Si-YbSi2 ナノコンポジット焼結体の形成と熱電変換特性
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Si-based nanocomposite has attracted attention because Si exhibits a large power factor as
much as Bi2Te3 alloy and is environmental friendly and low cost element. Towards high ZT, in Sibased nanocomposite, thermal conducticvity has been attempted to be reduced by
nanocyrstalization and percipitation of secondary compound in Si matrix. In this study, in order to
enhance the power factor of Si-based nanocomposite by employing Ytterbium silicide as a second
compound with high power factor, we demonstrated that Silicon and Ytterbium silicide-based
nanocomposite is able to be synthesized by rapid-solidification at eutectic point between Si and
YbSi2. Si-YbSi2 nanocomposites exhibit a hierarchical structure with 10nm Si layer in grain
boundary of 50nm YbSi2 crystal grains and Si crystal grains of more than 100nm.
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ある 12,13)。このアプローチは、マイクロスケール、

緒言
熱を直接電気に変換できる熱電変換材料は、再

ナノスケールの微細構造を形成することで中波長、

生可能エネルギーへの応用が期待され、注目を集

長波長のフォノンを散乱させて S2σ の減少を抑え

1, 2。熱電変換材料の変換効率は、材料物

た状態で κ の低減を試みる方法である。このアプ

めている

性値で表せる無次元性能指数 ZT により決定される。

ローチは、ボールミルで得た微粉末を焼結してナ

ZT は熱電変換材料の物性値であるゼーベック係数

ノ結晶がされた Bi2Te3 にて有効性が確認されてい

S、電気伝導率 σ、熱伝導率 κ と絶対温度 T を用い

る 4)。さらに Bi2Te3/InTe 系や Sr-Na や Ag を添加し

て ZT = S2σTκ-1 と表される。この ZT の向上を目指

た PbTb においては、スピノーダル分解、過飽和固

して、半導体の電子状態の寄与により S2σ が高く、

溶体での析出などの冶金的手法を用いてナノスケ

重元素あるいは結晶構造の寄与により κ が低い物

ールの複合構造を形成することで熱伝導率の低減

質の探索がなされてきた 3。その結果、これまで ZT

に成功している 7, 14, 15)。

が高い熱電変換材料として Bi2Te3、Pb3Te4、SnSe、

微細構造の形成によって ZT = 1 を超える可能性

スクッテルダイトや Mg2Si などが発見されてきた

がある物質として Si が注目されている。Si は安価

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

で環境低負荷な元素であることに加え、S2σ が

。

熱電変換材料の ZT をさらに向上させる手段とし

Bi2Te3 と同程度に大きいことが特徴である 16)。さら

て階層的なスケールを内包した微細構造の形成が

に微細加工技術との親和性が高いことから、Si の

23, 24, 25)、ナノコンポジット

ナノワイヤーを形成すると κ を大幅に低減でき、

と明らかにされており

ZT = 1 を超えることが報告されている 17。実用形態

の第 2 相として導入した場合に全体の熱電特性が

であるバルクで同等の微細構造を形成でき低熱伝

下がりにくいと予想される。加えて、重元素の Yb

導率化できれば実用材料として普及する可能性が

によって熱伝導率がより低く抑えられる可能性が

ある。

ある。

これまで Si はバルク形態において、ナノ結晶、

本研究では、Si と YbSi2 のナノコンポジットの形

ナノコンポジットの微細構造を形成することで ZT

成の可能性を示すことを目的とし、メルトスピン

が 1 に肉薄することが示されてきた 18, 19, 20)。特に

法を用いて液相から急冷却して得た Si-Yb リボン

キャリア濃度の異なる Si 同士のナノコンポジット

を作製し、その結晶構造と組織構造を評価した。さ

とのナノコンポジットを形成することで S2σ を維

らに得られた Si-Yb リボンを粉砕、焼結して得た

持しながら κ が下げられる可能性が示されている。

Si-Yb 焼結体について、リボンと同等のスケールの

これら Si ナノコンポジットの組織構造を冶金的に

組織構造が維持されるか評価した。さらに Si-Yb 焼

制御し、前述の階層的構造を導入できればさらに

結体の S、σ を評価し、組織構造との関係を議論す

熱電変換特性を向上しうると期待できる。

る。

冶金的性質を利用して Si ナノコンポジットの構
造を制御する手段として、シリサイドとの複合構

2. 実験方法

造を形成するアプローチが考えられる。特に Si と

Si-Yb リボンは、純度 99.9%以上の Yb、Si 原料

シリサイドの共晶点近傍で急冷却するとナノスケ

をアーク溶解で融解して均質化したのち、高周波

21,

溶解法で融解させてメルトスピン法で超急冷却し

20nm 程度のラメラ構造

て得た。メルトスピン法における銅ロールの回転

が得られたが、階層的構造は得られなかった。その

数は 2000rpm と設定した。得られたリボンの一部

原因としてはシリサイドとなる遷移金属の融点が

は粉砕し、放電プラズマ焼結(SPS)法を用いて焼結

高いために樹状成長などの組織構造が複雑となる

して、Si-Yb 焼結体を得た。SPS 法における焼結条

成長が起きなかったためだと推察される。共晶組

件はタングステンカーバイドの超硬ダイスをもい

織の成長過程でマトリックスである Si の融点と第

いて 1000MPa の圧力下において 873K で 3 分間保

2 相であるシリサイドの融点との差が大きい時に

持とした。Si-Yb リボンは粉砕して、X 線回折(X-

ラメラ構造の形成と同時に高融点の Si 相の凝固が

Ray Diffraction; XRD)法にて実験室光源（Cu－Kα 線）

進んで肥大化して、低熱伝導率につながる階層構

を用いて結晶構造を同定した。また、Si-Yb リボン

造が形成されると期待できる。

の冷却面と開放面の組織構造を走査型電子顕微鏡

ールの共晶組織が得られることが知られている
22)。これらの先行研究では

Si とナノコンポジットを形成するシリサイドと

(Scanning Electron Microscope; SEM) によって観察

して我々は YbSi2 に注目している。YbSi2 は Si-Yb

した。また、一部の Si-Yb リボンと Si-Yb 焼結体は

二元状態図上で Si と共晶点を有し YbSi2 の融点が

走 査 型 透 過 電 子 顕 微 鏡 (Scanning Transmission

低いため、急冷却することでラメラ構造の形成と

Electron Microscope; STEM)を用いて微細構造を観

Si 相の肥大化が同時に進み階層構造が形成される

察した。
STEM 法においては、
明視野法
（Bright Field;

と期待できる。そのうえ、YbSi2 化合物においては、

BF）と高角散乱環状暗視野法（High Angle Annular

室温付近では Yb(Si1-xGex)2 が高い出力因子を示す

Dark-Field; HAADF）で観察した。さらに、2 端子法

を用いてゼーベック係数(S)を、4 端子法を用いて電

おいては層状の斑模様が確認される。これは Si と

気伝導率(σ)を測定した。

YbSi2 の層状構造の凝固組織であるラメラ構造と

3. 結果と考察

考えられる。さらに Si90Yb10 リボンでは樹枝状組織

Si と YbSi2 とのコンポジットを形成するために 2

に似た凝固組織が確認され、Si95Yb5 リボンでは黒

元合金状態図を参考に Si-Yb リボンの組成を選定

色の島を白い層が囲む斑模様が確認された。以上、

した。Si を主相とするコンポジットの形成を目的

銅ロールとの接触面、開放面の観察結果から、冷却

として Si：Yb = 83 : 17、90 : 10、95 : 5 (at 比)の三

速度の速い接触面では共晶組織は肥大化せず、数

種類をリボンの組成と選定した。ここで Si：Yb =

十 nm 粒子状の YbSi2 が析出したとわかる。さらに

83 : 17 は共晶点上の組成比である。得られたリボ

開放面に向かう熱流束にそって凝固組織が成長し

ンはそれぞれ Si83Yb17 リボン、Si90Yb10 リボン、

たと推察される。開放面側の凝固組織の構造は低

Si95Yb5 リボンと呼称する。図 1 に各リボンの粉末

融点の YbSi2 量の減少に伴い高融点の Si 相の凝固

XRD のプロファイルを示す。図 1 では合わせて Si

が進んで肥大化しやすくなり、Si と YbSi2 のラメラ

と YbSi1.8 の参照ピークも合わせて示す。図 1 にお

構造から Si の島状組織と層状の YbSi2 からなる斑

いて、すべての試料で Si と YbSi2 の回折ピークの

模様の組織へと変化したといえる。

みが確認された。また、リボンの Si 組成比の増加

次に得られた Si-Yb リボンの凝固組織の内部構

にともない、Si の回折ピーク強度が増加する一方、

造を詳細に確認するために STEM 法で観察した結

YbSi2 の回折ピーク強度が減少するとわかる。した

果を議論する。図 3 に Si83Yb17 リボンと Si90Yb10 リ

がって、本研究の Si-Yb リボンの結晶構造は Si と

ボンの STEM の BF 像と HAADF 像を示す。
図 3(a)、

YbSi2 の多結晶体であるとわかった。さらにリボン

(b) は Si83Yb17 リ ボ ン の STEM-BF 像 と STEM-

内の Si 組成比の増加に伴って多結晶体内の結晶 Si

HAADF 像である。STEM-BF 像では重元素が存在

の体積比率が増加したとわかった。

する電子線の散乱が起こるため像が暗くなる。一

次に得られたリボンの組織構造について議論す

方、STEM-HAADF 像では重元素の存在する部位で

る。図 2 に Si83Yb17 リボン、Si90Yb10 リボン、Si95Yb5

明るくなる特徴がある。図 3(a)、(b)の観察像を比較

リボンの SEM 像を示す。図 2(a), (b) (c)に Si83Yb17

すると、Si83Yb17 リボンの STEM-BF 像と STEM-

リボン、Si90Yb10 リボン、Si95Yb5 リボンと銅ロール

HAADF 像の間で明部と暗部が反転すると分かる。

との接触面の SEM 像を示す。また、図 2(d), (e), (f)

したがって、STEM-BF 像においては明部が Si、暗

に Si83Yb17 リボン、Si90Yb10 リボン、Si95Yb5 リボン

部が YbSi2 を示すとわかる。図 3(c)に、Si83Yb17 リ

の開放面の SEM 像をそれぞれ示す。初めに銅ロー

ボンの BF-STEM の高倍率像を示す。図 3(c)は Si と

ルとの接触面の SEM 像に注目すると、Si83Yb17 リ

YbSi2 のラメラ構造を示し、それぞれの幅がそれぞ

ボンにおいて、数十 nm の白点からなる斑模様が確

れ 50 nm 程度とわかる。次に Si90Yb10 リボンの観察

認できる。一般に SEM 像は重元素を含むと明るく

像について議論する。図 3(d)、(e)において、Si83Yb17

なるため、白点は YbSi2 と推定できる。さらに

リボンと同様に STEM-BF 像と STEM-HAADF 像の

Si83Yb17 リボン、Si90Yb10 リボン、Si95Yb5 リボンの

間で明部と暗部が反転することから、STEM-BF 像

接触面の SEM 像を比較すると、含有する Yb 量の

においては明部が Si、暗部が YbSi2 を示すとわか

減少に伴い、白点の量が減少するとわかる。一方、

る。図 3(e)において、500 nm 程度の大きさの Si 結

開放面の SEM 像に注目すると、Si83Yb17 リボンに

晶粒の周りを数十 nm の厚さの YbSi2 層が囲って

いる様子がわかる。図 3(f)は、図 3(d)の赤四角形で

構造は維持 されてい ると推 察される。 以 上の

示す粒界の BF-STEM の高倍率像である。数十 nm

STEM 法で Si83Yb17 焼結体の微細構造を観察した

から 100 nm 程度の YbSi2 結晶の粒界に 10 nm 未満

結果、Si83Yb17 リボンと同等の微細組織が焼結後で

の Si 層が析出しているとわかる。以上、STEM 観

もある程度維持されているとわかった。また、

察の結果をまとめると、相図において共晶点近傍

Si90Yb10 リボンで観察された 10nm 程度の Si 粒界相

の組成で急冷された Si83Yb17 リボンでは Si と YbSi2

が Si83Yb17 焼結体でも確認された。このことから

のラメラ構造が形成される。一方、共晶点より Si

Si83Yb17 焼結体においても階層構造が形成されて

側の組成で急冷された Si90Yb10 リボンの組織構造

いると想像される。他の組成の焼結体についても

は、500 nm 程度の Si 結晶粒、数十から 100 nm 程

同様にリボンと同質の組織構造を有すると推察で

度の YbSi2 結晶粒、10 nm 未満の Si 層の入れ子状

きる。

の階層構造が形成されると分かった。

構造解析の結果、Si-YbSi2 の間の共晶点付近で急

次に Si-Yb リボンを SPS 法で焼結して得た試料

冷却された合金の組織は Si-YbSi2 ナノコンポジッ

の内部構造を STEM 法で観察した結果を議論する。

トとなるとわかった。その組織構造は 10nm の Si

図 4 に Si83Yb17 焼結体の STEM 像を示す。図 4 (a)

層、数十 nm 程度の YbSi2 結晶粒、100nm 以上の Si

に示す STEM 明視野像から Si83Yb17 リボンと同様

結晶が存在する階層構造であるとわかった。

に Si と YbSi2 のナノコンポジット構造が焼結後も

Si83Yb17 焼結体と Si95Yb5 焼結体の熱電変換特性

維持されているとわかる。図 4(b)は図 4(a)の右下の

を示し、組織構造との関係を議論する。図 5(a)に

視野を高倍率で観察した STEM 明視野像である。

Si83Yb17 焼結体と Si95Yb5 焼結体の S の温度依存性

図(b)において、Si と YbSi2 はそれぞれ数十 nm から

を示す。Si95Yb5 焼結体の S は 325 K 近傍で S = -13.1

200 nm 程度の粒径となる結晶粒からなる。
図 4(c)、

µVK-1 を示した。温度の上昇に伴い 0 に近づき、500

(d)はそれぞれ図 4(a)の左上の視野を、あるいは図

K 近傍で極性反転して P 型となった。さらに温度

4(c)の中央の視野を、高倍率で観察した STEM 明視

の上昇に伴い S は増加し 660K 近傍で S = 27.7 µVK-

野像である。これらの観察像から Si83Yb17 焼結体の

1 まで増加した。一方、Si

一部の粒界では Si95Yb5 リボンと同様に YbSi2 結晶

近傍で S = -31.7 µVK-1 を示した。さらに温度の上昇

粒の粒界に薄い Si 相が存在する構造を成すとわか

に伴い 0 に近づくとわかる。さらに YbSi2 単相のリ

る。図 4(e)は図 4(d)の YbSi2 結晶粒のうち中央下の

ボン(SiYb2 MS-ribbon)の S とアーク溶解法と SPS 法

視野を高倍率で観察した STEM-HAADF 像である。

で作成した YbSi2 単相焼結体の S

図 4(e)において、直線状に配列した明点が等間隔に

示す。先行研究である YbSi2 単相焼結体の S は室温

並んでいる。
この観察像は STEM-HAADF 像である

近傍で S = -50 µVK-1 程度を示す一方、YbSi2 単相の

ため、これら明点の配列は Yb 原子の配列と推定さ

リボンの S は S = -35 µVK-1 程度である。Si-YbSi2 ナ

れる。図 4(f)に示す YbSi2 の結晶構造を参照すると

ノコンポジットである Si83Yb17 焼結体は YbSi2 単相

Yb 原子配列は YbSi2 の結晶構造の Yb 層であると

のリボンと同程度の S を示すが、Si 相の存在によ

推察される。この結晶格子の観察像に加えて、補足

り S の絶対値は減少したと考えられる。さらに Si

に示す Yb(Si0.5Ge0.5)2 リボンにおいて焼結前後で結

相の割合が多い Si95Yb5 焼結体の S においては、主

晶構造に大きな変化が起きないという事例も考慮

相である Si の結晶内部の欠陥に起因して生成され

すると、Si83Yb17 焼結体における Si と YbSi2 の結晶

るホールによって S は温度の上昇に伴い P 型とな

83Yb17 焼結体の

24)

S は 325 K

を参照として

ったと解釈できる。このように本研究で得られた

比較的低い状態でゼーベック係数が-70 μVK-1 程

Si-YbSi2 ナノコンポジットの S は Si と YbSi2 との

度と高いため、それぞれの出力因子が Si83Yb17 焼結

混合比に依存する挙動を示した。

体の 2 倍程度あるいは同程度とわかる。図 5 を用

次に Si83Yb17 焼結体と Si95Yb5 焼結体の σ の温度

いて議論した通り、Si83Yb17 焼結体のゼーベック係

依存性を示す。Si83Yb17 焼結体の σ は 325 K 近傍で

数と電気伝導率の大小関係は YbSi2 焼結体と類似

σ = 6.3 × 105 Ω-1m-1 を示し、温度の上昇にともない

していることから、Si83Yb17 焼結体の出力因子の多

一様に減少した。一方、Si95Yb5 焼結体の σ は 325 K

寡に対しては内包する YbSi2 の寄与が主と推察さ

近傍で σ = 9.7 × 103 Ω-1m-1 を示したのち、550 K 近

れる。Si83Yb17 焼結体の内部の Si 相のキャリア極性

傍で極小値を示した。これら σ も S と同様に Si と

を P 添加で Si97P3 焼結体と同程度に制御できれば

YbSi2 との混合比に依存した古典的な挙動を示し

階層構造における Si 相の寄与が高まり、YbSi2 焼結

た。以上、Si-YbSi2 ナノコンポジットの S とσは Si

体よりゼーベック係数が高く、Si97P3 焼結体より電

と YbSi2 の混合比に依存した挙動を示したと推定

気伝導率の高い複合材料を構成できる可能性があ

される。Si-YbSi2 ナノコンポジットの構造は 10nm

る。

の Si 層、数十 nm 程度の YbSi2 結晶粒、100nm 以

次に階層構造の形成による熱伝導率の低減効果

上の Si 結晶が存在する階層構造であるが、ナノ構

について、Si83Yb17 焼結体の電気伝導率のから電子

造の形成に伴う電気伝導率の著しい減少は見られ

熱伝導率を推定して議論する。ここでは比較とし

なかった。したがって、ZT の向上にむけて、熱伝

て、
YbSi2 焼結体と Si97P3 焼結体の室温近傍の ZT で

導率の低減が期待できる良好な複合構造が形成さ

ある 0.07 と 0.02 を採用し議論した。n 型ナノ Si 焼

れたと考える。

結体の ZT は Si97P3 焼結体より小さいため議論から

本研究において出力因子が大きかった Si83Yb17

省く。はじめに Si83Yb17 焼結体の電子熱伝導率を

焼結体に注目し、先行研究の先行研究の YbSi2 焼結

Wiedemann–Franz 則を用いて算出すると、4.98 WK-

体、Si97P3 焼結体、n 型のナノ Si 焼結体と出力因子

1m-1

と電気伝導率から予想される熱伝導率の大小を比

WΩK-2 を用いた。この電子熱伝導率が維持された

較し、Si 多結晶体に階層構造を導入した結果、その

まま格子熱伝導率 κL を変調しうると仮定し、ZT =

出力因子、熱伝導率がどのように変化したか議論

0.07, 0.02 を超える格子熱伝導率を算出した結果、

する。さらに Si83Yb17 焼結体の ZT 向上に対して指

κL = 0.5 WK-1m-1 あるいは κL = 5 WK-1m-1 となった。

針を議論する。表 1 に本研究の Si95Yb5 焼結体、

格子熱伝導率 κL = 0.5 WK-1m-1 はアモルファス Si と

Si83Yb17 焼結体と先行研究の YbSi2 焼結体 24、Si97P3

同程度であり、たとえ階層構造の形成による熱伝

焼結体 20、n 型のナノ Si 焼結体

導率の低減効果が大きいとしても、到達しえない
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について、それ

となった。ここでローレンツ数は 2.44 ×10-8

ぞれの室温(300K)の熱電変換特性（S, σ, κ）
、構造、

水準と考えられる。したがって現状の Si83Yb17 焼結

キャリア濃度を示す。出力因子の大小関係を

体の出力因子では室温で十分な ZT を得られる見込

Si83Yb17 焼結体を基準に比較すると、YbSi2 焼結体

みはないと考える。一方、κL = 5 WK-1m-1 は、YbSi2

は Si83Yb17 焼結体と同様に金属的な電気伝導率を

焼結体が κL = 5.8 WK-1m-1 を示すことを踏まえると

示しながら、比較して電気伝導率、ゼーベック係数

階層構造の形成による熱伝導率の低減効果によっ

ともに高いため、出力因子が高い状態にある。一方、

て達成しうる水準といえる。したがって、室温にお

Si97P3 焼結体と n 型ナノ Si 焼結体は電気伝導率が

いて本研究の Si83Yb17 焼結体の ZT は YbSi2 焼結体

の ZT を超えることはないが、Si97P3 焼結体の ZT を

造と組織構造を評価した。その結果、焼結体の組織

超える可能性はあるといえる。Si83Yb17 焼結体にお

は 10nm の Si 層、数十 nm 程度の YbSi2 結晶粒、

ける Si 相のキャリア濃度を制御してゼーベック係

100nm 以上の Si 結晶が存在する階層構造の Si-

数を高めることができれば、さらなる ZT の向上が

YbSi2 ナノコンポジットとなるとわかった。得られ

期待できる。

た Si-YbSi2 ナノコンポジットの S、σ を評価した結

本研究では Si-Yb 状態図における共晶点近傍で

果、ナノ構造の形成に伴うゼーベック係数、電気伝

急冷却することで Si-YbSi2 ナノコンポジットが形

導率の著しい悪化は見られず、熱伝導率の低減が

成が可能という指針を得た。最後に同様の指針で

期待できる階層構造が形成できたと分かった。今

形成された Si-CrSi2 ナノコンポジットの先行研究

後は熱伝導率の評価進めて行く。また、さらなる微

と本研究を比較し、メルトスピン法での Si 相の微

細化と構造最適化を進め熱電変換特性の向上をめ

細化指針について議論する。図 6 に Si-Yb、Si-Cr の

ざす。

2 元合金状態図と Si-YbSi2、Si-CrSi2 の共晶点上で
急冷却して得たリボンの開放面の SEM 像を示す
21)。初めに

2 元合金状態図を比較する。共に共晶点
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Figure 1, powder XRD patterns of Si100-xYbx ribbons ( x = 5, 10, 17)
with references of YbSi2 and Si which come from JCPDS Card No. 01072-2005 and JCPDS Card No. 01-072-2005.

Figure 2, SEM images of Si100-xYbx ribbons (x =5, 10, 17). SEM images of contacting surface with copper roll of Si83Yb17 ribbon
(a), Si90Yb10 ribbon (b) and Si95Yb5 ribbon (c), respectively. SEM images of free surface of Si83Yb17 ribbon (d), Si90Yb10 ribbon
(e) and Si95Yb5 ribbon (f), respectively.

Figure 3, STEM images of Si100-xYbx ribbons (x = 10, 17). Bright Field (BF) STEM image (a) and HAADF-STEM image(b) of
Si83Yb17 ribbon. HAADF-STEM image was observed in same area. (c) BF-STEM image of Si83Yb17 ribbon which is close-up of
the red square area. BF-STEM image (d) and HAADF-STEM image (e) of Si90Yb10 ribbon. HAADF-STEM image was observed
in same area. (f) BF-STEM image of Si90Yb10 ribbon which is close-up of the red square area.

Figure 4, STEM images of Si83Yb17 sintered packs. Figure 4(a), (b), (c) indicate BF-STEM images of Si87Yb13 ribbon. And figure 4(b)
shows the area remarked by the red square in the right middle of figure 4(a). Figure 4(c) is also close-up of the red square in the left upper
area of figure 4(a). Figure 4(d), (e) are HAADF-STEM images of Si83Yb17 sintered packs. Figure 4(d), (e) are close-up images of the red
square areas of figure (c) and (d), respectively. (f) the schematic crystal structure of YbSi1.8.

Figure 5, thermoelectric properties of Si-YbSi2 composite alloys. (a)
filled-circles and squares indicate Seebeck coefficients of Si95Yb5 and
Si83Yb17 sintered packs, respectively. Then, filled diamonds and dash line
indicate Seebeck coefficient of MS ribbon and Arc-SPS sample of YbSi2
single phase[24]. A dashed line shows Si97P3 as a reference of single
phase- Si [20] (b) circles, squares and diamonds indicate electric
conductivity of Si95Yb5 sintered pack, Si83Yb17 sintered pack and MS
ribbon of YbSi2, respectively. A dashed line shows Si97P3 [20].

Table 1, thermoelectric properties of Si95Yb5 and Si83Yb17 sintered packs and references.
materials

S [μV/K]

σ [105 Ω-

P [mW/K2m]

Structure, scale

nH [1/cm3]

κ [W/Km]

m-1]

1

Yb95Si5

-13.1

0.097

1.7 x10-3

Hierarchical

-

-

Yb83Si17

-31.7

6.3

0.63

Hierarchical

-

-

YbSi2[24]

-53.0

7.5

2.2

Micro-scale grains

4.2 x1021

9.1 (κL=5.3)

Si97P3[20]

-77

2.5

1.5

nanoscale precipitates,

3.8 x1020

25

4.6 x1020

(κL= 6.3)

micro-scale grains
Nano-Si[18]

-70

1.1

0.53

Nano-structure(~10nm)

Figure 6, schematic binary phase diagrams and SEM images of Si-Yb and Si-Cr, respectively. (a)(b)
schematic binary phase diagrams images of Si-Yb and Si-Cr. (c)(d) SEM images of free surface of SiYb composite ribbon and Si-Cr composite ribbon on each eutectic point, respectively.

補足
図 S1 にメルトスピン法で作成した Yb(Si0.5Ge0.5)2
リボンと Yb(Si0.5Ge0.5)2 リボンを粉砕・焼結して得
た Yb(Si0.5Ge0.5)2 焼結体の XRD プロファイルを示
します。Yb(Si0.5Ge0.5)2 焼結体の焼結条件は、Ar 雰
囲気下、100MPa 加圧下にて 3 分間 1373K に保持す
る 温 度 制 御 で 実 施 し た 。 図 S1 に お い て 、
Yb(Si0.5Ge0.5)2 リボンの XRD プロファイル（MSribbon）と Yb(Si0.5Ge0.5)2 焼結体の XRD プロファイ
ル（MS-SPS）では先行研究の Yb(Si0.5Ge0.5)2 と同等
のピーク構造が確認された[23]。ここで、2θ = 27o と
30o 近傍の回折ピークはそれぞれ Si あるいは Yb2O3
由 来 と 考 え ら れ る 。 Yb(Si0.5Ge0.5)2 リ ボ ン と
（MS-SPS）
Yb(Si0.5Ge0.5)2 焼結体の XRD プロファイル
を比較すると、焼結時の酸化に起因する Yb2O3 由
来の回折ピーク以外に異相の析出などを示すピー
ク構造の変化は確認されていない。従って
Yb(Si0.5Ge0.5)2 リボンの焼結前後で大きな結晶構造
の変化は生じなかったといえる。本論の焼結体に
おいては、Yb(Si0.5Ge0.5)2 の例より焼結温度が低い
ため、熱処理による結晶構造の変化は
Yb(Si0.5Ge0.5)2 の例よりもさらに起こりにくいと推
察される。

Fig S1, XRD profile of Yb(Si0.5Ge0.5)2 ribbon (MS-ribbon,
black line) and sintered pack (MS-SPS, blue line). Blank
circles indicate diffraction peaks of Yb(Si0.5Ge0.5)2 as reported
in previous work[23].

