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はじめに

様々な利用用途に対して，個別に，熱電材料に求めら

本講座において，これまでに，固体材料の熱電物性を

れる最適な抵抗値を記載することは不可能ではないが，

記述する基礎理論を紹介するとともに，熱電材料を含む

残念ながら，限られたページ数に全てを説明することは

様々な材料で観測される熱電物性が電子構造やフォノン

困難である．本稿では，負荷抵抗 R と素子抵抗 r の相

分散の特徴を正確に考慮することで定量的に再現・予測

対値に対する条件については考慮せずに『ZT を大きく

可能であることを説明してきた．第四回目となる本稿で

するための条件』を，
（a）電子構造，
（b）フォノン構造，

は，第一回から第三回において説明してきた基礎理論を

および，（c）構造の乱れに対して議論することにする．

基に，熱電材料に適していると考えられる電子構造と
フォノン分散の特徴を解説する．

A 因子と B 因子

熱電発電やペルチェ冷却におけるエネルギー変換効率
の基本的な考え方は A. F. Ioffe により 50 年以上前に執筆

ZT に大きくする条件を絞り込む上で，議論の見通し
を良くするために，ZT を次式に変形する．

1）

ZT＝S2σT/(κel＋κlat)

された文献に既に記載されている ．効率に関する詳細

＝(S2σT/κel)・(1/(1＋κlat/κel))

な説明は文献 1），2）に譲るが，本稿に関係する重要な

（22）

事項として，熱電発電やペルチェ冷却の最大エネルギー

式（22）で表現される ZT は，明らかに，2 つの因子の

変換効率ηmax が，いずれも，素子を構成する材料が示す

積になっている．便宜的に，前者 A＝(S2σT/κel) を A 因

無次元性能指数 ZT＝S σT/κの増加関数になっているこ

子と呼び，後者 B＝(1/(1＋κlat/κel)) を B 因子と呼ぶこと

とを強調しておく．ここで用いた T は熱電素子を構成

にする．

−

2

−

−

−

する熱電材料の平均温度（T≈(TH＋TL)/2）である．熱

第一回において詳しく説明した通り，A 因子に含まれ

電発電やペルチェ冷却の実用化には，できるだけ大きな

る 3 つの物理量（ゼーベック係数 S，電気伝導度σ，電

最大エネルギー変換効率ηmax を示す素子の利用が適して

子熱伝導度κel）は，スペクトル伝導度σ(ε,T ) と化学ポ

いることは間違いなく，良い熱電材料とは大きな ZT を

テンシャル

示す材料であると考えて良いであろう．この考え方に基

ち，A 因子は電子構造により決定される因子と考えて良

づき，本稿では，
『良い熱電材料の条件』が『大きな ZT

い．一方，B 因子は，格子熱伝導度κlat と電子熱伝導度

を示すこと』として議論を進めるが，この考え方には以

κel の比 R＝κlat/κel によって決定されることから，熱伝

下に示す問題点が内包されていることに注記していただ

導度因子と考えると良い．

が決定すれば一義的に決定される．すなわ

念のために記載しておくが，スペクトル伝導度とは，

きたい．
熱電発電において，ZT の関数として計算される最大

『エネルギーεに存在する電子状態が有する電気伝導へ

効率ηmax を得るためには，電力を消費する機器の抵抗

寄与できる能力の和』である．等方的材料に対するボル

R と電力を供給する熱電発電素子の抵抗 r の比が R/r＝

ツマン輸送方程式を用いると，状態密度 N(ε)，群速度

√1＋ZT/2 を満たしている必要がある

．この関係式を考

の自乗 v G (ε)，および，緩和時間τ(ε,T ) に比例した量

慮すると，その駆動に電流量を必要としない機器（内部

となる．また，伝導電子の化学ポテンシャルは，フェル

抵抗が大きな機器）に電力を供給する場合には，熱電素

ミ分布関数が 1/2 になるエネルギーであり，絶対零度で

子の内部抵抗もまた同程度に大きい必要があることが理

はフェルミエネルギーεF に一致する．状態密度のエネ

解される．逆に，大電流を必要とする機器（内部抵抗が

ルギー依存性に起因して，化学ポテンシャルは温度依存

小さな機器）を熱電発電素子で駆動する場合には，内部

性を有し，有限温度ではεF から僅かにずれる性質を有

抵抗の小さな熱電発電素子を使わなければ最大のエネル

している．特に，状態密度が顕著なエネルギー依存性を

ギー変換効率が得られない．

有している場合には，化学ポテンシャルも顕著な温度依

―
−
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存性を示すことを覚えておくと良い3,4）．

σ(ε, T )∝(ε−εedge)γ

（24）

式（24）において，緩和時間τのエネルギー依存性が

A 因子を大きくする電子構造の条件
スペクトル伝導度を含む積分を用いて A 因子を書き

無視できる場合には，N(ε)・v G (ε) のエネルギー依存性

下すと煩雑になるので，ここでは，本講座の第一回にお

を反映してγ＝3/2 になる．平均自由行程 l＝τvG のエネ

いて式（2）に示した関数 Kn を利用して式を簡略化して

ルギー依存性が無視できる場合にはγ＝1 になり，顕著

示す．

な不規則性が導入された系では，伝導電子は，波束とし
2

K1
A＝ ―
K2 K0−K12

（23）

2

てではなく，拡散的に移動するので，N(ε) のエネルギー
依存性のみが残り，γの値は 1/2 になる．

Kn (n＝0, 1, 2) はスペクトル伝導度と窓関数 FWn(n＝0, 1,

式（24）で表現されるスペクトル伝導度を用いて，A

2) の積をエネルギーに対して積分することで得られる．

因子を化学ポテンシャルの関数として計算した結果を図

スペクトル伝導度が N(ε)，vG(ε)，τ(ε, T ) などの幾

1 に示す．化学ポテンシャルがバンド内に位置する場合

つかの因子の積として与えられる．それらのうち，『エ

には，化学ポテンシャルがバンド端に近いほど大きな A

ネルギー依存性を示さない因子』は，Kn の式中におい

因子が得られている．また，化学ポテンシャルがバンド

て積分の外に括り出すことができる．また，全ての Kn

端よりも低エネルギーに存在している場合には，より大

から共通に括り出される『エネルギー依存性を示さない

きな A 因子が得られている．

因子』は，式（23）において分子分母に共通して存在す

有限なキャリア濃度を有した材料においてバンド

ることにより消失する．この特徴から，『A 因子はスペ

ギャップ内に化学ポテンシャルが存在する条件も含めて

クトル伝導度の絶対値に依存しない』ことが導かれる．

計算していることに対して，奇妙に感じる読者がいるか

なぜならば，σ(ε, T )＝C・σnormalized(ε, T) とした場合，規

も知れない．バンド近くにフェルミエネルギーが位置す

格化定数 C は Kn の積分から括り出され，式（23）にお

る場合には，化学ポテンシャルの温度依存性が比較的顕

いて消失するからである．別の言い方をすれば，式（23）

著になり，有限温度において化学ポテンシャルがバンド

を計算する際に，Kn の比積分関数中にσnormalized(ε, T )＝

ギャップ内に移動する状況も十分に可能であることを覚

σ(ε, T)/C を用いても，σ(ε, T) を用いた場合と同じ値

えておくと良い．

が得られる．

ここで，有効質量が異なる 2 つの縮退半導体が示す A

本講座記事の第二回においてゼーベック係数を説明す

因子の比較について考えてみる．いずれの半導体も放物

る際に議論したが，伝導に寄与する比較的狭いエネル

線的なバンドで特徴づけられると仮定すると，2 つの縮

ギー領域（化学ポテンシャルを中心として 10kBT 程度
の幅をもつエネルギー領域）では，一般的に，緩和時間
τのエネルギー依存性は無視できるほど小さい．このこ
とを考慮すると，緩和時間もまた，式（23）において消
失する．すなわち，A 因子は，ゼーベック係数と同様に，
電子散乱には鈍感であると言える．
以上の前提を理解した上で，A 因子を大きくする条件を
考察する．まずは，半導体電気伝導理論において良く使わ
れるように，バンド端が放物線的なε-k 関係で近似でき，
化学ポテンシャルがバンド端近傍に存在する場合を想定す
る．εedge から高エネルギー側に単一のバンドが広がって
いる場合を仮定すると，有効質量 m* の大きさに係わら
―

ε−εedge の関係を満たす．群速
ず，状態密度は N(ε)∝√
―

ε−εedge の関係を満たしている．
度もまた vG (ε)∝√

ボルツマン輸送方程式を用いた場合，単一の放物線的
バンドが存在する場合のスペクトル伝導度は以下の式で

図1

放物線的バンド分散を有する材料の（a）スペク
トル伝導度，および，（b）A 因子の計算値．

書き下すことができる．
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退半導体のスペクトル伝導度は，有効質量の違いを反映

米国で近年良く研究されている PbTe 系の熱電材料な

して異なる絶対値を示すはずである．しかし，伝導機構

どは，電子構造にこの特徴（複数バンド）を有してい

が同じであるならば，スペクトル伝導度は，同じエネル

る6）．2 重に縮退した eʼg バンドと a1g バンドがフェルミ

ギー依存性を示すはずである．A 因子はスペクトル伝導

準位近傍に存在する NaxCoO2 などの層状 Co 酸化物7）も，

度のエネルギー依存性のみによって決まることから，バ

同様の特徴を有している．3 次元材料を低次元化する

ンド端から化学ポテンシャルまでのエネルギー差 −εF

ことで形成するサブバンドを利用した ZT の増大8,9）も，

が一致している場合には，2 つの縮退半導体の A 因子は

複数バンドの利用と考えて良いであろう．また，著者

同じ値を示すことになる．有効質量の大小に係わらず，

らは，この特徴をもつ材料として TiSi2 構造を有する Al-

A 因子が一致する結果は大変興味深い．

Mn-Si 系熱電材料を開発し，4 以上の A 因子を得ること

図 1 からは，
化学ポテンシャルが図に示したエネルギー

にも成功している10）．

領域にある場合には，γの値が大きいほど A 因子の値が

次に，バンド端を用いずに大きな A 因子を得るため

大きくなっていることが理解される． −εF＜−2kBT で

の電子構造の条件について考える．式（23）を再び参照

は，大小関係が逆転しているが，この条件では電子熱伝

すると，K1 が大きく，K0 および K2 が小さい条件下で A

導度も電気伝導度も小さくなりすぎるので，熱電材料に

因子が大きくなることが容易に理解できる．本講座記事

対して適当な条件ではなく，考慮する必要はないと判断

の第一回において図 1 に示した窓関数のプロットより，

できる．γの値が大きいほど A 因子の値が大きくなるこ

K0 および K2 における積分領域を制限している窓関数

とは，化学ポテンシャル近傍においてスペクトル伝導度

ε＝ とε≈ ±2.4kBT に，
（FW0 および FW2）は，それぞれ，

のエネルギー依存性が顕著な場合に大きな A 因子が得

正のピークを有していることがわかる．また，K1 中の

られることを示している．

積分に内包される FW1 はε≈ ＋1.5kBT に正のピークを，

残念ながら，単一の放物線的バンドを用いてγの値を

ε≈ −1.5kBT に負のピークを有している．上記の窓関数

3/2 以上に大きくすることはできない．この問題に対し

FWn の特徴を考慮しつつ，大きな A 因子を得るためのス

て，著者らは，複数のバンドが化学ポテンシャル付近に

ペクトル伝導度を予想すると，単純には，ε≈ ＋1.5kBT

重複して存在している縮退半導体の利用を提案してい

付近あるいはε≈ −1.5kBT 付近のどちらかにピークを

5）

る ．図 2 に 2 つのバンドのバンド端を kBT だけずらし

有し，それ以外では値がゼロになるスペクトル伝導度が

つつ重複させた場合における A 因子を，単一のバンド

望ましいと予想される．しかし，簡単なシミュレーショ

と比較して示す．化学ポテンシャルが同一であれば，2

ンを行うと，上記の予想は必ずしも正しくないことに気

バンドで構成されるモデルの方が大きな A 因子を示し

がつく．

ていることがわかる．

図 3 にガウス関数的なスペクトル伝導度を仮定して計

図 3 （a）単一のガウス関数からなるスペクトル伝導度，
図2

単一バンドと 2 バンドの（a）スペクトル伝導度，

および，（b）ピーク位置と半値幅の関数として計

および，（b）A 因子の計算値．

算した A 因子．
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算した A 因子の値をガウス関数の半値幅の関数として

導度と電子熱伝導度の比 R＝κlat /κel の著しい増大を通し

示す．ここで，各線はガウス関数のピークのエネルギー

て，B 因子の著しい低下を招いてしまう．そこで，B 因

をεpeak− ＝nkBT（n＝1, 2, 3, 4, 5, 10）に設定した際に得

子による影響（格子熱伝導度の影響）まで考慮して，ガ

られる A 因子の計算値を示している．図 3 より，スペ

ウス関数的なスペクトル伝導度による得られる ZT の値

クトル伝導度上にδ関数的なピークが存在し，かつ，そ

を計算し，図 4 に示した．なお，ガウス関数の面積は一

のピークが化学ポテンシャルからできるだけ離れている

定とした．また，図 3（b）に示された値と図 4（a）〜（c）

際に A 因子が飛躍的に大きくなることがわかる．計算

に示された値の比が B 因子に相当することを理解して

により得られた極端に大きな A 因子は，ゼーベック係

いただきたい．

数が大きくなることに加え，式（23）の分母に存在する

計算の結果，スペクトル伝導度上において，化学ポテ

電子熱伝導度が著しく小さくなることで実現している．

ンシャルから 2 〜 3kBT 程度離れたエネルギー領域にδ

なお，この電子熱伝導度の低下は，主に，式（9）にお

関数的なピークが存在する場合に，ZT の最大値が得ら

ける第 2 項の効果から生じており，ビーデマン・フラン

れることがわかった．この領域におけるスペクトル伝導

ツ則からは予測が不可能である．

度の強度は，電子熱伝導度を大きくする役割を果たして

すでにお気付きの読者がいるかと思うが，巨大な A
因子を導く一因である小さな電子熱伝導度は，格子熱伝

いることを考慮すると，
εpeak− ＝2〜3kBT の条件により，
比較的大きな A 因子と比較的大きな電子熱伝導度が同
時に得られることが理解される．なお，独立なパラメー
タである格子熱伝導度の値を変化させた場合にも，この
条件が大きく変化することはないことも計算値から確認
できる．εpeak− ＝2〜3kBT にピークを有する条件から
の材料開発は，著者の知る限り行われておらず，電子構
造において上記の特徴を有した材料が開発できれば，こ
れまでに熱電材料として考慮されていなかった材料系に
おいて著しく大きな ZT が得られるであろう．
A 因子と電子構造に関する考察を終える前に，上述し
た条件では電気伝導度が小さく抑えられてしまうことも
注記しておく．電気伝導度は，化学ポテンシャル近傍に
スペクトル伝導度の強度が存在する際に大きくなること
ことから，この事実が理解できるであろう．既存材料よ
りも遥かに大きな ZT を得ることは電子構造的には十分
に実現可能であるが，ここで示した指針に基づき開発さ
れる熱電材料は，既存の熱電材料よりも高い電気抵抗で
特徴付けられる可能性が高いと結論する．
B 因子を大きくするフォノン分散の条件
B 因子は，その関数形からも容易に想像できる通り，
格子熱伝導度の電子熱伝導度に対する比 R＝κlat /κel の減
少関数になっている．しかも，R の値は常に正であるこ

図 4 （a）-（c）ガウス関数で表されるスペクトル伝導度
と有限な格子熱伝導度（κlat ＝κ0, 2κ0, 4κ0）を仮
定して計算した ZT．（d）それぞれの計算に用い
図5

た電子熱伝導度と格子熱伝導度．

B 因子の R（＝κlat /κel）依存性．
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とを考慮すると，図 5 に示すように，B 因子は 1 以下の

ノンが分布するエネルギー領域が極めて狭い（数十〜

正の値しか示さないことも容易に理解される．この特徴

百 meV 程度である）ことに対して，電子のバンド幅は

から，B 因子は，与えられた電子構造から得られる最大

比較的広い（数 eV 程度である）こと』，および，『伝導

の ZT の値（A 因子の値）を減少させる因子であると考

に寄与するエネルギー幅がフォノンも電子も共通して数

えることができる．

kBT（室温で 100 meV 程度）であること』を考慮すると，
5

−1

実用化されている熱電材料は，
概ね，
σ≈1×10 Ω m

−1

程度の電気伝導度を示している．この値とビーデマン・

折畳みの効果が格子熱伝導度のみに寄与する場合の方が
多いと結論される．

フランツ則を用いて大まかに 300℃付近の温度領域にお
ける電子熱伝導度を見積もると，κel＞1.4 W/ m K の値

構造の乱れ

が得られる．様々な材料に対して計算される最低格子熱

A 因子と B 因子を通して，電子構造とフォノン分散

伝導度κlat _min が 0.5 〜 1 W/ m K 程度であることを併せ

に関する条件を述べてきたが，最後に，構造の乱れや微

て考慮すると，B 因子は最大で 0.6 〜 0.7 程度になり得

細化が，特殊な場合を除き，A 因子および B 因子のい

ると考えられる．

ずれにも影響を与えにくいことを説明する．

その利用に注意を喚起しているビーデマン・フランツ

材料内において，結晶構造の乱れが生じた場合や，結

則を著者自身が用いて議論を進めていることは，明らか

晶粒を微細化した場合には，スペクトル伝導度に影響が

に自己矛盾である．しかし，ここでの議論がやや大雑把

生じることは間違いない．伝導電子が波束として伝播し，

なものであることから，概算値の計算にビーデマン・フ

平均自由行程が十分に定義可能な材料では，構造の乱れ

ランツ則を用いることをお許しいただきたい．

や結晶粒の微細化は，緩和時間を短くすることで，スペ

B 因 子 の 最 大 値 が 0.6 〜 0.7 程 度 で あ る こ と か ら，

クトル伝導度の絶対値を低減させるであろう．しかしな

ZT ＞1 の条件を得るために A 因子には A＞1.4 の条件

がら，第二回に詳しく述べた通り，伝導に寄与する狭い

が課せられる．また，ZT＞2 を得るためには A＞2.8，

エネルギー領域では，状態密度や群速度のエネルギー依

ZT＞3 を得るためには A＞4.2 以上であることが要請さ

存性と比較すると緩和時間のエネルギー依存性は無視で

れる．これらの条件を得ることが容易ではないことは，

きるほど小さいことから，構造の乱れや結晶粒の微細化

A 因子の計算値から容易に想像できるであろう．

により，スペクトル伝導度の絶対値が低減するのみで，

A 因子を大きくすることも容易ではないが，B 因子を
0.6 〜 0.7 程度にまで大きくするように 0.5 〜 1 W/ m K

そのエネルギー依存性は変化しないであろう．すなわち，
A 因子の値にほとんど影響しないと考察される．

程度の極めて小さなκlat を得ることもそれほど容易では

結晶構造の乱れや結晶粒の微細化は，伝導電子の平

ない．第三回に説明したように，極めて小さなκlat を得

均自由行程を短くするとともに，波束として伝播する

るためには，光学的フォノン分枝のエネルギーをできる

フォノンの平均自由行程も短くする．伝導電子とフォ

だけ低下させることで，平均群速度を低下させるととも

ノンの平均自由行程の減少率が同程度である場合には

にウムクラップ散乱の確率を高めることが望ましい．す

R＝κlat /κel は変化せず，結果として，B 因子もまた変化

なわち，単位胞内に数多くの原子を有する材料や，周囲

しないはずである．
以上の考察から，一般的な材料では，構造の乱れや結

の元素との化学的結合が弱くラットリングする原子を有
した材料などを利用することが良いと判断される．また，

晶粒径の微細化に対して A 因子および B 因子は鈍感で

フォノン分散の折畳み効果により光学的フォノンが低エ

あり，構造の乱れや結晶粒径の微細化により ZT が著し

ネルギー化することから，格子熱伝導度が比較的大きな

く増大することはないと考察される．ただし，以下に説

バルク材料でも，人工超格子構造などを利用すると格子

明する例外があることも理解して頂きたい．

熱伝導度の低減を通して B 因子の増大が見込めるであ
ろう．

電子相関が強い系では，伝導電子の緩和時間は，概
ね，電子−電子散乱によって決まっている．このような

多層膜化により電子構造に影響が出ることを懸念する

状況では，結晶構造に乱れを導入しても，結晶粒の微細

読者がいるかもしれない．確かに，超格子構造により電

化を行っても，伝導電子の緩和時間が変化することはな

子のバンド分散も折り畳まれるので，電気伝導に寄与

い．一方，フォノンの緩和時間は，結晶構造の乱れや結

する化学ポテンシャル近傍のエネルギー領域にその影

晶粒の微細化に伴い確実に減少するため，κlat のみが減

響が出る可能性は否定できない．しかしながら，『フォ

少し，結果的に B 因子と ZT が増大する．著者らの研究
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グループは，近年，この考え方に基づき Fe2VAl 系熱電
材料や Si2Ti 型 Al-Mn-Si 系熱電材料の高性能化に成功し
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