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1 ．はじめに

茂（大阪大学）

いて，そのバルク体密度の焼結温度および焼結時間依存

多くの熱電変換材料は焼結法によって作製される．焼

性を示したものである1）．ホットプレス焼結の方がバル

結の基本となる現象は原子の拡散であり，粉末粒子間で

ク体密度の上昇速度が速いこと，また最終到達密度が大

原子が移動することで粉末粒子間の接触が点接触から面

きいことがわかる．

接触へと変化し，粒子間の結合が進んで緻密化が進行し

熱電変換材料ではその電気抵抗率が低いことが性能向
上にとって重要である．一般に緻密なバルク体ほど電気

ていく．
最も一般的に行われている焼結法は圧粉成形体を大気

抵抗率が低い傾向があるため，加圧焼結法は熱電変換焼

圧のガス中または真空中で加熱して行われる常圧（無加

結体材料の作製法としては有効であると考えられる．ま

圧）焼結である．圧粉成形体は原料粉末をダイスおよび

た近年，ナノ構造によりフォノンの散乱を増加させ，熱

パンチ棒から成る金型に充填し，室温で数十 MPa 程度

伝導率を低減させて熱電変換材料の性能の向上をはかろ

の一軸圧を加えることで物理的に押し固めたものであ

うとする研究が盛んに進められている．加圧焼結法では

る．一方で，耐熱型に原料粉末を充填して高温下で加圧

より低温での緻密化が可能であることから，焼結中にお

して焼結する方法が加圧焼結法である．固相焼結は前回

ける材料のナノ構造の保持にも有効であると考えられ

の講座において述べたように，粉末粒子の接触点近傍に

る．

おける原子の蒸発・凝縮，表面拡散，体積拡散，粒界拡

本講座 3 回目は，加圧焼結法についてその原理および

散，粘性または塑性流動機構等に従って進行する．加圧

特徴，熱電変換材料焼結体の作製への適用例について概

が焼結に及ぼす効果としては，粒子に外圧がかかること

説する．

による粒子接触面積の増大，粘性および塑性流動による
原子の移動の増加などがあり，これらが焼結体の緻密化

2 ．加圧焼結法とは

を促進すると考えられる．

2 ．1 ．加圧焼結法の種類

図 1 はべリリア（BeO）について圧粉成形体の無加圧

加圧焼結とは外圧を付加して緻密化を図る焼結法の総

焼結と，加圧焼結法の一種であるホットプレス焼結につ

称である．加圧焼結法には，耐熱性型に原料粉末を充填
して高温下で一軸加圧するホットプレス（HP），ホット
プレスでの加熱を直接通電により行う通電焼結（PECS
または SPS），ガラスや金属でカプセル化した粉体を等
方的ガス圧で加圧して固化する熱間静水圧成形（HIP）
などがある．本稿では熱電変換材料焼結体の作製に多く
用いられているホットプレスおよび通電焼結法を取り上
げる．
2 ．2 ．ホットプレス法
ホットプレス法は一軸の圧力を試料粉末に加えること
によって高密度の焼結体を作製するプロセスとして古く
から用いられてきたものである．耐熱性の材料から成る

図1

無 加 圧 焼 結 お よ び ホ ッ ト プ レ ス 焼 結（ 加 圧 力
2

145kg/cm ）によるベリリアの緻密化．

型内に粉末を充填して高温下でパンチ棒を介して一軸加
圧することにより緻密化を行う．図 2 にホットプレスの

The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan Vol. 13 No. 2 (December, 2016)
― 84（22） ―

図3

パルス通電加圧焼結装置の基本構成図．

パックス（株））が放電焼結加工機を発明し，日米特許
図2

ホットプレスの基本構造．

を取得したことがその原型である．その後，様々な改良
が加えられ，1989 年，第三世代方式機が放電プラズマ

2）

基本構造図を示す ．装置の性能にもよるが，加圧力は

焼結（SPS: Spark Plasma Sintering）という名称で住友

20〜50MPa 程度，温度は最高 2500℃程度まで可能であ

石炭鉱業株式会社から発表されて知名度が上がり，広く

り，加圧焼結装置の中では高温低圧力条件下で用いられ

普及するようになった．

る装置である．

パルス通電加圧焼結法は試料粉末を円筒状の型に充填

一般にホットプレス法の特徴の中でメリットとしては

し，およそ 20〜100MPa 程度の一軸加圧下で焼結を行う

（1）難焼結性の材料を緻密化できる

方法である．図 3 にパルス通電加圧焼結装置の基本的な

（2）比較的低温で焼結できるので粒成長を抑制するこ

構成図を示す3）．ホットプレスと良く似た方法であるが，
ホットプレスでは加熱を型の外側に設置したヒーターに

とができる

より行うのに対し，パルス通電加圧焼結法では型を通し

（3）材料の寸法精度が高い
などを挙げることができる．一方でデメリットとしては

て直接 4〜20 ボルト程度の低電圧で平均出力電流 500〜

（1）連続操作が難しい（バッチ式である）

30000 アンペアのパルス状 ON-OFF 直流大電流を連続的

（2）型の材質が限定される（圧力限界および焼結雰囲

に印加して焼結を行う．一般的には 20〜100℃ / 分程度

気が型の材質に左右される）

の昇温速度で利用されているが，500〜1000℃ / 分の超

（3）複雑形状のものの作製は困難

高速昇温も可能である．加熱方法以外，装置の構成がほ

などを挙げることができる．そのほか，一軸加圧なので

ぼホットプレスと同じであることから，ホットプレスの

基本的に板状の製品の作製に適している一方，径に対し

メリット，デメリットがほぼそのままパルス通電加圧焼

て厚さが大きなものでは型と粉末との間の摩擦力により

結にも当てはまる．一般的にはパルス通電加圧焼結の方

厚さ方向に大きな密度分布が生じやすいという問題があ

がホットプレス焼結よりも低温，短時間での焼結が可能

る．

である．

型には通常，黒鉛が用いられるが，高融点金属および

パルス通電加圧焼結による焼結メカニズムについては

その合金，超硬合金などが用いられることもある．低圧

様々なモデルが提案されており，その詳細は現在もまだ

力下ではアルミナや炭化ケイ素のようなセラミックスも

不明な点が多い．

用いることができる．

パルス通電加圧焼結プロセスにおいて ON パルス通電
時に粉末粒子間でミクロな火花放電が生じた場合のネッ
ク形成メカニズムによる焼結モデルの代表例として図 4

2 ．3 ．パルス通電加圧焼結法
パ ル ス 通 電 加 圧 焼 結（PECS: Pulse Electric Current

が提案されている．このモデルによればパルス通電によ

pressure assisted Sintering）は 1962 年，井上潔氏（ジャ

り粒子間がある電位傾度に達すると電離状態となり，瞬
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うになる．微小領域に電流が流れるため，その接触点で
はジュール熱により粉末表面が溶融，蒸発し，プラズマ
化することによる放電が起こることが考えられる．この
ような放電は粉末界面での結合を強固とすることが予想
される．
通電の効果が材料に及ぼす影響を調べた研究から，興
味深い結果が報告されている．Anselmi-Tamburini らは
Si ウェハを Mo 箔で挟んだ Mo/Si/Mo 三層構造の接合
面に生成する化合物について調べた結果，接合面に反
応生成する MoSi2 の生成速度は接触面に電流を流した
時の方が流さない場合に比べて明らかに高くなること
を見出した6）．また，Garay らは Ni 箔を Ti 箔で挟んだ
Ti/Ni/Ti 構造に 100A/cm2 以上の電流を流した時，形成
図4

パルス通電焼結プロセスによるネック形成メカニ
ズムのモデル（富士電波工機（株）のホームペー
ジから）．

される金属間化合物相の成長速度が電流密度の影響を受
けることを見出した7）．特に NiTi2 の成長速度が電流を
流さない時に比べて極端に高くなり，2543A/cm2 の時
に 43 倍にもなった．一方で電流密度の増加は反応の活

時に火花放電が発生する．この火花放電が発生した狭小

性化エネルギーの減少をもたらし，特に Ni3Ti の活性化

粒子間隙には瞬間的におよそ数千〜10000℃の局所的高

エネルギーは 1527A/cm2 の時に 292kJ/mol であったの

温場状態（放電プラズマ）が生じ，粒子表面は溶融，気

が 2036A/cm2 の時に 86kJ/mol にまで減少することがわ

化する．さらに機械的プレス圧縮力による塑性流動，粘

かった．以上の結果から Garay らは電流の効果として，

性流動なども有効に働いて粒子接触部にネックが形成さ

結晶中の欠陥の移動度を増加させる，もしくは欠陥濃度

れて焼結が進行する．

を増加させることを指摘している．

一方で，導電性型である黒鉛型を用いた場合，充填さ

以上のような異種金属の接合面に通電して金属間化合

れた粉末の間で放電が発生していることを確認した報告

物を生成させることができるという現象は，粉末の通電

例はこれまでのところない．一般的に放電を起こすため

焼結によって特定の化合物を優先的に成長させることが

には高い電圧が必要となるが，パルス通電焼結法で用い

できる可能性を示しており，非常に興味深いものである．

られている電源のほとんどが電流を制御するタイプの電
源であり，たとえ高電流を流しても電流のほとんどは電気

3 ．加圧焼結法の熱電変換材料への適用

抵抗率の低い黒鉛型を流れるため，
（黒鉛型と粉末で構成

ホットプレスや通電加圧焼結法が熱電変換焼結体材料

される）負荷抵抗は黒鉛型以上にはならず，粉末にかか

の特性に及ぼす影響としては，焼結体の緻密化に有効で

る電圧はそれほど大きなものとはならないと考えられる．

あるということのほか，これらの方法が一軸加圧であ

黒鉛型を用いた場合，放電が発生しないにもかかわら

るということを挙げることができる．一軸加圧では加

ず粉末の焼結が進行するのは粉末間に流れる電流が粉末

圧軸に垂直な方向への結晶粒成長が起こりやすいため，

に作用しているためであると考えられている．この点が

NaxCo2O4 や Ca3Co4O9 系などのような二次元性の強い層

同様の加圧焼結法であるホットプレス法との違いであ

状の結晶構造を持つ材料の場合は，二次元的な結晶方位

る．アルミニウム粉末を用いたジュール加熱による実

が加圧軸に垂直方向を向いた結晶粒から成る焼結体が得

4）

5）

験 ，アルミニウム球を用いた模擬実験の結果 などか

られやすい．

ら，パルス通電加圧焼結では粉末間に電流が流れること

図 5 は NaxCo2O4 粉末をホットプレスにより 800℃で

によって発生するジュール加熱が大きな役割を果たして

1 時間焼結して得られた焼結体試料の断面の SEM 写真

いることが示されている．

である8）．加圧方向は写真において上下方向であるが，

特に，酸化被膜のある金属粉末に対してパルス電流は

加圧方向に対して垂直方向に細長い結晶粒が配向してい

有効であると考えられる．酸化被膜が比較的薄い場合は，

るのが観察される．このような微細組織は熱電特性にも

粉末の接触により接点で酸化膜が破れて電流が流れるよ

影響を与える．
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図 6 に NaxCo2O4 および Co 原子の一部を Cu で置換

により 10−1Pa の真空中，30MPa の加圧下 1100℃で 5 分

した Nax(Co0.95Cu0.05)2O4 焼結体，およびそれらを再粉砕

間熱処理して得られた Zn0.98Al0.02O 焼結体の SEM 写真

した後にホットプレスしたものの性能指数の温度依存性

である．一方，図 7（b）は ZnO 粉末と Al2O3 粉末の混

9）

を示す ．両者ともにホットプレス試料の性能指数は焼

合粉末を室温で圧粉成形し，大気中 1350℃で 10 時間加

結体試料に比べて高くなっていることがわかる．これは

熱して得られた Zn0.98Al0.02O 焼結体の SEM 写真である．

ホットプレス時の一軸加圧によって結晶配向性が高く

ともに相対密度 99％の緻密な焼結体が得られているが，

なったためである．これら Co 系酸化物では層内方向で

パルス通電焼結ではより低温，短時間での焼結が可能で

ある ab 面内方向の電気伝導率が c 軸方向に比べて大き

あるために非常に微細な結晶粒が保持されている．この

いことが知られている．ホットプレス焼結が層状 Co 酸

ような微細な結晶粒は熱伝導率の低減に有効である．

化物の微細構造，熱電特性に及ぼす効果と同様の効果は
4 ．終わりに

パルス通電加圧焼結においても得られる．
加圧焼結によりナノ構造をはじめとする微細な組織が

その特性が材料の微細組織の影響を強く受ける熱電変

維持された緻密な焼結体が得られる例として，筆者に

換材料の作製方法としてホットプレス焼結やパルス通電

10）

よる酸化亜鉛 ZnO 焼結体作製の例を示す ．ZnO は約

加圧焼結のような加圧焼結は重要な焼結手法である．一

3.5eV のバンドギャップを持つ半導体であるが，Zn の一

方で，特にパルス通電焼結についてはその焼結メカニズ

部を Al で置換することにより適度な電気伝導性が現れ，

ムについての理解を含め，まだまだ不明な点が多いのが

熱電特性を示すことが知られている．

現状である．このことはまた，これらの手法が熱電変換

図 7（a）は溶液法の一種である錯体重合法によって
作製した微細な Zn0.98Al0.02O 粉末をパルス通電加圧焼結

図5

材料の組織制御法として大きな可能性を持っていること
を示している．

ホットプレスにより作製した NaxCo2O4 焼結体断
面の SEM 写真．

図7
図6

Zn0.98Al0.02O 焼結体の SEM 写真．（a）錯体重合法

NaxCo2O4 および Nax(Co0.95Cu0.05)2O4 焼結体の性能

で作製した粉末をパルス通電焼結，（b）固相反

指数の温度依存性．

応法で作製した粉末を無加圧焼結したもの．

日本熱電学会誌

第 13 巻

第 2 号（平成 28 年 12 月）
― 87（25） ―

本講座では 3 回にわたり，粉末冶金に関するトピック

6）U.Anselme-Tamburini, J.E.Garay, Z.A.Munir: Mater.

スの中から，特に熱電変換材料と関係が深いと思われる
ものを選んで解説してきた．読者が今後，粉末冶金的手

Sci. Eng. A, 407, 24-30(2005).
7）J.E.Garay, U. Anselme-Tamburini, Z.A.Munir: Acta

法を用いて熱電変換材料を作製する際の参考になれば幸
いである．

Mater. 51, 4487-4495(2003).
8）T.Nagira, M.Ito, S.Katsuyama: Mater. Trans., 44, 155160(2003).
9）H . Ya k a b e , K . K i k u c h i , I . Te r a s a k i , Y. S a s a g o ,

5 ．参考文献

K.Uchinokura: Proc. 16th Int. Comf. on Thermoelec-

1）W. D. Kingery 他著，小松和蔵他訳：セラミックス

trics, 523-529(1997).

材料科学入門，内田老鶴圃，
（1980 年）．
2）（社）粉体粉末冶金協会編 :

粉体粉末冶金便覧，内

10）S.Katsuyama, Y.Takagi, M.Ito, H.Nagai: J. Appl.
Phys., 92, 1391-1398(2002).

田老鶴圃，（2010 年）．
3）鴇田正雄 : 高温学会誌 31, 215-224(2005).
4）T.Nagae, M.Yokota, M.Nose, S,.Tomida, T.Kamiya,

勝山

S.Saji: Mater. Trans., 43, 1390-1397(2002).
5）尾崎公洋，小林慶三，西尾敏幸，松本章宏，杉山

著者連絡先

明:

粉体および粉末冶金，47, 293-297(2000).

茂：E-mail

katsuyama@mat.eng.osaka-u.ac.jp

TEL

06-6879-7467

FAX

06-6879-7467

The Journal of the Thermoelectrics Society of Japan Vol. 13 No. 2 (December, 2016)
― 88（26） ―

