講

座
熱電変換材料のための粉末冶金よもやま話（2）

勝山
1 ．焼結とは

茂（大阪大学）

面積の消滅に伴う単位体積あたりの解放エネルギーは

焼結法はバルク状の熱電変換材料の主要な作製法の一
つである．焼結は圧粉成形体を融点の 2/3 程度，あるい

E/V＝6γsv/D

（1）

はそれ以上の温度で加熱して緻密化させるプロセスであ

で与えられる 1）．表面自由エネルギーを 1J/m2 とすると，

る．焼結の基本となる現象は原子の拡散であり，粉末粒

直径 2 m の球状粒子の場合，その値は 3J/m2 となり，

子間で原子が移動することで粉末粒子間の接触が点接触

これはそれほど大きくないエネルギー量である．従って，

から面接触へと変化し，粒子間の結合が進んで緻密化と

焼結は高温で長時間かけて進行する現象である．また，

ともに強度も増加していく．

この式から粉末粒子の粒径が小さいほど焼結に伴う解放

焼結は大別して常圧焼結と加圧焼結に分けられる．常

エネルギーが大きいことがわかる．このことは高い比表

圧焼結は圧粉成形体を大気圧のガス中または真空中で加

面積を持つ小さな粉末粒子ほどより速く焼結することを

熱して行うものであり，加圧焼結は粉末に外圧を付加し

示している．

て緻密化をはかるものである．常圧焼結はさらに固相焼

焼結体の見かけ密度（かさ密度）を ds，真密度（理論

結と液相焼結に分けられる．固相焼結は固相中における

密度）を dt とした時，焼結の程度は相対密度 ds/dt で表

原子の拡散により進行するが，液相焼結は焼結時に粘性

される．定温での焼結における焼結体の相対密度の時間

のある融液が介在して進行するものであり，超硬材料等

変化は一般に図 1 のようになる．焼結を行う温度が高い

の焼結に広く用いられている．

ほど（融点に近いほど），加熱の初期に大きく緻密化し，

固相焼結は一般に，初期，中期，終期の 3 段階のプロ

時間の経過とともに平衡値に近づいていく．

セスに従って進行する．それぞれのプロセスにおいて顕
著に見られる現象は，ネックの形成および成長，粒成長
および気孔のネットワーク化，気孔の切断・孤立化およ

2.2

焼結の進行プロセス

焼結は一般的に次のような 3 段階のプロセスに従って
進行するとされている．

び消滅などである．
本講座 2 回目は，以上述べた焼結現象のうち，常圧下

①初期過程：粉末粒子が球であるとした時，最初粉末粒

での固相焼結についてその原理および進行プロセスの基

子は点で接触しており，接触面積は 0 であるが，焼結

本について概説する．

の進行とともに接触面積は大きくなる．だいたい粒子
の平均断面積の 0.2 倍くらいまで増加する期間が焼結

2 ．焼結のメカニズム

初期である（図 2（a）〜（b））．この現象は加熱とと

2.1

もに粒子の接触点に物質が移動することによって起こ

焼結の駆動力

焼結は融点以下で系の自由エネルギーが減少するプロ
セスである．液体の場合と同様に固体にも表面張力（表
面自由エネルギー）が存在する．粒径の小さい粉末粒子
は表面積が大きいため大きな表面自由エネルギーを持つ
が，その大きな表面自由エネルギーを低減させようとす
る駆動力により粒子の接触点を通して原子は移動し，よ
り粒径の大きな粉末粒子になる．
粉末が焼結することにより系が得するエネルギー，す
なわち焼結エネルギーはそれほど大きくはない．表面自
由エネルギーγsv を持つ直径 D の球状粒子の場合，全表
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図1

焼結体の相対密度の時間依存性 2）．

り，この粒子が物質によって繋がった部分はネック
（neck）と呼ばれる（図 3）．

えられる．蒸発・凝縮機構は粒子表面の平衡蒸気圧と
ネック表面部の平衡蒸気圧の差が駆動力となって進行す

②中期過程：焼結の進行とともにネックはさらに成長し，

る．正の曲率を持つ粒子表面の平衡蒸気圧は負の曲率を

ネック部分を通して粉末間の物質の移動が盛んになる

持つネック表面部の蒸気圧に比べて高いため，図 5 に示

ので粒子の成長も始まってくる（図 2（c））．この段

すように粒子表面部で物質の蒸発が起こり，気相拡散に

階ではネック同士が衝突し，図 2（c）のように気孔

よって蒸気圧の低いネック表面部に向かって移動する．

は三つの粒子で囲まれた細長い連続した形となる（気

ネック表面部は平衡蒸気圧が低いため，この拡散によっ

孔のネットワーク化）．

て移動してきた物質は過剰になってネック表面部に析

③終期過程：さらに焼結が進むと図 2（d）に示すよう

出・凝縮してネックが生成・成長していく．なお，蒸発・

に連続していた細長い気孔は分断され，気孔は焼結体

凝縮機構によって焼結が起こる場合には粒子表面から気

内部に孤立する（気孔の閉気孔化）．閉気孔は焼結の

相中を通ってネック部分に物質が移動するため，ネッ

進行に伴い小さくなり，一部は消失する．

クの成長はあるが粉末粒子の中心間距離は変化しない．

2.2.1

すなわち，焼結前の粉末粒子の中心間距離を l0，収縮を

焼結の初期過程

焼結初期においてみられる特徴的な現象は，物質の移
動によるネックの形成・成長である．物質の移動の経路
としては図 4 に示すように

①蒸発・凝縮，②表面拡散，

③体積拡散，④粒界拡散，⑤粘性流動，⑥塑性流動が考

Δl とした時，収縮率Δl/ l0 は 0 となる．
拡散機構による焼結は拡散経路の違いによりいくつか
に分類される．正の曲率を持つ粉末粒子部分は負の曲率
を持つネック部分に比べて空孔濃度が低い．この空孔の
濃度差が駆動力となり，空孔がネック部分から粉末粒子
部分へ（逆に原子が粉末粒子部分からネック部分へ）移
動することによりネックが成長する．この際，原子の拡
散経路により，表面拡散，体積拡散，粒界拡散などに分
類される．

図2

一方で，以上のように様々な方向から原子が移動して

焼結の進行過程 2）．

くると，表面張力や偏圧のような外力が働くことになる．
この外力はその大きさに比例してその方向に移動する原
子の割合を増加させることになる．これは外力に比例す
る変形流動なので粘性流動，また流動を始めるのに降伏
値がある場合には塑性流動となる．拡散機構による焼結
の場合は一般に焼結時に収縮を伴うため，収縮率Δl/ l0
は 0 でなくそれぞれの拡散機構における固有の式で表さ
れる．
焼結初期において Herring のスケーリング則が成り立
つことが知られている 3）．直径 D1 の粒子が X1 なる焼結

図3

焼結によるネック形成の走査型電子顕微鏡写真（真
1）

空中，
1030℃で 30 分間焼結されたニッケル粉末） ．

ネックサイズとなるような焼結に要する時間を t1 とし
た時，直径 D2 の粒子のネックサイズ X2 が同じネックサ

図5
図4

焼結初期における物質の移動経路．

蒸発・凝縮機構および拡散機構による原子移動の
模式図．
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イズ比 X1/D1＝X2/D2 に達するための時間を t2 とすると
t1/t2＝（D1/D2）m

（2）

3 ．焼結体の緻密化をはかるために
3.1

気孔と粒界の関係

高い電気伝導性と低い熱伝導率の両立が性能向上に必

が成り立つ．ここで m は焼結機構によって異なる係数

須である熱電変換材料においては，結晶粒が微細で緻密

で，蒸発・凝縮，粘性流動，塑性流動機構の場合は 1，

（密度が高い）であることが有効である．結晶粒が微細

体積拡散機構の場合は 3，表面拡散，粒界拡散機構の場

で緻密な焼結体を得るためには，気孔を伴った粒界の移

合は 4 であることが知られている．この式から，たとえ

動について考察することが必要である．気孔の最大移動

ば粒界拡散機構が支配的な焼結（粉末粒子の粒径が比較

速度は以下のような式で表される 4）．

的小さい場合）においては，粒子の大きさが 2 倍に増加
すると，同様な焼結程度（同様な強度）を得るためには

Vpmax ＝ (DSδSΩFbmax)/(kTπr4)

（5）

焼結時間を 24＝16 倍に増加しなければならないことが

ここで DS，δS はそれぞれ気孔の拡散係数および体積，

わかる．

Ωは原子体積，Fbmax は粒界が気孔を引っ張る力の最大値，
r は気孔の半径である．この式からわかるように，気孔

2.2.2

の移動速度は気孔径に大きく依存する．気孔の径が十分

焼結の中期および終期過程

焼結が進んでネック部分が成長し，粒子境界（粒界）

小さいと気孔の移動速度は速く，気孔は粒界とともに移

の移動が始まる．気孔の形は気孔と粒子，粒子と粒子の

動することができ，その間に気孔中のガスは粒界に沿っ

それぞれの界面自由エネルギーの平衡によって決まる

た速い拡散速度で系外に拡散して消滅する．一方，気孔

が，界面自由エネルギーの値は物質によって異なるため，

径が大きいと気孔の移動速度は遅く，粒界が相対的に速

気孔の形は物質によって異なっている．また，気孔は常

く移動するため，気孔は粒内に残され，孤立気孔となる

に粒子の境界と交わっているため，気孔は互いに連結し

可能性が高い（図 6）．粒内に取り残された気孔はその

たものとなる（気孔のネットワーク化）．

後の熱処理によって消失させることは困難である．

粒界の移動により粒成長も起こる．時間 t＝0 の時の

大きな気孔が粒成長の過程で生成するプロセスとして

粒子の半径を G0，時刻 t の時の粒子の半径を G とすると，

Kingery らのモデルがある 5）．図 7 のように 3 個の粒子

一般的に

で囲まれた小さな粒子は焼結中において図の矢印の方向

Gn−G0n＝kt

（3）

の応力を受けて収縮していく．この時，粒子の端にある

の式が成り立つ（k は温度および界面自由エネルギー等
についての情報を含む係数）．純度の高い物質の場合は
n＝2 であるが，不純物が含まれる場合は経験的に n＝3
が良く成り立つことが知られている．
さらに焼結が進み，連続していた気孔は分断され，閉
気孔となってくる段階が焼結の終期過程である．この段
階における焼結体中における気孔の割合，気孔率 P の
時間依存性は

図6

P＝K
（tf−t）

（4）

焼結の終期過程における粒界の移動と気孔の孤立
化の模式図．

で表される．ここで tf は気孔が消滅するまでの時間であ
る．係数 K には界面自由エネルギー，拡散係数，粒径
などの情報が含まれ，焼結機構により異なるが，いずれ
の場合であっても気孔率 P は界面自由エネルギーおよ
び拡散係数に比例し，粒子半径の指数乗に逆比例する．

図7
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粒成長に伴う気孔の合体．

気孔は粒子の収縮とともに合体して大きな気孔となる．

不純物は粒界を元の位置へ戻そうとする．すなわち，不

従って，粒径にばらつきがある粉末粒子においては大き

純物が粒界の移動をピン止めする働きをしている．この

な気孔が生じやすいことになる．

ような不純物の添加は焼結体の気孔を減らして緻密化さ
せるのに有効であるばかりではなく，結晶粒径を微細に

3.2

添加物の効果

するのにも有効である．

一方で，気孔が小さくなると粒界の動きを阻止する力
が相対的に弱くなるため，気孔が粒内に取り残される可

4 ．おわりに

能性がある．特に異常粒成長と呼ばれるような粒成長の

本講座 2 回目となる今回は，材料粉末の圧粉成形体を

駆動力が相対的に大きい場合は小さな気孔であっても粒

融点以下の温度で加熱することにより焼結を行う固相焼

内に取り残されて緻密化が進行しない場合がある．異常

結法について，その原理および進行プロセスについて概

粒成長を阻止することによって緻密な焼結体が得られる

説した．高い電気伝導性と低い熱伝導率の両立が要求さ

例として，透光性ルカロックスが良く知られている．高

れる熱電変換材料においては，一般的に結晶粒が微細で

純度の Al2O3 に 0.25wt.％以下の MgO を添加すると緻密

緻密であることが必要である．しかしながら，圧粉成形

な Al2O3 焼結体が得られる．これは Al2O3 と MgO の反

体の常圧下における焼結では緻密な焼結体を得るのに限

応によって生成したスピネル化合物 MgAl2O4 が粒界に

界があり，そのような場合には加圧焼結法が有効である．

不純物として析出し．粒界の移動を抑えている（ピン止

次回はホットプレスや放電プラズマ焼結（SPS）のよう

めしている）ことによる．

な加圧焼結法についてその原理や適用例について解説す

粒界近傍に析出した不純物は最初，粒界を挟んで対称

る予定である．

的な濃度分布となって安定している（図 8）．このよう
な状態で粒界が移動すると，不純物の分布が粒界に対し
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図8

不純物による粒界ピン止めの模式図．
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