JP 5130605 B2 2013.1.30

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
二つ以上の異なる元素または同位体により構成された固相状態の材料に対して前記材料
の再結晶温度以上、かつ固相状態を保つことができる温度以下の温度下で１万ｇ（ｇ＝９
．８ｍ／ｓ2 ）以上の重力加速度を印加することにより、その結晶を微細化させる
ことを特徴とする高性能材料の製造方法。
【請求項２】
二つ以上の異なる元素または同位体により構成された固相状態の材料に対して前記材料
の再結晶温度以上、かつ固相状態を保つことができる温度以下の温度下で１万ｇ（ｇ＝９
．８ｍ／ｓ2 ）以上の重力加速度を印加することにより、その結晶を微細化させ、結晶方

10

位を揃える
ことを特徴とする高性能材料の製造方法。
【請求項３】
前記材料は、二つ以上の異なる元素からなる合金もしくは固溶体、化合物もしくは化合
物の混晶、またはこれらの混合物である
ことを特徴とする請求項１または２に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項４】
前記材料は、二つ以上の異なる同位体からなる元素単体である
ことを特徴とする請求項１または２に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項５】
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前記二つ以上の異なる元素は、全率固溶型ビスマス（Ｂｉ）−アンチモン（Ｓｂ）合金
、カドミウム（Ｃｄ）−アンチモン（Ｓｂ）系金属間化合物、ビスマス−テルル系半導体
化合物（Ｂｉ2Ｔｅ3）および全率固溶型セレン（Ｓｅ）−テルル（Ｔｅ）系半導体固溶体
のうちのいずれかであり、
前記二つ以上の異なる同位体は、セレン（76Ｓｅ，78Ｓｅ，80Ｓｅおよび82Ｓｅのうち
の少なくとも二つ）、テルル（125Ｔｅ，126Ｔｅ，128Ｔｅおよび130Ｔｅのうちの少なく
とも二つ）、並びにシリコン（28Ｓｉ，29Ｓｉおよび30Ｓｉのうちの少なくとも二つ）の
うちのいずれかである
ことを特徴とする請求項１または２に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項６】
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二つ以上の異なる同位体により構成された固相状態の材料に対して前記材料の再結晶温
度以上、かつ固相状態を保つことができる温度以下の温度下で１万ｇ（ｇ＝９．８ｍ／ｓ
2

）以上の重力加速度を印加することにより、その結晶方位を揃えて成長させる
ことを特徴とする高性能材料の製造方法。

【請求項７】
二つ以上の異なる同位体により構成された固相状態の材料に対して前記材料の再結晶温
度以上、かつ固相状態を保つことができる温度以下の温度下で１万ｇ（ｇ＝９．８ｍ／ｓ
2

）以上の重力加速度を印加することにより、その結晶方位を揃えて成長させると共に、

原子スケールの組成傾斜構造を形成する
ことを特徴とする高性能材料の製造方法。
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【請求項８】
前記二つ以上の異なる同位体は、セレン（76Ｓｅ，78Ｓｅ，80Ｓｅおよび82Ｓｅのうち
の少なくとも二つ）、テルル（125Ｔｅ，126Ｔｅ，128Ｔｅおよび130Ｔｅのうちの少なく
とも二つ）、並びにシリコン（28Ｓｉ，29Ｓｉおよび30Ｓｉのうちの少なくとも二つ）の
うちのいずれかである
ことを特徴とする請求項６または７に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項９】
前記重力加速度は、１０万ｇ（ｇ＝９．８ｍ／ｓ2 ）以上である
ことを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項１０】
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高重力場において、前記材料の加熱または冷却を行う
ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項１１】
高重力場において、前記材料を溶融状態から凝固させる
ことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項１２】
前記材料としてバルク材を用いる
ことを特徴とする請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項１３】
前記材料として、厚さ２ｍｍ以下の単層もしくは多層構造の薄板材または薄膜材を用い
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る
ことを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項１４】
前記材料は、全率固溶型ビスマス−アンチモン合金であり、１９１℃以上２０５℃以下
の温度下、８８万ｇ以上１０２万ｇ以下の重力場で処理を施す
ことを特徴とする請求項１または２に記載の高性能材料の製造方法。
【請求項１５】
前記材料は、カドミウム−アンチモン系金属間化合物であり、３４５℃の温度下、最大
重力加速度７８万ｇの重力場で処理を施す
ことを特徴とする請求項１または２に記載の高性能材料の製造方法。
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【請求項１６】
前記材料は、76Ｓｅ，78Ｓｅ，80Ｓｅおよび82Ｓｅの同位体を含むセレンの単体であり
、２５５℃の温度下、最大重力加速度８５万ｇの重力場で処理を施す
ことを特徴とする請求項１または２に記載の高性能材料の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、二つ以上の異なる元素または同位体により構成される材料の結晶組織を制御
し、結晶の微細化、結晶配向、方位を揃えての結晶成長、さらに原子スケールの組成制御
を行うことによりその特性が向上されてなる高性能材料の製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
金属、半導体および絶縁体などのさまざまな結晶性機能材料（以降、単に材料という）
では、それを構成する結晶のサイズや配向性が電気的特性、磁気的特性、光学的特性、熱
的特性あるいは機械的特性に大きな影響を及ぼす。そのため、材料の作製プロセスの観点
から、結晶のサイズ（粒径）や配向の制御方法が重要視されている。
【０００３】
特に、上記材料の一つである熱電材料については、その性能を向上させるために、結晶
の微細化および結晶配向の制御が有効であることが知られている。結晶を微細化する方法
としては、溶湯へ結晶微細化剤を添加する方法（例えば、特許文献１参照）、強歪み加工
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法および微粒子瞬間固化法などがある。強歪み加工法としては、具体的には、繰返し圧延
を行う方法（例えば、特許文献２参照）、せん断押出し（Equal Channel Angular Pressi
ng；ECAP）法（例えば、特許文献３参照）あるいは圧縮ねじり成形をする方法などが挙げ
られる。微粒子瞬間固化法としては、衝撃圧縮を利用した方法（例えば、特許文献４参
照）あるいは放電プラズマ焼結を利用した方法（例えば、特許文献５参照）などが挙げら
れる。一方、結晶配向を制御する方法としては、結晶磁気異方性を利用して磁場を印加す
ることにより結晶方位を制御する方法（例えば、特許文献６参照）、結晶構造のすべり易
さの異方性を利用した圧延−熱処理法、基板からのエピタキシャル成長を利用した化学気
相成長（Chemical Vapor Deposition ; ＣＶＤ）法および物理気相成長（Physical Vapor
Deposition ; ＰＶＤ）法などがある。
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【０００４】
また、バルク状の材料の組成傾斜を行う方法としては、２種類の材料粉末を混合比を変
化させて型内に充填して層状にしたものを焼結する方法（例えば、特許文献７参照）、あ
るいは材料凝固過程において材料の粒子の密度の差を利用して重力加速度が１千ｇ以下の
弱い遠心力を印加する方法（例えば、特許文献８参照）などがある。
【特許文献１】特開２００３−１９３１５３号公報
【特許文献２】特開２０００−７３１５２号公報
【特許文献３】特開２００３−９６５５１号公報
【特許文献４】特開２００１−２０７２０２号公報
【特許文献５】特開平１０−４１５５４号公報
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【特許文献６】特開２００３−３４２１００号公報
【特許文献７】特開２００３−１７８６７８号公報
【特許文献８】特開２００１−８０９７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
しかしながら、従来の結晶を微細化する方法に関しては、以下の問題がある。すなわち
、溶湯に対して結晶微細化剤を添加する方法では、結晶微細化剤の添加により不純物が導
入されること、および微細化の限界が数十μｍであるという問題がある。また、強歪み加
工法は、強歪み加工に耐え得る高延性の材料にしか適用できず、しかも繰り返し作業など
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を行わなければならない、という問題がある。更に、微粒子瞬間固化法では、空孔の発生
、不純物の導入、材料粉末の表面酸化に加え、真密度に固化することが困難である、など
の問題があった。
【０００６】
また、結晶配向を制御する方法に関しては、次のような問題があった。すなわち、結晶
磁気異方性を利用して強磁場を印加することにより結晶方位を制御する方法では、結晶磁
気異方性を有する材料に限定される。圧延−熱処理法では、高い塑性変形能力を有する材
料にしか適用することができず、しかも材料を薄板化しなければならず、材料の形状を保
ったまま結晶配向を制御することができない、という問題があった。ＣＶＤ法およびＰＶ
Ｄ法では、薄膜しか得られないことに加え、生成膜と基板とのミスフィットなどの問題が

10

あった。更に、バルク状の材料の組成傾斜を行う方法に関しては、複合材料としての巨視
的な組成傾斜構造を得ることができるが、原子スケールの組成傾斜構造は実現できない、
などの問題があった。
【０００７】
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、簡単な方法で、形状を変
形させたりすることなく、真密度のままで、しかも一回の処理で半導体などの脆性材料を
含む各種材料の組織制御、すなわち材料全体にわたっての結晶の微細化、結晶配向、方位
を揃えての結晶成長、更には、原子スケールの組成傾斜構造の形成を可能とする高性能材
料の製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
本発明による第１の高性能材料の製造方法は、二つ以上の異なる元素または同位体によ
り構成された固相状態の材料に対して材料の再結晶温度以上、かつ固相状態を保つことが
できる温度以下の温度下で１万ｇ（ｇ＝９．８ｍ／ｓ2 ）以上の重力加速度を印加するこ
とにより、その結晶を微細化させるものである。
【０００９】
この第１の方法では、高重力場処理が施されると、２種以上の元素または同位体からな
る固相状態の材料のうち、原子量（または質量数）の相対的に大きな元素（または同位体
）が重力方位に一軸変位し、結晶構造に大きな一次元格子歪みが生じる。この一次元格子
歪みが再結晶の駆動力となって、材料全体にわたって結晶が微細化される。なお、この方
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法では、高重力場における温度条件を当該材料の再結晶温度に近づけるほど、結晶がより
微細化される。また、第２の方法では、更に一次元の重力による再結晶のため、結晶が微
細化されると共に方位が揃う。
【００１０】
本発明による第３の高性能材料の製造方法は、二つ以上の異なる同位体により構成され
た固相状態の材料に対して材料の再結晶温度以上、かつ固相状態を保つことができる温度
以下の温度下で１万ｇ（ｇ＝９．８ｍ／ｓ2 ）以上の重力加速度を印加することにより、
その結晶方位を揃えて成長させるものである。
【００１１】
また、本発明による第４の高性能材料の製造方法は、二つ以上の異なる同位体により構
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成された固相状態の材料に対して材料の再結晶温度以上、かつ固相状態を保つことができ
る温度以下の温度下で１万ｇ（ｇ＝９．８ｍ／ｓ2 ）以上の重力加速度を印加することに
より、その結晶方位を揃えて成長させると共に、原子スケールの組成傾斜構造を形成する
ものである。
【００１２】
これら第３および第４の方法では、高重力場処理を、結晶の微細化および結晶配向のた
めの第１および第２の方法よりも長時間行う。すなわち、固相状態の材料のうち、原子量
（または質量数）の相対的に大きな元素（または同位体）が重力方向に一軸変位し、結晶
構造に大きな一次元格子歪みが生じて結晶が微細化されるまでは、第１および第２の方法
と共通であるが、さらに長時間の高重力場処理を施すと、固相状態の材料内部で原子の沈
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降が生じ、この原子の沈降が方位の揃った結晶の成長、さらに原子スケールの組成傾斜構
造の形成を引き起こす。
【００１３】
制御対象となる材料としては、二つ以上の異なる元素からなる合金もしくは固溶体、化
合物もしくは化合物の混晶、またはこれらの混合物、更に、二つ以上の異なる同位体から
なる元素単体を用いることができる。
【発明の効果】
【００１４】
本発明の高性能材料の製造方法によれば、二つ以上の異なる元素または同位体により構
成された固相状態の材料に対して高重力場処理を施すようにしたので、材料全体にわたっ
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ての結晶の微細化、結晶配向、方位を揃えての結晶成長、更には、原子スケールの組成傾
斜構造の形成が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
【００１６】
本発明の高性能材料の製造方法は、二つ以上の異なる元素（または同位体）により構成
された固相状態の材料に対して高重力場処理を施すものであるが、温度条件および処理時
間に応じて、以下の４つの形態に分けることができる。
【００１７】
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第１の方法は、結晶の微細化のために、固相状態の材料に対して高重力場処理を施すも
のである。
【００１８】
第２の方法は、結晶の微細化および結晶配向のために、固相状態の材料に対して高重力
場処理を施すものである。
【００１９】
第３の方法は、方位を揃えて結晶成長させるために、固相状態の材料に対して高重力場
処理を施すものである。
【００２０】
そして、第４の方法は、方位を揃えて結晶成長させると共に、原子スケールの組成傾斜
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構造を形成するために、固相状態の材料に対して高重力場処理を施すものである。
【００２１】
対象となる材料Ｍとしては、二つ以上の異なる元素（または同位体）からなる合金もし
くは固溶体、化合物もしくは化合物の混晶、またはこれらの混合物が挙げられ、その形状
は、バルク状のもの、あるいは、厚さ２ｍｍ、好ましくは１ｍｍ以下の単層もしくは多層
の薄板材または薄膜材にしたものなどが適用可能である。具体的な材料としては、全率固
溶型ビスマス（Ｂｉ）−アンチモン（Ｓｂ）合金、カドミウム（Ｃｄ）−アンチモン（Ｓ
ｂ）系金属間化合物、ビスマス−テルル系半導体化合物（Ｂｉ2 Ｔｅ3 ）あるいは全率固
溶型セレン（Ｓｅ）−テルル（Ｔｅ）系半導体固溶体などが挙げられる。
【００２２】
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材料Ｍとしては、元素単体であってもよい。すなわち、二つ以上の異なる（すなわち、
互いに質量数の異なる）同位体からなる材料も制御対象とすることができ、これもバルク
状であってもよい。具体的な同位体として、例えば、セレン（Ｓｅ）の76Ｓｅ，78Ｓｅ，
80

Ｓｅおよび82Ｓｅ、テルル（Ｔｅ）の125 Ｔｅ、126 Ｔｅ、128 Ｔｅおよび130 Ｔｅ、

シリコン（Ｓｉ）の28Ｓｉ、29Ｓｉおよび30Ｓｉなどが挙げられる。
【００２３】
高重力場を発生させる装置としては、例えば、高温かつ重力加速度１００万ｇ以上の高
重力場を長時間安定的に発生させることができる高重力場発生装置（特開２００３−１０
３１９９号公報，特開平９−２９０１７８号公報参照）を用いることができる。この高重
力場発生装置は、例えば材料を充填するためのカプセルを格納可能なロータ、およびロー
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タ駆動用のエアタービンなどを備える。ロータとしては、例えば、外径８０ｍｍまたは４
６ｍｍのＴｉ（チタン）−６Ａｌ（アルミニウム）−４Ｖ（バナジウム）合金製のもの、
カプセルとしては、例えば内径５ｍｍまたは３ｍｍのＴｉ−６Ａｌ−４Ｖ合金製またはＳ
ＵＳ３０４製のものをそれぞれ用いることができる。この高重力場発生装置では、エアタ
ービンで加熱されたカプセルを、例えば十数万ｒｐｍ以上２２万ｒｐｍ以下で高速回転し
て高重力場を発生させることができる。
【００２４】
ここに、第１〜第４の方法による高重力場処理では、材料Ｍの再結晶温度以上、かつ融
点未満の、固相状態を保つことができる温度以下の温度下で、１万ｇ以上、好ましくは１
０万ｇ（ｇ＝９．８ｍ／ｓ2 ）以上の重力加速度を印加することが望ましい。なお、材料
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の再結晶温度は、通常、材料の融点（ケルビン）の半分程度の温度である。
【００２５】
また、第１〜第４の方法では、高重力場において、材料Ｍの加熱または冷却を行い、あ
るいは、材料Ｍを溶融状態から凝固させることが好ましい。
【００２６】
次に、上記のように高重力場において材料Ｍの組織制御がなされる理由について説明す
る。
【００２７】
例えば、図１に示したように、原子量の大きな元素Ｘ（元素Ｘ）と原子量の小さな元素
（元素Ｙ）とにより構成される材料Ｍに対して、矢印で示した方向Ｇ１（重力方向）の重
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力場処理を施すと、この重力場下では、圧力場下において元素の種類に関係なく均等に圧
力を受ける場合とは異なり、原子量の違いによって、元素には選択的かつ直接的に、異な
るボディフォース（体積力）が印加される。従って、原子量の大きな元素Ｘは原子量の小
さな元素Ｙよりもより強い重力を受けて、元素Ｘが一軸方向に変位する。これにより、材
料Ｍの結晶は一次元格子歪みを有する特殊な結晶状態となって再結晶が起こり、微細化さ
れる。そして、更に、長時間の処理を行った際、この重力場による数１に示したエネルギ
ーＥ（無次元化した元素Ｘと元素Ｙとのポテンシャルエネルギーの差）により、原子量の
大きな元素Ｘが重力方向に移動する。これにより、原子の沈降が生じ、重力方向に沿って
方位が揃うように結晶成長すると同時に組成傾斜構造が形成される。
【００２８】
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（数１）
Ｅ＝（ＭX −ＭY ）・ｒ2 ・ω2 ／２ＲＴ
（ＭX ，ＭY はそれぞれ原子Ｘ，原子Ｙの原子量を、ｒは回転半径を、ωは角速度を、
Ｒは気体定数を、Ｔは材料の絶対温度を表す）
【００２９】
なお、材料Ｍが二つ以上の異なる同位体により構成された元素単体である場合には、各
同位体は互いに質量数が異なることから、その質量差によって上記と同様の現象が起こる
。
【００３０】
このように二つ以上の異なる元素や同位体により構成された固相状態の材料Ｍを高重力
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場中におくことにより、材料全体における結晶の微細化（第１の方法）、結晶を微細化さ
せると共に結晶方位を揃えること（第２の方法）、方位を揃えての結晶成長（第３の方法
）、更には結晶方位を揃えると共に原子スケールの組成傾斜構造を形成すること（第４の
方法）が可能になる。
【００３１】
ここで、結晶微細化を目的とする第１および第２の方法では、高重力場処理を、材料Ｍ
の再結晶温度の直上の温度で行うことが好ましい。処理中の温度が再結晶温度に近いほど
、結晶がより微細化され、また、拡散係数が小さいため、原子の沈降による組成変化が生
じず、初期の均一な組成の状態で材料全体を微細化することができる。また、そのときの
処理時間は、第３および第４の方法に比べて短時間でよい。一方、方位を揃えての結晶成
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長を目的とする第３および第４の方法では、原子の沈降と係わる現象のため、高重力場処
理を、材料Ｍの融点近くの温度の固相状態で、かつ第１および第２の方法よりも長時間（
数十時間以上）行うことが好ましい。融点近くの温度とすることによって、結晶方位を揃
えての成長、更に、原子スケールの組成傾斜構造を形成することが容易になる。
【００３２】
また、第３，第４の方法では、材料Ｍを、厚さ２ｍｍ以下、好ましくは１ｍｍ以下の、
単層または多層の薄板材や薄膜材とすれば、高重力場処理による原子の沈降が定常状態に
達するのに必要な時間を大幅に短縮することができるため、材料Ｍ全体の結晶成長および
組成傾斜を相対的に短い時間で達成することができる。
【００３３】
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また、遠心力による重力場下では、材料Ｍの内部に圧力の勾配が生じるため、均一な組
成の材料でも融点が重力方向に沿って連続的に変化し、材料によっては数十度以上の差が
現れる。従って、より大きな拡散係数を得るために、高重力場下において材料Ｍを一度溶
融させたのち、同じく高重力場下で凝固させ、徐冷させることも有効な手段である。
【００３４】
すなわち、高重力場において、材料Ｍを融点以上に加熱して溶かしたのち、ゆっくり融
点近くの温度で凝固させる。圧力に伴って融点が上昇する材料を例に挙げると、このとき
、材料Ｍでは強い重力を受けている部分の圧力が高いため、その部分の融点は弱い重力を
受けている部分に比べて高くなっている。材料によっては、内部の融点の差が数十度程度
異なるものもある。これによりゆっくり冷却していくと、材料Ｍは強い重力を受けている
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部分から順に凝固し、凝固した部分において一次元格子歪みを生じ、微細化されていく。
そして、微細化されたのち、材料Ｍでは強い重力を受けている部分から順に、凝固した部
分において原子の沈降が生じて組成傾斜が起こる。この原子の沈降による組成傾斜と同時
に、重力方向にそって方位が揃った状態で結晶成長がなされる。
【実施例】
【００３５】
以下、本発明の具体的な実施例について詳細に説明する。
【００３６】
（実施例１）
本実施例では、材料Ｍとして全率固溶型ビスマス−アンチモン（７Ｂｉ−３Ｓｂ）合金
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を用いた。
【００３７】
まず、ビスマス（Ｂｉ）とアンチモン（Ｓｂ）とを所定の混合比で混合した混合物を真
空雰囲気中で溶融法を用いて溶解させたのち、炉冷で凝固させることにより、モル比にお
いてＢｉ：Ｓｂ＝７：３である７Ｂｉ−３Ｓｂ合金（以下、これを出発材料と呼ぶ。）を
作製した。得られた７Ｂｉ−３Ｓｂ合金の結晶の粒径を、偏光光学顕微鏡で組織観察を行
い、結晶の粒径の測定を行ったところ、その平均粒径は３ｍｍ程度であった。なお、７Ｂ
ｉ−３Ｓｂの元素記号の前に付した数字はモル比を表し、また、Ｂｉ−Ｓｂ合金は熱電冷
却材料等に用いられるものと同様のものである。
【００３８】
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次いで、作製した出発材料に対して、高重力場発生装置を用いて、出発材料（７Ｂｉ−
３Ｓｂ合金）の融点（約３００℃）よりも低い１９１℃以上２０５℃以下の温度に加熱し
て固相状態に保ちつつ、重力加速度８８万ｇ以上１０２万ｇ以下の重力場で１００時間の
重力場処理を施した。処理した材料についても、回転軸を有する面から材料を切断し、表
面研磨したあと、組織観察および平均粒径の測定を行った。
【００３９】
図２は、その組織写真である。処理した材料の結晶の粒径は４０μｍ程度であり、均一
に微細化されていることが明らかとなったが、処理温度が１９１℃以上２０５℃以下と低
く、材料の拡散係数が小さかったため、原子の沈降による組成変化、すなわち原子スケー
ルの組成傾斜構造までは観察されなかった。
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【００４０】
ここで、出発材料と処理後の材料とを比較すると、材料の形状変形が殆どなく、また、
材料の内部の最も強い重力がかかる部分においても、その部分にかかる計算上の圧力は０
．５ＧＰａ（ギガパスカル）以下であることから、この結晶の微細化現象は塑性変形や高
圧力によるものではなく、高重力場の効果によるものと考えられる。
【００４１】
また、実施例１と同じ条件で重力場処理をしたビスマス（Ｂｉ）の単体については、結
晶は微細化されなかったことから、原子量の異なる２種以上の元素からなる材料でなけれ
ば、高重力場下で結晶の微細化現象は起こらないことが示唆された。この理由は、ビスマ
スの単体からなる材料は、同位体も存在しなく、この材料を構成している元素の原子量に
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差がないため、全体的に圧力を受けているだけであるが、７Ｂｉ−３Ｓｂ合金からなる材
料は、Ｂｉ原子とＳｂ原子とがそれそれ受けるボディフォースの違いによって、原子量の
大きいＢｉ原子が一軸方向に変位し、７Ｂｉ−３Ｓｂ合金の結晶構造に一次元格子歪みが
生じ、この一次元格子歪みが再結晶、すなわち結晶の微細化の駆動力と考えられるからで
ある。
【００４２】
加えて、再結晶温度以上で重力場処理をした場合は、処理温度を低くした方がより結晶
が微細化されることも分かった。
【００４３】
（実施例２）
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本実施例では、材料としてカドミウム−アンチモン（Ｃｄ−Ｓｂ）系金属間化合物を用
いた。
【００４４】
まず、カドミウム（Ｃｄ）とアンチモン（Ｓｂ）とを所定の混合比で混合した混合物を
真空雰囲気中で溶融法を用いて溶解させたのち、炉冷で凝固させることにより、モル比に
おいてＣｄ：Ｓｂ＝１：１であるＣｄ−Ｓｂ系金属間化合物（出発材料）を作製した。得
られたＣｄ−Ｓｂ系金属間化合物の結晶の粒径を実施例１と同様にして測定したところ、
その平均粒径は１ｍｍ以上であった。
【００４５】
次いで、作製した出発材料に対し、高重力場発生装置を用いて、出発材料（Ｃｄ−Ｓｂ
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系金属間化合物）の融点（４５０℃）よりも低い３４５℃の温度に加熱して固相状態に保
ちつつ、最大重力加速度７８万ｇの重力場で１００時間の重力場処理を施した。処理した
材料についても実施例１と同様にして組織観察を行い、結晶の粒径の測定を行った
【００４６】
図３はその組織写真である。処理した材料の結晶の粒径は５μｍ程度であり、均一に微
細化されていることが明らかとなったが、処理温度が３４５℃と低く、材料の拡散係数が
小さかったため、原子の沈降による組成変化、すなわち原子スケールの組成傾斜構造や化
合物の不定比化までは観察されなかった。
【００４７】
（実施例３）

40

本実施例では、実施例１と同様にして作製した出発材料（７Ｂｉ−３Ｓｂ合金）に対し
て、高重力場発生装置を用いて、２２０℃以上２４０℃以下の温度に加熱して固相状態に
保ちつつ、重力加速度７９万ｇ以上９６万ｇ以下の重力場で８５時間の重力場処理を行っ
た。処理した材料についても実施例１と同様にして組織観察を行い、結晶の粒径の測定を
行った。
【００４８】
図４はその組織写真である。なお、図中の矢印は重力方向Ｇ２を表す。弱い重力場を受
けた材料部分（図４の左下側）の粒径が５０μｍ程度であるのに対して、強い重力場を受
けた材料部分（図４の右上側）は重力方向に沿って成長し、長さ２ｍｍ、幅３００μｍ程
度にまで達するものも観察された。
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【００４９】
また、強い重力場を受けた部分について、電子線プローブマイクロアナライザー（Elec
tron Probe Micro Analyzer ；ＥＰＭＡ）分析および微小領域Ｘ線回折測定を行った。置
換型溶質原子の沈降により、原子量の大きいＢｉ元素の濃度は重力方向に向かって７０原
子％程度からほぼ１００原子％まで増加し、それに伴い、原子量の小さいＳｂ元素の濃度
は３０原子％程度からほぼ０原子％まで減少して、原子スケールの組成傾斜構造が形成さ
れていることが確認された。また、成長した結晶と微細結晶との境界面は、組成変化した
領域と組成変化していない領域との境界面とほぼ一致していることから、この固体状態で
の結晶成長は原子の沈降と強い関連性があることが示唆された。
【００５０】
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更に、集束イオンビーム（Forcused Ion Beam ；ＦＩＢ）加工装置を用いて、３つの成
長した結晶（図４の右上側の３つの結晶）の内部から試料面が重力方向に対して垂直にな
るように試料を採取して０．１μｍ程度の厚さに加工したのち、透過型電子顕微鏡（Tran
smission Electron Microscope；ＴＥＭ）を用いてこれらの試料の試料面の結晶方位を観
察した。
【００５１】
図５は、一試料の試料面を電子線方向に対して垂直位置から８度傾けたとき、つまり、
試料面の法線（重力方向）を電子線方向から８°ずらしたときの菊池パターンを示したも
のである。この図から明らかなように、この菊池パターンは六本組の菊池線を示している
ことから、六方晶のｃ軸方向からの電子線入射であることが分かった。また、他の二つの
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結晶（試料）においても、六方晶のｃ軸方向が重力方向に対してそれぞれ１３°または１
４°しかずれていないことが確められ、六方晶のｃ軸方向が重力方向とほぼ平行になって
いることが分かった。これらの結果から、重力場下ではｃ軸方向の拡散係数が他の方向の
拡散係数より大きいことが示唆され、結晶のｃ軸方向と重力方向とが互いに平行に近い状
態であるとき、これらの方向に沿って原子の沈降の速度が速くなり、優先的に結晶が成長
したものと考えられる。また、通常、このような再結晶は数分間以内で完了することから
、この材料では、重力場処理の最初の段階で一次元格子歪みによって結晶が微細化され、
その後、重力を最も強く受ける部分から原子の沈降に伴って結晶がゆっくり成長したもの
と考えられる。
【００５２】
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（実施例４）
本実施例では、材料として全率固溶型セレン−テルル（７Ｓｅ−３Ｔｅ）系半導体固溶
体（以下、７Ｓｅ−３Ｔｅ系半導体固溶体という）を用いた。
【００５３】
まず、セレン（Ｓｅ）とテルル（Ｔｅ）とを所定の混合比で混合した混合物をアルゴン
雰囲気中で溶融法を用いて溶解させたのち、炉冷で凝固させることにより、モル比におい
てＳｅ：Ｔｅ＝７：３である７Ｓｅ−３Ｔｅ系半導体固溶体を作製し、更に、この７Ｓｅ
−３Ｔｅ系半導体固溶体を厚さ０．６ｍｍ程度の薄板状に切断して７Ｓｅ−３Ｔｅ薄板材
（出発材料）を作製した。なお、７Ｓｅ−３Ｔｅの元素記号の前に付した数字はモル比を
表す。
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【００５４】
次いで、作製した出発材料に対して、高重力場発生装置を用いて、出発材料（７Ｓｅ−
３Ｔｅ薄板材）の融点（約２８０℃）よりも低い２６０℃の温度に加熱して固相状態に保
ちつつ、最大重力加速度８１万ｇの重力場で１００時間の重力場処理を施した。処理した
材料について実施例１と同様にして組織観察を行い、結晶の粒径を測定した。
【００５５】
図６はその組織写真である。なお、図中の矢印は重力方向Ｇ３を表す。処理した材料の
結晶は、その材料全体において重力方向に沿って成長し、結晶によっては長さ０．６ｍｍ
、幅１００μｍ程度に達するものも観察された。
【００５６】
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また、実施例４の処理した材料（７Ｓｅ−３Ｔｅ薄板材）についても、実施例３と同様
にしてＥＰＭＡ線分析を行った。
【００５７】
図７は、その結果（処理した材料の重力方向のＳｅとＴｅとの重量比）を表すものであ
る。すなわち、原子量の大きいＴｅ元素の濃度は重力方向に向かって約０重量％から６５
重量％まで（約０原子％から４６原子％まで）増加し、それに伴い、原子量の小さいＳｅ
元素の濃度は約１００重量％から３５重量％まで（約１００原子％から５４原子％まで）
減少していることが明らかとなり、原子スケールの急峻な組成傾斜構造が形成されている
ことが分かった。
【００５８】
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更に、実施例４の処理した材料（７Ｓｅ−３Ｔｅ薄板材）についても、実施例３と同様
に、ＦＩＢ加工装置を用いて成長した結晶の内部から試料面が重力方向に対して垂直とな
るように試料を採取して０．１μｍ程度の厚さに加工したのち、採取した試料の試料面の
結晶方位をＴＥＭを用いて観察した。
【００５９】
この観察から、処理後の７Ｓｅ−３Ｔｅ薄板材の結晶は六方晶であり、材料全体におい
てこの六方晶のａ軸は重力方向とほぼ平行になっていることが確認された。この結果から
、薄い材料を使用することにより、原子の拡散距離が短くなり、定常状態に達するのに必
要な時間が大幅に短縮されることから、相対的に短時間（実施例１との比較）でも材料全
体にわたって、結晶方位を揃えて成長させると共に、原子スケールの組成傾斜構造を形成
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することができることが分かった。
【００６０】
（実施例５）
本実施例では、材料Ｍとして76Ｓｅ、78Ｓｅ、80Ｓｅおよび82Ｓｅの４種類の同位体を
含むセレンの単体を用いた。
【００６１】
まず、セレンをアルゴン雰囲気中で溶融法を用いて溶解させたのち、炉冷で凝固させる
ことにより、上記４種類の同位体を含むセレンの単体からなる出発材料を作製した。
【００６２】
次いで、作製した出発材料を、出発材料（上記４種類の同位体を含むセレンの単体）の
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融点（約２２０℃）よりも高い２５５℃の温度に加熱して液体状態に保ちつつ、最大重力
加速度８５万ｇの重力場で１００時間の重力場処理を施した。処理した材料について実施
例１と同様にして組織観察を行い、粒径を測定した。
【００６３】
図８はその組織写真である。処理した材料の結晶の粒径は１０μｍ程度であり、均一に
微細化されていることが分かった。その理由としては、材料の凝固と室温付近への冷却を
高重力場下で行ったため、また、セレンの単体には、76Ｓｅ、78Ｓｅ、80Ｓｅおよび82Ｓ
ｅの４種類の同位体が存在することから、高重力場下では、実施例１〜実施例４の合金な
どと同様に結晶構造に一次元格子歪みが生じ、高重力場で冷却し凝固させて固体となった
のちに、この一次元格子歪みによって結晶が微細化されたと考えられる。これにより、材
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料Ｍが同位体を含む単体元素からなるものであれば、それらの質量数を利用することによ
り、高重力場で結晶を微細化できることが分かった。
【産業上の利用可能性】
【００６４】
本発明に係る高性能材料の製造方法は、２種以上の元素からなる合金もしくは固溶体、
化合物もしくは化合物の混晶、またはこれらの混合物などの材料、更には、異なる複数の
同位体により構成された元素単体材料の特性を向上させるための材料組織制御技術として
利用することができる。具体的には、脆性の熱電材料に本方法を用いることにより、結晶
を微細化して性能指数を向上させることができる。また、半導体固溶体あるいは化合物半
導体の混晶に対して本方法を用いることにより、方位を揃えて結晶成長させると共に原子
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スケールの組成傾斜構造を形成することができることから、エネルギーギャップやバンド
構造が重力方向に沿って連続的に変化した新規の半導体材料の作製が可能であり、この新
規の半導体材料について種々の利用が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００６５】
【図１】２元成分系材料の重力場下の結晶状態を模式的に表す図である。
【図２】実施例１での重力場処理後における７Ｂｉ−３Ｓｂ合金の組織写真である。
【図３】実施例２での重力場処理後におけるＣｄ−Ｓｂ系金属間化合物の組織写真である
。
【図４】実施例３での重力場処理後における７Ｂｉ−３Ｓｂ合金の組織写真である。
【図５】実施例３での重力場処理後における７Ｂｉ−３Ｓｂ合金の結晶の試料面をＴＥＭ
を用いて観察したときの菊池パターンである。
【図６】実施例４での重力場処理後における７Ｓｅ−３Ｔｅ薄板材の組織写真である。
【図７】実施例４での重力場処理後の７Ｓｅ−３Ｔｅ薄板材のＳｅとＴｅとの重量比を示
すＥＰＭＡ線分析結果である。
【図８】実施例５での重力場処理後におけるＳｅの組織写真である。
【符号の説明】
【００６６】
Ｇ１，Ｇ２，Ｇ３…重力方向、Ｘ…原子量の小さい原子、Ｙ…原子量の大さい原子

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図６】
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