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熱電材料の性能は，物質の結晶構造や電子状態といった物質本来の性質のみならず，材料の組織によっても大きな影
響を受けます．また，材料の組織と材料の作製手法の間には密接な関係があります．
本号から三週にわたって，粉末冶金の視点から見た熱電材料開発について，大阪大学の勝山茂先生に解説いただきます．
幅広い読者層の中でも，特に，材料開発に携わる方々にとって，有益な情報をご提供いただけるのではないかと期待
しています．
（学会誌編集委員会）

熱電変換材料のための粉末冶金よもやま話（1）

勝山
1 ．はじめに

茂（大阪大学）

容易に作製することができる．

熱電変換材料に限らず，種々の材料の多くは焼結体で

以上述べた粉末冶金の特徴は，熱電変換材料の性能向上

ある．焼結体は材料の粉末を出発原料とし，その圧粉成

に有効な材料組織を作り込む際にも適用可能なものであ

形体を数百℃から 1000℃程度の高温での熱処理により

る．本講座では，粉末冶金の基本原理から，熱電変換材

固化させて製造される．このような材料の製造手法は粉

料の製造に粉末冶金技術を利用することの利点，具体的

末冶金（Powder Metallurgy）と呼ばれ，材料を融点以

な適用法等について解説を行っていく．

上の温度で溶融後冷却し，凝固させて製造する溶融凝固
法（溶製法）と並んで材料の製造方法として古くから用

2 ．焼結体の微細構造と熱電性能の関係

いられてきた．粉末冶金技術の工業への適用は 1909 年

熱電変換材料の性能を左右するゼーベック係数 S，電

Coolidge による靭性タングステン線の製造に遡ることが

気抵抗率ρおよび熱伝導率κなどの物性値は，材料のキャ

できるが，現代でも粉末冶金技術はすたれることはなく，

リア密度と密接な関係がある．キャリア密度の大きい材

様々な新しい技術の開発により発展を続けている．近年

料は一般に電気抵抗率が小さいが，ゼーベック係数の絶

発展が著しく，注目を浴びている粉末積層造形法（いわ

対値も小さくなる．また，熱伝導率はキャリアが熱を運

ゆる 3D プリンター）も，粉末を出発原料としてレーザー

ぶ成分と，格子振動（フォノン）が熱を運ぶ成分から成っ

等により加熱して固化している点では粉末冶金技術の一

ているが，このうちキャリア成分はキャリア密度の影響

形態とみなすことができよう．

を受け，キャリア密度の大きい材料では一般に熱伝導率

材料製造技術としての粉末冶金には以下のような特徴

のキャリア成分は大きくなる．それに対し，熱伝導率の
格子成分は直接的にはキャリア密度の影響を受けない．

がある．
（1）材料固化体の製造に高温での熱処理が必要な溶製
法に比べて結晶粒の粗大化を抑制することができる．
（2）溶融状態では相分離して溶け合わない元素間でも

そこで熱電変換材料の性能を向上させるには，キャリア
密度を最適な値にすることにより適度なゼーベック係数
と電気抵抗率を保ちつつ，熱伝導率の格子成分をいかに
して小さくするかが重要となる．

緻密で均質な固化体を作製することができる．
（3）熱処理条件の制御により，あるいは易揮発性物質

図 1 は焼結体の微細構造を模式的に示したものであ

粉末との混合物の熱処理により，多孔質材料を容易

る．焼結体は結晶粒粉末の集合体である．理想的な焼結

に作製することができる．

体は，ほぼ同じ粒径の結晶粒が隙間なく詰まっているも

（4）最終形状の固化体を直接作製することができる（ニ
アネットシェイプ）．

のであるが，実際の焼結体では結晶粒の大きさにばらつ
きがあり，気孔が存在したり，結晶粒内および結晶粒間

（5）構成元素が多く，溶製法では偏析を生じやすい系

に析出物が存在していることが多い．

でも偏析の少ない緻密で微細な組織の材料を比較的
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焼結体における微細構造はその伝導特性に影響を及ぼ

図1

熱電変換焼結体材料の性能に影響を与える微細構造．
図2

ボールミル（遊星型）．

す．たとえば焼結体中の結晶粒界や気孔，析出物はキャ
リアやフォノンの散乱中心となる．キャリアの散乱は一

れる手法はブレークダウン法であり，図 2 のような粉砕

般に焼結体の電気抵抗率を増加させるが，一方でゼー

機（ボールミル）を用いる方法が一般的である．このよ

ベック係数を増加させる効果もある．フォノンの散乱は

うな粉砕機は金属またはセラミックス製の円筒状容器に

熱の伝導を妨げ，熱伝導率の減少により熱電性能を向上

同材質のボール（直径数 mm から 1 cm 程度）と材料粉

させる効果がある．さらに結晶異方性の大きい材料（た

末を入れ，容器を回転または振動させることにより材料

とえば NaxCo2O4 などの層状化合物）の場合は結晶粒の

粉末とボールとの衝突により粉砕するものである．

配向性も焼結体の熱電特性に影響を及ぼす．

粉砕機を用いて固体原料を粉砕する時，得られる粒子

以上のように焼結体の微細構造がその熱電性能に及ぼ
す影響は単純ではなく非常に複雑である．今回は焼結体

の大きさと粉砕に要するエネルギー E との間には下記
のような経験式が知られている（ボンドの式）4）．

の熱電特性に影響を及ぼす微細構造に関係あるものの中
から，粉末に焦点をあてて解説を行う．
3 ．粉末粒径が熱電特性に及ぼす影響およびその制御方

ここで F と P はそれぞれ，粉砕前および粉砕後の試料
の 80％通過粒子径である．80％通過粒子径とはある目

法について
焼結体のような多結晶体の粒界では結晶の周期性が失

開き（篩網の開口部の直線的長さ）の篩で粉末をふるっ

われるため，フォノンは粒界で散乱される．結晶粒内に

た時に全体の 80％が篩を通り抜ける目開きのことであ

フォノンの散乱源が無いとすれば，粒界散乱における

る．Wi は仕事指数と呼ばれる原料の粉砕性を表すパラ

フォノンの平均自由行程は粒径 D 程度であると考えら

メータであり，原料や粉砕機の性能に依存する．

れるから，散乱によるフォノンの緩和時間は材料の音速

この式を用いると，たとえば粒径 300 m の粉末を 8

を vs として D/vs 程度と考えられる．これより Si-Ge 系

時間かけて 1/3 の粒径の 100 m の粉末に粉砕できたと

のような硬い材料（デバイ温度が高い材料）では粒径が

するとその際に要したエネルギーは 0.42Wi となる．こ

10 m 以下になると急激に熱伝導率が減少することが計

の 100 m の粉末を同じ粉砕機を用いてさらに 1/3 の粒

1）

算により示される ．一方，Pb-Te 系のような柔らかい

径の 33 m の粉末まで粉砕するのに必要なエネルギーは

材料（デバイ温度が低い材料）ではサブミクロン程度の

0.74Wi となり，先ほどの倍近い 14 時間の時間を要する

粒径で熱伝導率の減少が顕著になる．従って，焼結に用

ことになる．すなわち，粉砕により微細な結晶粒粉末を

いる粉末の粒径を微細にすることは熱伝導率の低減によ

得るには，粉末が微細なほど多くのエネルギーが必要で

る熱電変換材料の高性能化に有利であり，実際，結晶粒

あり，効率的ではないことがわかる．これは，ある程度

微細化による高性能化について多くの報告がある

2, 3）

．

以上粉砕が進行すると，粉砕された微細な粒子の数が非

微細な結晶粒粉末を作製する方法には，ブレークダウ

常に多くなるとともに粉末の付着・凝集現象が起こり，

ン法とビルドアップ法がある．ブレークダウン法はバル

粉砕された粉末自体がクッションの役割を果たして粉砕

ク（塊）に機械的エネルギーを加えて粉砕する方法であ

機の衝撃力を吸収してしまうからである．一般に乾式粉

り，ビルドアップ法は原子，分子のレベルから微細な粒

砕により得ることができる微細な粒径は 1〜2 m 程度

子を合成する方法である．粉末冶金において主に用いら

までとされている．
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以上のようにボールミルによる乾式粉砕では粉末粒子

織制御の様子を示す 6）．ミリング時間の増加とともに層

の微細化に限界がある．最近，粉砕によるナノ粒子製造

状組織が形成され，最終的に均一な合金になっていく様

が可能な手法としてビーズミルが注目されている．ビー

子がわかる．延性の無い酸化物等の場合は必ずしもこの

ズミルでは粉砕媒体としておおむね 1 mm 未満の微細な

ような層状構造が見られるわけではないが，微細組織化

ボール（ビーズ）を用いる．図 3 に示したような粉砕室

はされ，最終的には均一な組織とすることは可能である．

と呼ばれる容器の中にビーズを充填しておき，粉砕室中

同様の現象を元素の板材を出発原料とし，圧延および

の撹拌ディスクを回転させることでビーズに運動を与え

折り畳み操作を繰り返すことにより実現させることがで

る．この時，原料粉末に何も添加しない乾式と，有機溶

きる．図 5 に示すように，厚さ 5 mm の元素 A および

媒や界面活性剤等を添加して行う湿式がある．ビーズミ

B の板材を重ね，厚さ 5 mm に圧延する．これを切断し

ルはボールミル等による衝撃力による体積粉砕とは異な

て 2 枚重ね，また厚さ 5 mm に圧延する．この操作を

り，媒体ビーズ間のずり応力や剪断力，摩擦力などによ

25 回繰り返せば積層の数は 225=3.4×107 となり，1 層の

り表面粉砕することによりナノ粒子を製造するものであ

厚みは約 0.3nm となって原子半径ほどの大きさになる．

る．

すなわち，元素の強制固溶による合金化が実現できる．
Fe と Al の板材について，このような繰り返し圧延法に

4 ．メカニカルアロイングによる焼結体の微細構造制御

よってもボールミルによる粉砕と同じように強制固溶に

4 ．1 ．メカニカルアロイングとは

よる合金化が実現できることが 57Fe メスバウアー分光

材料の微細化と複合化が同時に行える技術としてメカ
ニカルアロイングがある．2 種類以上の材料粉末をボー

実験で確認されている 7）．
4 ．2 ．メカニカルアロイングによる熱電変換材料焼結
体の微細構造制御の具体例

ルミル装置等により長時間撹拌することによりボールと
ボールの間に挟まった材料粉末が衝撃により引き伸ばさ

前項で述べたように，メカニカルアロイング処理は微

れ，それがさらに折り畳まれることにより層状構造（ラ

細な組織を持った試料作製に非常に有効である．本項で

メラ構造）を持った組織が形成される．この過程が繰り

はスクッテルダイト化合物 CoSb3 の微細構造制御にメカ

返されることで最終的には原子レベルまで微細に混合さ
れた組織を得ることが原理的に可能である．本技術の起
源は 1970 年に J.S. Benjamin が高エネルギー型ボールミ
ルを用いて金属粉末と酸化物粉末を混合粉砕することに
より酸化物分散型強化合金を開発するのに用いたもので
（注：言葉の定義として「メカニカルアロイング」
ある 5）
は狭義には 2 種以上の粉末間，あるいは粉末と気相，液
相との反応により合金化が生じた時に用いられる．合金
化が生じない場合は「メカニカルグラインディング」と
言い，これらを総称して「メカニカルミリング」と呼ぶ
が，実際にはこれらの名称の違いはあまり明確に区別さ

図4

Al-20%Cu 系におけるメカニカルアロイング中の
組織変化．各ミリング時間は，（a）0h，（b）10h，

れていないことも多い）．

（c）25h，（d）100h．

図 4 に Al-Cu 系のメカニカルアロイングによる材料組

図5
図3

織微細化プロセスの模式図．

流通管型ビーズミルの粉砕室の模式図．
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ニカルアロイングを適用した筆者による研究例を紹介す
8）

る ．

合焼結体の熱伝導率の温度およびミリング時間依存性
を示したものである．図からわかるように熱伝導率は

代表的なスクッテルダイト化合物である CoSb3 は大

FeSb2 の添加およびミリング処理により大きく減少する．

きなゼーベック係数と良好な電気伝導性を示すが，熱伝

これはミリング処理に伴う結晶粒の微細化による結晶粒

導率が他の熱電材料と比べてやや大きいのが欠点であ

界でのフォノン散乱の増加，および合金化に伴うフォノ

る．図 6 は CoSb3 粉末にマーカサイト構造の化合物であ

ンの合金散乱の増加によるものと考えられる．

る FeSb2 粉末をモル比で 6：4 の割合で加え，ミキサー
ミルにより所定の時間メカニカルミリング処理を行い，
ホットプレスにより焼結して得られた焼結体試料の電子
顕微鏡（SEM）写真である．ミリング時間の増加に伴
い結晶粒が微細になり，また FeSb2 粒子が CoSb3 マトリッ
クス中に微細分散されていく様子が観察される．ミリン
グ 30 分の試料では FeSb2 の結晶粒は約 3〜4 m 程度で
あるが，ミリング 25 時間の試料では 1 m 以下となっ
ている．また，エネルギー分散型 X 線分析（EDX）の
結果，CoSb3 の Co の一部が Fe で置換されていること，
および FeSb2 の Fe の一部が Co で置換されていること，
すなわち両者の合金化がミリング処理により進行してい

図 7 （CoSb3）0.8
（FeSb2）0.2 コンポジット焼結体の熱伝導

ることが確認された．以上のことはミリング処理により

率の温度およびミリング時間依存性．

材料の微細化と合金化が同時に進行していることを示し
ている．

5 ．おわりに

図 7 は CoSb3 と FeSb2 の混合モル比が 8：2 である複

熱電変換材料の高性能化に向けてその微細構造制御は
非常に重要である．焼結体材料は粉末結晶粒が集合し，
結合して形成されたものである．今回は材料作製プロセ
スの一つである粉末冶金の立場から，焼結体の構成因子
である粉末について解説を行った．次回は粉末の結合現
象である焼結について解説する予定である．
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