
 

 

「新物質科学と元素戦略」研究領域 領域活動・評価報告書 
－平成２６年度中間評価実施研究課題－ 

 

研究総括 細野 秀雄 

 

１． 研究領域の概要  

物質の機能は、それを構成する元素と不可分な関係にあることが知られています。しかし、元素の数は 100 あまり

に過ぎず、そのうち実際に材料に使えるものは、資源や毒性などの制約のために、数が限定されてきています。よっ

て、社会を支え要求に応える材料を産み出すためには、これまでの各元素に対するイメージを刷新し、新しい可能

性を切り開く成果が研究者に求められています。物質･材料分野の飛躍的進展には、ナノ領域の科学と技術の開拓

が不可欠であるとの共通の認識から、世界各国でその研究が重点的に行われてきています。 

これからは、その基盤の上に各国の特質を反映した施策が実行される時期です。「元素戦略｣は、天然資源に乏

しい我が国が世界に先駆けて開始した研究施策のひとつで、これまで希少な元素を駆使して実現してきた有用な機

能を、できるだけありふれた元素群から知恵を絞って実現しようというものです。これは学術的には、持続可能な社

会のための新しい物質科学を確立することを意味します。 

本研究領域は、資源、環境、エネルギー問題などを解決するグリーン・イノベーションに資するべく、クラーク数上

位の元素を駆使して、ナノ構造や界面・表面、欠陥などの制御と活用による革新的な機能物質や材料の創成と計算

科学や先端計測に立脚した新しい物質・材料科学の確立を目指します。 

 

 

２． 中間評価対象の研究課題・研究者名 

件数： １件（うち、大挑戦型 0 件） 

研究課題名： 「フェルミ準位近傍の微細電子構造と特徴的フォノン分散を利用した環境調和型熱電材料 

と機能性電子材料の創製」 

研究者名： 竹内恒博 

 

３． 研究実施期間 

平成 23 年 10 月～平成 29 年 3 月 

 

４． 中間評価の手続き 

研究者の研究報告書を基に、評価会（領域会議等）での発表・質疑応答、領域アドバイザーの意見な

どを参考に、下記の流れで研究総括が評価を行った。 

（中間評価の流れ） 

平成 26 年 9 月 評価会開催 

平成 27 年 １月 研究総括による中間評価 

平成 27 年 3 月 被評価者への結果通知、研究計画見直し 

 

５． 中間評価項目 

（１）研究課題等の目的達成に向けた研究の進捗状況及び今後の見込み 

（２）研究課題等の目的達成に向けた研究実施体制及び研究費執行状況 

（３）・・領域ごとの評価基準があれば、（４）以降に記載。（複数可） 

（４）大挑戦型については、さらに、大挑戦型として取り組む挑戦的な研究項目に対する進展についても評価項

目とした。（該当ない場合は削除） 

 

６． 評価結果 

総論；対象課題は下記１件につき、総論は略す。 

 

１． 竹内 恒博 研究者 「フェルミ準位近傍の微細電子構造と特徴的フォノン分散を利用した環境調和型熱

電材料と機能性電子材料の創製」 

 

評価結果として、ほほ順調に進展している。 

本研究は、計算と先端計測を援用し、高い性能指数の環境調和型熱電材料を開発しようというものであ



 

 

る。特に高温で使える熱整流材料に準結晶を使用する発想は独自のもので興味深く、性能も向上しつつあ

る。残念なのは、特許出願の機会を逃してしまったこととインパクトのあるジャーナルに未だこのテーマの成

果で掲載に至っていないことである。なじみの薄いテーマで研究者の数も少ないのが現状のようだが、この

フェーズでインパクトのある結果や具体的提案が出せるかで、研究者としての力量が問われる。是非ともこ

こで新しい展開を期待したい。積極的に外部の方と議論することも有効ではないか。 

 熱電材料に関しては Al-Mn-Si 系で ZT=1.1 という実用レベルの材料を見出すなど順調に成果を挙げてい

る。 

 

 

７． 評価者 

研究総括 細野 秀雄 東京工業大学 応用セラミックス研究所／フロンティア研究機構 教授 

元素戦略研究センター センター長 

 

領域アドバイザー（五十音順。所属、役職は平成 27 年 3 月末現在） 

相田 卓三   東京大学 大学院工学系研究科・教授 

掛下 知行   大阪大学 大学院工学研究科・教授 

北川 宏 ＊1  京都大学 大学院理学研究科・教授 

佐々木 高義  物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点・フェロー 

瀬戸山 亨   三菱化学(株)／（株）三菱化学科学技術研究センター  

          フェロー・執行役員／瀬戸山研究室室長 

田中 勝久＊2  京都大学 大学院 工学研究科・教授 

田中 健＊3  東京工業大学 大学院理工学研究科・教授 

谷垣 勝己   東北大学 大学院理学研究科・教授 

玉尾 皓平   理化学研究所 研究顧問・グローバル研究クラスタ長 

常行 真司   東京大学 大学院理学系研究科・教授 

中嶋 敦     慶應義塾大学 理工学部・教授 

中山 智弘   科学技術振興機構 研究開発戦略センター・エキスパート 

野崎 京子    東京大学 大学院工学系研究科・教授 

真島 豊     東京工業大学 応用セラミックス研究所・教授 

村井 眞二    奈良先端科学技術大学院大学・特任教授 

山口 周     東京大学 大学院工学系研究科・教授 

山根 久典   東北大学 多元物質科学研究所・教授 

 
＊1 平成 22 年 10 月～平成 23 年 11 月まで参画 

＊2 平成 24 年 1 月より参画 

＊3 平成 24 年 12 月より参画 

 

 

（参考） 

件数はいずれも、平成 26 年 12 月末現在。 

 

（１）外部発表件数 

 国 内 国 際 計 

論 文 7 13 20 

口 頭 63 23 86 

その他 3 0 3 

合 計 73 36 109 

 

（２）特許出願件数 

国 内 国 際 計 

0 0 0 

 



 

 

（３）受賞等 

  該当なし 

 

（４）招待講演 

国際 3 件 

国内 9 件 



 

 

別紙 

「新物質科学と元素戦略」領域 中間評価実施 研究課題名および研究者氏名 

 

研究者氏名 

（参加形態） 

研 究 課 題 名 

（研究実施場所） 

現 職（平成 27 年 3 月末現在） 

（応募時所属） 

研究費（3 年間） 

(百万円) 

竹内 恒博 

（兼任） 

 フェルミ準位近傍の微細電子

構造と特徴的フォノン分散を利

用した環境調和型熱電材料と機

能性電子材料の創製 

（H23.10-H24.12 名古屋大学、

H25.1- 豊田工業大学） 

豊田工業大学エネルギー材料研

究室 教授 

（ 名古屋大学エコトピア科学研究

所 准教授              ） 
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研 究 報 告 書 

 

「フェルミ準位近傍の微細電子構造と特徴的フォノン分散を利用した環境調和型熱電

材料と機能性電子材料の創製」 

 研究タイプ：通常型 

 研究期間： 平成２３年１０月〜平成２９年３月 

 研 究 者： 竹内恒博 

 

１． 研究のねらい 

火力発電所などにおいて化石燃料を燃焼させることで得られる１次エネルギーのうち，有

効利用されているエネルギーは高々40%程度であり，残りの 60%は主に低温廃熱として捨てら

れている．化石燃料の枯渇によるエネルギー問題，その燃焼により発生するガスに起因した

地球温暖化問題，原発停止に伴う電力供給不足などの諸問題を緩和するために，廃熱として

無駄に捨てられている約 60%のエネルギーを有効に活用することが強く望まれている． 

熱電発電を利用すると，廃熱から電力を得ることができるが，熱電発電におけるエネルギ

ー変換効率は高くないために広く普及するに至っていない．さらに，室温から数百度程度の低

温域で利用される熱電発電素子内の材料（熱電材料）は，高価な元素，稀少な元素，有害な

元素で構成されており，低温熱源を利用した熱電発電の普及を著しく妨げている．熱電発電素

子を用いた廃熱回収を広く普及させるためには，費用対効果に優れ，環境調和性が高く，性

能の高い熱電材料を開発しなければならない． 

本研究では，第一原理計算や高分解能角度分解光電子分光などの先端的な研究手法を

駆使して得られる電子構造とフォノン分散に関する情報を用いて，熱電発電の性能を決定する

熱電物性（ゼーベック係数，比抵抗，電子熱伝導度，格子熱伝導度）を精密に制御する方法を

確立する．さらに．確立した物性制御方法を用いて，既存材料を凌駕する性能を示す熱電材

料を環境に優しい合金系において創製することを目的とする． 

熱電材料の開発研究で確立する手法は，他の機能性材料の開発に展開可能である．特に，

未利用熱の利用を促す熱マネージメントの概念が注目されている．熱流の大きさが熱流の流

れる方向により変化する熱整流材料は，熱マネージメントを実現するための基礎技術としての

利用が期待される．しかし，これまでに報告されている熱整流材料の動作温度領域は150 Ｋ以

下の低温であり，かつ，整流効果は 1.44 倍程度にしかすぎない．そこで，高性能熱電材料の

開発で得られる知見を活用して，室温以上で動作し，かつ，大きな整流効果を示す材料の開

発研究を展開する． 

 



 

２． 研究成果 

（１） 概要 

環境調和型高性能熱電材料開発研究において，これまでに以下の①〜③を実施した． 

 

① 数値シミュレーションによる高性能熱電材料設計指針を構築． 

② 第一限理計算による材料の絞り込みと選定した材料が良い熱電特性を示すことを証

明． 

③ 薄膜熱電材料を作製し，その性能を評価． 

 

上記の研究の結果，安価で環境に優しい Al-Mn-Si 合金系において熱電材料としてふさわしい

電子構造を有する結晶相を３つ（C54 相，C40 相，チムニーラダー相）を選定した．それぞれの

材料を実際に作製し熱電物性を調べることで，いずれの材料も熱電材料として良好な電子物

性を示すことを明らかにした．さらに，構成元素を部分置換することで，キャリア濃度を調整す

るとともに，電子物性に影響を与えずに格子熱伝導度を低減させることに成功し，C54 相で ZT 

= 0.38, C40 相で ZT = 0.25,  チムニーラダー相で ZT = 1.1 を達成した．なお，ここで ZT は無次

元性能指数であり，熱電素子の性能を表している．実用化されている既存材料の ZT は約１で

ある．さらに，安価で環境に優しい Fe-V-Al 系で得られる Fe2VAl 系熱電材料の高性能化にも

取り組み，バルク材料として ZT = 0.25 を実現した．また，RF スパッタ法により Fe2VAl 系薄膜熱

電材料の作製を行い，薄膜化により格子熱伝導度を 1/6 以下に抑制できることを見いだした．

本研究で作製した熱電材料の原料価格は，既存材料の 1/20 以下であり，実用化が期待でき

る． 

熱整流材料については， Al 基準結晶を利用することで，室温以上で動作し，かつ，大きな

整流効果を示す熱整流材料を創製できると予想し，実際に試料を作製することで，その熱整

流特性を評価した．まずは，Al 基準結晶で観測される熱伝導度の温度依存性を顕著にする材

料改質を行い，1000K と 300K の熱伝導度の比 κ(1000K) / κ(300K)を 11 にまで増大させること

に成功した．昇温に伴い熱伝導度が低下する材料として Si, Al2O3, CuGaTe2 を選定し，それら

を Al-Cu-Fe 準結晶と組み合わせることで熱整流材料を創製した． 300K と 900K の熱浴間に挟

み込むことで，2.2 倍を超える熱性有効を観測することに成功した．さらに，Ag2Te と Al-Cu-Fe

準結晶を組み合わせた材料では，300Kと 543Kの熱浴間に挟み込むことで，1.7倍にも相当す

る熱整流効果を観測した．開発した材料で観測された熱性流効果は，固体熱整流材料に対し

てこれまでに報告されている値としては最大である．また，室温以上で動作することに重要な

意義を有している． 

 



 

 

（２） 詳細 

研究テーマ A-1「数値シミュレーションによる高性能熱電材料設計指針の構築」 

熱電材料の性能は無次元性能指数 ZT = S2sT / (k el +k lat )  で評価される．S, s , k el および

k lat は，それぞれ，ゼーベック係数，電気伝導度，電子熱電伝導度，格子熱伝導度である．研究代

表 者 は ZT を 大 き く す る 条 件 を 得 る た め に ２ つ の 因 子 の 積 ZT = A·B  ( A = S2sT /k el , 

B = (1+k lat /k el )
-1)に変形し，Aと Bに分割して考えることを提案している． A = S2sT /k el は，３つの

電子物性によって決定されている．電子物性は，一般的には電子構造と電子散乱を支配因子とし

て有しているが，A は電子散乱には鈍感である特徴を有しているため，概ね，電子構造により決定

されていると考えて良い．以後， A を電子構造因子と呼ぶことにする． B = (1+k lat /k el )
-1  は電子熱

伝導度k lat と格子熱伝導度k el によって決定される．ここでは，B を熱伝導度因子と呼ぶことにする．

熱伝導度因子 B はk lat /k el = 0で１を示し，k lat /k el  の増大に伴い，常に正の値を示しつつ単調に

減少する．すなわち， A = S2sT /k el  は材料が有する電子構造で得られる最大の ZT を表している．

また，格子熱伝導度k lat  が著しく小さい実用化材料においてk lat »k el  の条件が満たされていること

を考慮すると，B の最大値は概ね 1/2 程度であることがわかり，A の値は目的の ZT の値の２倍以上

である必要があることがわかる．この考察に基づき，スペクトル伝導度にいくつかのモデル関数を

当てはめ，線形応答理論から A の値を計算することで，良い電子構造の条件を求める研究を実施

した． 

数値シミュレーションの結果，A の値を大きくするためには，材料が使われる温度を T とした場合，

10kBT を超えるエネルギーギャップを有する縮退半導体において，T における化学ポテンシャルが

バンドギャップ内に存在することが望ましいことがわかった．この条件は，価電子帯（伝導帯）内に

定義されるフェルミエネルギーにおいて比較的小さな状態密度を呈し，フェルミエネルギーから数

kBT 程度離れた高エネルギー側（低エネルギー側）に極めて大きな状態密度を有することで実現で

きる．別の言い方をすれば，価電子帯（伝導帯）の端部に，伝導を担う比較的広がったバンドが存

在し，かつ，ギャップ端から 5〜10 kBT 程度の領域に大きな状態密度を生み出す狭いバンドが共存

していれば良い．このような材料を選択し，キャリア濃度を適切に調整すれば，良い熱電物性が生

み出されると結論した．さらに，B を増大させるためには，格子熱伝導度を低下させれば良いので，

可能であれば単位胞の大きな複雑構造物質，ラットリング機構を有する物質．非調和格子振動が

顕著な物質を選択することが望ましいと結論した．なお，本研究内容は日本熱電学会誌

(2011)(2012)，情報機構(2014)，工業材料(2014)などに解説記事としてまとめられている． 



 

 
研究テーマ A-2「第一限理計算による材料の絞り込みとその有効性の証明」 

バンドギャップが十分に大きく，かつ，バンド端近傍の狭いエネルギー領域に複数のバンド

が共存していることを条件にして高性能熱電材料の候補材料の探索を行った．また，すべての

構成元素が安価で環境負荷を与えないことも考慮した．その結果，Al-Mn-Si 合金系で得られ

る C54 相，C40 相，および，チムニーラダー相が良い電子構造を示すことを明らかにした．バン

ド端の電子構造が最も理想に近い材料は C54 であったが，ギャップの大きさはチムニーラダー

相の方が大きくなっていた．すなわち，低温では C54 相が最も良い電子物性を示すが，高温で

は，チムニーラダー相の性能が上回ることを予測した．C54 相バンド端の電子構造およびギャ

ップサイズに関して他の２相よりも劣るが，十分に考慮に値すると考えた．単位胞に内包され

る原子の数は，C54 相が最も小さく，チムニーラダー相が最も大きい．このことから，格子熱伝

導度はチムニーラダー相が最も小さく，次いで，C40 相，C54 相になると予想された． 

 

 

図１ （左）モデルスペクトル伝導から得られる（右）無次元性能指数．化学ポテンシャルがスペク

トル伝導度のピークから 2〜4kBT 程度離れている場合に，ZT>2 が得られる可能性が高くなるこ

とがわかる． 

 

図２ Al-Mn-Si 系 C54 相，C40 相，チムニーラダー相の電子状態密度． 



 

実際に，それぞれの試料を作製したところ，いずれも大きなゼーベック係数と金属的な電気

伝導を示すことを確認した．また，ゼーベック係数は同一キャリア濃度の場合，室温において，

C54相，チムニーラダー相，C40相の順番で小さくなった．また，600K以上の高温では，C54相

のゼーベック係数はホールと電子の共存により低下し，チムニーラダー相の方が大きなゼーベ

ック係数を示すようになった．この傾向は，電子構造から予想された電子物性の挙動と極めて

良く一致している．さらに，格子熱伝導度は，単位胞内の原子数から予測された通り，チムニ

ーラダー相が最も小さく， C54 相では最も大きな格子熱伝導度が観測された．これらの実験事

実は，電子構造やフォノン分散を考慮した材料設計指針が有効であることを強く示している． 

それぞれの材料で得られた ZT は， チムニーラダー相，C54 相，C40 相で，それぞれ，0.45,  

0.15，0.07,であり，比較的大きな値を示したものの，残念ながら，既存材料が示す ZT = 1.0 に

は到達できなかった．この原因として，格子熱伝導度が大きいことが自明であったために，元

素置換により格子熱伝導度の低減を試みた．なお，いずれの材料も電気伝導度の温度依存

性が顕著ではなく，伝導電子が強散乱極限にあると考察した．この場合，フェルミエネルギー

近傍に不純物準位を形成しない不純物元素を導入することで，格子熱伝導度のみを低減する

ことができる．しかも，軽元素合金であることを考慮すると，構成元素を重元素で置換した場合，

置換量がわずかでも効率的に格子熱伝導度を低減することが可能になる． 

クラスター計算を駆使することで，重元素である Ru, Re, W を Mn に対する置換元素として

選定し，重元素を含む試料を作製した．その結果，数%の重元素置換で，格子熱伝導度を数

十％も低減することに成功した．ZT の値は，Al33.0Mn26.5Fe1.0Ru3.0Re3.0Si33.5 C54 相で約 5 倍

（ZT= 0.38），Al27.5Mn29.0Fe1.0W3.0Si39.5 C40 相で約 2 倍(ZT = 0.25 )，Mn32.0W2.0Re2.0Si64.0 チム

ニーラダー相で約 2.5 倍（ZT ＝1.1）が得られることを明らかにした．特に Mn32.0W2.0Re2.0Si64.0

チムニーラダー相で得られた成果は，目的としていた性能をほぼ満たしており，広く応用に利

用される材料になり得ると考えている． 

C54 相に関する成果は J. Appl. Phys. にて 2014 年に原著論文として出版された．C40 相に

関する成果は，現在，J. Appl. Phys. に投稿中である．また，チムニーラダー相に関する成果は，

近日中に著名な雑誌に投稿予定である． 

 

研究テーマ A-3「薄膜熱電材料の作製とその性能を評価」 

著しく小さい熱伝導度が観測される材料群に対してフォノン分散の計算により解析した結果，

格子熱伝導度を小さくするためには，光学的フォノンを低エネルギー化し，低温から生むクラッ

プ散乱の確立を増大させるとともに，平均群速度を低下させるとよいと考察した．例えば，単位

胞に内包される原子数が著しく多い複雑構造化合物や，ラットリング機構を有する化合物にお

いて，光学的フォノンの低エネルギー化が生じる．複雑構造化合物では小さなブリルアンゾー



 

ーンに関連してフォノン分散が折り畳まれることにより光学的フォノンが低エネルギー化するが，

この機構は，周期性を精密に制御した人工超格子でも観測されるはずである．そこで，人工超

格子を作製することで熱電材料を高性能化することを最終目的に，薄膜熱電材料の作製に取

り組んだ．選択した試料は，既存の熱電材料を凌駕する電子物性を示すが，格子熱伝導度が

大きいために小さな無次元性能指数しか示さない Fe2VAl 系熱電材料である．試料作製には

RF スパッタ法を用いた． 

薄膜作製に先立ち，Fe2VAl 系熱電材料をバルクとして高性能化した．用いた方法は，研究

テーマ A-2 で Al-Mn-Si 合金を高性能化した方法と同じである．構成元素を重元素で部分置換

しない場合には無次元性能指数は ZT = 0.04 であったが，V を Ta で 1.25%置換することで，格

子熱伝導度を著しく低下させることに成功し，ZT = 0.25 を達成した．この成果は，J. Elec. Mater 

において 2013 年に出版され，その後，Advances in Engineering に Featured Article として取り上

げられた． 

次に，Ta を含まない薄膜試料を作製したところ，格子熱伝導度がバルク材料の 1/6 にまで

低減することが明らかになった．しかも，膜厚依存性がほとんどないことも判明した．しかしな

がら，ゼーベック係数の値も小さくなり，結果として ZT の向上を得るに至っていない．TEM の

監察結果からは，結晶格子の周期性はよいが，φ100〜200nm の柱状組織になっていることが

わかった．格子熱伝導度の低減や比抵抗の温度依存性からは，より狭い範囲での不規則性

があることが示唆されることから，おそらく，Fe2VAl の L21 規則構造が乱され，B2 構造に近い

対称性にまで変化していることが想定される．この不規則性の導入により，格子熱伝導度が著

しく低下するとともに，電子構造にも変調をきたし，ゼーベック係数の値が小さくなったと考えら

れる．ここまでの成果は，J. Elec. Mater において 2014 年に原著論文として出版された．現在，

結晶の規則度を上げるための装置改良に取り組んでおり，2014 年度中には規則度の高い薄

膜試料を作製して，その評価を行う予定である． 



 

 

研究テーマ B 「Al 基準結晶を用いた熱整流材料の創製」 

固体内を流れる熱流密度 JQ は，一般的に，フーリエの法則（JQ =-kÑT ） により記述され，

温度勾配の大きさ |ÑT | が同じであれば，熱流密度の大きさ|JQ|が方向依存性を有することは

ない．しかし，いくつかの“特殊な機構”を利用することで，同じ材料内においても熱流密度の大

きさに方向依存性をもたせることが可能になる．このような材料は，熱整流材料（Thermal 

rectifier）と呼ばれている．無駄に捨てられている廃熱を必要とされる箇所に移動して利用する

熱マネージメントの概念が注目されており，実用温度域で再現性が高く大きな整流効果を示す

熱整流材料があれば，熱マネージメントの中核をなす可能性が高い．しかし，残念ながら，そ

の要求を満たす材料の開発が開発されるに至っていない． 

研究代表者は，熱伝導度の温度依存性の異なる 2 つの材料を組み合わせることにより発

現する熱整流機構に着目している．温度上昇に伴い熱伝導度が上昇する材料Ａと温度上昇に

伴い熱伝導度が減少する材料Ｂを組み合わせ，高温と低温に維持された熱浴の間に挟み込

む場合を考える．材料ＡとＢが，それぞれ，高温側と低温側に配置された場合，いずれの材料

も大きな熱伝導度を示し，大きな熱流密度 JAB が得られる．一方，逆に配置された場合には，

2 つの材料の熱伝導度は小さくなり，熱流の大きさ JBA は小さくなる．この機構を利用すれば，

熱整流材料の性能はバルクの物性で支配されることになり制御が容易である．さらに，熱流の

機構が微視的に変化しない限りサイズ効果を持たず，かつ，熱流の大きさが素子の厚さで調

整することも可能であることから，実用化における障壁が少ないと判断される．性能の高い熱

整流材料を創製するためには，熱伝導度に顕著な温度依存性を示す材料を用いれば良いこ

 

図３ Fe2VAl 系薄膜熱電材料の原子間力顕微鏡像．人工超格子の周期に相当する膜厚

（100nm 以下）では，RMS 粗さは十分に小さくなっており，構造制御ができた際には，すぐに

人工超格子化に取り組める． 
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とも自明である． 

Al 期準結晶の熱伝導度は低温においてガラス並に小さく，また，高温では温度上昇に伴い

増大することが報告されている．熱伝導度における同様の傾向は，準結晶と同じ局所構造を

有する近似結晶においても観測される．研究代表者は，これまでに，構造解析が可能で，かつ，

第一原理計算により電子構造の情報が得られる近似結晶の熱伝導度を解析することで，準結

晶で観測される熱伝導度の特徴が，①準周期性と②フェルミ準位近傍に形成する狭く深い擬

ギャップにより生み出されている異常電子熱伝導度の特徴であることを明らかにしてきた．ま

た，この特徴を利用することで，室温以上で動作し大きな整流効果を示す熱整流材料を開発

できるはずであると考えた． 

Al 基準結晶と組み合わせる材料には，高温において熱伝導度が低下することが求められ

る．そのような特徴を持つ材料として，①デバイ温度の高い絶縁体，②高温において非調和振

動が顕著になる材料，および，③規則–不規則相転移を伴う材料の利用を利用した．デバイ温

度が高い絶縁体では，電子の寄与がなく，かつ，昇温に伴いウムクラップ散乱が徐々に増大

するために，緩やかに熱伝導度が低下する．この特徴を有する材料として Si と Al2O3 を利用す

ることにした．それぞれの材料において，k (300K ) /k (1000K ) »  3.5 と 4.8 が得られる．また，

CuGaTe2 はデバイ温度が低いにも関わらず，高温まで熱伝導度の低下が観測され，

k (300K ) /k (1000K ) » 6.9  を示す． Ag2Te に代表されるカルコゲナイド化合物では Ag などのイ

オンがイオン伝導を生じやすいことを考慮すると，昇温に伴う熱伝導度の低下は Cu 近傍にお

いて非調和振動が顕著になる結果であると予想される． Ag2Te は約 400K に構造変態を示し，

高温側では Ag がイオン伝導することが知られている．この特徴により，狭い温度領域におい

て大きく熱伝導度が変化し， k (400K ) /k (420K ) »1.9  が得られる．構造相変態を伴うと体積変

化により試料の形状を維持することが難しくなるが，ごく狭い温度領域で動作する熱整流材料

を創製できると考えた． 

Al61.5Cu26.5Fe12.0 準 結 晶/Si,  Al61.5Cu26.5Fe12.0 準 結晶/Al2O3,  Al61.5Cu26.5Fe12.0 準 結 晶

/CuGaTe2,  Al61.5Cu26.5Fe12.0 準結晶/Ag2Te において熱流を測定したところ，顕著な熱整流効果

を観測することに成功した．観測された熱整流係数は TRR = |JQ_large| / |JQ_small| = 1.81, 2.01, 

2.20, および 1.65 であった．これらの値は，すでに報告されている固体熱整流材料の TRR とし

ては最大である．また，動作温度が室温以上であることも応用の観点から極めて重要である．  

次に，Al 基準結晶を利用した熱整流材料をさらに高性能化するために，準結晶の熱伝導

度の温度依存性をより顕著にすれば良いと考えた．準結晶の熱伝導度の温度依存性は電子

熱伝導度の挙動から生み出されていることから，格子熱伝導度を低減させることで，上記の目

的を達成できると考えた．研究テーマ A において熱電材料を高性能化する際に熱電材料の構

成元素を重元素で置換して格子熱伝導度のみを低減させたが，この方法は準結晶にも適用



 

可能であると考え， Fe の一部を Re で置換した試料を作製し，熱伝導度を測定した．Fe を Re

の固溶限（0.5at.%）まで置換した試料では，熱伝導度が測定した全温度領域に亘り低下した．

この低下は格子熱伝導度の低下であり，その値は Re を含有しない試料の格子熱伝導度の

65％であった．格子熱伝導度を低減させた Al61.0Si0.5Cu26.5Fe11.5Re0.5 準結晶と CuGaTe2を組み

合わせた熱整流材料を，高温端 900 K と低温端 300 K に挟み込んで流れる熱流を評価したと

ころ，TRR = 2.24 を得た．同様に，Al61.0Si0.5Cu26.5Fe11.5Re0.5 準結晶と Ag2Te を組み合わせた熱

整流材料では，高温端 543 K と低温端 300 K に挟み込むことで，TRR = 1.71 を実現した．これ

らの値は，Al61.5Cu26.5Fe12.0 準結晶を用いた場合の TRR よりも明らかに大きくなっている． 

以上の成果は，2013 年に J. Elec. Mater にて原著論文として出版された．また， Sci. 

Technol. Adv. Mater.に投稿した論文は受理され，現在，印刷中である．さらに，熱整流材料の

開発について，固体物理に解説記事を執筆し，2014 年に出版される予定である． 

 

Table 1  Al 基準結晶を構成要素とする熱整流材料の性能 

          

 材料 A 材料 B TH/K TL/K TRRexp TRRcalc TRRexp / TRRcalc 

Al61.5Cu26.5Fe12.0 準結晶 Si 900 ~300 1.81 0.16  2.10 0.86 

Al61.5Cu26.5Fe12.0 準結晶 Al2O3 900 ~300 2.01  0.13 2.17 0.92 

Al61.5Cu26.5Fe12.0 準結晶 CuGaTe2 900 ~300 2.20  0.13 2.26 0.97 

Al61.5Cu26.5Fe12.0 準結晶 Ag2Te 543 ~300 1.65  0.16 1.75 0.96 

Al60.5Si0.5Cu26.5Fe11.5Re0.5 準結晶 CuGaTe2 900 ~300 1.71  0.13 1.75 0.97 

Al60.5Si0.5Cu26.5Fe11.5Re0.5 準結晶 Ag2Te 543 ~300 2.24  0.14 2.30 0.97  

 

 

３． 今後の展開 

研究テーマ A 「環境調和型高性能熱電材料の開発」 

これまでの研究において，Mn32.0W2.0Re2.0Si64.0チムニーラダー相においてZT > 1.0の性能

が得られることを確認した．この材料に関する問題点は，わずかではあるが高価な Re を含有

すること，および，W を固溶させるために液体急冷法を用いており，現状ではリボン状の試料

であることの２点である．２０１４年度中にこの２つの問題を解決する予定である． 

まず，Re を用いない試料の作製であるが，現状で，W は 3.6at.%まで固溶させることが可

能であることがわかっている．この W 濃度でキャリア濃度を調整できれば，Re を用いなくても，

ほぼ同等の性能が得られるはずである．すでに，W のみを固溶させた試料において，ZT > 

0.8を実現しており，組成を精密に制御することで，Reを用いずにZT > 1.0が達成できると考え
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±
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±



 

ている． 

次に，リボン状試料のバルク化であるが，少量のバインダー元素の導入を検討している．

Al などの低融点材料を少量加えることで，複合材料を作製する．視聴中に分散した熱伝導度

の大きな Al では温度差はつかないことが想定され，ゼーベック係数などには問題が生じない

と考えている．また，熱伝導度s  および電気伝導度k  はいずれも増大することが予想される

が， ZT = S2sT /k  においてそれぞれが分子と分母に存在することから，増大分が相殺され，

深刻な性能の低下は防げると予想している． 

さらに，2015 年度以降の研究の継続が認められた際には，半導体微粒子を複合化させる

ことによるエネルギー選択散乱効果の検証とエネルギー選択散乱効果を用いた材料の高性

能化を行いたいと考えている．幸いなことに，高性能化に成功したチムニーラダー相は(Si)と２

相状態を形成する．(Si)のバンドギャップはチムニーラダー相のバンドギャップよりも大きいた

め，伝導電子の非弾性散乱に顕著なエネルギー依存性を生み出せる可能性がたかい．この

効果を利用可能なことを検証し，制御する方法を確立するとともに，チムニーラダー相の熱電

特性を向上させるために利用する．この研究がうまく遂行できれば，ZT > 1.5 を示す環境調和

型熱電材料が創製でき，社会的インパクトが高いと考えている． 

次に，本研究開始時より継続して研究を行っている人工超格子による熱電材料の高性能

化に取り組む予定である．現在，対象物質の構造の規則性を上げるために，本プロジェクトの

経費で購入した RF スパッタ装置の基板温度を上昇させる改造を行っている．2014 年度内に

改造は終了する予定であり，規則度の高い Fe2VAl 系合金が作製できるはずである．2015 年

度以降において，規則度が高い人工超格子の作製に取り組みたいと考えている．現在，

TEM, EBSD, SEM-EDX, 薄膜 XRD が使える研究環境整備が整いつつあり，RF スパッタ装置

の改良により良質な試料の作製を成功させることができれば，薄膜熱電材料の研究が加速さ

れることは間違いない． 

 

研究テーマＢ 「高性能熱整流材料の開発」 

現在，開発した熱整流材料のさらなる高性能化に取り組んでいる．現状で 0.5at.%Re の導

入により性能を向上させることに成功したが，さらに，重元素を数 at.%程度まで導入できれば，

熱整流材料の性能が著しく上昇することは間違いない．2014 年度中には Re 以外の元素とし

て Ta, W の導入を試みる．この物性改質により TRR > 2.5 を目指す．また，プラズマ溶射法を

用いた厚膜材料の開発にも取り組んでおり，既存の材料に Al-Cu-Fe 準結晶を厚く塗布するこ

とで，熱整流特性を生み出す研究も展開する． 

 

 



 

４． 評価 

（１） 自己評価 

さきがけ研究において，「環境調和型熱電材料の開発」および「熱整流材料の開発」研

究を実施し，十分に性能の高い新材料を開発することに成功した．また，熱電材料の機

能を制御する基礎研究において，当初予定していなかった「エネルギー選択散乱効果」な

どを新たに研究に取り入れることもできた．一方で，「人工超格子の利用」などでは，想定

していた研究成果が得られていないが，当初に想定していた研究成果を概ね得ることが

できたと考えている．  

新規熱整流材料を開発したことのインパクトが高いと考え，Nature Materials や

Advanced Materials などに投稿を試みたが，研究者人口が少ない分野の研究であったた

め，Referee に原稿が回されることなく Editor によって掲載を拒否されてしまった．最終的

には，Science and Technology of Advanced Materials （IF3.752）に投稿したが，個人的に

は満足できていない．また，熱整流材料は革新的な材料であったため，特許の取得も可

能であったように思われる．しかし，論文や学会等での研究成果報告を優先してしまい，

特許の取得に至らなかった． 

最近成果を挙げているＭnSiγ チムニーラダー相熱電材料の研究や，新しいアイデアに

基づく熱スイッチ材料の研究は，多くの方に注目され得ると考えられるので，熱整流材料

に関する失敗を教訓に，特許の取得を試み，より高い IF を有する雑誌に投稿することを

計画している． 

2014 年１月に名古屋大学から豊田工業大学に移動し，2014 年度の前半は，残年なが

ら研究の Activity が低下したことが否めない．10 ヶ月が経過し，研究室の体制が整いつ

つあることから，2014 年度後半が終了するまでに遅れを取り戻し，研究成果をまとめる所

存である． 

 

（２） 研究統括評価（本研究課題について、研究期間中に実施された、年２回の領域会議での

評価フィードバックを踏まえつつ、以下の通り、事後評価を行った）。 

ほほ順調に進展している。 

  本研究は、計算と先端計測を援用し、高い性能指数の環境調和型熱電材料を開発しよ

うというものである。特に高温で使える熱整流材料に準結晶を使用する発想は独自のも

ので興味深く、性能も向上しつつある。残念なのは、特許出願の機会を逃してしまったこ

ととインパクトのあるジャーナルに未だこのテーマの成果で掲載に至っていないことである。

なじみの薄いテーマで研究者の数も少ないのが現状のようだが、このフェーズでインパク

トのある結果や具体的提案が出せるかで、研究者としての力量が問われる。是非ともここ



 

で新しい展開を期待したい。積極的に外部の方と議論することも有効ではないか。 

 熱電材料に関しては Al-Mn-Si 系で ZT=1.1 という実用レベルの材料を見出すなど順調

に成果を挙げている。 
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（２） 特許出願 

研究期間累積件数：0 件 

 

（３） その他の成果 

1. Invited Talk 

Tsunehiro Takeuchi 

2015/3/2-6 APS March Meeting in San Antonio, Texas, USA.  

Development of thermal rectifier usable at high temperature.  

2. 特別講演 

竹内恒博 

2014 年 10 月 29 日 粉体粉末冶金協会平成 26 年度秋季大会（第 114 回講演大会） 

高性能熱電材料の開発における粉末冶金の重要性 



 

3. 基調講演 

竹内恒博 

2014 年 3 月 23 日 金属学会講演大会「グリーンエネルギー材料のマルチスケール創

製シンポジウム II」（東工大・大岡山）  

高性能熱電材料の設計指針と粒界の役割 

4. Invited Talk 

Tsunehiro Takeuchi 

2013 年 9 月 2 日 12th International Conference on Quasicrystal (Cracow，Poland)  

Thermal rectification Development of Quasicrystalline Thermal Rectifier 

5. 招待講演 

竹内恒博 

2013 年 3 月 20 日 平成 25 年電気学会全国大会(創立 125 周年記念大会) 企画シ

ンポジウム S4 熱電材料およびその応用に関する最新の研究開発動向（名古屋大

学）  

環境調和型 Al-Mn-Si 系熱電材料の創製 

 


