261 B1 2015.4.8

10

20

30

40

50

【０００６】
　例えば、当該熱電変換素子の短手方向におけるＰ型及びＮ型熱電変換部の断面積と絶縁
体の断面積との比率が１：１であって、Ｐ型及びＮ型熱電変換部の熱伝導率が１．４Ｗ／
ｍＫ、絶縁体の熱伝導率０．６Ｗ／ｍＫの場合、Ｐ型及びＮ型熱電変換部に流れる熱量は
約４０％程度低下する。
【０００７】
　本開示は、上記の課題を解決するものであり、絶縁体に流れる熱量を抑制して、Ｐ型及
びＮ型熱電変換部に流れる熱量を増大させ、熱電変換効率を向上させることができる熱電
変換モジュールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本開示に係る熱電変換モジュールは、２つの積層基板の間
に配置されるＰ型及びＮ型熱電変換素子を具備する熱電変換モジュールであって、
　前記Ｐ型熱電変換素子は、
　　柱状のＰ型熱電変換部と、
　　前記Ｐ型熱電変換部の側面に設けられた絶縁体と、
　　前記Ｐ型熱電変換部の前記側面と異なる面である頂面上に設けられる拡散防止膜と、
を備え、
　前記Ｎ型熱電変換素子は、
　　柱状のＮ型熱電変換部と、
　　前記Ｎ型熱電変換部の側面に設けられた絶縁体と、
　　前記Ｎ型熱電変換部の前記側面と異なる面である頂面上に設けられる拡散防止膜と、
を備え、
　前記各積層基板は、
　　前記拡散防止膜を介して前記Ｐ型及びＮ型熱電変換部を電気的に接続する配線層と、
　　前記拡散防止膜と前記配線層とを接合する接合材と、
を備え、
　前記Ｐ型又はＮ型熱電変換部の上側及び下側の頂面を結ぶ方向において、前記拡散防止
膜の頂面は、前記絶縁体の上側及び下側の各頂面から突出し、前記方向において、前記絶
縁体上に間隙を有する。
【発明の効果】
【０００９】
　本開示に係る熱電変換モジュールによれば、絶縁体に流れる熱量を抑制して、Ｐ型及び
Ｎ型熱電変換部に流れる流量を増大させ、熱電変換効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本開示の実施の形態１に係る熱電変換モジュールの断面構造を示す縦断面図。
【図２】図１の熱電変換素子の上側頂面の近傍を拡大して示す縦断面図。
【図３】実施の形態１に係る熱電変換モジュールの一製造工程を示す図。
【図４】実施の形態１に係る熱電変換モジュールの一製造工程を示す図。
【図５】実施の形態１に係る熱電変換モジュールの一製造工程（基板準備工程）を示す縦
断面図。
【図６】実施の形態１に係る熱電変換モジュールの一製造工程（はんだ印刷工程）を示す
縦断面図。
【図７】実施の形態１に係る熱電変換モジュールの一製造工程（素子実装工程）を示す縦
断面図。
【図８】実施の形態１に係る熱電変換モジュールの一製造工程（基板実装工程）を示す縦
断面図。
【図９】実施の形態１に係る熱電変換モジュールの一製造工程（リフロー工程）を示す縦
断面図。
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【図１０】実施の形態２に係る熱電変換モジュールの断面構造を示す縦断面図。
【図１１】実施の形態３に係る熱電変換モジュールの断面構造を示す縦断面図。
【図１２】図１１の熱電変換素子の上側頂面の近傍を拡大して示す縦断面図。
【図１３】実施の形態４に係る熱電変換モジュールの断面構造を示す縦断面図。
【図１４】実施の形態５に係る熱電変換素子の平面構造を示す平面図。
【図１５】図１４のＸＶ－ＸＶ線に沿った縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本開示の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、この説明に
おいて、実質的に重複する部分の詳細な説明については省略する。
【００１２】
（実施の形態１）
　１．構成について
　１－１．熱電変換モジュールの全体構成について
　まず、図１を用い、実施の形態１に係る熱電変換モジュールの全体構成について説明す
る。図１は、実施の形態１に係る熱電変換モジュール１００Ａの断面構造を示す縦断面図
である。図１に示すように、熱電変換モジュール１００Ａは、互いに対向するように配置
される上側及び下側の２つの積層基板９０と、上記２つの積層基板９０の間にその両端部
を挟んで配置される複数のＰ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０と、を備える。
【００１３】
　１－１－１．積層基板９０の構成について
　図１に示すように、上側及び下側の各積層基板９０は、伝熱体１０６と、絶縁板１０３
と、導電体１０１と、層間絶縁膜１０４と、接合材１０２とを備える。
【００１４】
　伝熱体１０６は、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の上側及び下側の各頂面を
結ぶ方向（以下、「長手方向」という。）において、各積層基板９０の最も外側に設けら
れる。伝熱体１０６は、本実施の形態１では、例えば、セラミック基板等を用いる。また
、伝熱体１０６として、面方向への熱拡散性の観点から、例えば、Ｃｕ、Ａｌ、Ｆｅのい
ずれかを含む金属体やグラファイト等を用いてもよい。
【００１５】
　絶縁板１０３は、各積層基板９０中において各伝熱体１０６上に設けられる。絶縁板１
０３は、例えば、厚さが１０μｍ以下のポリイミド製のフィルム等を用いることが可能で
ある。また、絶縁板１０３として、上記ポリイミド製のフィルムを用いた場合、熱電変換
モジュール１００Ａのフレキシブル性が向上し、曲面からの受熱の観点において好ましい
。さらに、絶縁板１０３としてポリイミド製のフィルムを用いた場合、絶縁板１０３の外
側に、本実施の形態１のように熱伝導性の高い伝熱体１０６を備えてもよい。熱伝導性の
高い伝熱体１０６を用いると、面方向への熱拡散性と剛性がより高まり、より好ましい。
【００１６】
　導電体（配線層）１０１は、長手方向と直交する方向（以下、「短手方向」という。）
に隣接するＰ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０を電気的に接続（本実施の形態では
互いに直列接続）するように、各積層基板９０中においてＰ型及びＮ型熱電変換素子１１
０、１２０の上面側及び下面側にそれぞれ設けられる。導電体１０１の材料としては、例
えば、Ｂｉ、Ｃｕ、Ｓｂ、及びＩｎの二以上を含む合金等を用いることが可能である。
【００１７】
　層間絶縁膜１０４は、長手方向において導電体１０１と筒１１２、１２２との間に、後
述する間隙１３０（図１において図示せず）を介して各積層基板９０に設けられる。また
、後述するように、層間絶縁膜１０４は、筒１１２、１２２へ到る熱経路の熱抵抗を高め
る目的で設けられる。層間絶縁膜１０４は、例えば、イミド化合物又はアクリル樹脂等に
より形成される。熱抵抗をさらに高めるために、層間絶縁膜１０４の表面に所定の凹凸を
設けることにより、筒１１２、１２２と層間絶縁膜１０４との接触面積を小さくすること
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が有効である。より具体的には、層間絶縁膜１０４の表面に設ける表面粗さは、筒１１２
、１２２の表面粗さより大きいことが好ましい。これは、層間絶縁膜１０４から筒１１２
、１２２への熱の流入を防ぐためである。層間絶縁膜１０４の表面粗さは、例えば、０．
１ｍｍ以上であることが好ましい。また、筒１１２、１２２と層間絶縁膜１０４との表面
粗さの差は、８０μｍ以上であることが、熱の流入を抑制するのに効果的であることを発
明者らは見出している。ここで、表面粗さとは、１μｍ２当りの中心線平均荒さＲａをい
う。
【００１８】
　接合材１０２は、拡散防止膜１０５上に対応する位置の各層間絶縁膜１０４に形成され
る各開口部１０４ａ（図１において図示せず）内に設けられ、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子
１１０、１２０と各積層基板９０とを接合する。接合材１０２は、本実施の形態１では、
Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１からの電流を導電体１０１へ導くための半田であ
る。これに限られず、接合材１０２は、例えば、Ｓｎ、Ｐｂ、Ａｇ、Ｂｉ、Ｉｎ、Ｓｂ、
Ａｕのいずれかを含む単金属又は合金等を用いることが可能である。
【００１９】
　１－１－２．Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の構成について
　次いで、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０は、図１に示すように、柱状のＰ型
及びＮ型熱電変換部１１１、１２１と、筒１１２、１２２と、拡散防止膜１０５と、をそ
れぞれ備える。
【００２０】
　Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１は、その両端に温度差を生じさせると起電力が
生じる所定の熱電変換材料で形成された柱状の部材である。Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１
１、１２１として、本実施の形態１では、常温から５００Ｋの温度域で高い起電力を持つ
Ｂｉ－Ｔｅ（ビスマス－テルル）系材料を用いる。Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２
１は、使用時に存在する温度差に応じて選択することができる。例えば、温度差が常温か
ら８００Ｋの範囲であればＰｂ－Ｔｅ（鉛－テルル）系を、前記温度差が常温から１，０
００Ｋの範囲であればＳｉ－Ｇｅ（シリコン－ゲルマニウム）系を用いることができる。
【００２１】
　Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１は、上記熱電変換材料に、適当なＰ型又はＮ型
のドーパントを添加して形成することができる。Ｐ型熱電変換部１１１を得るためのＰ型
のドーパントとしては、例えばＳｂが挙げられる。Ｎ型熱電変換部１２１を得るためのＮ
型のドーパントとしては、例えばＳｅが挙げられる。これらのＰ型又はＮ型のドーパント
の添加によって、熱電変換材料は混晶を形成する。したがって、これらのＰ型又はＮ型の
ドーパントは、例えば「Ｂｉ０．５Ｓｂ１．５Ｔｅ３」や「Ｂｉ２Ｔｅ２．７Ｓｅ０．３

」のような組成式で表される程度の量で添加される。また、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１
１、１２１の形状は、素子の生産性や熱電変換材料の結晶方位を筒の軸方向に揃える観点
から、多角柱や円柱が好ましい。さらに、脆性である熱電変換材料からなる熱電変換部１
１１、１２１の割れを防ぐ観点から、角への応力集中を抑制できる円柱がより好ましい。
【００２２】
　Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の長手方向における長さＬは、Ｐ型及びＮ型熱
電変換部１１１、１２１の両端に適度な温度差を生じさせる観点から、例えば０．３ｍｍ
～２．０ｍｍの範囲内であることが好ましい。
【００２３】
　Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の短手方向における断面積は、小さ過ぎると熱
電変換部が破壊され、一方で大き過ぎると熱電変換モジュール１００Ａの単位面積当たり
の熱電変換素子数が減少して性能低下につながる。そのため、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１
１１、１２１の短手方向の断面積は、例えば、０．１ｍｍ２～４ｍｍ２の範囲内であるこ
とが好ましい。
【００２４】
　筒（絶縁体）１１２、１２２は、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の側面を囲う
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ように設けられる。筒１１２、１２２は、耐熱性と絶縁性とを有する絶縁材料で形成され
、両端に開口する空洞を有する部材である。筒１１２、１２２の形状は、例えば、円筒、
多角筒、及び角にＲを持つ多角筒等とすることができる。筒１１２、１２２の材料として
は、例えば、シリカ、アルミナ等の金属酸化物、耐熱ガラス、石英等が挙げられる。また
、筒１１２、１２２の材料は、耐熱性の観点によれば石英が好ましく、さらに製造コスト
を考慮すると耐熱ガラスが好ましい。また、筒１１２、１２２の切断面の表面粗さは、後
述するＰ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０を形成する際に、ワイヤーソーやダイサ
ー等で切断するため、例えば、１０μｍ～２０μｍの範囲となる。
【００２５】
　筒１１２、１２２の短手方向の断面積が、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の短
手方向の断面積に比較して小さい場合には、熱電変換モジュール１００Ａの全体に占める
Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の断面積率を大きくできる。これによって、熱電
変換モジュール１００Ａの熱電変換性能が向上する。一方で、筒１１２、１２２の短手方
向の断面積が、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１のそれに比較して小さ過ぎる場合
には、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の機械的強度の低下を引き起こす。その
ため、筒１１２、１２２の短手方向の断面積は、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１
の短手方向の断面積と比較して、例えば、０．２倍～１．７倍の範囲内であることが好ま
しい。
【００２６】
　拡散防止膜１０５は、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の上側及び下側の各頂面
上に設けられる。また、拡散防止膜１０５は、接合材１０２中の成分がＰ型及びＮ型熱電
変換部１１１、１２１へ拡散することを防止するために設けられる。拡散防止膜１０５と
して、本実施の形態１では、Ｎｉを用いる。これに限られず、拡散防止膜１０５としては
、例えば、Ｎｉ、Ｍｏ、Ｔｉ、Ｗのいずれかを含む単金属又は合金等を用いることができ
る。また、拡散防止膜１０５は、Ｎｉ又はＭｏを用いてもよい。
【００２７】
　また、本実施の形態１に係る熱電変換モジュール１００Ａは、短手方向において隣接す
るＰ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の間を離間する間隙（第２間隙）１４０を更
に有する。
【００２８】
　１－２．Ｐ型及びＮ型熱電変換素子の頂面の近傍の構成について
　次に、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の頂面の近傍の構成について説明する
。図２は、図１のＰ型熱電変換素子１１０の上側頂面の近傍を拡大して示す縦断面図であ
って、図１において囲って示す部分を拡大している。ここでは、図２を用い、Ｐ型熱電変
換素子１１０の上側頂面の近傍の構成を例に挙げて説明する。
【００２９】
　図２に示すように、Ｐ型熱電変換素子１１０は、長手方向において筒１１２と層間絶縁
膜１０４とが所定の間隔（実質的に拡散防止膜１０５の膜厚ＴＡ）を有して離間する間隙
１３０を有する。図２に示すように、拡散防止膜１０５は、実質的にＰ型熱電変換部１１
１の頂面上のみに設けられ、筒１１２の頂面を覆わない。このため、筒１１２と層間絶縁
膜１０４との間には、拡散防止膜１０５の膜厚ＴＡ分の間隙１３０が形成される。換言す
ると、拡散防止膜１０５の頂面は、長手方向において、筒１１２の上側及び下側の各頂面
から突出する。その結果、Ｐ型熱電変換素子１１０は、長手方向において、筒１１２上に
間隙１３０を有する。
【００３０】
　また、この間隙１３０には、本実施の形態１では、空気が満たされる。しかし、空気に
限られず、間隙１３０には、例えば、減圧された（負圧の）空気等の気体が満たされてい
る（充填されている）のが好ましい。減圧された気体の熱伝導率は低いからである。また
一般的な乾燥空気よりも熱伝導率の低いアルゴンガス等の所定のガスが満たされてもよい
。所定のガスが、減圧されたアルゴンガスであればなお良い。さらに、間隙１３０は、例
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えば、断熱効果のより高い真空であるのがより望ましい。後述するように、この間隙１３
０を有することによって、間隙１３０が断熱材として働き、高温側（受熱側）の伝熱体１
０６から受熱した熱が、層間絶縁膜１０４から筒１１２に直接的に流れることを抑制でき
る。そのため、受熱した熱を効率よくＰ型熱電変換部１１１に導くことができる。
【００３１】
　ここで、間隙１３０を設けるためには、拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１がＰ型熱電変
換部１１１の外径寸法ｄ２よりも小さく、かつ、層間絶縁膜１０４の開口部１０４ａの内
径寸法Ｄ１が拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１よりも小さくなる所定の関係（ｄ１＜ｄ２
、Ｄ１＜ｄ１）を満たすことが好ましい。換言すると、短手方向における拡散防止膜１０
５の断面積は、開口部１０４ａの断面積より大きく、短手方向におけるＰ型及びＮ型熱電
変換部１１１、１２１の各頂面の断面積は、拡散防止膜１０５の断面積よりも大きくなる
関係を満たすことが好ましい。上記所定の関係を満たすことにより、筒１１２と層間絶縁
膜１０４との間に、実質的に拡散防止膜１０５の膜厚ＴＡ分の間隔で離間する間隙１３０
を有することができる。
【００３２】
　さらに、導電体１０１とＰ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１との接合抵抗を最小化
するために、例えば、開口部１０４ａの内径寸法Ｄ１を、拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ
１のおよそ９０％とすることがより好ましい。
【００３３】
　また、後述する製造方法の際の位置のバラツキを考慮すると、拡散防止膜１０５の外径
寸法ｄ１のｘｙ方向の位置ズレ量ｄ１＿ｘｙに対して、開口部１０４ａの内径寸法Ｄ１が
、拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１からの上記位置ズレ量ｄ１＿ｘｙの差よりも小さいこ
と（Ｄ１＜ｄ１－ｄ１＿ｘｙ）が好ましい。さらに、Ｐ型熱電変換部１１１の外径寸法ｄ
２のｘｙ方向の位置ズレ量ｄ２＿ｘｙに対して、拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１が、Ｐ
型熱電変換部１１１の外径寸法ｄ２からの上記位置ズレ量ｄ２＿ｘｙの差よりも小さいこ
と（ｄ１＜ｄ２－ｄ２＿ｘｙ）がより好ましい。
【００３４】
　拡散防止膜１０５の膜厚ＴＡは、接合材１０２が開口部１０４ａから漏れ広がり、筒１
１２まで到達することを抑制する観点から、５μｍ以上が好ましい。一方、膜厚ＴＡが大
きすぎると電気的な抵抗も高くなる。そのため、拡散防止膜１０５の膜厚ＴＡは、３０μ
ｍ以下が好ましい。
【００３５】
　なお、上記説明においては、図２を用いて、Ｐ型熱電変換素子１１０の上側頂面の構成
を一例に挙げて説明した。しかし、Ｐ型熱電変換素子１１０の下側頂面の構成においても
同様に、筒１１２と層間絶縁膜１０４とが、長手方向において所定の間隔（実質的に拡散
防止膜１０５の膜厚ＴＡ）で離間する間隙１３０を有する。さらに、Ｎ型熱電変換素子１
２０の上側及び下側頂面の各構成においても同様に、筒１２２と層間絶縁膜１０４とが長
手方向において所定の間隔（実質的に拡散防止膜１０５の膜厚ＴＡ）を有して離間する間
隙１３０を有する。
【００３６】
　２．発電動作について
　次に、図１を用い、実施の形態１に係る熱電変換モジュール１００Ａの発電動作につい
て説明する。
【００３７】
　ここで、図１に示す熱電変換モジュール１００Ａの構成において、上側の積層基板９０
の伝熱体１０６を高温とし、下側の積層基板９０の伝熱体１０６を低温とする。これによ
って、当該高温と低温との差による温度差により、高温側（受熱側）の上側の積層基板９
０から低温側（放熱側）の下側の積層基板９０へ流れる熱の熱流が発生する。
【００３８】
　そして、発生した熱流が、図１の矢印ＨＡで示す流路のように、高温側の伝熱体１０６
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から、順次、絶縁板１０３、導電体１０１、接合材１０２、拡散防止膜１０５、及びＰ型
熱電変換部１１１に流れる。これによって、Ｐ型熱電変換部１１１は、高温側の端部と低
温側の端部とにおける両端の温度差に比例した電圧を発生する。ここで、矢印ＨＡで示す
流路とは、高温側の伝熱体１０６から、順次、絶縁板１０３、導電体１０１、接合材１０
２、拡散防止膜１０５、及びＰ型熱電変換部１１１（又はＮ型熱電変換部１２１）に流れ
、低温側の下側の積層基板９０の伝熱体１０６に流れるまでの流路をいう。
【００３９】
　Ｎ型熱電変換素子１２０においても、同様に、発生した熱流が、矢印ＨＡで示す流路を
流れることにより、Ｎ型熱電変換部１２１は、高温側の端部と低温側の端部とにおける両
端の温度差に比例した電圧を発生する。ここで、Ｎ型熱電変換素子１２０において発生す
る電圧の極性は、Ｐ型熱電変換素子１１０において発生する極性と異なる。そこで、発生
した電圧が相殺されることを防止するため、導電体１０１により、短手方向に隣接するＰ
型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０を電気的に互いに直列接続する。このように電気
的に接続することで、熱電変換モジュール１００Ａの全体において、より大きな起電力を
発生させることができる。
【００４０】
　ここで、熱電変換モジュール１００Ａに与えられた温度差により生じる熱流の流路は、
発電に寄与する上記矢印ＨＡだけでなく、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１を流れ
ず、発電に寄与しない図１の矢印ＨＢに示す流路も存在する。矢印ＨＢに示す流路とは、
高温側の伝熱体１０６からの熱が、順次、絶縁板１０３、導電体１０１、層間絶縁膜１０
４、間隙１３０、及び筒１１２（又は１２２）に流れ、低温側の下側の積層基板９０の伝
熱体１０６に流れるまでの流路をいう。
【００４１】
　しかし、上記のように、実施の形態１に係る熱電変換モジュール１００Ａは、長手方向
において筒１１２、１２２と層間絶縁膜１０４との間が離間する間隙１３０を有する。こ
の間隙１３０には、本実施の形態１では、空気が満たされることから、間隙１３０の熱抵
抗は、例えば絶縁材料等の固体物質の熱抵抗に比較して、１桁以上その値が大きい。その
ため、この間隙１３０が断熱材として働き、発電に寄与しない矢印ＨＢの流路に流れる熱
量を抑制することができる。そして、この矢印ＨＢの流路に流れる熱量を抑制する分、発
電に寄与する矢印ＨＡの流路が支配的となり、矢印ＨＡの流路に流れる熱量を増大させこ
とができる。そのため、熱電変換モジュール１００Ａの熱電変換効率を向上させることが
できる。
【００４２】
　なお、拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１が、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の
外径寸法ｄ２よりも大きい場合、間隙１３０の体積が減少する。その結果、矢印ＨＡで示
す熱流の一部が、拡散防止膜１０５を経由して、筒１１２、１２２に流れ、Ｐ型及びＮ型
熱電変換部１１１、１２１に流れる熱流が低下してしまう。また、拡散防止膜１０５の外
径寸法ｄ１が、開口部１０４ａの内径寸法Ｄ１より小さい場合、開口部１０４ａ内の接合
材１０２が、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１に接する部分を有するおそれがある
。この場合、当該接する部分がＰ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の頂面全体に濡れ
広がり、筒１１２、１２２にまで接する可能性がある。また、接合材１０２は、Ｐ型及び
Ｎ型熱電変換部１１１、１２１からの電流を導電体１０１に導くための半田であるが、こ
の接合材１０２は熱伝導率が高い。そのため、拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１が開口部
１０４ａの内径寸法Ｄ１よりも小さい場合、接合材１０２を介して筒１１２、１２２への
熱の流入を増大させてしまう。そのため、拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１がＰ型熱電変
換部１１１の外径寸法ｄ２よりも小さく、かつ、層間絶縁膜１０４の開口部１０４ａの内
径寸法Ｄ１が拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１よりも小さくなる所定の関係（ｄ１＜ｄ２
、Ｄ１＜ｄ１）を満たすことが好ましい。
【００４３】
　３．製造方法について
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　次に、図３乃至図９を用い、実施の形態１に係る熱電変換モジュール１００Ａの製造方
法について説明する。
【００４４】
　３－１．Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の製造工程について
　図３及び図４を用い、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の製造工程について説
明する。ここでは、Ｐ型熱電変換部１１１と、筒１１２と、拡散防止膜１０５とを備える
Ｐ型熱電変換素子１１０の製造工程を一例に挙げて説明する。
【００４５】
　まず、図３に示すように、耐熱性及び絶縁性を有するパイプ２０１を準備する。本実施
の形態１では、パイプ２０１には、例えば、ガラス、特に耐熱ガラス（ＳｉＯ２とＢ２Ｏ

３を混合したホウケイ酸ガラスの一種で、熱膨張率は約３×１０－６／Ｋの材料）を使用
してもよい。また、パイプ２０１には、例えば、全長が１５０ｍｍ、内径と外径がそれぞ
れ、０．８ｍｍ、２ｍｍであるものを使用できる。そして、パイプ２０１の一端にシリコ
ンチューブ２０２を介してシリンダー２０３を取り付け、他端をるつぼ２０４内の溶融熱
電変換材料２０５に浸す。ここで、溶融熱電変換材料２０５とは、加熱により溶融したＰ
型熱電変換材料（又はＮ型熱電変換材料）である。
【００４６】
　続いて、図４に示すように、シリンダー２０３を動作させることにより、パイプ２０１
の内部に溶融熱電変換材料２０５を吸引する。そして、吸引した溶融熱電変換材料２０５
を冷却して、パイプ２０１の内部で凝固させる。続いて、パイプ２０１の長手方向に対し
て実質的に垂直な短手方向に沿って、例えば、ワイヤーソー又はダイサー２０７を長手方
向の所望の長さＬとなるように制御し、Ｐ型熱電変換部１１１とパイプ２０１とを同時に
切断する。上記のような切断工程により、Ｐ型熱電変換部１１１をパイプ２０１から切り
離すことで、Ｐ型熱電変換部１１１と筒１１２とを同時に形成する。
【００４７】
　続いて、図示は省略するが、形成したＰ型熱電変換部１１１の上側及び下側の各頂面上
に、例えば、バレルめっき法を用いて、Ｎｉ等からなる拡散防止膜１０５を選択的に形成
する。この工程の際、形成される拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１がＰ型熱電変換部１１
１の外径寸法ｄ２よりも小さく、かつ、後述する層間絶縁膜１０４の開口部１０４ａの内
径寸法Ｄ１が拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１よりも小さくなる上記所定の関係（ｄ１＜
ｄ２、Ｄ１＜ｄ１）を満たすように、形成条件を制御する。さらに、この工程の際、形成
される拡散防止膜１０５の膜厚ＴＡが、５μｍ以上、かつ３０μｍ以下となるように、形
成条件を制御することが好ましい。
【００４８】
　以上の製造工程により、複数のＰ型熱電変換素子１１０を形成する。なお、Ｎ型熱電変
換素子１２０の製造工程については、るつぼ２０４内に溶融させる溶融熱電変換材料がＮ
型の熱電変換材料である点を除いて、上記Ｐ型熱電変換素子１１０の製造工程と実質的に
同様である。そのため、Ｎ型熱電変換素子１２０の製造工程の詳細な説明については省略
する。
【００４９】
　３－２．Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の実装工程について
　次に、図５乃至図９を用い、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の積層基板９０
への実装工程について説明する。
【００５０】
　まず、図５に示すように、搬送トレー２２０上に、下側の積層基板９０を準備する。図
５に示すように、下側の積層基板９０は、伝熱体１０６上に順次積層された絶縁板１０３
、導電体１０１、及び層間絶縁膜１０４を備える。ここで、導電体１０１は、後の工程に
おいて実装されるＰ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０が電気的に互いに直列接続す
るように、その一部が短手方向において分離される。さらに、層間絶縁膜１０４には、例
えば、エッチング工程等を用いて、内径寸法Ｄ１を有する開口部１０４ａが形成される。
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ここで、開口部１０４ａを形成する際に、開口部１０４ａの内径寸法Ｄ１が、拡散防止膜
１０５の外径寸法ｄ１よりも小さくなる（Ｄ１＜ｄ１）ように、形成条件を制御すること
が好ましい。
【００５１】
　続いて、図６に示す半田印刷工程において、層間絶縁膜１０４の各開口部１０４ａ内に
、例えば、スクリーン印刷によって、最適化された量の半田を印刷し、接合材１０２を形
成する。ここで、上側の積層基板９０についても、上記図５及び図６において示した同様
の工程を行って、同様に形成する。
【００５２】
　続いて、図７に示す素子実装工程において、下側の積層基板９０の各接合材１０２上に
、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０を、例えば、チップマウンター等を用いて実
装する。実装されたＰ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０は、導電体１０１により、
電気的に互いに直列接続される。続いて、所定のリフロー工程を行い、各接合材１０２が
層間絶縁膜１０４の各開口部１０４ａ内で溶融し凝固するように、例えば、所定の温度プ
ロファイルを有するリフロー炉で加熱及び冷却を行う。
【００５３】
　続いて、図８に示す基板実装工程において、上記図５及び図６に示した同様の工程を行
って、同様に形成した上側の積層基板９０を準備する。そして、準備した上側の積層基板
９０の各接合材１０２が、Ｐ型及びＮ型熱電変換素子１１０、１２０の上側の各拡散防止
膜１０５上にそれぞれ配置されるように、上側の積層基板９０を実装する。
【００５４】
　続いて、図９に示すリフロー工程において、上側の積層基板９０が加重された状態で、
各接合材１０２が層間絶縁膜１０４の各開口部１０４ａ内で溶融し凝固するように、例え
ば、所定の温度プロファイルを有するリフロー炉で加熱及び冷却を行う。そして、各接合
材１０２を各開口部１０４ａ内で溶融させ凝固させて、本実施の形態１に係る熱電変換モ
ジュール１００Ａを製造する。上記のように、本実施の形態１では、上側及び下側の各積
層基板９０に対してそれぞれリフロー工程を行い、所定の各開口部１０４ａ内に接合材１
０２をそれぞれ形成する。そのため、許容される位置ずれの範囲内で熱電変換モジュール
１００Ａを製造することが可能となる。
【００５５】
　４．作用効果について
　以上説明したように、実施の形態１に係る熱電変換モジュール１００Ａは、長手方向に
おいて筒１１２、１２２と層間絶縁膜１０４との間が離間する間隙１３０を有する。この
間隙１３０には、本実施の形態１では、空気が満たされることから、間隙１３０の熱抵抗
は、例えば絶縁材料等の固体物質に比較して、１桁以上大きい。そのため、間隙１３０が
断熱材として働き、図１に示した発電に寄与しない矢印ＨＢの流路に流れる熱量を抑制す
ることできる。そして、この矢印ＨＢの流路に流れる熱量を抑制する分、同図１に示す発
電に寄与する矢印ＨＡの流路に流れる熱量を増大させることができる。そのため、熱電変
換モジュール１００Ａの熱電変換効率を向上させることができる。
【００５６】
　例えば、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の短手方向の断面積と筒１１２、１２
２の短手方向の断面積との比率が１：１であって、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２
１の熱伝導率が１．４Ｗ／ｍＫ、筒１１２、１２２の熱伝導率０．６Ｗ／ｍＫの場合、Ｐ
型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１に流れる熱量は、約４０％程度低下する。しかし、
本実施の形態１では、上記間隙１３０を有することにより、筒１１２、１２２に流れる熱
量の大部分を抑制することができる。そのため、筒１１２、１２２に流れる熱量を抑制し
て、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１に流れる熱量を増大させ、熱電変換モジュー
ル１００Ａの熱電変換効率を向上させることができる。
【００５７】
　さらに、本実施の形態１に係る熱電変換モジュール１００Ａは、短手方向において隣接
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するＰ型又はＮ型熱電変換素子１１０、１２０の間が離間する間隙１４０を有する。その
ため、短手方向に隣接するＰ型又はＮ型熱電変換素子１１０、１２０の間の熱抵抗を増大
させることで、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１に流れる熱量をより増大させ、熱
電変換モジュール１００Ａの熱電変換効率を向上させることができる。
【００５８】
（実施の形態２）
　次に、図１０を用い、実施の形態２に係る熱電変換モジュールについて説明する。図１
０は、実施の形態２に係る熱電変換モジュール１００Ｂの断面構造を示す縦断面図である
。
【００５９】
　図１０に示すように、実施の形態２に係る熱電変換モジュール１００Ｂは、下側及び上
側の積層基板９０Ｂを備えることを特徴としている。積層基板９０Ｂは、上記実施の形態
１に係る積層基板９０と比較して、伝熱体１０６と絶縁板１０３とを備えていない点で相
違する。
【００６０】
　製造方法に関しては、図５において説明した基板準備工程の際に、積層基板９０の代わ
りに、導電体１０１と層間絶縁膜１０４とをそれぞれ備える下側及び上側の積層基板９０
Ｂを同様に準備すればよい。その他の構成、動作、及び製造方法については、上記実施の
形態１と実質的に同様であるため、各詳細な説明については省略する。
【００６１】
　以上説明したように、実施の形態２に係る熱電変換モジュール１００Ｂの積層基板９０
Ｂは、導電体１０１と層間絶縁膜１０４とを備えるが、伝熱体１０６と絶縁板１０３とを
備えていない。この積層基板９０Ｂの構成によれば、伝熱体１０６と絶縁板１０３とを備
えていないため、熱源からの熱流は、伝熱体１０６と絶縁板１０３とを介することなく、
導電体１０１及び層間絶縁膜１０４のみを介して、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２
１に流れる。そのため、伝熱体１０６と絶縁板１０３とを介することによる熱の損失がな
く、熱流が効率よく流れるため、熱電変換モジュール１００Ｂの熱電変換効率を向上させ
ることができる。
【００６２】
　ここで、高温側と低温側との温度差をとり難く、温度差が小さい場合には、少ない温度
勾配の状況下で、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の両端の温度差をより大きくと
る必要がある。そのため、このような状況下においては、熱源からＰ型及びＮ型熱電変換
部１１１、１２１の各頂面までの熱損失が小さい実施の形態２に係る熱電変換モジュール
１００Ｂが、熱電変換効率の観点からより有効である。
【００６３】
（実施の形態３）
　次に、図１１及び図１２を用い、実施の形態３に係る熱電変換モジュールについて説明
する。図１１は、実施の形態３に係る熱電変換モジュール１００Ｃの断面構造を示す縦断
面図である。図１２は、図１１のＰ型熱電変換素子１１０の上側頂面の近傍を拡大して示
す縦断面図であって、図１１において囲って示す部分を拡大している。
【００６４】
　図１１に示すように、実施の形態３に係る熱電変換モジュール１００Ｃは、実施の形態
１に係る熱電変換モジュール１００Ａと比較して、積層基板９０Ｃが導電リング１０７を
更に備えることを特徴としている。導電リング１０７は、長手方向における層間絶縁膜１
０４と拡散防止膜１０５との間に、接合材１０２の側面をリング状に囲うように設けられ
る。
【００６５】
　図１２に示すように、導電リング１０７の内径寸法は、開口部１０４ａの内径寸法Ｄ１
よりも大きくする。また、導電リング１０７の外径寸法Ｄ２は、拡散防止膜１０５の外径
寸法ｄ１よりも小さくする（Ｄ２＜ｄ１）。これにより、導電リング１０７の膜厚分、間
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隙１３０Ｂをより大きく設けることができる。そのため、実施の形態３に係る熱電変換モ
ジュール１００Ｃは、長手方向における筒１１２と層間絶縁膜１０４との間を、実質的に
拡散防止膜１０５と導電リング１０７との膜厚ＴＢ分の間隔で離間する間隙１３０Ｂを有
する。
【００６６】
　上記のように、導電リング１０７の外径寸法Ｄ２は、筒１１２、１２２への熱の流入を
より抑制するために、拡散防止膜１０５の外径寸法ｄ１より小さくする（Ｄ２＜ｄ１）。
その一方で、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１に熱を効率よく流すために、導電リ
ング１０７の内径寸法は、開口部１０４ａの内径寸法Ｄ１よりも大きくする。また、導電
リング１０７は、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１で発生した電流を効率よく取り
出すために、電気抵抗の低い導電体で構成することが好ましい。導電リング１０７の膜厚
は、例えば、３０μｍである。
【００６７】
　製造方法に関しては、例えば、図５で示した積層基板９０を準備し、当該積層基板９０
上にレジスト膜を塗布し、塗布したレジスト膜に開口部１０４ａを囲うようなリング状の
開口を形成する。続いて、形成した開口中に所定の方法を用いて、導電体を埋め込み形成
してリング状の導電リング１０７を形成する。続いて、塗布したレジスト膜を積層基板９
０から剥離する。その他の構成、動作、及び製造方法については、上記実施の形態１と実
質的に同様であるため、各詳細な説明については省略する。
【００６８】
　以上説明したように、実施の形態３に係る熱電変換モジュール１００Ｃは、長手方向に
おける層間絶縁膜１０４と拡散防止膜１０５との間に、接合材１０２の側面をリング状に
囲うように設けられる導電リング１０７を更に備える。そのため、熱電変換モジュール１
００Ｃは、長手方向における筒１１２と層間絶縁膜１０４との間に、実質的に拡散防止膜
１０５と導電リング１０７との膜厚ＴＢ分の間隔で離間する間隙１３０Ｂを有する。上記
の構成によれば、長手方向における筒１１２と層間絶縁膜１０４との間の間隔１３０Ｂを
、間隙１３０と比較してより大きく設けることができるため、層間絶縁膜１０４から筒１
１２、１２２への熱の流入をより抑制することができる。このため、熱電変換モジュール
１００Ｃの熱電変換性能をより向上させることができる。
【００６９】
　また、熱源が、例えば導電体やイオン化された液体等の場合には、短絡や電解腐食を防
ぐ観点から、積層基板９０を備える実施の形態１、３に係る熱電変換モジュール１００Ａ
、１００Ｃの構成が有効である。さらに、より大きくかつ確実に長手方向における筒１１
２と層間絶縁膜１０４との間を離間したい場合には、実施の形態３に係る間隙１３０Ｂを
有する熱電変換モジュール１００Ｃの構成がより有効である。
【００７０】
（実施の形態４）
　次に、図１３を用い、実施の形態４に係る熱電変換モジュールについて説明する。図１
３は、実施の形態４に係る熱電変換モジュール１００Ｄの断面構造を示す縦断面図である
。
【００７１】
　図１３に示すように、実施の形態４に係る熱電変換モジュール１００Ｄは、実施の形態
２に係る熱電変換モジュール１００Ｂと比較して、積層基板９０Ｄの層間絶縁膜１０４中
に設けられる孔１０８を更に備えることを特徴としている。
【００７２】
　孔１０８は、開口部１０４ａの周囲を囲うように、層間絶縁膜１０４を貫通して設けら
れるリング状の孔である。このような孔１０８を設けることで、筒１１２、１２２と層間
絶縁膜１０４との接触面積が小さくなり、層間絶縁膜１０４から筒１１２、１２２へ流れ
る熱経路の熱抵抗をより高めることができる。また、短手方向における孔１０８の断面積
の総面積は、熱電変換モジュール１００Ｄの強度の観点から、短手方向における層間絶縁
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膜１０４の断面積の５０％以下であることが好ましい。それは、孔１０８の上記総面積が
５０％を超えると、各部材に生じる熱変形の影響を層間絶縁膜１０４で吸収できず、熱電
変換モジュールとしての信頼性が低下するおそれがあるからである。
【００７３】
　製造方法に関しては、上記実施の形態２に係る積層基板９０Ｂを同様に準備した後、開
口部１０４ａの周囲を囲うように、例えば、リング状に層間絶縁膜１０４を貫通するまで
エッチング工程等を行うことで、図１３に示した孔１０８を形成することが可能である。
その他の構成、動作、及び製造方法については、上記実施の形態２と実質的に同様である
ため、各詳細な説明については省略する。
【００７４】
　以上説明したように、実施の形態４に係る熱電変換モジュール１００Ｄは、開口部１０
４ａの周囲を囲うように、層間絶縁膜１０４を貫通するリング状の孔１０８を備える。こ
のような孔１０８を備えることで、熱抵抗が大きくなり、層間絶縁膜１０４から筒１１２
、１２２へ流れる熱経路の熱抵抗をより高めることができる。さらに、与えられた熱が、
孔１０８を設けた層間絶縁膜１０４の面内に伝わりにくくなり、接合材１０２を通る流路
に熱が集中して流れる。その結果として、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１に流れ
る熱が多くなる。このように、開口部１０４ａを囲うようなリング状の孔１０８を備える
ことで、層間絶縁膜１０４の面内への熱の流入をより強力に抑制することでき、熱電変換
モジュール１００Ｄの熱電変換効率をさらに向上させることができる。
【００７５】
（実施の形態５）
　次に、図１４及び図１５を用い、実施の形態５に係る熱電変換素子及びモジュールにつ
いて説明する。図１４は、実施の形態５に係るＰ型熱電変換素子１１０Ｂの平面構造を示
す平面図である。図１５は、図１４のＸＶ－ＸＶ線に沿った縦断面図である。
【００７６】
　図１４及び図１５に示すように、実施の形態５に係るＰ型熱電変換素子１１０Ｂは、実
施の形態１に係るＰ型熱電変換素子１１０と比較して、Ｐ型熱電変換部１１１の上側及び
下側の各側面に間隙１３０Ｃを有することを特徴としている。この間隙１３０Ｃは、Ｐ型
熱電変換部１１１の上側及び下側の各頂面が、筒１１２の上側及び下側の各頂面から長手
方向において凸状に突出することで設けられる。また、図１４及び図１５に示すように、
実施の形態５に係る拡散防止膜１０５は、筒１１２の上側及び下側の各頂面から突出した
Ｐ型熱電変換部１１１の各頂面上を覆って、断面がコの字状となるように設けられる。な
お、実施の形態５に係るＮ型熱電変換素子については、図示を省略するが、同様の構成で
あり、Ｎ型熱電変換部１２１の上側及び下側の各側面に同様の間隙１３０Ｃを有する。
【００７７】
　また、図示を省略するが、実施の形態５に係る積層基板は、層間絶縁膜１０４を用いて
いない。そのため、実施の形態５に係る熱電変換モジュールは、Ｐ型及びＮ型熱電変換素
子１１０Ｂ、１２０Ｂを、例えば層間絶縁膜１０４を有さない積層基板９０上に同様に実
装することにより、長手方向において、筒（絶縁体）１１２、１２２と導電体（配線層）
１０１とを離間する間隙１３０Ｃを有する。
【００７８】
　製造方法に関しては、まず、上記図３及び図４において説明した製造工程と同様の製造
工程を用いて、Ｐ型熱電変換部１１１を形成する。続いて、パイプ２０１からＰ型熱電変
換部１１１を切り離す際に、図１５に示すように、筒１１２の上側及び下側の各頂面のみ
を、長手方向において厚さＴＣだけ中央側へそれぞれ削って切り離すことで、Ｐ型熱電変
換部１１１の上側及び下側の各頂面を突出させる。
【００７９】
　続いて、突出したＰ型熱電変換部１１１の上側及び下側の各頂面上に、例えば、メッキ
法を用いて、Ｎｉ等からなる拡散防止膜１０５を選択的に形成し、Ｐ型熱電変換素子１１
０Ｂを形成する。Ｎ型熱電変換素子の製造工程についても、Ｐ型熱電変換素子１１０Ｂの
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上記製造工程と同様である。その後、形成したＰ型及びＮ型熱電変換素子を、例えば層間
絶縁膜１０４を有さない下側及び下側の積層基板９０上に同様に実装することで、実施の
形態５に係る熱電変換モジュールを製造する。その他の構成、動作、及び製造方法につい
ては、上記実施の形態１と実質的に同様であるため、各詳細な説明については省略する。
【００８０】
　以上説明したように、実施の形態５に係る熱電変換モジュールが備えるＰ型及びＮ型熱
電変換素子は、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２１の上側及び下側の各側面に間隙１
３０Ｃを有する。そのため、筒１１２、１２２に流れる熱の熱流をさらに抑制でき、Ｐ型
及びＮ型熱電変換部１１１、１２１に流れる熱の熱流をさらに増大させることで、熱電変
換効率を増大させることができる。
【００８１】
　なお、上記実施の形態１乃至５では、例えば、Ｐ型熱電変換部１１１の熱伝導率が１．
２７Ｗ・ｍ－１・Ｋ－１、Ｎ型熱電変換部１２１の熱伝導率が１．３５Ｗ・ｍ－１・Ｋ－

１であり、筒１１２、１２２として熱伝導率が１．１Ｗ・ｍ－１・Ｋ－１のコーニング社
のパイレックス（登録商標）を用いてもよい。また、Ｐ型及びＮ型熱電変換部１１１、１
２１では、例えば、短手方向の横断面積は、０．５ｍｍ２（直径０．８ｍｍの円柱）であ
る。また、筒１１２の短手方向の横断面積は、０．２８ｍｍ２（外径０．５ｍｍの円筒）
、筒１２２の短手方向の横断面積は、０．７ｍｍ２（外径０．６２ｍｍの円筒）である。
【００８２】
　また、上記実施の形態１乃至５では、開口部１０４ａ、拡散防止膜１０５、Ｐ型及びＮ
型熱電変換部１１１、１２２の頂面が円形の例を説明したため、外径寸法または内径寸法
を用いて説明した。しかし、これらの形状は、円形以外の場合であってもよい。この場合
、短手方向における断面積に関しては、開口部１０４ａが最も小さく、次いで拡散防止膜
１０５、そしてＰ型及びＮ型熱電変換部１１１、１２２の頂面が最も大きいとなる関係と
すればよい。このような関係を満たす構成により、同様に、間隙１３０を形成でき、筒１
１２、１２２への熱の流入を抑制できる。
【００８３】
　さらに、図１３において、層間絶縁膜１０４を貫通するリング状の孔１０８を説明した
。しかし、これに限られず、例えば、積層基板９０において、開口部１０４ａの周囲を囲
うように、絶縁板１０３及び層間絶縁膜１０４を貫通するリング状の孔を設けてもよい。
【００８４】
　また、前述の各実施の形態のうちの任意の実施の形態を適宜組み合わせることにより、
それぞれの有する効果を奏するようにできる。
【産業上の利用可能性】
【００８５】
　本開示は、熱を電気に変換することが可能な熱電変換モジュールに広く適用することが
可能である。
【符号の説明】
【００８６】
　９０、９０Ｂ、９０Ｃ、９０Ｄ…積層基板
　１００Ａ、１００Ｂ、１００Ｃ、１００Ｄ…熱電変換モジュール
　１１０、１１０Ｂ…Ｐ型熱電変換素子
　１１１…Ｐ型熱電変換部
　１１２、１２２…筒
　１２０…Ｎ型熱電変換素子
　１２１…Ｎ型熱電変換部
　１０１…導電体
　１０２…接合材
　１０３…絶縁板
　１０４…層間絶縁膜



(16) JP 5696261 B1 2015.4.8

10

　１０５…拡散防止膜
　１０６…伝熱体
　１０７…導電リング
　１３０、１３０Ｂ、１３０Ｃ、１４０…間隙
　２０１…パイプ
　２０２…シリコンチューブ
　２０３…シリンダー
　２０４…るつぼ
　２０５…溶融熱電変換材料
【要約】
　熱電変換モジュールは、２つの積層基板９０の間に配置されるＰ型及びＮ型熱電変換素
子１１０、１２０を具備する。Ｐ型及びＮ型熱電変換素子は、柱状のＰ型及びＮ型熱電変
換部１１１、１２１と、Ｐ型及びＮ型熱電変換部の側面に設けられた絶縁体１１２、１２
２と、Ｐ型及びＮ型熱電変換部の側面と異なる面である頂面上に設けられる拡散防止膜１
０５と、を備える。各積層基板は、拡散防止膜を介してＰ型及びＮ型熱電変換部を電気的
に接続する配線層１０１と、拡散防止膜と前記配線層とを接合する接合材１０２と、を備
える。Ｐ型又はＮ型熱電変換部の上側及び下側の頂面を結ぶ方向において、拡散防止膜の
頂面は、絶縁体の上側及び下側の各頂面から突出し、上記方向において、絶縁体上に間隙
１３０を有する。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】

【図１２】
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