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巻 頭 言

今こそ希土類研究
環境調和材料工学研究センター・センター長

平井伸治

平成 26 年 10 月には寄附講座三徳希土類講座が開設されて
から丸二年が経過する。当初の計画で終盤にあたる今日、
寄附講座の成果を振り返ると、NEDO の希少金属代替省エネ
材料開発プロジェクト(新規希少金属プロジェクトのための
事前検討）を推進しながら、すでに特許申請中のもの 1 件、
特許申請準備中のもの 2 件と、短期間ながらまずまずの成果
を上げることができた。当センターの材料シーズを基に企業側が提案してきたニー
ズに応えるためセンターと企業が協働で成し遂げた成果、材料シーズの特性を網羅
的に調べているうちに見つけた成果、たまたま偶然に見つけた成果もある。研究は
一つのことを深く掘り下げ、真理を探究しようとする研究のみならず、寄附講座の
ようにニッチな材料、ニッチな分野を広く浅く研究し、グローバル展開を図ろうと
する野心的な研究があっても良い筈である。このバランスこそ、本センターの特徴
の一つである。
ところで、平成28年6月11～12日には、大学近郊の留寿都にて当センター・寄附講
座共催、㈱三徳協賛で “Innovative Development for RE Application”について
討論するWorkshopを開催することが決まった。希土類を含む鉱石であるモナザイト
（(Ce,La,Nd,Th)PO4の組成から明らかなように、磁石用希土類の需要が伸びれば、La、
Ce、Yが大量に余ることになる。希土類の需供バランスが崩れて以来、La、Ce、Yの需
要は未だに回復していない。そこで、各国のアバンギャルドな発想で希土類研究に
携わってきた研究者が集まり、希土類の潜在的な利用価値の覚醒について討論する
ことになっている。
また、本学の第３期中期目標・中期計画のなかに「・・環境・エネルギー材料を
重点研究分野に設定し、この分野に係る教員一人当たりの論文数及び論文引用数、
分野に係る獲得外部資金について前中期目標期間の平均に比べて20％以上増加させ
るとともに、関連の外国人研究者を招聘して共同研究を推進し研究拠点を形成す
る。」と書かれている。当センターが本学の重点研究分野を担っていることは言う
までもなく、今後は特許申請した成果を質の良い論文に仕上げ、目標値を達成する
必要がある。6月におけるWorkshopの開催は、当センター国際拠点化に向けての第
一歩と考えて良い。当センターは、希土類を研究対象とする希土類プロジェクトと
機能性グリーン材料を研究対象とする先進材料プロジェクトから構成されている
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が、先進材料プロジェクトも健闘している。平成27年には、「革新的研究開発推進
プログラム」の研究開発プログラムの一つである「超高機能構造タンパク質による
素材産業革命」の研究開発機関として選定され、実績が高く評価されているばかり
でなく、外部資金獲得に貢献している。
以上、当センターの大学、社会における期待は益々増大しており、身を引き締め
て期待に応えるよう健闘努力する必要がある。
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１．センター概要
今、人間の生産・消費活動と地球がもつ再生能力との釣り合いが取れた環境調和型社会の実現
が求められています。資源の循環利用促進、省資源化、地球温暖化ガスの排出低減、未利用エネ
ルギーの有効利用などの技術革新の実現に加え、既存産業間の新しい連携や生活様式の変革など、
社会システムの改革も必要とされるでしょう。これらの課題に、室蘭工業大学も教育・研究機関
としての特長を生かしながら取り組む必要があります。環境調和材料工学研究センター（愛称：
ムロランマテリア）は、より良い未来につながる素材研究の拠点として役割を果たしていきます。

センター名称：
環境調和材料工学研究センター

センター略称
ムロランマテリア

センター活動の方針：
1.変動の拡大、資源供給の不安定化への対策として期待される環境負荷低減型の技術革新
（グリーンイノベーション技術創出）
2.未利用エネルギーの排出元である産業界と、その潜在的な利用者たりうる民生分野の間に
立ちはだかる時間・場所・質・量の不一致を技術的に解消する、時空を超えたエネルギー
利用技術の創出
3.上記の技術革新、技術創出に基づく新産業創出
4.国際的研究ネットワークの構築
5.企業や一般市民，小中高生，本学学生を対象とした材料研究の啓蒙活動の推進

センター組織：
当センターに運営組織、研究組織、評価組織を置く（図を参照）。
運営組織
運営委員会は当センターの事業計画を立案・推進する。
研究組織
タスクフォース型の研究体制を敷き、迅速な目的達成を目指す。希土類と先進材料の 2 つのプロジェ
クトを置き、それぞれへの応募課題から課題選定委員会が研究課題を選定する。タスクフォースには
リーダーを置く。タスクフォースの研究員は学内から募った教員、博士研究員に加え、客員教員や企
業派遣研究員などで構成する。
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評価組織
当センターの事業については、内部評価委員と外部評価委員で構成する課題選定委員会、評価委
員会が評価を担う。

センター組織図

課題選定・評価委員（学外）
・（独）産業技術総合研究所 福島再生可能エネルギー研究・・・・・所長/和田野 芳郎
・（独）電力中央研究所 材料科学研究所・・・・・・・・・・・・理事/秋田 調
・大阪大学 基礎工学研究科付属極限科学センター・・・・・・・・教授/清水 克哉
・大阪大学 大学院工学研究科 応用科学専攻・・・・・・・・教授・現高分子学会会長/明石 満
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２．タスクフォース研究課題

希土類プロジェクト 01

「環境調和を考慮した新熱電変換材料の開発」
代表： 関根 ちひろ

目 的
熱電変換材料は熱エネルギーと電気エネルギーに直接変
換できる材料で、廃熱を利用した度差発電に不可欠です。そ
して、この技術を普及させるために、材料の変換高率を大きく
向上させることが課題となっています。本タスクでは、資源供
給が安定していることと環境負荷が低いことを考慮しながら、
優れた特性を持つ熱電変換材料の新物質探索を行い、次世
代高効率熱電変換材料を開発することを目指しています。
計 画
大型プレスを用いた高温高圧合成法により，大気圧下では
合成不可能である結晶構造、元素組成の新物質探索を行い
ます。対象としている材料系は、ラットリング効果による格子熱伝導度の顕著な低減により熱電特性の
向上が期待できる充填スクッテルダイト化合物などのカゴ状化合物です。また、本タスクでは、CS2 ガス
硫化と放電プラズマ焼結（SPS）法による希土類硫化物の作製、相転移を利用した結晶粒の微細化や
自己ドーピングなどによる熱電特性の向上を目指しています。物質設計、物性評価の各段階において、
計算機シミュレーションを積極的に活用し、迅速な研究を推進します。

希土類プロジェクト 02

「希土類の特性を活かした高度なサスティナビリティを有する材料
およびプロセス開発」
代表：葛谷 俊博

目 的
希土類は、発光・磁性・電子材料として他元素にはない性質
を示し、サスティナブル社会の実現に必要な電気自動車やエ
ネルギーデバイス等には欠かせない元素です。このタスクでは、
レアメタル、新機能発現、マテリアルライフサイクルをキーワード
に①エネルギー材料、②資源の供給安定性を考慮した代替材
料の開発、③レアメタルを含む廃棄物リサイクルの研究に挑戦
します。
計 画
①価数揺動元素であるSm基のTh3P4型立方晶硫化物の熱電材
料を開発すると共に、新規な熱電特性が期待される立方晶希土
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類三二硫化物の単結晶を育成します。
②低環境負荷かつ資源安定供給性に優れたTiS2や非化学量論組成TiO2、スタナイト型多元系硫化
物熱電材料を開発し、それらを利用した太陽電池/熱電ハイブリットモジュールに展開します。
③乾式製錬プロセスを駆使し、廃リチウム電池やニッケル水素電池、希土類磁石からレアメタル
の回収を試みます。

希土類プロジェクト 03

「高効率な新規低温冷凍器用の希土類化合物材料の開発」
代表： 酒井 彰

目 的
近年、低温冷凍器の研究において、ヘリウムを使わない小
型かつ無振動・無騒音な冷凍器を開発することが求められて
います。候補のひとつに「低温ペルチェ冷凍器」があり、これま
では主に液体窒素温度以上の低温発生のための研究がなさ
れてきました。本タスクでは液体窒素温度で超伝導となる希土
類銅酸化物高温超電導体に着目し、これをペルチェ冷凍器
に利用することで、液体窒素温度よりも温度を 20～30℃程下
げることを目指しています。
計 画
銅酸化物高温超伝導体の超伝導は本質的に不均一である
ことが報告されています。低温ペルチェ冷却を有効に行うた
めには、均一性を上げることが課題となります。そこで、本タスクではまず、キャリア濃度を低濃度から
高濃度まで変えながら単結晶を作製し、その実空間および運動量空間における超伝導の均一性を走
査トンネル顕微鏡と電子ラマンの実験から調べます。この最適なキャリア濃度を有する超伝導試料と低
温で比較的有効なペルチェ素子材料（BiTe 等）の組み合わせを探り、より冷却能力の高いものを開発
していきます。

希土類プロジェクト 04

「鋳鉄・アルミニウムの溶湯処理に及ぼすレアアースの効果」
代表： 長船 康裕

目 的
鋳造製品の製造において、溶解された溶湯は鋳型に注湯
されるまでに様々な溶湯処理が行われています。球状黒鉛鋳
鉄の鋳造では Fe-Si-Mg 系の処理剤が広く使用されており、こ
れは 1～3％のレアアース（RE）を含有しています。本タスクで
は、RE 金属の含有量を最低限に抑えた処理剤、あるいは代
替材料を試用した処理剤の開発について研究していきます。

-6-

計 画
①鋳鉄の溶湯処理における RE の効果に関する研究
Ce、La を主成分とする RE 金属の添加剤を鋳鉄の溶湯中に添加し、溶湯の熱分析、組織解析、組成分
析およびチル化傾向試験を行います。
②RE を用いないアルミニウム結晶粒の微細化に関する研究
溶湯の電磁撹拌が、アルミニウム結晶粒の微細化に及ぼす効果を確認します。

希土類プロジェクト 05

「構造依存希土類合金の開発と磁気熱量・熱弾性材料への展開」
代表： 雨海 有佑

目 的
これまで単結晶金属や構造不規則合金など、多様な
構造を持つ希土類化合物および合金をチョクラルスキ
ー法などにより開発してきました。低温での巨大熱容量
や超伝導転移、多彩な磁気相転移といった特性もすで
に見出しています。今後は多様な構造の希土類金属間
化合物および合金を作製し、新規磁気熱量・熱弾性材
料を開発し、特に使用温度領域を意識した蓄冷材、ア
クチュエーター（原動機）への展開を図ります。
計 画
本タスクではまず、単結晶やアモルファス合金などの
様々な希土類化合物および合金を作製し、基礎物理
特性の評価を行います。特に注目しているのは、希土
類金属のＣｅと遷移金属のＭｎで構成されたアモルファスＣｅ－Ｍｎ合金です。この合金は、組成比によ
って、様々な温度で熱膨張係数が通常金属と比較して巨大な値を示します。この弾性異常を元素置
換や電場・磁場・圧力などの調整により、温度領域（極低温～室温程度）の制御を試み、幅広い温度
域でニーズに応じるアクチュエーターへの可能性を探ります。
先進材料プロジェクト 01

「白樺由来耐熱透明バイオポリマー材料の開発」

代表： 馬渡 康輝
目 的
軽希土類を有効活用するための有機分子および高分子との新規機能性ハイブリッド材料の開発を
目標とし、有機化学・高分子合成化学的手法による配位子設計技術を駆使して、高い成形性を有する
耐熱透明材料などの探索を行います。
計 画
本タスクでは、希土類有機錯体構造を有する耐熱透明材料の創成に資する基礎的知見となる、配
位子の分子構造と熱特性および成形性との相関を明らかにする。さらに、本材料合成のスケールアッ
プと低環境負荷を意識した合成法の検討も同時に実施する。
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３．平成 26 度の活動

３－１

タスクフォース研究

・環境調和を考慮した新熱電変換材料の開発
・希土類の特性を活かした高度なサスティナビリティ有する材料およびプロセス開発
・高効率な新規低温冷凍器用の希土類化合物材料の開発
・鋳鉄・アルミニウムの溶湯処理に及ぼすレアアースの効果
・構造依存希土類材料の開発と磁気熱量・熱弾性材料への展開
・新規希土類ー有機ハイブリッド材料の創成

３－２

外部評価委員講評

３－３

講演会他

３－４

センター新聞記事
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環境調和を考慮した新熱電変換材料の開発
関根ちひろ 1, 2，川村幸裕 1, 2，澤口直哉 1, 2，葛谷俊博 1, 2，武田圭生 1, 2
林純一 3，木方邦宏 4，李 哲虎 4，太田道広 4，平井伸治 1, 2
1

室蘭工大院工，2 室蘭工大環境調和材料工学研究センター
3
室蘭工大技術部，4 産総研

1.研究目的
熱電変換材料は熱エネルギー，電気エネルギー間の効率的な直接変換が可能な材
料であり，廃熱利用の温度差発電（熱電発電）に不可欠な材料である。熱電発電は，
エネルギー，環境問題を解決できる重要な技術として注目されている。しかし，こ
の技術の一般的な普及には変換効率を大きく向上させることが課題となっている。
本タスクでは，物質探索の段階から，資源供給安定性や環境低負荷を考慮した元素
組成を意識し，次世代高効率熱電変換材料を開発することを目的とした。
2.研究計画
大型プレスを用いた高温高圧合成法により，大気圧下では合成不可能である結晶
構造，元素組成の新物質探索を行う。対象としている材料系は，ラットリング効果
による格子熱伝導率の顕著な低減により熱電特性の向上が期待できる充填スクッテ
ルダイト化合物などのカゴ状化合物，CS2 ガス硫化と放電プラズマ焼結（SPS）法に
よる希土類硫化物である。さらに，相転移を利用した結晶粒の微細化や自己ドーピ
ングなどによる熱電特性の向上を目指す。また，物質設計，物性評価の各段階にお
いて，計算機シミュレーションを積極的に活用し，迅速な研究を推進する。

Power Factor (10-3 W/mK2)

3.研究成果
（1）希土類充填スクッテルダイト化合物の高圧合成と熱電特性評価
希土類を充填させた充填スクッテルダイト化合物は一般形が RT4X12（R：希土類，
T：遷移金属，X： P, As, Sb）と表される。R＝Ce とした化合物は Ce の 4f 電子と伝
導電子が強く混成した電子状態を形成し，高いゼーベック係数を示す。さらに，結
晶構造中に X 原子で作られる 20 面体のカゴ状構造を持ち，カゴ内部に弱く結合した
ゲストイオン（希土類イオン）が巨大振幅の局所的な独立振動（ラットリングと呼
ばれる）することにより，調和フォノンによる熱の伝播を妨げ，格子熱伝導率を著
しく低減させる。格子熱伝導率は結
1.4
晶構造にのみ関係し，キャリア濃度
1.2
には依存しない。従って，ラットリ
ング効果の利用は，キャリア濃度の
1
最適化とは独立に熱伝導率を低減で
0.8
きる方法であり，飛躍的な性能向上
につながる可能性が高い。本タスク
0.6
では，数万気圧～十数万気圧の圧力
0.4
CeFe4As12
を発生できるマルチアンビル型高圧
0.2
プレスを用いて，試料を合成し，熱
電特性を評価した。その結果，
0
0
50
100 150 200 250 300
CeFe4As12 は，p 型半導体の性質を示
し，低温度域（－180～－80℃）にお
T (K)
いて，実用化レベルの性能を示した
図 1 CeFe4As12 の出力因子の温度依存性
（図 1）。
低温度域での利用は，今後ますま
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す利用の見込まれる液化天然ガス（LNG）の気化器（ベーパライザー）での使用が
考えられる。本タスクで開発した材料を用いたモジュールをベーパライザーに適用
し，極低温の LPG 等のガス化処理に用いれば，ガス化に必要な高温媒体の無駄なエ
ネルギーロスを抑えて，極低温ガスが持つ潜在的な低温エネルギーの効率的な回収
が可能である。
また，n 型半導体材料として，Ce，La などの混合希土類であるミッシュメタル
（Mm）を用いたスクッテルダイト化合物 MmxCo4Sb12, MmFe4Sb12 や，Yb を高い充
填率で部分充填させた YbxCo4Sb12 の合成に成功し 1, 2，比較的大きな性能指数が確認
できた。
（2）充填スクッテルダイト化合物の結晶構造解析
ラットリング効果は充填スクッテルダイト化合物の熱電性能を向上させる重要な
要因の一つではあるが，実験的検証や，理論的な説明が十分なされているとはいえ
ない状況にある。そこで，我々は，ラットリング効果に関する新たな知見を得るこ
とを目的とし，カゴ状物質の典型物質である充填スクッテルダイト化合物の精密構
造解析を行った。充填スクッテルダイト化合物を構成する R 及び T 原子は特殊位置
にあるが，カゴを形成する X 原子の座標は一般位置にあるため構造解析でパラメー
タを決定する必要がある。我々はシンクロトロン放射光を利用して粉末 X 線回折を
行い，新規化合物を含む多くの充填スクッテルダイト化合物の結晶構造について研
究 を 行 っ た 。 こ れ ま で に 構 造 解 析 を 行 っ た 化 合 物 は ， LaRu4As12 ， CeFe4As12,
CeOs4As12, EuFe4As12, GdFe4As12 及び BaFe4As12 である。ラットリング効果と密接に
関係していると思われる熱振動パラメータについては，Fe−As 系化合物の中では，
GdFe4As12 が約 1.4 Å2 と最も大きいことが分かった 3。重希土類化合物は比較的大き
な値を持ち，顕著なラットリング効果を示すことが期待できるため，高性能な熱電
変換材料を開発できる可能性がある。さらに，CeOs4As12, LaRu4As12 及び PrFe4As12
についてはマキシマムエントロピー法を利用して電子密度分布を可視化することに
より，希土類原子とカゴを形成する As 原子との間の電子密度は低く，これらの結
合が弱いことが確かめられた。
（3）フォノン状態密度の第一原理計算
計算機シミュレーションを活用した研究として，Accelrys 社 Materials Studio/
CASTEP を用い，充填スクッテルダイト化合物 YbFe4Sb12 系のフォノン状態密度の
計算を行った。その結果，ラマンスペクトルデータと相似性がある形状のフォノン
状態密度が得られた。さらに，Yb 充填率 x の異なる YbxFe4Sb12 について，分子動力
学法から熱伝導率を計算した。その結果，温度が 900 K では，x の減少に伴い，熱伝
導率が低下することが示唆された。このことは Yb の欠損によるランダムネスの効果
が，格子熱伝導率の低減に寄与していることを示唆しており，今後の詳細な検討が
必要である。
（4）新規カゴ状物質 CeRu2Al10 とその関連物質の体積弾性率
高性能熱電変換材料の候補にはスクッテルダイト化合物に代表されるカゴ状質
や Ce3Bi4Pt3，SmB6 などに代表される近藤半導体などが挙げられ，それぞれ精力的
に研究がなされている。カゴ状物質ではその構造に，近藤半藤体はその特徴的な
バンド構造に起因し，熱電性能指数が向上することが知られている。希土類化合
物 CeRu2Al10 はカゴ状物質であり，近藤半導体であるとの報告もある。そのため熱
電変換材料として期待される物質である。本タスクでは，外圧に対する結晶構造
の変化や安定性を調べることで，高性能熱電変換材料の設計・開発のための新た
な指針を得ることを目的とした。CeRu2Al10 及び Ce サイトを置換した LaRu2Al10,
YbRu2Al10,LuRu2Al10 と Ru サイトを置換した CeFe2Al10, CeOs2Al10 の圧力下における
体積を測定し，体積弾性率を調べ，各サイトを置換したときの硬さの違いを比べ
- 10 -

た 4。
実験には放射光を用い，室温における 0 ～ 10 GPa の圧力下で粉末 X 線回折を行
った。加圧に伴う新たなピークの出現や消失はなく，安定した物質であることが確
かめられた。各圧力下における格子定数を求めたところ，格子定数は単調な変化を
示 し た 。 こ の 格 子 定 数 の 圧 力 依 存 性 か ら 体 積 弾 性 率 を 求 め た 。 CeFe2Al10 ，
CeRu2Al10，CeOs2Al10，LaRu2Al10，YbRu2Al10，LuRu2Al10 の体積弾性率はそれぞれ
88, 105, 120, 100, 104, 115 GPa であった。希土類サイトを置換した場合の体積弾性率
の変化は顕著ではなかったが，Ru サイトを置換した場合の体積弾性率は顕著に変
化した。これにより構造安定性のチューニングには Ru サイトの置換が有効である
ことが明らかになった。
(5) 放電プラズマ焼結（SPS）法を用いた硫化物熱電材料の開発
硫黄は数少ない日本の輸出鉱物資源であり，資源安定供給性に優れた元素である。
これまでに，TiO2 ナノ粒子の CS2 ガス硫化とパルス通電焼結装置を用いた焼結によ
り化学量論組成に近い TiS1.98 の焼結体を作製し，無次元性能指数が 673 K で 0.43 に
達することを見出した。本タスクでは，パルス通電焼結装置を用い，Cu2ZnSnS4
（CZTS），Cu12Sb4S13（テトラヘドライト）焼結体を作製し，性能指数が従来値よ
りも向上することを確認した。
(6) 反応焼結法による高マンガンシリサイド焼結体の作製
MnSi1.75-x（x = 0～0.04）には組成域が非常に狭いにもかかわらず，Mn4Si（MnSi
，
7
1.75）
Mn11Si19（MnSi1.72）, Mn15Si26（MnSi1.73）, Mn27Si47（MnSi1.74）の化学量論組成の
化合物が存在し，これらは高マンガンシリサイド（以下，HMS）として知られてい
る。HMS は，高温域において熱電発電が可能な熱電変換材料として期待されてい
る。しかし，HMS を溶製する場合，包晶反応により金属的な MnSi も同時に生成す
るため，熱電性能が低下する。本タスクでは，粒径の異なる元素粉末を組み合わせ，
最適な焼結条件による反応焼結により，HMS 単相の焼結体を得ることに成功した。
性能指数は，813 K で 0.33 であった。
参考文献
1. C. Sekine, et al., J. Phys.: Conf. Series 502 (2014) 012017.
2. Y. Chen, et al., Jpn. J. Appl. Phys. 54 (2015) 055501.
3. K. Takeda, et al., JPS Conf. Proc. 3 (2014) 017019.
4. Y. Kawamura et al., JPS Conf. Proc. 3 (2014) 011029.
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希土類充填スクッテルダイト化合物の結晶構造
武田圭生 1, 林純一 2, 川村幸裕 1，関根ちひろ 1
1

しくみ情報系領域（情報電子工学系学科）, 2 技術部

熱電発電は排熱，地熱などの熱エネルギーを電気エネルギーとして利用できるた
め再生可能エネルギー及びグリーンエネルギーとしての研究開発が盛んに行われて
いる．熱電変換材料には高い電気伝導率を持ちながら，低い熱伝導率を持つことが
求められる．次世代熱電材料として期待されている充填スクッテルダイト化合物は
LnT4X12(Ln＝希土類金属,T＝遷移金属,X＝プニコゲン)と表され，その構造中に X 原
子で作られる 20 面体の中に Ln 原子が入り込んだカゴ状構造を持つ．そのカゴ内部
に弱く結合した Ln イオンが巨大振幅の局所的な独立振動することにより，調和フォ
ノンによる熱の伝播を妨げ，格子熱伝導率を著しく低減させるラトリング効果を示
すと考えられている．充填スクッテルダイト化合物のカゴを形成する X 原子の座標
は一般位置にあるため構造解析でパラメータを決定する必要がある．我々はシンク
ロトロン放射光を利用して常圧下及び高圧下粉末 X 線回折を行い，新スクッテルダ
イト化合物の結晶構造について研究した．
試料はキュービックアンビル型高圧発生装置を使用して高温高圧合成した多結晶
体を用いた．粉末X線回折はSPring8のビームラインBL10XU及びKEK PF BL18C
において単色化した放射光を用いて測定した．粉末は粒子径を揃えるため沈降法を
用いて調整しながら作成した．検出器はイメージングプレートを使用し，常圧の測
定では試料を±10度程度で揺動させながら測定を行った．得られた結果について斜
め入射や偏光補正などの各種補正を行い，Rietveld法を用いて構造を決定した．
これまでに常圧下の構造解析を行った FeAs 系化合物は CeFe4As12, PrFe4As12,
EuFe4As12, GdFe4As12 及び BaFe4As12 で
ある．その他の化合物では CeOs4As12 及び
LaRu4As12 の構造解析を行った．FeAs 系化
合物においてラトリング効果と密接に関係
していると思われる熱振動パラメータにつ
いては Gd が約 1.4 Å2 と最も大きい．
CeOs4As12, LaRu4As12 及び PrFe4As12 につ

Ce
As

いてはマキシマムエントロピー法を利用し
Os

図1

CeOs4As12 の電子分布密度(0.5/Å3)

て電子密度分布を可視化した．図 1 に示し
たように CeOs4As12 の Ce に注目するとカ
ゴを形成する As 原子との間の電子密度は
低く，これらの結合が弱いことが分かる．
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YbxFe4Sb12 (0.4  x  1)の電子状態計算と熱伝導解析
澤口直哉1,2，中村法仁1，関根ちひろ1,2，佐々木眞1,2
1
室蘭工大院工，2室蘭工大環境調和材料工学研究センター
はじめに
優れた熱電変換材料の開発は、廃熱から電気としてエネルギーを回収可能にするシス
テム実現の要である。我々は、量子化学計算と分子シミュレーションによる、熱電変換材料
の特性評価を試みている。スクッテルダイト化合物 RT4X12(R: 希土類元素、T: 遷移金属元
素、X: プニクトゲン元素)は、Xが形成するかご状骨格内でR原子がラットリング振動と称さ
れる緩やかな振動モードをもつならば、フォノン散乱が生じて熱伝導度を低下するため、熱
電性能を高めると期待されている。Ramanスペクトルにおける低振動数の散乱ピークをラッ
トリング振動と関連づけた報告があるが、その存在については議論がある。そこで昨年度1
に引き続き、YbFe4Sb12系のフォノン状態密度について量子化学計算を用いて検討した。ま
た、分子動力学(MD)法による熱伝導の解析を試みた。
計算手法
電子状態計算にはAccelrys社Materials Studio/ CASTEP2を用いた。GGA PW91 を適用
した密度汎関数計算を実施した。エネルギーカットオフ値その他の計算条件は試行錯によ
り、結果が得られる最良の設定を探った。結晶構造解析データをもとに構造最適化計算を
実施し、得られた原子配置に基づいてフォノン状態密度の計算を試みた。MD 法の計算
条件等はこれまでの設定3 と同様である。YbxFe4Sb12 の0.1  x  1 範囲で幾つかの充填
率の構造モデルを作成してMD シミュレーションを行ない、パワースペクトルを比較した。
結果と考察
CASTEPによるYbFe4Sb12のフォノン状態密度の計算結果をFig. 1に示す。実測のラマンス
ペクトル4と同様に、100～160 cm1の低振動数域にピークが現われた。一方、YbxFe4Sb12の
MDシミュレーションの結果を用い、線
形応答理論に基づく熱伝導解析を試み
た。その結果、温度が900 Kでは、xの減
少に伴い、熱伝導度が低下することが
示唆された。このことはYbがフォノンを
散乱しているというよりは、格子熱伝導
に寄与していることを示唆しており、今
後の詳細な検討が必要である。
Fig. 1 Density of phonon state of YbFe4Sb12.

参考文献

1. 澤口他, 環境調和材料工学研究デンター Annual Report Vol.1-2 (2013) 12.
2. S.J. Clark, et al., Z. Kristallographie, 220 (2005) 567-570.
3. 中村他, 日本コンピュータ化学会2014 春季年会, 93.
4. N. Ogita, et al., J. Magnetism and Magnetic Materials, 310 (2007) 948-950.
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新規カゴ状物質 CeRu2Al10 とその関連物質の体積弾性率
川村幸裕 1，林純一 2，武田圭生 1，関根ちひろ 1
1 しくみ情報系領域，2 技術部
1. はじめに
温度差から直接電気を生み出す温度差発電は環境調和型のクリーンな発電方法の
一つである．この温度差発電は力学的な稼働部がないため一度の製作により半永久
的な使用が可能なのが大きなメリットである．しかし，未だ一般的に使われる程の
実用化は進んでいない．その主な要因は発電効率の低さにあり，この温度差発電の
材料（熱電変換材料）の性能向上が必要である．熱電変換材としての高い性能をも
つ候補にはスクッテルダイト化合物に代表されるカゴ状物質や Ce3Bi4Pt3，SmB6 な
どに代表される近藤半導体などが挙げられ，それぞれ精力的に研究がなされている．
カゴ状物質ではその構造に，近藤半藤体はその特徴的なバンド構造に起因し，熱電
性能指数 ZT が向上することが知られている．希土類化合物 CeRu2Al10 は図 1 に示
すように Ce を囲うカゴ状物質であり，近藤半導体との報告もある．そのため熱電材
料として期待される物質である．本研究では，外圧に対する結晶構造の変化や安定
性を調べることで，高性能熱電変換材料の設計・開発のための新たな指針を得るこ
と を 目 的 と し た ． こ の Ce の 希 土 類 サ イ ト を 変 え た LaRu2Al10, YbRu2Al10,
LuRu2Al10 と Ru のサイトを変えた LaFe2Al10, LaOs2Al10 での圧力下における体積
を測定し，体積弾性率を調べ，各サイトを置換したときの硬さの違いを比べた．
2. 実 験
CeFe2Al10 ，CeRu2Al10 ，CeOs2Al10 ，LaRu2Al10 ，YbRu2Al10 ，LuRu2Al10 はAl自己フラックス法を用いて単結晶試料を育成した．得られた試料は砕いた後，沈降
法を用いて均一粒径の粉末にした．放射光X線実験は高エネルギー加速器研究機構
（KEK）で行った．ダイヤモンドアンビルセルを用いて試料に圧力を発生させ，試
料に均一な圧力が加わるようにメタノール：エタノール=4:1の混合液を圧力媒体と
して用いた．圧力はルビー蛍光法を用いて較正した．
3. 結 果
上記の全ての試料の室温における 0 ～ 10 GPa の圧力下放射光 X 線回折実験を行
った．これらの物質は加圧に伴う新たなピークの出現や消失はなく，安定した物質
であることが確かめられた．各圧力下における格子定数を求めたところ，格子定数
は単調に変化した．この格子定数の圧力依存
性から体積弾性率を求めた．CeFe2Al10 ，
CeRu2Al10 ， CeOs2Al10 ， LaRu2Al10 ，
YbRu2Al10，LuRu2Al10 の体積弾性率はそれ
ぞれ 88, 105, 120, 100, 104, 115 GPa であっ
た．置換による格子定数の変化に対し，希土
類サイトを置換した場合の体積弾性率の変
化は顕著ではなかったが，Ru サイトを置換
した場合の体積弾性率は顕著に変化した．こ
れにより構造安定性のチューニングには Ru
図 1. LnRu2Al10 の結晶構造
サイトの置換が有効であることが明らかに
なった．
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低環境負荷と資源安定供給性を考慮した熱電材料
硫黄は石灰石、ヨウ素とならび数少ない日本の輸出鉱物資源である。これまで、
TiO2 ナノ粒子の CS2 ガス硫化とパルス通電焼結装置を用いた焼結により化学量論組
成に近い TiS1.98 の焼結体を作製し、とくに（0 0 1）が優先配向した試料では無次元
性能指数（ZT＝S2T/ρκ、S：ゼーベック係数、T：絶対温度、ρ：電気抵抗率、κ：熱
伝導率）が 673 K で 0.43 に達することを見出してきた[1]。本研究では、引き続き低
環境負荷かつ資源安定供給性に優れた元素から構成される熱電材料の開発するため
に、いずれもパルス通電焼結装置を用いた反応焼結により、硫化物熱電材料として
期待されている Cu2ZnSnS4（CZTS）、Cu12Sb4S13（テトラヘドライト）の他、高温域
熱電材料として期待されている MnSi1.75（高マンガンシリサイド）焼結体を作製する
ことを目的とした。
１. 反応焼結法によるCZTS熱電材料の作製[2]
平井伸治、葛谷俊博、太田道広（AIST）
１－１ 緒言
これまで、Cu、Zn、Sn、S粉末を出発原料に用い、封管中923 Kで172.8 ks（48 hrs）
の直接反応と、1173 Kで345.6 ks（96 hrs）におよぶアニール、続く1073 Kで0.3 ksの
パルス通電焼結により作製されたCu過剰不定比組成のCu2.1Zn0.9SnS4が700 Kで0.36の
比較的高い無次元性能指数（ZT）を有することが報告されている[3]。当研究室では、
出発原料にCu2S、ZnS、SnS2粉末を用い、3.6 ksのパルス通電焼結により固相反応焼
結 さ せ る こ と で Cu 過 剰 不 定 比 CZTS 焼 結 体 を 作 製 し て き た [4] 。 な か で も
Cu2.3Zn0.7SnS3.85のZT値が従来の報告値とほぼ同程度であることを明らかにしてきた。
しかし、焼結時に原料から解離した硫黄のガス化によるものと推定される焼結体中
に分散した空隙が確認され、この空隙が減少すれば、ρが減少し、ZT値がさらに向上
する可能性がある。
そこで、固相反応焼結によりCu過剰不定比組成CZTS（Cu2.3Zn0.7SnS3.85）焼結体（以
下、一次焼結体）を作製し、次に、これを粉砕した微細な粉末を用いて二次焼結を
行うことにより同じ組成の緻密な焼結体（以下、二次焼結体）を作製することにし
た。
１－２ 実験方法
目標組成がモル比でCu2S：ZnS：SnS2＝1：1：1（Cu2ZnSnS4）の定比組成、1.15：
0.7：1（Cu2.3Zn0.7SnS3.85）の不定比組成になるように混合した粉末を、パルス通電焼
結装置を用いて7×10-3 Paの真空中、20 MPaの加圧下にて、焼結温度773K、焼結時間
3.6ksの下で固相反応焼結させ、一次焼結体を作製した。この一次焼結体を遊星型ボ
ールミルにより粉砕し、微粉末化した。続いて、得られた粉末を、再びパルス通電
焼結装置を用いて80 MPaの加圧下にて一次焼結と同様の焼結条件において焼結し、
二次焼結体を作製した。
１－３ 結果と考察
Cu 過剰不定比組成の場合の焼結体の XRD 結果から、一次焼結体では CZTS のピ
ークの他に微弱な unknown のピークが検出されたが、二次焼結体では CZTS の X 線
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的単相が確認された。図１
は、Cu 過剰不定比組成の
場合、一次焼結体と二次
焼結体の研磨面の SEM 写
真を示す。一次焼結体は
高温・高圧の焼結条件に
もかかわらず空隙が確認
され、二次焼結体では空
隙は確認されなかった。
図１ 焼結体断面研磨面の SEM 観察結
なお、相対密度は、一次
焼結体の 98%に対し、二次焼結体では 99%まで増加した。
また、図２は作製した CZTS 焼結体の ZT を示す。焼結条件が高加圧かつ高温の一
次焼結体では 560 K 付近で 0.13 であるのに対し、二次焼結体では ρ が著しく減少し、
κ に大きな変化がなかったことから、
同じ 561 K において 0.18 まで増加
した。これまで、700 K で 0.36 の
ZT 値が報告 [3] されているが、不定
比組成の二次焼結体についても 700
K まで測定を行えば、この値を上回
る可能性がある。なお、今回作製し
た定比組成二次焼結体と比較すると、
Cu 過剰不定比組成二次焼結体の ZT
値は 560 K 付近で約 4 倍、他の温度
域では約 10 倍増加した。
図２ 作製した CZTS 焼結体の ZT
１－４ まとめ
二次焼結を行うことで X 線的単相の緻密な Cu 過剰不定比 CZTS 焼結体を得るこ
とできた。また、この二次焼結体の性能指数 ZT は、焼結条件が高加圧かつ高温の
一次焼結体と較べて ρ が著しく減少することにより、従来値[3,4]よりも向上した。

２．反応焼結法によるテトラへドライト型Cu12Sb4S13焼結体の作製[5]
平井伸治、中村英次、太田道広（AIST）
２－１ 緒言
四面体銅鉱（Tetrahedrite）は、M12X4S13（M＝Cu, Ag, Bi, Hg, Fe, Zn, Pb X＝Sb, As）
の化学組成を有し、かつては南白老鉱山や手稲鉱山を始め日本各地の鉱山で産出さ
れてきた。最近では、複雑な結晶構造と銅原子の異常大振幅原子振動に起因した極
端に低い κ を有することから、熱電材料としての研究が積極的に行われている。例
えば、組成がCu10.5Fe1.5As3.6Sb0.4S13およびCu9.7Zn1.9Fe0.4As4S13の鉱石粉砕粉Cu12Sb4S13
粉末を質量比で1 : 3および1 : 1の割合で加え、Ar雰囲気、80 MPaの加圧下、723 K に
て1.8 ks保持したホットプレス焼結体のZT値は、723 Kにおいてそれぞれ0.8と1.0の高
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いZT値が報告[6]されている。この他、Cu、Ni、Sb、S粉末を出発原料に用い、封管中
に真空封入した混合粉末を973 Kで10.8 ks保持した後、823 Kまで108 ks（30 hrs）か
けて徐冷、自然冷却し、続いて、粉砕・ペレット化の後、再び封管中に真空封入し
たペレットを773 Kにて90 ks（25 hrs）加熱し、最後にこのペレットを再び粉砕し、
Ar気流中60 MPaの加圧下で803 Kにて3.6 ks保持することにより焼結体が作製されて
いる。組成がCu10.5Ni1.5Sb4S13では、ZT値が665 Kにおいて0.7に達することが報告され
ている[7]。
本研究では、CuSまたはCu2S, Sb2S3, Cu を出発原料に用い、封管作業や長時間の熱
処理を行うことなく、パルス通電焼結装置を用いた直接反応焼結によりCu12Sb4S13焼
結体を作製することを目的とした。
２－２ 実験方法
出発原料には、Sb2S3と試薬レベルのCuSまたはCu2Sを用いた。モル比でSb2S3：
CuS：Cuが2：7：5、Sb2S3：Cu2Sが2：7の混合粉末を黒鉛ジグ（φ10.5 mm）に入れ、
パルス通電焼結法により焼結した。なお、前者でCu添加量を変化させる場合は、5
モルを中心に5+X（X＝－0.15～＋0.05）モルまで変化させた。また、温度プロファ
イルは、所定の焼結温度まで一定の昇温速度で昇温する一段階昇温と、とくにCuS
の場合、493 K以上においてCuSからCu2Sに分解することを考慮して498 Kにて1.8 ks
保持後、再び一定の昇温速度で昇温する二段階昇温とした。いずれも、焼結温度は
673～713 K、焼結時間は3.6～21.6 ks、昇温速度は25 °/min、冷却は炉冷または急冷、
雰囲気は7×10-3 Paの真空、加圧力は50 MPaとした。
２－３ 結果と考察
出発原料の Sb2S3 は、輝安鉱の精鉱を 973 K の還元雰囲気下で焙焼することにより、
溶融 Sb2S3 と脈石との固／
液分離の後、凝固・粉砕し
たものを用いた。化学分析
の結果、試薬の Sb2S3 と較べ
てとくに不純物の Fe, As, Pb
を含有し、それぞれの濃度
は 0.132, 0.023, 0.005 mass%
であった。
X 線的単相の Cu12Sb4S13
焼結体を得ることを目的に、
昇温プロファイル、焼結温
度、一回のみの一次焼結と
図３ 単相を得るための各条件の最適化
この焼結体を砕いて再び焼
結する二次焼結、Cu の配合比率の影響の順に生成粉末の X 線回折結果から最適条件
を求めた。この場合、出発原料には CuS を用い、冷却は炉冷とした。図３に最適条
件を求めるための手順をまとめた。最初に、焼結時の一段昇温と二段昇温について
比較したところ、いずれの場合も、目的とする Cu12Sb4S13 の他、微弱な Cu3SbS4 のピ
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ークが検出されるものの、二段昇温の方が Cu3SbS4 のピーク強度は減少した。また、
673～713 K の焼結温度において、高温ほど Cu3SbS4 のピークが減少した。Cu3SbS4
については、
（１）式により生成した Cu12Sb4S13 が硫黄と反応し、生成したものと考
えられる。また、この反応の標準反応自由エネルギー変化（ΔG゜）[8]は高温ほど右
に進行し難くなるので、結果と一致する。
Cu12Sb4S13＋3/2S2＝4Cu3SbS4
（１）式
ΔG゜/J mol＝－261080+50.3T
なお、焼結温度が 713 K の場合、焼結体の一部が溶融した。この液相の生成につい
ては、Cu3SbS4 と Sb2S3 と S2 が同時に存在する場合、融点が 745 K 付近[8]まで下がる
ことからも明らかである。そこで、以降の実験では、二段昇温により焼結温度を 693
K として焼結した。次に、一次焼結および二次焼結の保持時間を変化させたところ、
一次焼結の保持時間が長時間ほど Cu3SbS4 のピークは減少し、とくに、一次焼結で
21.6 ks 保持、二次焼結で 3.6 ks 保持した場合に Cu3SbS4 が最も減少した。さらに、
出発原料の Cu 添加量（X）を変化させると、X の減少とともに Cu3SbS4 のピークが
減少する傾向が見られた。上記のように、二段階昇温法を用い、焼結温度を 693K、
焼結時間を一次焼結が 21.6 ks と二次焼結を 3.6 ks とし、Cu の配合比率を減らすこと
によって Cu3SbS4 が僅かに残る Cu12Sb4S13 焼結体を作製することができた。
次に、CuS を Cu2S に代え、一段階昇温法で焼結温度を 693 K、焼結時間を 21.6 ks、
一次焼結のみ、さらに冷却を水冷とした焼結を試みた。その結果、意に反し、焼結
体表面側に Cu3SbS4 が僅かに残るものの内側は Cu12Sb4S13 単相の焼結体が得られた。
すなわち、Cu2S に代え、冷却速度を一層遅くすることで、単相が得られる可能性が
あることが示唆された。
２－４ まとめ
一次焼結は二段階昇温で保持時間 1.5 hrs、二次焼結は一段階昇温で保持時間 1 hrs
とし、いずれも焼結温度を 693 K 一定とした場合、不純物 Cu3SbS4 が最も少ない焼
結体が得られた。今後、CuS を Cu2S に代え、冷却速度を一層遅くすることで、単相
が得られる可能性がある。
３．反応焼結法による高マンガンシリサイド焼結体の作製[9]
平井伸治、葛谷俊博、太田道広（AIST）
１．はじめに
MnSi1.75-X（X=0～0.04）には組成域が非常に狭いにもかかわらず Mn4Si（MnSi
、
7
1.75）
Mn11Si19（MnSi1.72）, Mn15Si26（MnSi1.73）, Mn27Si47（MnSi1.74）の化学量論組成の化合
物が存在し、これらは高マンガンシリサイド（以下、HMS）として知られている。
HMS は、823 K で 0.8 の ZT 値が報告[10]されているように、とくに高温域において熱
電発電が可能な熱電材料として期待されている。しかし、HMS を溶製する場合、包
晶反応により金属的な MnSi も同時に生成する。HMS 中に MnSi が存在すると、σ は
増加するものの S は大幅に減少し、κ も大きく増加することから結果的に ZT が減少
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する。一度、MnSi が生成すると熱処理などによって除くことは難しく、このこと
は Si 中の Mn 原子の拡散係数が 2×10-7 cm2/s であるのに対し、MnSi 中の Si 原子の拡
散係数が非常に小さい 2.2×10-13 cm2/s であることからも説明される。
823 K で 0.8 の ZT 値が報告[10]されている HMS は、粒径が 90 μm の Mn と Si の混
合粉末を出発原料に用い、メカニカルアロイング（以下、MA）とパルス通電焼結に
より作製した MnSi1.74 の焼結体である。結果的に、MA 前の粉末を用いた場合は未
反応の Si が残留し、僅かに MnSi を含む HMS 焼結体が得られるのに対し、MA を施
した粉末の場合は MnSi と HMS の混合相の焼結体が得られている。これに対して、
Mn 粉末と Si 粉末の粒径を変え、100 mesh の Si 粉末と 325 mesh の Mn 粉末を組み合
わせたところ、MA 後において既に HMS 単相の粉末が得られたという報告[11]もある。
さらに、溶製した MnSi1.73 を粉砕した 100 mesh の合金粉末を出発原料に用いてメカ
ニカルグラインディングを行い、ホットプレスにより焼結体を作製すると、長時間
の MG では Fe を含む MnSi と HMS の混合相の焼結体が得られたのに対し、短時間
の MA ではほぼ単相の HMS が得られている[12]。
本研究では Si 粉末と Mn 粉末の反応焼結により HMS 単相の焼結体を作製するこ
とを目指し、MnSi の生成を抑えるために Si−Mn 二元系状態図[13]に従って Si 側から
順に化合物を生成することにした。具体的には、Mn 粉末と Si 粉末の粒径を変えた
研究に倣い Mn 粉末とその粒径よりも大きな Si 粉末を出発原料に用いることにした。
２．実験方法
Si 粉末（平均粒径 5、75、150 μm）と Mn 粉末（平均粒径 1.5、10、75 μm）をモ
ル比で 1：1.75 に配合した混合粉末を黒鉛ジグに充填し、パルス通電焼結装置を用
いて 6.0×10-3Pa 以下の真空中、50 MPa の加圧下にて 1173～1298 K の焼結温度、0.3
～18 ks の焼結時間の下で焼結体を作製した。
３．結果と考察
エッチング液（体積比 HF:HNO3:H2O2＝1:6:13）を用いて、焼結体断面の研磨面の
腐食を行うことにより光学顕微鏡組織に多数のエッチピットが観察された。その後
の SEM-EDX 分析との比較により、エッチピットで囲まれた組織は MnSi 相であり、
Si 相、HMS 相をそれぞれ光学顕微鏡観察により差別化することができた。
X 線的単相の HMS 焼結体を得ることを目的に、出発原料の粒径、焼結温度、焼結
時間の順に生成粉末の X 線回折結果から最適条件を求めた。図４に最適条件を求め
るための手順をまとめた。Si 粉末（平均粒径 75μm）と Mn 粉末（平均粒径 75μm）
を組み合わせ、焼結時間が 3.6ks において焼結温度を変化させた場合、XRD により
1273K まで焼結温度の増加とともに MnSi 及び Si のピーク強度が減少し、反対に
HMS 強度が増加した。この時、焼結温度の増加とともに結晶粒の増加も確認された。
同じ組み合わせで焼結温度を 1273K 一定とし、焼結時間を変化させたところ、長時
間ほど MnSi や Si のピーク強度が減少する傾向を示した。
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次に、焼結条件を 1273K、3.6ks とし、
出発原料 Mn 粉末粒径を変化させた。図
５の焼結体断面の研磨面の光学顕微鏡観
察から HMS 中の MnSi 相の大きさは出発
原料の Mn 粉末粒径に依存し、Mn 粉末
粒径の減少とともに小さくなることが
確認された。同時に、XRD における MnSi
図４ 単相を得るための各条件の最適化
のピーク強度も減少した。本実験で用い
た最も微細な Mn 粉末（平均粒径 1.5 μm）と Si 粉末（平均粒径 75 μm）を組み合わ
せた焼結体の場合、光学顕微鏡観察からも MnSi 相の生成は確認されず、XRD にお
いても MnSi 相は検出されなくなった。なお、Mn 粉末（平均粒径 75 μm）と Si 粉末
（平均粒径 5 μm）を組み合
わせた場合、光学顕微鏡観察
と XRD において、MnSi 相
の顕著な生成が確認された。
これは Mn 粉末よりも細か
な Si 粉末を使用し反応焼結
を行ったため焼結の過程で
Si−Mn 二元系状態図に従い、
MnSi 相が先行して生成し、
図５ 焼結体断面研磨面の光学顕微鏡組織
HMS の生成を抑制したため
と考えられる。
最後に、Mn粉末（平均粒径1.5 μm）
とSi粉末（平均粒径75 μm）を組み合
わせ、1273K、3.6ksの条件で焼結し
た焼結体のZTの温度依存性を図６に
示す。813 KにおいてZT値は0.33であ
り、従来の報告にある平均粒径25 μm
のMn粉末とSi粉末のボールミルによ
り十分磨り潰した後、パルス通電焼
結装置を用い1173 Kにて90 MPaの加
圧下で焼結したXRDにより微弱な
図６ 作製した HMS 焼結体の ZT
MnSi相が検出されたHMSのZT値と
同等であった。ρやSの違いは殆どないものの、本研究の焼結体のκが従来の研究と
較べて増加していた。
２－４ まとめ
平均粒径1.5μmのMn粉末と平均粒径75μmのSi粉末とを組み合わせ、焼結温度1273K、
焼結時間が3.6ksの場合、光学顕微鏡においてもMnSi相は観察されず、X線的にもHMS
単相の焼結体が得られた。そのZT値は、813 Kにおいて0.33であった。
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