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 1．はじめに 

 

熱エネルギーを適切な時間と空間に移す技術は，排熱利用，

熱マネージメント，環境発電などにおいて重要である．シス

テムと材料の開発が一体となったアプローチが必要となる

中で，優れた伝熱・断熱，蓄熱，変換性能を有する材料の開

発が急務である．固体中の格子熱（フォノン）伝導性能は最

も重要な熱機能の 1 つであり，伝熱や断熱の効率はもとよ

り，蓄熱における放熱・再生速度や，熱電変換における温度

勾配（キャリアの駆動力）を決定する． 

熱工学分野では，固体の格子熱伝導の制御性の向上を目的

として，新しい材料や機構の研究が盛んに行われており，特

に，ナノスケール構造の合成，観察，物性評価技術を駆使し

た取り組みが成果を上げている．例えば，ナノチューブやグ

ラフェンなどの低次元材料によって高熱伝導材料の幅が広

がり，様々な用途（放熱フィン，熱スプレッダー，TIM材な

ど）に合わせた複合材の開発が進んでいる．また，ナノ粒子，

ナノワイヤー，薄膜，超格子構造などの構造微細化によって

熱伝導率を大幅に低減できることが，熱電変換材料や断熱材

の開発に活かされている． 

さらなる制御性や汎用性の向上が求められる中で，近年，

微視的なフォノン輸送物性の解析および計測技術が急速に

進歩しており，それらを用いて導いた設計指針にもとづいて

材料を開発する試みが広がっている．特に，モード（周波数，

波数，偏向）に依存したフォノン輸送を評価できるようにな

り，固体の熱輸送を熱伝導率という単一の値ではなく，フォ

ノンのモードに依存した「熱伝導スペクトル」で考えられる

ようになってきたことが大きい．モードに依存した熱輸送特

性（スペクトル）の制御は熱（光）放射輻射などでは当たり

前のように行われているが，熱伝導はその拡散性の強さから

スペクトル物性としてはあまり取り扱われてこなかった．そ

れが，フォノンの平均自由行程より小さいスケールでの構造

制御や物性評価ができるようになったことで可能になり，制

御性の自由度が増している． 

 

2．フォノンエンジニアリングの手法および効果 

 

 図１に，フォノンエンジニアリングにまつわる様々な構造

と概念，およびそれらに期待される効果を示す．例えば，熱

伝導の低減を狙ったものでは，材料内部の界面構造（結合，

局所ひずみ，ナノ構造析出など）や元素置換・充填によって

フォノン散乱を促したり，フォノンの波動性を利用したバン

ドエンジニアリングによってフォノンの伝播を抑制するこ

とが考えられる．一方，熱伝導の促進を狙ったものでは，低

次元効果によるフォノン散乱の抑制や，それによって得られ

る高熱伝導率材料を複合化する際に熱的パーコレーション

を誘起することなどが考えられる．または，構造相転移を用

いて熱伝導率を不連続的に変化させること（熱伝導率のスイ

ッチング）もできる． 

以上のフォノン輸送の制御は単に熱伝導率を上げたり下

げたりするだけでなく，より高い付加価値の創成にも繋がる．

例えば，異なる内部構造（ナノドット，界面，合金など）は

異なる周波数帯のフォノン輸送を低減することがわかって

おり 1)，，スペクトル領域での相補性を意識した複合化によ

り，効率的に熱伝導率を低減することができる．また，熱伝

導を担うフォノンモードと，電子・フォノン相互作用に優位

に寄与するフォノンモードをスペクトル上で切り分けて考

えることにより，それぞれを独立に制御できるようになるな

ど，光，電子，スピン，マグノンなどの他の準粒子への変換

や相関を制御することが可能となる．さらに，温特定の周波

数領域のスペクトルを抑制することができれば，熱伝導率の
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温度依存性の符号反転なども可能である．一般に結晶材料の

熱伝導率は室温以上において負の温度依存性を示すが，応用

によっては正の温度依存性が望ましい場合が多く（例えば，

動作開始時は暖機のために熱伝導率が低く，定常動作時は排

熱のために熱伝導率が高い方が良いなど），今後の発展と応

用が期待される． 

 

3．微視的な視点からのフォノンエンジニアリング 

 

東京大学・熱エネルギー工学研究室 2)では，フォノン輸送

の科学から得られた材料の設計指針をもとに材料開発を行

うフォノンエンジニアリングを実践するべく，理論・数値解

析，物性計測，構造作製の３つを一体としたアプローチによ

る研究を進めてきた．材料の熱伝導率を計算・測定し，構造

との関連から得られる設計指針をもとに材料を作製する「巨

視的な練成」は従来から行われているが，ここではそれに加

えて，３つのアプローチをフォノン輸送物性のレベルで練成

する「微視的な練成」を行う点が特徴的である（図2）．例え

ば，計測においては単に熱伝導率を計測するのではなく，フ

ォノンのモードに依存した熱伝導能（熱伝導スペクトル）を

計測し，理論・数値解析との微視的な整合性を確認しながら

研究を進める．また，構造作製においては，界面と内部の効

果を分離できるモデル試料を作製し，界面原子構造による熱

伝導の制御性を明らかにしながら研究を進める．これらによ

って，より原理原則にもとづく形でフォノンエンジニアリン

グが行えるようになってきている．以下に，それらの計算と

計測技術を概説する．より詳細な説明については，当方のホ

ームページ 2)や既報の解説記事 3)を参照されたい． 

 

4．フォノン輸送物性の計算技術 

 

ナノ構造材料内のマルチスケールなフォノン輸送とそれ

によって決定される実効的な熱伝導率を計算するには，ある

程度大規模な計算が必要となる．一方で，熱伝導率の値は性

能指数に敏感に影響するため，高い計算精度が要求される．

この「複雑さ」と「精度」のトレードオフはどの技術にも付

きまとうが，熱輸送計測においては，「複雑さ」の軸に沿っ

て，経験ポテンシャルを用いた分子動力学法やメゾスコピッ

ク法などが早くから発展してきた（図 3の青字）．一方，精

度を追求した解析手法の開発（図 3の赤字）の歴史は浅く，

2007 年になってはじめて単結晶材料の熱伝導率の第一原理

計算ができるようになった 4)． 

その後，合金，ナノワイヤーや薄膜，ナノ構造体など，よ

り複雑な現実系の可能な限り正確な解析を実現するべく，第

一原理計算を出発点とした様々な解析手法が開発されてい

る．図4に，我々が開発してきたマルチスケール・フォノン

輸送解析法のフローチャートを示す．まず，密度汎関数理論

を用いた第一原理計算によって原子間力定数を求める．これ

をもとに，純結晶系であれば非調和格子動力学法を用いて，

 

図１フォノンエンジニアリングのコンセプトの例 
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図2 フォノンエンジニアリング技術のマルチスケール練成 
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合金系であれば分子動力学法を用いてフォノンの緩和時間

を計算する 5,6)．次に，得られたフォノン輸送物性を入力とし

て，緩和時間近似のもとでフォノンボルツマン輸送方程式を

モンテカルロ法によって解く 1,7)．モンテカルロ法を用いる

ことによって，実際の熱電材料に見られるような複雑な界面

形状に対応することができるのと同時に，界面でのフォノン

の透過・反射率を確率論的に導入することができ，ナノ構造

化バルク材料の解析への発展が可能となる．これによって，

構造制御した際の熱伝導率およびその熱伝導スペクトルの

計算ができる． 

 

5．フォノン輸送物性の計測技術 

 

フォノンの分散関係は従来から非弾性中性子散乱分光や

非弾性 X 線散乱分光を用いて計測されてきたが，近年では

それらの解像度が向上し，分散関係に加えて，スペクトルピ

ークの線幅や形状からフォノンの寿命（または緩和時間）を

見積もることができるようになってきている8)．また，最近，

特に発展しているのが，熱伝導率のサイズ効果の計測から平 

均自由行程を見積もる手法である．主にサーモリフレクタン

ス法（図5）を用いて，レーザーのスポット径を変えるなど

して加熱領域をフォノンの平均自由行程より小さくするこ

とで，熱伝導率のサイズ効果を誘起し，熱伝導率スペクトル

に類似したデータを得ることができる 9)．熱伝導率が小さい

材料に適用するためには，加熱領域をレーザーの回折限界よ

りも大幅に小さくする必要があるが，試料表面にパターニン

グしたナノ構造に熱を吸収させることで，加熱領域を数十

nmまで低減する手法も開発されている 10)． 

サーモリフレクタンス法は界面熱コンダクタンス（界面熱

抵抗の逆数）の計測にも広く使われている．レーザーを高周

波数で変調して熱浸透深さを小さくすることで，図5のよう

に薄膜と基板の間の界面熱抵抗を解像することできる．これ

と高分解能TEM観察を合わせて，界面構造による熱輸送の

制御性の評価が進んでいる 11)． 

 

5．おわりに 

 

第一原理にもとづくマルチスケールフォノン輸送解析法

やナノスケール熱測定法によって得られたフォノン輸送物

性にもとづいた設計指針によって材料が開発できるように

なってきた．特に，フォノンモードに依存した熱輸送物性，

複雑構造のフォノン輸送特性，界面原子構造と熱輸送の関連

に関する技術開発で大きな進展があり，微視的な原理原則に

立脚して格子熱伝導を制御するフォノンエンジニアリング

の実践の機運が高まってきている． 
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図3フォノン輸送計算技術の進歩 

 

図4 マルチスケール・フォノン輸送解析 
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図5 ナノスケール熱伝導計測法 
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