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熱電材料の組織制御のために
（3）組織の定量化

池田
1 ．はじめに

輝之（茨城大学）

やすいのでお薦めである．

前回，前々回と平衡状態図，及びそれもとにした組織
制御の基礎を述べた．今回は，形成した組織を定量化す

2 ．組織写真の定量解析

る方法を述べる．

2 ．1 ．ステレオロジー

組織を定量化する意義は二つある．本稿を書くにあた

「微細な組織が得られた」「粗大化が起こった」といっ

り，熱電材料の組織制御を念頭に置いているので，一つ

た組織のサイズに関わる情報は，一般には光学顕微鏡，

は，熱電特性と組織との関係を議論するにあたり必要だ

あるいは走査電子顕微鏡や透過電子顕微鏡などの組織観

ろうということである．熱電特性を向上させるため，さ

察で最初に得られる．議論の対象は，結晶粒径，析出粒

まざまな新しいアイデアが提案されており，その中には

子のサイズ，ラメラ間隔，二次デンドライト間隔などで

材料組織が中心的役割を果たすものもある．それを検証

ある．ここで留まっていては，大ざっぱな議論にしかな

するためには，組織を表現する何かしらの定量化した量

らないので，それを数値化したい．議論は，組織のサイ

と特性の関係を調べる必要がある．また，このような検

ズの制御についてのこともあれば，組織のサイズと熱電

証において，あるいは特性の向上のために，組織を表現

特性の相関ついてのこともあろう．前者の場合は，相変

するパラメータのうち，キーとなる量をさまざまな材料

態理論に照らして−例えば，粒成長の式 d ∝t（d: 粒径，

科学的知見を利用して制御する必要がある．この制御が

t: 時間，n: 材料と温度に依存する定数）4）など，後者の

思惑通りになされているかを確かめるにも，やはり組織

場合は，突きつめると，例えばキャリアの平均自由行程

の定量化が必要である．

と組織のサイズの関係を議論したりすることになろう．

n

ひとくちに組織の定量化といっても，さまざまな対象

このとき，議論の対象の組織のサイズは当然三次元空間

があるが，ここでは，組織のサイズに関する定量化法に

におけるサイズである．ところが，上述した一般的な顕

絞って述べる．

微鏡観察は「面」−すなわち，二次元の観察であるた

組織のサイズの定量化の方法には，X 線や中性子線を

め，得られる組織写真を解析し定量化したとしても，そ

使用した小角散乱法や観察で得られた画像を解析する方

れをそのまま定量的議論に用いることができない場合が

法がある．

多い．二次元観察からの定量化情報は役に立たないとい

前者は，試料全体の平均情報が得られる利点がある

う意味ではない．二次元観察は確かに三次元における定

一方で，X 線であれば元素を選び，装置的にも敷居が高

量的情報の一端を見せており，二次元観察で得られる情

く，中性子であれば，すぐに測定できるわけではないと

報から三次元情報を得るには工夫が必要である．これは，

いう制約もある．小角散乱法による材料組織解析につい

二次元↔三次元間の問題だけではなく，一次元情報（例

ては，詳しい解説

1, 2）

がいくつもあるので，興味のある

人はそちらをご覧頂きたい．

えば，多結晶試料中のランダムな直線と粒界との平均交
点間距離など）についても同様のことが言える．このよ

一方，観察で得られる画像を解析する方法は，試料全

うに，サイズの情報を異なる次元間で変換するための方

体の平均情報を得るにはそれなりに多くの画像を得て，

法を扱う分野をステレオロジー（stereology）という．

全てを解析しなければならず，手間がかかる．しかし，

2 ．2 ．一般に成り立つステレオロジカルな関係

特別な装置を必要とせず，何より誰でも分かりやすい．

面積率，体積率

この方法については，まとまった記事が多くない．本稿

で得られる面積率は，体積率に等しい．面に垂直な向き

では熱電材料の組織制御において重要そうな事項をいく

に面積を積分すると体積になることを考慮すると自明で

つか選んでに述べる．なお，このような分野の専門書と

ある．この関係が成り立つのは，試料が均質であり，十

しては，J.C. Russ による

3）

Practical stereology” は読み

最も基本的な関係であるが切断面観察

分に多くの切断面の観察がなされる場合である．
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界面密度，平均交点間距離

界面の密度（すなわち，単

位体積中の界面積 AV）はさまざまな熱電特性に関わる
さまざまな現象を理解する上で重要なパラメータである
と考えられる．この量を求めるには，切断面を解析し，
単位面積における界面の長さ LA を求めるとよい．AV と
LA は同じ（長さ）−1 の次元をもち，これらの間には，
次の関係がある 3）．
（1）

図1

このように界面が存在する試料中でのランダムな方向に

ラメラ構造の模式図．α相とβ相がともに層状を
なし交互に積層する．

おける輸送現象を考えると，その方向において，どのよ
うな頻度で界面にぶつかるかが分かっていると便利であ
る．このような長さは，何かの粒子が運動しており，界
面にぶつかるたびに散乱され向きを変えるといった状況
においては，（実際に存在する粒子の運動がどのようで
あるかはともかく）この粒子にとっての平均自由行程だ
と考えられよう．ランダムな方向の直線と界面の交点を
考えるとき，隣接する交点間の距離の平均値をλ，単位
長さあたりの交点の数を NL とすると，これらは次の関
係を満たす 3）．
（2）
この式において，第 2 項と第 3 項，第 3 項と第 4 項の間

図2

ラメラと観察面の垂線がなす角度θ，観察面にお

の関係は，それぞれ，一次元と二次元間，二次元と三次

けるみかけのラメラ間隔 S，真のラメラ間隔 S0

元間の変換を表す．この中で観察と画像解析により測定

の定義．l は切断面にランダムな方向に測定した

しやすい NL または LA が求まれば，λが決定できる．

ラメラ間隔である．

以上，幾つかの構造のサイズを表すパラメータにつ
き，組織の形態にかかわらず成立する関係を述べた．こ

直に測定される．

の他にも，形態に特徴的なパラメータがある．以下，最

面観察で得られる面積分率 t1/S 及び t2/S は，そのまま

近，熱電材料のナノ構造化でよく取り扱われる，ラメラ

体積分率として用いることができる．逆に，他の方法で

構造及び粒子分散構造を例にとり，二次元観察からどの

体積分率が分かっていれば，上の関係から t1, t2 が求め

ようにしてそのような三次元の情報が抽出されるかを述

られる．
一方，面観察で得られるラメラ間隔（S）は見かけの

べる．

量であり，そのまま S0 とはならない．一般に，S は S0

2 ．3 ．ラメラ構造
ラメラ構造（図 1）は，共晶凝固，共析反応，不連続

より大きく測定される．図 2 のように，三次元的にラメ

析出において得られる構造である．二つの相が層状に

ラに垂直な方向は，観察面とはある角度だけずれている

互い違いに積み重なった構造であり，組織のサイズを

ためである．S から S0 を得るには，その角度のずれを

表すパラメータは，ラメラ間隔（S0）と各相のラメラ厚

補正すればよい．

さ（t0,1, t0,2）である．これらの長さを表す S0, t0,1, t0,2 は三

例えば，多数の領域から成り，領域内ではラメラ方向

次元におけるパラメータであり，層に垂直な方向に図

が揃っているものの，各領域がもつラメラ方向は完全に

2 のように定義される．これらのパラメータの間には，

ランダム（図 2 のθがランダム）と見なせるような試料

S0=t0,1+t0,2 の関係がある．

を考える．共晶や共析反応を経た多結晶試料などがこれ

面観察においては，ラメラ間隔（S）及び各相のラメ

にあてはまる．このような試料の切断面を画像解析する

ラ厚さ（t1, t2）はそれぞれ，観察面においてラメラに垂

と，その面における S は分布をもつ．この分布は，θが
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ランダムであることによる分布と真のラメラ間隔 S0 が
もつ分布を反映する．S0 が正規分布すると仮定して解
析すると，見かけのラメラ間隔（S1〜S2）の出現頻度は，
S0 の平均値 S0,ave と標準偏差σを用いて

（3）

と表される 5）．この分布の性質を知るため，S0,ave を 500
nm に固定し，σの値を 1, 10, 50, 100 nm と変化させると
図 3 のようになる．真のラメラ間隔の分布が狭いとき（図
3 で，σが 1 nm や 10 nm のとき），見かけのラメラ間隔
は最低値 500 nm の出現頻度が最も高く，ラメラ間隔が
大きくなるにつれ，急激に出現頻度が減少する．この分

図3

S0,ave を 500 nm に固定しσの値を 1, 10, 50, 100 nm
と変化させ式（3）を用いて計算した見かけのラ

布が，ラメラの垂線と観察面のずれの分布によるもので

メラ間隔の出現頻度．ΔS はヒストグラムにおけ

ある．σの値が大きくなると，500 nm より小さい方向

る柱の幅を示す．

にも S の分布は拡がりを見せる．このように，見かけ
のラメラ間隔の分布を真のラメラ間隔の平均値と標準偏
差を用いて計算できるのであるから，実験で得られる見
かけのラメラ間隔の分布に対し，式（1）をフィッティ
ングすれば，真のラメラ間隔の分布が得られる．図 4 は，
Pb2Sb6Te11 → 2PbTe+3Sb2Te3 の共析反応 6）で得られた見
かけのラメラ間隔から，式（1）を使って真のラメラ間
隔の分布を求めた例である．
2 ．4 ．粒子分散構造
球状や円板状の第二相粒子が母相中に分散した構造を
考える．このような構造においては，そのような粒子の
数密度 NV（単位体積中の個数）が一つの重要なパラメー
タであろう．粒子がどのような形状であるかに関わらず，
NV は，切断面観察により測定される NA（単位面積中の
個数）に次の式で関連づけられる．
（4）

図4

ここで，dS は粒子の特性長さである．球状なら dS は球

PbTe-Sb2Te3 ラ メ ラ 構 造 の 解 析 例． 画 像 解 析 で
得られた見かけのヒストグラムに対し，式（3）
を S0,ave 及 びσを フ ィ ッ テ ィ ン グ パ ラ メ ー タ と

の直径 d である．以下，切断面の解析から三次元におけ

し て フ ィ ッ テ ィ ン グ（ ○ の カ ー ブ ） を 行 い，

る特性長さを求める方法を中心に述べる．

S0,ave=910 nm, σ=212 nm が得られた．●のカー

球状粒子分散

ブはこれらの値を用いて描いた真のラメラ間隔の

切断面観察により，球の直径 d を決定する方法にはい

体積分率を示す．

くつかある．一つには，切断面でランダムな直線を引い
たとき，その直線が粒子（切断面では円形）を切断する
長さを測定する方法がある．この切断長 t の数分布 n(t)
は，切断面の球の中心からの距離がランダムであること，
及び，球の直径分布があることを反映する．このヒスト
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相当径 d を求め，それに 1.08 を掛けて式（4）の dS と
する 3）．すなわち，dS=1.08d を用いる．
3 ．おわりに
以上，先に掲載された二つの記事を含めて，状態図の
情報をもとに材料組織を制御し，さらに観察を通して組
図5

板状析出物の解析例．組織写真（a）を画像解析

織を定量化するという一連の流れを述べてきた．熱電材

ソフトを用いて明度をもとに二値化画像（b）する．

料の研究をしておられる研究者は，材料科学のバックグ

その後，各粒子の長さ L を数値データとして収

ランドをもっていない方も少なくない．そういった方も

集する．同時に，単位面積中の粒子数 NA を得る．

含め，読者の参考となる部分が少しでもあれば，幸甚で
ある．

グラムから，d の分布を図的に求める方法が提案されて
3）

いる ．一方，ヒストグラムから解析的に d の分布を求

最後に，この記事を書く機会を下さった日本熱電学会
学会誌編集委員会の皆様に謝意を表する．

7）

める方法が，Cahn と Fullman により示されており，d
の数の分布 N(d) が，
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