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The new heat utilizations have high academic values for universal problems in the world. The 

waste heat of the middle temperature range generated from industrial apparatus has not been 
used effectively in the Southeast Asia countries, such as Thailand. In this research, we planed 
the joint research of thermoelectric generation module for exhaust heat recovery of the middle 
temperature range and negotiated international cooperation in Thailand. KMUTT (King 
Mongkut’s Institute of Technology Thonburi) is most suitable for cooperation, because 
KMUTT is in the top 400 universities in Times Higher Education World University Rankings 
2014-2015.  
As results, Tokushima University and KMUTT will conclude cooperation agreement in 2016. 

The equipment of electrical conductivity was introduced and established methods of standard 
deviation improvement for thermoelectric semiconductors. 
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1. はじめに 

CO2 排出削減による地球温暖化防止は，全地球的

に取り組む極めて重要な技術課題である。日本国内

で使用する総エネルギーにおいて，約 67％は利用さ

れない無駄な熱として排出されている。この熱を直

接電気に変換する技術として半導体を使った熱電

変換があり世界中で， 

1） 熱電半導体素子の性能向上研究 

2） 発電を行うために必要な熱電半導体素子を

積層し，発電モジュール化する研究 

が進められている。東南アジアでは，産業機器から

排出される 200℃付近の中高温熱は，まだ有効に利

用されていない。そこで，中高温域でエネルギー変

換効率が高い PbTe 熱電半導体を利用し，熱電発電 
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モジュール化することで発展途上国の産業機器か

ら排出される中低温熱を回収する技術が必要とさ

れている。特にタイでは，近年の発展により，国内

だけではなく省エネ・地球温暖化対策などの世界に

貢献する研究の機運が高まっている。熱を電気に変

換しエネルギーを回収する熱電発電システムの研

究は，上記の世界に貢献する研究とされている。こ

れは日本も同様であり，研究開発の必要性は周知の

事実である。日本は省エネ技術の優等生であり，

200℃を超える廃熱に対しては，廃熱回収システム

が導入されている。しかしながら，タイの実情は，

200℃程度の産業用排熱に対して，省エネルギー・

温暖化効果ガス削減に大きく寄与できる排熱回収

システムの導入が，技術力不足と資金難のため進ん

でいない。本研究対象の熱電発電システムは，既存

の熱エネルギー機器に大幅な改造が必要なく，その

まま追設が可能であり，予算規模に応じて発電量を

変化させることが可能なことから，大規模な資金確

保が困難な諸外国ではニーズが高い。 
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 加えて，教育交流に対しては，徳島大学では，世

界に開かれた大学を目指して，中国（西安交通大学），

台湾（台湾技科大学），マレーシア（マラッカ技術

大学）等のアジアの大学と連携大学の協定を締結し

ており，台湾，マレーシアには，アカデミックセン

ターを設置している。連携大学との交流として，複

数学位（ダブルディグリー：DD）を与える国際連携

大学院教育・徳島大学生の留学・相手大学院と連携

した国際交流プログラムを実施中である。タイの大

学との連携大学協定は，まだ行っていない状況にあ

る。  

 そこで，本報告では，タイでの連携大学の選定な

らびに，連携大学協定に受けての事前交渉，熱電変

換システムの国際共同研究の可能性調査，熱電半導

体評価に必要な電気伝導率測定装置導入および測

定条件の確立を行った事について述べる。 

 

２．連携大学協定に向けて 

2.1 タイの親日性と KMUTT について 

 タイの首都バンコクへは，関西空港から毎日往復

8 便の運行があり，フライト時間は約 5 時間半で徳

島からのアクセスは，比較的容易である。工業化に

より，多数の日本の企業が進出して所得も向上して

いる。たとえば，バンコクのデパートに進出してい

る日本の高級菓子店は，バンコクの大学生に人気で

ある。タイでは大学生も制服を着用しているので，

すぐ見分けることができる。日本国内価格より 2割

ぐらい高価であるにもかかわらず，待ち合わせのた

め，菓子店の前を数十分間見ていただけで，大学生

が何人も普通に購入していた。商品説明はタイ語と

日本語で書かれており，現地の方に聞くとプレゼン

ト用は日本のものが高級で品質が高く，非常に好ま

れるそうである。真偽のほどは定かでないが，日本

語の商品説明は読めないはずなのに書いているの

は，欧米の言語で書いてあると「高級」に思ってし

まう日本人と同じ心理で，日本語で書いてあると

「高級」とタイの方は思うそうである。この他にも

滞在中，日本語が話せないタイ人の若者がテレビ番

組で地方（設定では佐賀県。日本国内でロケ収録さ

れている。）にホームステイする日本への旅行ドラ

マが放映されるなど，普通に日本を知ることができ

る環境になっているのが感じられた。バンコクの一

般市民からは，日本は独特の文化を有し，科学技術

が進んだ憧れの国と映っているように見受けられ

る。 

 KMUTT (King Mongkut’s Institute of Technology 

Thonburi：モンクット王工科大学トンブリ校)は，

バンコクのチャオプラヤー川西岸のトゥンクル区

にある国立（王立）大学である。1960 年に開校され，

現在は，6 学部（工業教育技術部，情報技術部，理

学部，工学部，芸術デザイン部，総合科学部）を有

している。Fig.1 に 2015 年 11 月に訪問した際の

KMUTT の正面玄関の写真を示す。学部生が 11,666

名，大学院生が 4,776 名所属している。ここ十年で

日本と同様にタイでも大学進学率が上昇している。

優秀な学生を確保するには，国際交流を行うことで，

他大学との差別化を図りたい戦略がKMUTTにはある

ようである。特に日本の大学との交流（日本に留学

できる事）は，親日的な環境のタイの学生にとって

は魅力的であり，優秀な学生確保の一助となると

KMUTT 側は考えているようである。大学全体として

も，熱心に対外的な PR 活動を行っているようで，

その成果としてタイの技術系の大学の中では唯一

Times Higher Education World University Rankings 

2014-2015 で 351-400 位にランキングされている。 

 

2.2 KMUTT との交流交渉状況 

 KMUTT との交渉は，2013 年 11 月の研究者ベース

での予備調査訪問ならびに2015年 11月に公式訪問

し，理学部との交渉を行った。理学部は，化学科，

数学科，応用コンピュータ科学科，統計学科，微生

物学科，食品科学工学科，応用物理学科の 7学科を

有しており，徳島大学の理工学部と生物産業資源学

部に関連する学科が多い。2015 年 11 月の訪問では，

Anak Khantachawa 国際関係担当学長補佐，Woranut 

Koetsichai 理学部長，Tula Jutarosaga 教育部門国

際担当副学長，関 達治 国際交流顧問，Tuangrak 

Nantawisarakui 物理部門長，Taswal Kumpperapun

准教授，Voravit Kosalathip 講師に対応していただ

いた。Fig.2 に 2013 年 11 月に KMUTT を訪問した際

の写真を示す。 

 連携大学協定については，徳島大学側の 2016 年 4
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月の改組のため，準備はできているものの交渉を進

める環境になっていないことを正直お詫びすると

ともに状況説明を行った。Khantachawa 国際関係担

当学長補佐からは，KMUTT 側から大学交流協定に対

する異議はなく，2016 年 4 月以降のできるだけ早い

時期に大学交流協定を締結したいと表明された。 

 

共同研究に関しては，Taswal Kumpperapun 准教授，

Voravit Kosalathip 講師と 2013 年の当初は共同研

究を実施する予定であった。しかしながら，

Kumpperapun 准教授が Thai Industry Technology 

Integrating Center (TiTEC)の Network Specialist

として転出してしまったため，熱電変換システムの

研究の受け皿となる研究室が無くなってしまい共

同研究を進めることが困難であることが判明した。

しかしながら，Kumpperapun 准教授の研究室に所属

していた学生は，留学して熱電変換システムの研究

を進めたい気持ちがあり，徳島大学と KMUTT が連携

大学協定を締結し国際交流プログラムがスタート

すれば，留学希望を出す可能性がある。 

 その他，熱電変換システムの研究成果を発表して

いる 2 年に 1 回開催のエコマテリアル国際会議の

chairperson からの依頼を受け，ECOMATERIALS 

CONFERENCE & EXHIBITION 2017, 13TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON ECOMATERIALS（ICEM13:第 13 回エコ

マテリアル国際会議)を 2017 年 11 月頃に KMUTT に

ての開催を要請したところ，Khantachawa 国際関係

担当学長補佐からは，受諾するとともに開催に向け

て積極的に協力する旨の回答を得られた。 

 

３．電気伝導率測定装置導入および測定条件の確立 

3.1 熱電半導体研究における電気伝導率測定の 

重要性および測定上の問題点 

 熱電半導体の性能は無次元性能指数 ZT によって

評価される。 

     （1） 

ここで，α：ゼーベック係数[V/K]，σ：電気伝導

率[S/m]，κ：熱伝導率[W/(m∙K)]， T：絶対温度[K]

であり，この ZT が高いほどエネルギー変換効率が

高くなる。そのため，電気伝導率の測定は，熱電変

換材料の基本パラメータであり，できるだけ精密に

測定する必要がある。 

 

 

 熱電半導体の電気伝導率の測定に関しては， 

（1）ペルチェ吸熱による温度差発生による影響 

（2）非オーミック接触の影響 

の問題点がある。（1）に関しては，電気伝導率は
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熱電半導体中を電流が流れるときの電圧降下から

求められる。その場合，電流によりペルチェ吸熱が

発生すると温度差が発生し，熱起電力を生じる。 

この熱起電力と電圧降下は，Fig.3 に示すような時

間依存を示す 1）。そのため,熱電半導体から発熱・

吸熱による温度変化が発生しない Fig.3 の平滑部

(plateau)に対応する短時間で測定を行う必要があ

る。 

（2）に関しては，通常導体を流れる電流と降下電

圧の関係は Fig.4(a)に示すような比例関係にあり，

この傾きが電気伝導率σの逆数である電気抵抗率
になる。ところが大気中で導体表面にごく薄い酸化

皮膜を生じると，Fig.4(b)に示す整流性（非オーミ

ック接触）を示す場合がある。整流性を生じるため

に電流－電圧の関係は一定の傾きを示すを生じな

い。このため，電気伝導率を正しく求めることがで

きない。これを解決するには，酸化皮膜を破るよう

に電極を溶接するか，加重を加えて酸化皮膜を破っ

て測定する必要がある 2）。 

 

3.2 実験方法 

3.2.1 熱電半導体試料の性状 

 試料は Bi0.5Sb1.5Te3.0 組成のメカニカルアロイン

グ－ホットプレス焼結した直径 10[mm]の円柱状の

熱電半導体焼結体を使用した 3）。この焼結体を直径

10[mm]，厚さ 1[mm]に切断し，測定試料とした。選

定理由は，室温で Bi0.5Sb1.5Te3.0は，最も室温付近で

熱電性能が高く，逆に考えると熱電性能の影響が出

やすい材料であるためである。 

 

3.2.2 電気伝導率測定装置 

 Fig.5 に電気伝導率測定装置の概略図を示す。装

置は，本研究で導入したケースレー6220 型 DC 電流

源とケースレー2182A 型ナノボルトメータ，4 探針

プローブ，Fig.5 に記載していないが 4 探針プロー

ブへの加重負荷用おもりから構成されている。 

 

 

 

3.2.3 電気伝導率測定に必要な項目と測定要領 

 4 探針法により比抵抗を求める。測定試料表面に

4 本の探針を直線状に配置して電流と電圧の関係か

ら抵抗率を測定する。 

 （2） 

ここで試料の中心からのずれをa[m]，厚さをw[m]，

直径を d[m]とし探針を等間隔 s[m]に並べ，外側 2

本に電流 I[A]を流し，内側 2 本の探針で電圧 V[V]

を測定する。F5，F3は a,d,s,w を含む形状補正値で

ある 4)。 

 

Fig.6 に測定要領の概念図を示す。この測定では，

ケースレー6220 型 DC 電流源から商用周波数（徳島

では 60Hz）に同期した 1[msec]のパルス状の電流が

供給される。加重負荷用おもりで加重を掛け，電流

値を設定する。この制御パラメータに加え，このパ

ルス電流は 60Hz の一周期内（1-16[msec]）まで可

変することが可能あり，delay time と呼ばれる。さ

らに，60Hz の同期周期を任意のインターバル（pulse 

interval）を取る事が可能である。そのため，測定

制御パラメータとしては，加重，電流，delay time, 

pulse interval となる。 

 

本測定では，同じ条件で 1000 回測定した抵抗値

から，抵抗値の平均とその標準偏差を求める。今回

は，測定条件の確立のため，電気伝導率σでは無く，

抵抗値と抵抗値標準偏差で評価を行った。Fig.7 に
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1000 回測定した抵抗値の測定結果の一例を示す。ほ

とんどが一定の値をとるものの，部分的に大きく異

なる値が得られている。これは回避できない外乱の

影響で，数値的に飛ぶ（スパイクノイズ）と呼ばれ

る現象であると推定される。 

 

3.2.4 試験条件 

 測定制御パラメータの加重，電流，delay time, 

pulse interval を下記範囲内で変化させ，標準偏差

が最小になる測定条件を求めることとした。 

加重：351-834×10-3[kg] 

電流：10-5-10-1[A] 

delay time：1-16 [msec] 

pulse interval:1-10［times］ 

測定回数：1000 回 

電極間隔：1ｍｍ 

電極材質：タングステンカーバイト 

 なお，すべての測定前に Fig.4(a)に示すオーミッ

ク接触を確保できている事を毎回確認した後に，測

定を行った。 

 

 

3.3 実験結果 

 Fig.8 に電流を 10－2［A］,delay time 8 [msec], 

pulse interval 4 回とした場合の，加重の変化に対

する(a)平均値ならびに(b)標準偏差を示す。抵抗値

は 4.5 から 4.6×10-3[Ω]の値を示した。標準偏差は

加重が 600ｇを超えると標準偏差が低減されている

ことがわかる。低加重では自然酸化皮膜を探針で突

き破ることができないため，標準偏差に大きなばら

つきを生じたものと推定される。そのため，自然酸

化皮膜の影響を受けないで標準偏差を低減できる

加重を834×10-3[kg]とし，以後の実験条件とした。 

 

 Fig.9 に delay time 8 [msec], pulse interval 4

回，加重：834×10-3[kg] とした場合の電流の変化

に対する(a)平均値ならびに(b)標準偏差を示す。 

抵抗値は 4.6×10-3[Ω]の一定の値を示した。標準偏

差は，電流値 10-2［A］まで，一定傾きで減少して

いる。この理由は，電流値の増加と比例して測定電

圧が増加した（測定桁の増加）ため，標準偏差が低

減したものと考えられる。電流値 10-1［A］では逆

に増加傾向にある。これは，試料に過大電流を流し

た事によるジュール加熱により熱起電力を生じ，こ

の部分が標準偏差として評価されたものと考えら

れる。そのため，標準偏差を最も低減できる電流値
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10-2［A］とし，以後の実験条件とした。 

 

 

Fig.10 に電流を 10－2［A］,delay time 8 [msec], 加

重：834×10-3[kg] とした場合の pulse interval 回

数に対する(a)平均値ならびに(b)標準偏差を示す。

抵抗値は 4.6×10-3[Ω]の一定の値を示した。標準偏

差は，pulse interval が 4 回までは減少し，その後

上昇している。pulse interval が 4 回までは標準偏

差が減少している理由は，電流を流した事により発

生するペルチェ吸熱が，パルス間隔を広げる事で単

位時間当たりの電流量が低減されるため，低下した

ためと考えられる。pulse interval を 4 回から超え

ると徐々に増加している理由は，Fig.7 に示すよう

なスパイクノイズが増加するために，標準偏差が増

加したものと推定される。具体的には，pulse 

interval が 1 回増加する毎に測定時間が，約 35 秒

増加する。測定時間が長くなる分，回避できない外

乱の影響を受けやすいものと考えられる。そのため，

標準偏差を最も低減できる pulse interval を 4 回

とし，以後の実験条件とした。 

 Fig.11 に電流を 10－2［A］, pulse interval を 4

回，加重を 834×10-3[kg]とした場合の delay time

依存性を示す。抵抗値，標準偏差は，それぞれ 4.6

×10-3[Ω]，5×10-7[Ω]の一定の値を示した。つまり，

delay time は，測定結果に影響を及ぼさないことが

明らかになった。 

 

 

3.4 電気伝導率測定のまとめ 

 以上の結果から，電流を 10－2［A］, pulse interval 

4 回，加重：834×10-3[kg]とした場合，平均抵抗値

は 4.6×10-3[Ω]，標準偏差は 5×10-7[Ω]が得られた。

この抵抗値を基準とした場合，測定精度が±0.01％ 

になる事を示している。式（1）に示す熱電半導体

の性能指数を構成するゼーベック係数や熱伝導率

の測定精度が 1％くらいなので，非常に高精度の測

定が可能である。 

 

４．最後に 

 本活動により，KMUTT との連携大学協定が，無事

提携されることを期待する。相手側の都合により，

熱電変換システムの国際共同研究は断念したもの

の，連携大学協定プログラムに従った留学生希望者

を確保する可能性を見出した。さらに，熱電半導体

評価に必要な電気伝導率測定装置を導入し，測定精

度±0.01％の性能が得られ，今後の熱電変換システ

ムの研究開発に大いに役立つものと考えられる。 
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