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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
真空又は不活性ガス，水素ガス等のガス流れの雰囲気中に設置された成長ボート内に形成
された原料室で熱電変換材料原料を溶融し，次いで，溶融原料の予め決められた所定量を
前記原料室で保持又は前記原料室から成長室へ注入し，前記溶融原料を前記原料室又は前
記成長室において徐冷又は急冷して凝固させ，結晶方位が高性能を有する方向に配向した
熱電変換材料を得ることから成る熱電変換材料製造方法。
【請求項２】
前記溶融原料の高温加熱によって前記溶融原料の成分元素の一部が高い蒸気圧になって前
記溶融原料が分解して前記成分元素が蒸発することに応じて，分解蒸発した前記成分元素
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を凝縮室から前記溶融原料に補うことから成る請求項１に記載の熱電変換材料製造方法。
【請求項３】
前記溶融原料を凝固させる際に，前記成長室に予め決められた所定の形状に加工成形され
た成長室を備えた鋳型を配置し，前記鋳型の前記成長室に前記溶融原料を鋳込んで凝固さ
せることから成る請求項１又は請求項２に記載の熱電変換材料製造方法。
【請求項４】
前記溶融原料を凝固させる前記原料室又は前記成長室に温度勾配をつけた状態に設定し，
前記溶融原料の凝固の際に前記原料室又は前記成長室の一端から前記熱電変換材料の結晶
を成長させることから成る請求項１〜３のいずれか１項に記載の熱電変換材料製造方法。
【請求項５】
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前記溶融原料を凝固させる際に，前記鋳型の前記成長室の底に基板を配置し，前記基板の
上に前記熱電材料を鋳込んで成長させることから成る請求項４に記載の熱電変換材料製造
方法。
【請求項６】
前記基板をＣｄＴｅ結晶等の結晶物質で構成し，前記基板上に方位の揃ったｎ型熱電変換
材料又はｐ型熱電変換材料を成長させることから成る請求項５に記載の熱電変換材料製造
方法。
【請求項７】
前記基板をｐ型熱電変換材料で構成し，前記基板上にｎ型熱電変換材料を成長させてｐ−
ｎ接合を形成することから成る請求項５に記載の熱電変換材料製造方法。
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【請求項８】
前記ｐ−ｎ接合を加工して電極を接続して熱電変換素子を形成し，前記熱電変換素子を集
合させて熱電変換モジュールを作製したことから成る請求項７に記載の熱電変換材料製造
方法。
【請求項９】
前記熱電変換材料はＢｉ2 Ｔｅ3 系熱電変換材料であることから成る請求項１〜８のいず
れか１項に記載の熱電変換材料製造方法。
【請求項１０】
真空又は不活性ガス，水素ガス等のガス流れの雰囲気を形成する成長用管，前記成長用管
内に設置された成長ボート，Ｂｉ2 Ｔｅ3 系等の熱電変換材料原料を溶融するための前記
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成長ボートに形成された原料室，前記原料室の底面を形成すると共に前記成長ボートを貫
通して摺動移動するスライダ，溶融原料を徐冷又は急冷して凝固させるための前記スライ
ダに設けられた少なくとも１個の成長室，及び前記溶融原料から分解蒸発した成分元素を
前記溶融原料に補うための前記成長ボートに設けられた凝縮室，から成る熱電変換材料製
造装置。
【請求項１１】
前記成長ボートは，熱電変換材料原料から熱電変換材料を製造するための前記原料室と前
記凝縮室が形成された上部ホルダー部，前記上部ホルダー部の上部を閉鎖する上部カバー
部，及び前記上部ホルダー部を保持すると共に前記スライダを摺動自在に保持する下部ホ
ルダー部から構成されていることから成る請求項１０に記載の熱電変換材料製造装置。
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【請求項１２】
前記成長用管は石英から作製され，また，前記成長ボートを構成する前記上部ホルダー部
，前記下部ホルダー部及び前記上部カバー部は黒鉛から作製されていることから成る請求
項１０又は１１に記載の熱電変換材料製造装置。
【請求項１３】
前記成長用管には，前記成長用管の内部を真空にするための真空ポンプと前記成長用管で
発生する廃ガスを処理する廃ガス処理装置に接続する排出管，及び前記成長用管の内部に
ガスを送り込むためのガス供給管が接続されていることを特徴とする請求項１０〜１２の
いずれか１項に記載の熱電変換材料製造装置。
【請求項１４】
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前記成長室は，前記スライダの往復移動によって前記原料室の底面に開口して前記溶融原
料を受け入れる位置と前記上部ホルダー部で閉鎖されている位置との間を摺動移動し，い
ずれかの前記位置で徐冷又は急冷するように構成されていることから成る請求項１０〜１
３のいずれか１項に記載の熱電変換材料製造装置。
【請求項１５】
前記成長室は，前記スライダに少なくとも１個の直方体形状等の凹部に形成され，前記原
料室から前記溶融原料が予め決められた所定量だけ注入できる容積に形成されていること
から成る請求項１０〜１４のいずれか１項に記載の熱電変換材料製造装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
この発明は，熱電変換素子や熱電変換モジュール等を作製するのに適用され，熱エネルギ
ーを電力に変換したり，電力を熱エネルギーに変換する熱電変換材料の製造方法及びその
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来，熱電変換材料の製造方法は，通常，固体から作製する方法と液体から作製する方法
がある。熱電変換材料を固体から作製する方法は，熱電変換材料の化合物や合金を粉砕し
て焼結する方法，原料の成分元素をボールミルにより混合し，粉砕して化合物や合金を作
製するメカニカルアロイイング（ＭＡ）と称せられる方法等がある。
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【０００３】
例えば，特開平１０−２１５００６号公報には，熱電変換材料を固体から製造する方法が
開示されている。該熱電変換材料の製造方法は，少なくともビスマス及びテルルの元素を
含有した熱電変換原料粉末を加圧成形して成形体を形成する成形工程と，成形体を加熱し
て焼結する燒結工程とを有し，成形工程に熱電変換原料粉末中の酸素を炭素によって除去
する除去手段が設けられたものである。
【０００４】
また，液体である融体から作製する方法は，原料の成分元素又は化合物を石英又はガラス
から成る成長管に真空封入した後，成分元素又は化合物の融点以上に加熱して溶融し，こ
の融体を成長管の一端から冷却して単結晶を成長させ，その後，成長管を破って単結晶を
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取り出すという作製過程を経る方法等がある。例えば，特開２０００−１８３４１２号公
報には，融体から作製する方法として，積層材料の製造方法および製造装置が記載されて
いる。該積層材料の製造方法および製造装置は，熱電変換材料の原料からなるインゴット
を平行板で挟み，インゴットを加熱しながら加圧して輪転させ，基板となる平行板上にイ
ンゴットから溶融した材料を転写して薄膜を形成させるものである。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら，従来の固体から熱電変換材料を作製する方法において，上記のような粉体
の焼結法で熱電変換材料を製造すると，得られた熱電変換材料中の結晶粒は細かく，その
向きは任意の方向を向いており，そのために結晶が高性能をもつ方向に揃わず，結晶全体
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が優先方位に配向した材料を作製することができず，高性能な熱電変換材料を作製するこ
とは困難であった。また，従来の融体から熱電変換材料を作製する方法については，単結
晶から高性能をもつ材料を取り出すために，結晶方位をＸ線回折や劈開により調べ，所望
の高性能をもつ方向に切り出し，さらに大きさを揃えて成形する等，素子形成までに注意
深い検査と加工過程を必要とする等の問題点があった。そのため，熱電変換材料が，高性
能な結晶方向に配向を持ち，熱電変換素子に簡便に使える大きさや形状に近い形で，繰り
返し作製できる製造方法の開発が待たれていた。
【０００６】
この発明の目的は，熱電変換材料の溶融原料から層状構造に配向した高性能熱電変換材料
の板状材料，基板上への熱電変換材料の成長，エピタキシャル成長，ｐ−ｎ接合，熱電変
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換素子を確実に，安定して行なうものであり，成長ボート内の原料室中で熱電変換材料の
原料を溶融し，融体即ち溶融原料を原料室又は成長室で徐冷又は急冷して熱電変換材料や
熱電変換素子を得ることであり，装置そのものを繰り返し使用可能であり，簡便な装置で
確実に且つ安定して信頼性に富んだ熱電変換材料を作製することができる熱電変換材料の
製造方法及びその装置を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
この発明は，真空又は不活性ガス，水素ガス等のガス流れの雰囲気中に設置された成長ボ
ート内に形成された原料室で熱電変換材料原料を溶融し，次いで，溶融原料の予め決めら
れた所定量を前記原料室で保持又は前記原料室から成長室へ注入し，前記溶融原料を前記
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原料室又は前記成長室において徐冷又は急冷して凝固させ，結晶方位が高性能を有する方
向に配向した熱電変換材料を得ることから成る熱電変換材料製造方法に関する。
【０００８】
この熱電変換材料製造方法は，前記溶融原料の高温加熱によって前記溶融原料の成分元素
の一部が高い蒸気圧になって前記溶融原料が分解して前記成分元素が蒸発することに応じ
て，分解蒸発した前記成分元素を凝縮室から前記溶融原料に補うものである。
【０００９】
この熱電変換材料製造方法は，前記溶融原料を凝固させる際に，前記成長室に予め決めら
れた所定の形状に加工成形された成長室を備えた鋳型を配置し，前記鋳型の前記成長室に
前記溶融原料を鋳込んで凝固させるものである。更に，この熱電変換材料製造方法は，前
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記溶融原料を凝固させる際に，前記鋳型の前記成長室の底に基板を配置し，前記基板の上
に前記熱電材料を鋳込んで成長させるものである。
【００１０】
この熱電変換材料製造方法は，前記溶融原料を凝固させる前記原料室又は前記成長室に温
度勾配をつけた状態に設定し，前記溶融原料の凝固の際に前記原料室又は前記成長室の一
端から前記熱電変換材料の結晶を成長させるものである。
【００１１】
この熱電変換材料製造方法は，前記基板をＣｄＴｅ結晶等の結晶物質で構成し，前記基板
上に方位の揃ったｎ型熱電変換材料又はｐ型熱電変換材料を成長させるものである。
【００１２】
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この熱電変換材料製造方法は，前記基板をｐ型熱電変換材料で構成し，前記基板上にｎ型
熱電変換材料を成長させてｐ−ｎ接合を形成するものである。
【００１３】
この熱電変換材料製造方法は，前記ｐ−ｎ接合を加工して電極を接続して熱電変換素子を
形成し，前記熱電変換素子を集合させて熱電変換モジュールを作製したものである。
【００１４】
前記熱電変換材料は，Ｂｉ２

Ｔｅ３

系熱電変換材料である。

【００１５】
また，この発明は，真空又は不活性ガス，水素ガス等のガス流れの雰囲気を形成する成長
用管，前記成長用管内に設置された成長ボート，Ｂｉ２

Ｔｅ３

系等の熱電変換材料原
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料を溶融するための前記成長ボートに形成された原料室，前記原料室の底面を形成すると
共に前記成長ボートを貫通して摺動移動するスライダ，溶融原料を徐冷又は急冷して凝固
させるための前記スライダに設けられた少なくとも１個の成長室，及び前記溶融原料から
分解蒸発した成分元素を前記溶融原料に補うための前記成長ボートに設けられた凝縮室，
から成る熱電変換材料製造装置に関する。
【００１６】
前記成長ボートは，熱電変換材料原料から熱電変換材料を製造するための前記原料室と前
記凝縮室が形成された上部ホルダー部，前記上部ホルダー部の上部を閉鎖する上部カバー
部，及び前記上部ホルダー部を保持すると共に前記スライダを摺動自在に保持する下部ホ
ルダー部から構成されている。
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【００１７】
前記成長用管は石英から作製され，また，前記成長ボートを構成する前記上部ホルダー部
，前記下部ホルダー部及び前記上部カバー部は黒鉛から作製されているものである。
【００１８】
前記成長用管には，前記成長用管の内部を真空にするための真空ポンプと前記成長用管で
発生する廃ガスを処理する廃ガス処理装置に接続する排出管，及び前記成長用管の内部に
ガスを送り込むためのガス供給管が接続されている。
ｍの範囲の熱電変換材料も容易に作製可能となり，マイクロエレクトロニクス用熱電変換
モジユールから大型熱電変換モジユールに適した熱電変換材料の作製が可能であり，本発
明は実用に供してその工業的用途が広範囲にわたる。
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【００１９】
前記成長室は，前記スライダの往復移動によって前記原料室の底面に開口して前記溶融原
料を受け入れる位置と前記上部ホルダー部で閉鎖されている位置との間を摺動移動し，い
ずれかの前記位置で徐冷又は急冷するように構成されているものである。
【００２０】
前記成長室は，前記スライダに少なくとも１個の直方体形状等の凹部に形成され，前記原
料室から前記溶融原料が予め決められた所定量だけ注入できる容積に形成されている。
【００２１】
この熱電変換材料製造方法及びその装置は，上記のように構成されているので，成長ボー
ト中の原料室又は成長室，或いは成長室内に配設された鋳型に設けた成長室内で熱電変換
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材料の結晶を成長させることにより，熱電変換材料の融体即ち溶融原料から，高度に結晶
配向した熱電変換材料の作製が可能となる。また，凝縮室を設けているので，熱電変換材
料中の蒸発し易い成分の損失を防ぎ，又は損失を補い，熱電変換材料の原料組成の変化を
防止することができる。
【００２２】
【発明の実施の形態】
以下，図面を参照して，この発明による熱電変換材料製造方法及びその装置の実施例を説
明する。
【００２３】
まず，この発明による熱電変換材料製造方法の実施例について説明する。この熱電変換材
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料製造方法は，主として，真空又は不活性ガス，水素ガス等のガス流れの雰囲気中に設置
された成長ボート２内に形成された原料室２５で熱電変換材料原料を溶融し，次いで，溶
融原料２８の予め決められた所定量を原料室２５で保持するか，又は原料室２５からスラ
イダ２１に設けた成長室２２へ注入し，溶融原料２８を原料室２５又は成長室２２におい
て徐冷又は急冷して凝固させ，結晶方位が高性能を有する方向に配向した熱電変換材料を
得るものである。
【００２４】
この熱電変換材料製造方法では，溶融原料２８の高温加熱によって溶融原料２８の成分元
素の一部が高い蒸気圧になって溶融原料２８が分解して成分元素が蒸発することに応じて
，分解蒸発した成分元素を凝縮室２６から溶融原料２８に補うように構成されている。ま
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た，溶融原料２８を凝固させる原料室２５又は成長室２２，或いは鋳型３０に温度勾配を
つけた状態に設定し，溶融原料２８の凝固の際に，原料室２５又は成長室２２，或いは鋳
型３０の一端から熱電変換材料の結晶を成長させることができる。
【００２５】
図５に示すように，この熱電変換材料製造方法は，溶融原料を凝固させる際に，成長室２
２に予め決められた所定の形状に加工成形された雲母製の鋳型３０を配置し，鋳型３０に
溶融原料を鋳込んで凝固させ，所望の形状の熱電変換材料を成長させることによって達成
できる。この熱電変換材料製造方法は，熱電変換材料の結晶を成長させる際に，成長を目
的とする熱電変換材料とは異なる物質の基板３１を用い，基板３１上に熱電変換材料を成
長させることができる。例えば，基板３１をＣｄＴｅ結晶等の結晶物質で構成し，基板３
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１上に方位の揃ったｎ型熱電変換材料又はｐ型熱電変換材料を成長させることができる。
例えば，ｐ型熱電変換材料又はｎ型熱電変換材料の少なくとも一端に異なる伝導型の熱電
変換材料と電極材料及び熱伝達部材を接続し，熱電変換素子，熱電変換モジュール等の素
子を作製することができる。また，ｐ型熱電変換材料で基板を構成し，基板上にｎ型熱電
変換材料を成長させてｐ−ｎ接合を形成することができる。更に，ｐ−ｎ接合を加工して
電極を接続して熱電変換素子を形成し，前記熱電変換素子を集合させて熱電変換モジュー
ルを作製することができる。
【００２６】
次に，図面を参照して，この発明による熱電変換材料製造装置の実施例について説明する
。図１に示すように，この熱電変換材料製造装置は，熱電変換材料を製造して成長させる

50

(6)

JP 3586712 B2 2004.11.10

ための成長用管を構成する成長石英管１，及び成長石英管１の内部にあって熱電変換材料
を溶融し冷却する成長ボート２を有する。また，成長ボート２は黒鉛から作製されている
。成長石英管１は，例えば，内径が５０ｍｍであり，長さが１０００ｍｍに設計されたも
のが使用される。熱電変換材料を真空中又は水素ガス，不活性ガス等のガス中で製造でき
るように，成長用管を構成する成長石英管１の内部の気体を排出管４を通じて真空ポンプ
（図示せず）で吸引して真空即ち負圧にしたり，ガス供給管３を通じて水素ガス，不活性
ガス等のガスを導入できるように構成されている。更に，成長石英管１に接続された排出
管４には，廃ガス処理装置（図示せず）に接続する廃ガス排出管５が接続するように構成
されている。
【００２７】

10

図１に示すように，成長石英管１は，真空又は不活性ガス，水素ガス等のガス流れの雰囲
気を形成し，その中に成長ボート２が設置されている。また，図２に示すように，成長ボ
ート２を構成する壁体は，雲母等の材料から形成され，スライダ２１の上方側の上部ホル
ダー部２４と，スライダ２１のは下方側の下部ホルダー部２３から構成されている。この
熱電変換材料製造装置は，成長ボート２を構成する上部ホルダー部２４に形成された原料
室２５，原料室２５の底面を形成すると共に成長ボート２の壁体を貫通して摺動移動する
スライダ２１，溶融原料２８を徐冷又は急冷して凝固させるためのスライダ２１に設けら
れた少なくとも１個の成長室２２，及び溶融原料２８から分解蒸発した成分元素即ち揮発
性成分２９を溶融原料２８に補うための成長ボート２に設けられた凝縮室２６から構成さ
れている。原料室２５では，Ｂｉ２

Ｔｅ３

系等の熱電変換材料原料を溶融するための
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室を構成している。
【００２８】
更に，成長ボート２は，熱電変換材料原料から熱電変換材料を製造する上部ホルダ部２４
，上部ホルダ部２４に形成された原料室２５と凝縮室２６との上部を閉鎖する上部カバー
部２７，及び上部ホルダ部２４を保持すると共にスライダ２１を摺動自在に保持する下部
ホルダー部２３から構成されている。原料室２５と凝縮室２６とは，上部ホルダ部２４に
おいて密閉室に形成され，原料室２５の上部と凝縮室２６の上部とは，上部カバー部２７
と成長ボート２の壁体との間に形成された連通部２０を通じて連通状態になっている。従
って，原料室２５において溶融原料２８から揮発性成分２９が，スライダ２１と原料室２
５との隙間等から消失すると，揮発性成分２９は，高蒸気圧になっている凝縮室２６から
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連通部２０を通じて原料室２５へ自動的に補給されるように構成されている。
【００２９】
成長室２２は，スライダ２１の往復移動によって原料室２５の底面に開口して溶融原料２
８を受け入れる位置と上部ホルダ部２４へ摺動移動した位置で徐冷又は急冷する位置との
間を移動可能に構成されている。成長室２２は，スライダ２１に少なくとも１個の直方体
形状等の凹部に形成され，原料室２５から溶融原料２８が予め決められた所定量だけ注入
できる容積に形成されている。例えば，図４の（イ）には，成長室２２はスライダ２１に
１個形成された成長室２２Ａである。成長室２２Ａは，成長室２２Ａがスライダ２１の長
さ方向と平行に延びるように直方体形状に形成され，薄い板状の熱電変換材料を作製する
ことができる。また，図４の（ロ）には，成長室２２は，成長室２２Ｂ，２２Ｃ，２２Ｄ
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の３個が形成されている。成長室２２の形状は，上記のような直方体の形状の他に，種々
の形状に形成できるが，熱電変換素子や熱電変換モジュールの適用に応じた形状に形成す
ればよい。成長室２２Ｂ，２２Ｃ，２２Ｄのように，スライダ２１の長さ方向と垂直に成
長室が形成されている場合は，複数の熱電変換材料の板状材料を一度の結晶成長過程によ
って作製できる。また，成長ボート２に設けられた成長室２２（２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ
，２２Ｄ）の形状や寸法は，任意に選定し得るが，例えば，最終的に熱電変換材料を１０
×１０×１ｍｍの大きさで得たい場合には，スライダ２１の成長室２２は，１０．２×１
０．２×１．２ｍｍ程度に，また原料室２５は１０×１０×５ｍｍ程度の大きさに選定す
ることが好ましい。
【００３０】

50

(7)

JP 3586712 B2 2004.11.10

この熱電変換材料製造方法は，溶融原料を凝固させる際に，図５及び図７に示すように，
成長室２２に予め決められた所定の形状の成長室２２Ｅ，２２Ｆ，２２Ｇに加工成形され
た雲母製の鋳型３０を配置し，鋳型３０の成長室２２Ｅ，２２Ｆ，２２Ｇに溶融原料を鋳
込んで凝固させ，所望の形状の熱電変換材料を成長させることができる。このような成長
によって，成長室２２の寸法には無関係に成長室２２Ｅ，２２Ｆ，２２Ｇの大きさを調整
して結晶を作製することができる。この場合に，鋳型３０の１個の大きさは，例えば，５
×５×０．５（ｍｍ）程度の大きさに設定できる。
【００３１】
成長ボート２におけるスライダ２１に形成された成長室２２は，熱電変換材料の結晶を成
長させるのに機能する。上部ホルダ部２４には，熱電変換材料の溶融原料２８を入れてお

10

く原料室２５及び原料室２５の上部と連絡している凝縮室（リザーバ）２６が設けられて
いる。上部ホルダ部２４の上部には，原料室２５又は凝縮室２６からの原料２８等の飛散
を低減するため上部カバー部２７が設けられている。原料室２５の底面は，開口しており
，スライダ２１の上表面によって構成されおり，スライダ２１が摺動移動して原料室２５
の下方に成長室２２が位置すれば，原料室２５から成長室２２へ溶融原料２８が移行する
ことになり，次いで，スライダ２１が摺動移動して成長室２２が原料室２５から離れれば
，成長室２２に予め決められた所定量の溶融原料２８が充填されることになる。
【００３２】
原料室２５には，Ｂｉ２

Ｔｅ３

等の熱電変換材料の成分元素の混合物若しくは化合物

又は合金を入れ，原料室２５を熱電変換材料の融点以上に加熱し，熱電変換材料の原料２
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８を溶融する。例えば，原料室２５の加熱は，原料室２５の壁体にはヒータ等を設け，ヒ
ータに通電することによって加熱したり，或いは高周波加熱を行なうように構成しておけ
ばよい。溶融原料即ち融体の入った原料室２５をそのまま徐冷又は急冷するか，又は成長
室２２に必要量だけ融体を注いで徐冷又は急冷することにより，所望の大きさで高性能結
晶方位に配向した熱電変換材料の作製が可能となる。
【００３３】
熱電変換材料の結晶成長を行う時には，成長ボート２に温度の勾配をつけることによって
，成長室２２での熱電変換材料の凝固を一端から行わせることも可能である。
【００３４】
熱電変換材料を板状の形状に形成する場合には，成長室２２を図４の（イ）（ロ）に示す
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ような形状に形成し，スライダ２１をスライドさせて，スライダ２１の上面が原料室２５
の底面を摺動移動させ，成長室２２を溶融原料２８即ち融体の入った原料室２５まで移動
させ，成長室２２を原料室２５の下方に位置させる。そこで，融体を原料室２５から成長
室２２に必要な量だけ注いだ後に，余分の融体が成長室２２に入らないように，スライダ
２１を移動させて原料室２５から成長室２２を引き離した後に，成長室２２内の熱電変換
材料を徐冷又は急冷して，熱電変換材料の溶融原料２８を凝固させて結晶の成長を促す。
【００３５】
この熱電変換材料製造装置では，熱電変換材料はＢｉ２
するのに最も適している。Ｂｉ２

Ｔｅ３

Ｔｅ３

系熱電変換材料を作製

の熱電変換材料を作製する場合には，リザー

バ即ち凝縮室２６には，揮発性成分２９である金属Ｔｅを入れておく。熱電変換材料の原
料がＢｉ２

Ｔｅ３

である場合，Ｂｉ２

Ｔｅ３
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を原料室２５で溶融すると，この化

合物から揮発性成分であるＴｅの一部が解離して蒸発する。その結果，原料や融体の組成
が変化して製造される熱電変換材料の特性が低下するおそれがある。そこで，原料室２５
と隣接して凝縮室２６を設けて，凝縮室２６中に揮発性成分２９の金属Ｔｅを入れておき
，その金属ＴｅからＴｅ蒸気を発生させて，熱電変換材料の原料にＴｅを補い，Ｔｅの損
失を防ぎ，原料組成の変化を防止することができる。また，凝縮室２６には，他の熱電変
換材料を作製する時には，Ｂｉ２

Ｔｅ３

の熱電変換材料を作製する場合の金属Ｔｅの

ような性質を有している揮発性成分２９の元素等を入れておく。
【００３６】
成長室２２において，熱電変換材料を結晶成長させ，凝固した後は，成長石英管１から成
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長ボート２を取り出して，解体し，成長室２２から製造された熱電変換材料を取り出す。
得られた熱電変換材料は，場合によっては，研磨や切削加工を行い，或いは，熱電変換材
料に電極を接合したり，熱電変換材料に熱伝達部（セグメント）を接合し，目的とする熱
電変換素子や複合素子の熱電変換モジュールを作製する。
【００３７】
この熱電変換材料装置によって熱電変換材料を作製すると，Ｂｉ２
換材料を作製する際に，きわめてその効果が大きい。Ｂｉ２

Ｔｅ３

Ｔｅ３

系の熱電変

の結晶構造は，構

成原子のＢｉとＴｅが層状に積み重なった層状構造を持ち，層間で弱い結合を持つ場合が
あることから，層の面内において優れた熱電特性を示す。このような材料を，図２に示す
成長室２２，図４の（イ）に示す成長室２２Ａ，図４の（ロ）に示す成長室２２Ｂ，２２

10

Ｃ，２２Ｄ，或いは図５や図７に示した成長室２２内に配置された鋳型３０に形成された
成長室２２Ｅ，２２Ｆ，２２Ｇにおいて，融体から板状材料を成長させると，成長室の底
面で平行に原子層が発達して，配向をもつ構造の材料が得られる。
【００３８】
図３は，この熱電変換材料の製造方法によって得られた熱電変換材料のＸ線回折図形を示
す。図３の（イ）は，粉末のＢｉ２
３の（ロ）は，粉末のＢｉ２

Ｔｅ３

Ｔｅ３

に対し，計算したＸ線回折図形を示し，図

について観測したＸ線回折図形を示し，また，図

３の（ハ）は，この熱電変換材料製造方法によって得られたＢｉ２

Ｔｅ３

材料のＸ線

回折図形を示している。図３の（イ）（ロ）の間には類似性があることから，Ｂｉ２
ｅ３

Ｔ

粉末はでたらめな方向をもって分布している状態を示す。図３の（ハ）は，Ｂｉ２

Ｔｅ３
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材料における結晶の原子層が，成長室の底面に平行に配向していることを示し

ている。
【００３９】
この熱電変換材料製造方法は，溶融原料を凝固させる際に，成長室２２に予め決められた
所定の形状に加工成形された雲母製の鋳型３０を配置し，鋳型３０に溶融原料を鋳込んで
凝固させ，所望の形状の熱電変換材料を成長させることができ，それによってスライダ２
１の加工を行なうことなく，鋳型３０の加工のみによって，得られる熱電変換材料の形状
の変更が可能になる。
【００４０】
この熱電変換材料製造装置を用いて熱電変換材料の溶融や凝固を行う場合に，凝固を行う
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原料室２５又は成長室２２又は鋳型３０の形状や大きさと，凝固させる熱電変換材料の融
体の量を調整することにより，所望の形状の板状の熱電変換材料が得られ，板面内に結晶
の方位が配向した高性能の材料を得ることが可能となる。また，熱電変換材料の結晶の成
長を行う際に，材料が直接に接する原料室２５又は成長室２２のグラファイト又は鋳型３
０の表面を平滑に仕上げることによって，完成品の寸法の精度を高めることも可能となる
。更に，成長室２２又は鋳型３０の大きさを変化させることにより，熱電変換材料の大き
さを厚さ約０．２〜３ｍｍの範囲にすることも可能である。
【００４１】
この発明による熱電変換材料製造装置によれば，単一のｐ型又はｎ型熱電変換材料の作製
ばかりでなく，基板上に熱電変換材料を製造することも可能である。図５には，基板３１
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上に熱電変換材料３２を製造する場合の成長室２２に配置された鋳型３０が示されている
。図５に示すように，鋳型３０に形成された成長室２２Ｅ，２２Ｆ，２２Ｇの底面に，予
めＣｄＴｅウエハー等の基板３１を置き，その基板３１上に熱電変換材料３２の融体を注
ぎ込み，そのまま結晶成長させて，基板３１上に熱電変換材料３２を製造する。また，図
６に示すように，成長室２２において，基板としてｐ型熱電材料３３を用いて，ｐ型熱電
材料３３の上にｎ型熱電材料３４（熱電変換材料）の結晶を成長させて，ｐ−ｎ接合の形
成を行うこともできる。更に，図７に示すように，成長室２２に鋳型３０を配設し，鋳型
３０に形成された成長室２２Ｅ，２２Ｆ，２２Ｇに基板としてｐ型熱電材料３３を用いて
，ｐ型熱電材料３３の上にｎ型熱電材料３４（熱電変換材料）の結晶を成長させて，ｐ−
ｎ接合の形成を行うこともできる。更に，図示していないが，基板としてｎ型熱電材料を
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用いて，ｎ型熱電材料の上の熱電変換材料としてｐ型熱電材料を用いて結晶成長させるこ
ともできる。
【００４２】
図８には，この発明によって得られた熱電変換材料を用いて製作した熱電変換素子の一実
施例を示す。得られた熱電変換材料４１，４２の両端を電極部として，電極部に無電解メ
ッキ又は蒸着によって金属電極４３を接合し，金属電極４３に熱伝達部（セグメント）４
４を半田付けし，熱電変換素子が形成される。これらの熱電変換素子を集積することによ
り，熱電変換モジュールを形成することができる。この発明においては，高性能を持つ結
晶方向に高度に配向した高性能熱電変換材料が得られるので，ｐ型およびｎ型の材料に電
極をつけ，金属セグメントを接続して，熱電変換素子及び熱電変換モジュールの製造が簡
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単で且つ信頼性のある製品を作製することができる。
【００４３】
【発明の効果】
この発明は，上記のように構成されているので，熱電変換材料の溶融原料即ち融体を原料
室から必要な量だけスライダに設けた成長室又は該成長室に配設した鋳型に設けた成長室
に直接注いで，スライダに設けた成長室や鋳型に設けた成長室の大きさ又は形状に従った
熱電変換材料が製造でき，各成長室の大きさ又は形状を調節することによって，所望の大
きさに近い大きさ又は形状の熱電変換材料が作製することが可能である。従って，成長し
た熱電変換材料に対して，複雑な加工工程を必要としない。製造コストの大幅な低減を計
ることも可能である。また，作製される熱電変換材料の大きさは，成長室の大きさによる
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ことから，厚さ約０．２〜３ｍｍの範囲の熱電変換材料も容易に作製可能となり，マイク
ロエレクトロニクス用熱電変換モジユールから大型熱電変換モジユールに適した熱電変換
材料の作製が可能であり，本発明は実用に供してその工業的用途が広範囲にわたる。
【００４４】
この熱電変換材料製造方法及びその装置では，成長室に基板又はｐ若しくはｎ型熱電変換
材料を予め敷いておき，その上に熱電変換材料の結晶を成長させることにより，基板を持
った熱電変換材料の作製やｐ−ｎ接合の形成も可能となる。また，本発明は，結晶のエピ
タキシャル成長を行わせることも可能である。この熱電変換材料製造装置は，繰り返し使
用が可能で簡単な構造であるので，高効率の熱電変換材料を，簡便に作製できる。また，
成長ボートは，真空にしたり，ガスを導入できる成長石英管の中に設けられているので，
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熱電変換材料を真空中又は水素ガス若しくは不活性ガス等のガス中で製造できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明による熱電変換材料製造装置の一実施例を示す概略説明図である。
【図２】この熱電変換材料製造装置における成長ボートを示す概略説明図である。
【図３】この熱電変換材料の製造方法によって得られた熱電変換材料のＸ線回折図形であ
る。
【図４】この発明による熱電変換材料製造装置における成長室の形状を示す斜視図である
。
【図５】成長室に配設された鋳型と鋳型内の基板上に熱電変換材料を製造する状態の一例
を示す断面図である。
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【図６】成長室に配設されたｐ型熱電変換材料上にｎ熱電変換材料を成長させてｐ−ｎ接
合を形成する状態の例を示す断面図である。
【図７】成長室に配設されたられたｐ型熱電変換材料上にｎ熱電変換材料を成長させてｐ
−ｎ接合を形成する状態の別の例を示す断面である。
【図８】この発明によって得られた熱電変換材料を用いて製作した熱電変換素子の一例を
示す概略説明図である。
【符号の説明】
ｌ

成長石英管

２

成長ボート

３

ガス供給管
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４

排出管

５

廃ガス排出管

２０

連通部

２１

スライダ
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２２，２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ，２２Ｄ，２２Ｅ，２２Ｆ，２２Ｇ
２３

下部ホルダー部

２４

上部ホルダー部

２５

原料室

２６

凝縮室

２７

上部カバー部

２８

熱電変換材料の原料

２９

揮発性成分

３１，３３
３２，３４
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基板
熱電変換材料

４１

ｐ型熱電変換材料

４２

ｎ型熱電変換材料

４３

金属電極

４４

成長室

熱伝達部
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