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1．熱電特性と材料組織

熱電変換のエネルギー変換効率は，次式  1)で表される無

次元熱電性能指数 ZT の単調増加関数である．

　　  （1）

ここで，S はゼーベック係数，σ は電気伝導率，κ は熱

伝導率，L はローレンツ数，T は絶対温度である．また，

熱伝導率 κ は，電子成分（κ E）と格子成分（κ L）の和

であり，κ＝κ E＋κ L と書ける．したがって，大きな ZT 

を得るため，大別すると，大きなゼーベック係数 S を

与えるバンド構造に関する研究や，κ L /κ E 比を減少させ

る構造（結晶構造，材料組織）に関する研究が行われ

ている．表 1に，ZT 向上のための方策のうち，材料組

織と関係が深いと考えられるものの代表例をいくつか整

理した．表に示すように，これらの効果を顕在化させる

ためには，組織が理想的な形態及びサイズとなるように

制御する必要がある．例えば，サイズに関しては，表に

表 1　材料組織と関係のある代表的な ZT向上の方策と必要な組織の形態
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示す方策で ZT を向上させるには，いずれも構造がナノ

メートルオーダー，もしくはそれに近いサイズスケール

をもつ必要がある．

　「材料の組織制御」という題目では，多岐にわたる話

題があるが，本稿では，対象を熱電材料とし，表 1に密

接に関係する組織の形態をいくつか抽出して議論する．

主に，どのような機構によりその形態の組織が得られる

か，サイズをどのように制御するかを材料組織制御に馴

染みのない方に分かりやすいように述べる．なお，本稿

は前号で「平衡状態図と各種反応」と題して述べた記事

の続きであり，組織の定量化法については，次号で述べ

る．

2．形態及びサイズの制御

　材料組織の形態には，次のようなものがある．デンド

ライト，ラメラ構造，第二相粒子分散構造，多結晶，多

孔質構造などである．このうち，デンドライト構造は，

主に凝固反応で生成する構造であり，典型的にはサイズ

スケールがマイクロメートルオーダーであって熱電特性

向上との関係が希薄であると考えられるので，本稿では

取り扱わない．また，多孔質構造は，熱電材料としては

現在のところ特殊な応用向けであると考えられるため，

これも除く．

2．1．多結晶構造

　まず，均一な組成の材料中で粒界によりつくられる多

結晶構造について述べる．この構造は，1）凝固，2）ア

モルファスの結晶化，3）再結晶，4）粉末の焼結プロセ

スなどによりもたらされる．

　凝固においては，比較的遅い冷却速度の場合，過冷度

の大きい，あるいは結晶核の生成しやすい場所で核生成

した結晶粒が，温度勾配の方向に沿って成長する．よっ

て，柱状の結晶が並んだ構造となる．温度勾配がある程

度大きい条件で，ゆっくりと凝固させると結晶粒を大き

く成長させることができ，場合により単結晶が得られる．

このような遅い成長には，結晶の優先成長方位が現れや

すく，凝固方向と試料中の結晶方位に特有の関係が成立

する．逆に，冷却速度が大きいと，過冷却液体のあらゆ

る場所で結晶が核生成し，隣接する結晶粒同士の方位関

係が無秩序の多結晶となる．

　アモルファスの結晶化の特徴は，初期段階においてナ

ノメートルオーダーの微細な結晶粒が生成することであ

る．アモルファスの作製方法には，液体急冷，昇華，ボー

ルミリングなどがある．

　結晶が塑性変形を受けると，転位（結晶の「しわ」）

が導入される．転位は歪みを伴うので結晶のエネルギー

が上昇する．転位密度が低いと，原子拡散及び転位の運

動により転位が消滅するが，転位密度が高い場合は，元々

の結晶を回復させるのではなく，新たな余分な歪みのな

い結晶が核生成し，成長する（再結晶）．結晶が大きい

塑性変形を受けると，この核生成の確率が高いため，そ

の結果微細な結晶サイズをもつ多結晶となる．これを利

用して，結晶に大きい変形を施し極微細粒をもつ材料を

作製しようとするプロセスも開発されている 6)．

　以上の 3つのプロセスは，エネルギーの高い状態から

の自発的な結晶化であり，過冷が大きい，あるいは転位

密度が大きいなど，非平衡性の度合いが核生成頻度，ひ

いては結晶粒のサイズを支配する．一方，粉末焼結は，

原料に使用する粉末の粒子サイズが作製される材料の結

晶粒サイズを決定する．粉末は，多種多様な方法で作製

されるが，大別するとボールミル法や液体ジェットミル

法など粉砕を伴う方法，気相からの凝結を利用する方法，

あるいは液相中での結晶化を利用する方法などがある．

詳細については，専門書 7)をご参照頂きたい．

2．2．第二相粒子分散構造

2．2．1．形態制御

　第二相の粒子が分散した構造は，凝固反応でも得られ

るが，ナノスケールの微細な構造となるのは，固相反応

である．ここでは，固相析出反応について述べる．

　図 1に固相析出反応を起こす系の状態図の例を示す．

固相析出は，図 1の矢印で示す組成においては，高温で

は α相単相が安定であるが，低温にするとα相＋β 相の

二相共存が安定であるため，β相の粒子が核生成し，成

長することにより起こる．温度を低温に変化させた後，

析出が起こる前は，母相中に溶質が平衡固溶度を越えて

固溶している．この状態を過飽和固溶体と呼ぶ．この状

図 1 固相析出反応を起こす状態図．矢印の組成におい
て，連続析出により第二相粒子分散構造，不連続
析出によりラメラ構造が得られる．
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態を状態図の温度軸の方向で見ると，固溶度線（solvus 

line）よりも温度が低いと解することもでき，過冷却の

状態であるともいえる．固相析出が起こるには，このよ

うな条件を満たせばよいので，この反応が起こりうる組

成には最大固溶度までの幅がある．組成が c であれば，

母相 αと析出相βの量比（xα/xβ）はてこの原理から

　　  （2）

と決まる．ここで，cα，cβはそれぞれ α，β 相の組成で

ある．c の選択幅があるので，結果として得られる組織

中の母相と第二相の体積分率の自由度は高い．熱電材料

は，複雑な特性のチューニングを要するため，この自由

度の高さは良い特性を得るために有利に働くこともあろ

う．

　固相析出反応による第二相粒子分散構造は，大まかに

は，分散粒子の形態が球状あるいは板状になる場合に分

類できる．このうち，同じ体積分率で比較すると界面積

が大きい，すなわち，λ（ランダムな方向の直線と界面

の交点間距離）の空間平均が小さいのは，板状の場合で

ある．

　析出物の形状決定には，界面エネルギー，弾性歪みエ

ネルギーが関与している．一般に，析出物が小さいうち

は，界面エネルギーが支配的であり，形状は球となる傾

向にある．析出物の体積増加に伴い，弾性歪みエネルギー

が効くようになる．母相と析出相でどちらが硬いか，界

面が整合か非整合かなどに依存して，析出物のアスペク

ト比が決まる 8)．

2．2．2．サイズ制御

　前述したように，第二相粒子の体積分率は式（2）で

決定される．ここでは，第二相粒子の数密度を議論する．

数密度が大きいということは，組織が微細であるという

ことである．

　均一核生成を仮定すると，古典核生成論により核生成

速度 N
・
は次式により与えられ，粒子の数密度に大きく

影響すると考えられる．

　　  （3）

ここで，ΔE  D は原子ジャンプの活性化エネルギー，T は

温度である．ΔG * は臨界核生成の活性化エネルギーであ

り，

　　  （4）

と表され，γ は界面エネルギー，ΔG C は化学的駆動力，

ΔG E は歪みエネルギーである．式（3）の 1番目の因子

は，界面エネルギー，歪みエネルギー，化学的駆動力，

温度に依存する．このうち，界面エネルギーと歪みエネ

ルギーは温度依存性が弱い．一方，化学的駆動力は，第

一近似では過冷度に比例する．このため，温度低下に伴

いΔG ＊（式（4））は減少し，式（3）の 1 番目の因子は

増加する．一方，式（3）の 2番目の因子は，原子のジャ

ンプ頻度を表しており，温度低下に伴い減少する．この

二つの因子の温度依存性により，核生成速度はある過冷

度において極大値をもつ．

　上の議論は，決まった材料系において焼鈍温度により

組織の大きさがどのように変化するかに関わる．一方，

材料系を選択する上でとるべき指針を考えてみよう．化

学的駆動力 ΔG C は，溶解熱 ΔH  S を用いて

　　  （5）

と表される  9)．ここで，ΔT，T  S は，それぞれ過冷度，

固溶度線温度である．式（3-4）において，ある過冷度 

Δ Τのとき，ΔH  S が大きいほど ΔG C が大きいため核生成

速度が大きい，すなわち組織が細かくなると期待される．

溶解熱 ΔH  S は材料系で決まる量である．よって，より

微細な組織を得るためには，ΔH S の大きい材料系を選

択するとよい．

2．2．3．高エネルギー非平衡状態を介するプロセス

　溶解熱は，相分離するような系では一般に正の値をと

る（すなわち，溶解することによりエンタルピーが上昇

する）．それでも溶質が溶解するのは，エントロピーの

効果である．溶解熱が正に大きい材料系では，溶解度は

小さい（図 2）．従って，前述したストラテジーに則り

微細な組織を得る目的で，溶解熱が正に非常に大きい材

料系を選ぶとすると，もはや溶解度がゼロに近くなる．

固相析出反応を起こさせるためには，過飽和固溶体を作

製する必要があるが，溶解度が温度に依らずゼロでは，

温度操作によって過飽和固溶体をつくることができず，

第二相析出構造も得られない．

　このような場合，高エネルギープロセスを利用して，

材料を一旦高エネルギーの非平衡状態とし，その後，相

変態を起こさせるとよい 10)．すなわち，高エネルギー非

平衡状態を介して過飽和固溶体をつくり，それを相分離

させる．高エネルギーの非平衡状態をつくるプロセスと

して，ボールミル法や液体急冷法がある．過飽和固溶体

を得るためにこのプロセスを要する系は，もともと溶解

熱が大きいわけであるから，式（15）より平衡な状態（こ

The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan Vol. 12 No. 1 (August, 2015)

― 22 ―



こでは，第二相が析出した状態）に遷移する駆動力が大

きい．よって，微細な構造にもつながる．

2．3．ラメラ構造

2．3．1．形態制御

　ラメラ構造は，凝固反応では共晶，固相反応では共析

あるいは不連続析出により得られる．反応式で表すと

　　共晶：  （6a）

　　共析：  （6b）

　　不連続析出：  （6c）

である．いずれにおいても均一な組成の相が，化学組成

の異なる二つの相に分離する．共晶反応の状態図を図 3 

に示す．

　共晶反応においては，液相（L）が凝固する際，二つ

の固相（α，β）が同時に晶出する．共析反応は，液相

の代わりに c E の組成をもつ固相（γ）が，それとは異な

る結晶構造及び化学組成をもつ二つの固相（α，β）に

分離する反応である．

　共晶，共析反応によりラメラ構造を得るには，状態図

がそのような反応をもつ系を探さねばならない．これら

は不変系反応であるので，それが起こる組成（いわゆる

共晶（共析）組成）は，図における c  E の一点で示される．

組成が c E よりずれると，通常，図 3（b）あるいは（d）

に示すように，α相（あるいはβ 相）の初晶が晶出した

のちに共晶反応が起こり，組織に不均一な部分が生じる．

この事情は共析変態でも同様である．

　しかし，過冷度が大きい場合は，組成が共晶点よりず

れてもラメラ組織が得られることがある  11)．とはいえ，

均一なラメラ構造が得られる組成は c  E 付近に限られる

ため，ラメラ中の 2 相の量比（xα/xβ）はてこの原理か

ら

　　  （7）

と決まる値から大きく変えることはできない．ここで，

cα，cβはラメラ構造中の α，β 相の組成である．

　一方，図 3のような共晶あるいは共析反応を示す状態

図ではなく，図 1のような組成でもラメラ構造が得られ

る場合がある．このような反応を不連続析出と呼ぶ．通

常，図 1の状態図では，温度が固溶度線を下回ると第二

相（β）が核生成し，温度低下とともにそれが成長する．

β相の体積分率の上昇に伴い，母相（α）の溶質濃度は

連続的に低下する．2．2 節で述べたとおりである．こ

れに対し，不連続析出の「不連続」は，反応に伴い母相

の組成が不連続に変化することを意味する．この場合，

α 相が ά 相と β 相に分離しながら協調成長する．この

点，共析反応とよく似た反応であるが，母相のα相と反

応後のラメラ構造中の ά 相は別の相ではなく，組成が

異なるだけである． この反応は，過冷度が大きい場合

に起こりやすい  8)．この不連続析出は，共晶や共析変態

と異なり不変系反応（自由度 0）ではないので，均一な

ラメラ構造の得られる化学組成に任意性がある．

　ラメラ構造の成長過程では，母相が相分離しつつ母相

と反応後のラメラ領域の界面が母相中へ移動していく．

組成がラメラ中の二相へ分配されながら進行し，ラメラ

の方向は成長方向であることが多い．（ただし，一部の

共析変態はラメラと平行な方向へ進行する 12））従って，

成長方向を制御すれば，ラメラを一方向へ配列させるこ

図 2 溶解熱の小さい系では固溶度が大きく，高温熱処
理により過飽和固溶体を作製し，低温熱処理によ
り固相析出を起こさせることができる（a）．一方，
溶解熱が大きい系では，溶解度が小さいため，固
相領域の温度操作では過飽和固溶体が生成しない
（b）．

図 3 共晶状態図の例（a）と，亜共晶（b），共晶（c），
過共晶（d）の各組成で得られる組織．亜共晶，
過共晶組成ではそれぞれ α相，β相の初晶が現れ
る．
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とができる．そのためには，反応方向を温度勾配により

制御すればよい．これは，共晶反応では，共析反応に比

べ容易である．共析反応でもいくつかの報告がある 13)も

のの容易ではない．理由は，共晶反応に比べ反応前後の

エントロピー差が小さいため，ある過冷度に至ったとき

反応による自由エネルギー差が小さく，反応界面が平滑

になりにくいためと考えられる．成長方向を限定するに

は，温度勾配の大きさが鍵であろう．

2．3．2．サイズ制御

　共晶反応と共析反応は，似た機構で反応が起こるので，

サイズ制御に関する式も類似している．いずれの場合も，

ラメラ間隔 λは過冷度 ΔT との関係として，

　　 ， （8）

成長速度 v との関係として，

　　  （9）

が成立する 8,14,15)．ここで，ΔΗは変態のエンタルピー変

化，γは生成する二つ固相間の界面エネルギーである．

式（8）より，過冷後等温アニールにより変態が進行す

る場合は，低温ほど，界面エネルギーが小さいほど，あ

るいは変態のエントロピー変化（＝ΔΗ/T E）が大きいほ

ど小さい層間隔が得られる．式（9）より，反応界面の

移動速度を制御する（例えば，棒状試料を温度勾配下で

一定速度にて移動させる）場合は，移動速度が大きいほ

ど小さい層間隔となる．

3．結びにかえて

　ナノ構造を自在に制御することができれば，表 1のよ

うなさまざまな効果により zT の向上に寄与しうる．魅

力的な分野だが，いろいろと課題もある．一つは，ナノ

構造の高温安定性である．熱電材料の研究としては，ナ

ノ構造の長時間の安定性の問題に正面から焦点を当てた

研究は少ないが，実際に使用する上で非常に重要な課題

である．ナノ構造化は高界面密度化のことであり，必然

的に体積あたりの界面エネルギーが高い状態になること

は避けられない．解決には，速度論的，熱力学的，ある

いは両方からのアプローチが必要である．例えば，次の

ようなものである．

（1）使用温度に比べ十分に高い融点をもつ物質を選び，

使用温度よりも十分に高い温度での熱処理により相分離

反応（ナノ構造化）を起こさせる．

（2）異相界面を安定化させる．これには，元素偏析を利

用したり，界面の格子の整合性がよく歪みエネルギーが

小さい，あるいは化学的界面エネルギーが小さい異相界

面をつくる方法などがあろう．

　バルク材料には，応用に近い魅力がある．実用を見据

えた工学的課題解決型の研究も必要である．
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