卒業論文

エンドタキシャルナノ構造の格子
エンドタキシャルナノ構造の格子熱伝導解析
格子熱伝導解析

平成 25 年 2 月 1 日提出

指導教員 塩見 淳一郎 准教授

03110207

杉浦 冬木

2

目次
第 1 章 序論 ........................................................................................................................................4
1.1 熱電変換 ...................................................................................................................................5
1.2 熱電変換材料の性能 ...............................................................................................................6
1.3 ナノ構造化バルク材料 ...........................................................................................................7
1.4 鉛テルル ...................................................................................................................................9
1.5 エンドタキシャルナノ構造 .................................................................................................10
1.6 研究の目的 .............................................................................................................................11
第 2 章 計算手法 ..............................................................................................................................12
2.1 分子動力学法 .........................................................................................................................13
2.2 非平衡分子動力学法 .............................................................................................................14
2.3 非調和原子間力ポテンシャル関数 .....................................................................................19
2.4 数値積分法 .............................................................................................................................16
2.5 時間刻み .................................................................................................................................17
2.6 周期境界条件
周期境界条件 .........................................................................................................................18
2.7 能勢・フーバーの温度制御法 .............................................................................................19
2.8 格子熱伝導率 .........................................................................................................................21
2.9 界面熱抵抗 .............................................................................................................................22
第 3 章 結果と考察 ..........................................................................................................................23
3.1 方針 .........................................................................................................................................24
3.2. 単結晶鉛テルルとストロンチウムテルル
単結晶鉛テルルとストロンチウムテルルの
鉛テルルとストロンチウムテルルの格子熱伝導率
格子熱伝導率.............................................25
熱伝導率
3.2.1 指針 ..................................................................................................................................25
3.2.2 計算条件 ..........................................................................................................................25
3.2.3 緩和時間 ..........................................................................................................................26
3.2.4 格子熱伝導率の長さ
格子熱伝導率の長さ依存性
長さ依存性 ..........................................................................................27
3.2.5 格子熱伝導率の温度依存性 ..........................................................................................29
3.3 界面系 .....................................................................................................................................30
3.3.1 指針 ..................................................................................................................................30
3.3.2 計算条件 ..........................................................................................................................30
3.3.3 収束性の検証 ..................................................................................................................32
3.3.4 格子熱伝導率と界面熱抵抗の温度依存性 ..................................................................31
3.3.5 格子熱伝導率と界面熱抵抗の
格子熱伝導率と界面熱抵抗の長さ
伝導率と界面熱抵抗の長さ依存性
長さ依存性 ..................................................................34
3.4 薄膜系
薄膜系 .....................................................................................................................................36
3.4.1 指針 ..................................................................................................................................36
3.4.2 計算条件 ..........................................................................................................................36
3.4.3 格子熱伝導率と界面熱抵抗の温度依存性
格子熱伝導率と界面熱抵抗の温度依存性 ..................................................................37

3

3.4.4 格子熱伝導率と界面熱抵抗の長さ
格子熱伝導率と界面熱抵抗の長さ依存性
長さ依存性 ..................................................................39
3.5 埋め込み系
埋め込み系 .............................................................................................................................42
3.5.1 指針 ..................................................................................................................................42
3.5.2 計算条件 ..........................................................................................................................42
3.5.3 熱抵抗の温度依存性
熱抵抗の温度依存性 ......................................................................................................43
3.5.4 熱抵抗の表面積に対する依存性 ..................................................................................44
第 4 章 結論 ......................................................................................................................................46
4.1 結論 .....................................................................................................................................47
4.2 今後の課題 .........................................................................................................................47
参考文献 ............................................................................................................................................48
謝辞 ....................................................................................................................................................50

4

第 1 章 序論

5

1.1 熱電変換
近年，省エネルギー技術のニーズ増えたことから熱電変換が注目を浴びている[1-3]．熱
電変換とは材料に温度差を与えることで高温側から低温側へ荷電粒子を拡散させて温度差
を直接電圧に変換させるゼーベック効果を利用した発電方法である．電子がキャリアとな
る n 型半導体材料は温度勾配を課すと低温側から高温側に電流が流れ，正孔を多く含む p
型半導体材料は温度勾配を課すと高温側から低温側に電流が流れる．したがって Figure 1.1
で示すように p 型半導体と n 型半導体を組み合わせて熱電変換素子を構成することで，電
流を取り出すことが可能となる．
熱電変換は利用困難な低中温領域の排熱を再利用できる事や駆動部が存在しない為に静
音性や耐久性に優れるといった利点を持つ．しかし，現状では素子効率が低いため費用対
効果が悪く，実用化のために更なる性能の向上が必要である．

Fig. 1.1 熱電変換の模式図．
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1.2 熱電変換材料の性能
キャリアによる電荷と熱の輸送現象をエネルギー保存の観点から考察していくと，熱電
変換の最大効率 ηmax は式(1.1)で表すことが出来る．

η max =

T H − TL
TH

1 + ZT − 1
1 + ZT + TL / TH

(1.1)

ここで，TH は高温側の温度，TL は低温側の温度である．さらに ZT は式(1.2)で表される無次
元性能定数であり，ZT が大きい材料ほど効率は高くなる．

S 2σT
ZT =
κe + κL

(1.2)

ここで，S はゼーベック係数，σ は電気伝導率，T は熱電変換材料の絶対温度，κe は電子熱
伝導率，κL は格子熱伝導率である．電子熱伝導率 κe と格子熱伝導率 κL を比較すると，半導
体である熱電変換材料においては電子の移動度が低いため，一般的に後者の寄与の方が大
きい．式(1.2)から熱電変換素子の性能向上にはゼーベック係数や電気伝導率の増大，または
格子熱伝導率の低減が必要となる．近年では，従来のドープによるゼーベック係数と電気
伝導率の増大だけでなく，構造制御によって格子熱伝導率を低減し，熱電変換材料の性能
を向上させる研究が行われている．
格子熱伝導率低減のための構造制御には二つの方法が挙げられる．一つは材料に異種材
料を混ぜ合わせる事によって格子の規則性を乱し，格子熱伝導率を低減させる合金化[4-6]
である．もう一つは，結晶粒微細化などによって熱伝導を阻害する界面を導入し，格子熱
伝導率を低減させるナノスケール構造制御[7-9]である．
今後の更なる熱電変換素子の性能向上に向けて，Figure 1.2 で挙げられるナノ構造化シリ
コンゲルマニウム(Nano SiGe)のように合金化とナノスケール構造制御の双方を活用した材
料設計が期待されている．しかし，実験において合金の割合などのパラメータは経験的な
ものに留まっているため，数値解析により熱伝導特性の理解を深め，性能向上に最適な構
造設計条件の提言をすることが求められている．
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Fig. 1.2 様々な材料における性能指数 ZT の温度依存性[7]．

1.3 ナノ構造化バルク材料
熱伝導とは原子の微小振動が伝達することである．この振動を量子として扱うとき，そ
の量子をフォノンと呼ぶ．このとき熱伝導はフォノンの拡散現象によって行われていると
考えられる．フォノンは互いに衝突するか，界面に衝突すると拡散する．このフォノンが
拡散するまでの距離の平均を平均自由行程と呼ぶ．フォノンを気体分子として扱う気体分
子運動論の下では格子熱伝導率は式(1.3)で表現できる．

κL =

1 N
∑ C i vi Λ i
3 i

(1.3)

ここで C は比熱，Λ はフォノンの平均自由行程，v はフォノンの群速度(～音速)，添え字 i
はフォノンの波数を示す．ナノスケール構造制御によって結晶粒を微細化すると，Figure 1.3
のように平均自由行程が粒径に制限されるため熱伝導率が低下する．一方，電子の平均自
由行程はフォノンの平均自由行程よりも短いため，粒界に到達する前に電子同士の衝突に
よって拡散し，その結果粒界の影響は小さくなるので電気伝導率は殆ど低下しない．従っ
て電気的特性を維持しつつ熱伝導率を低減できるため，熱電変換材料として優れた特性の
実現が可能となる．実際に Figure 1.4 で示すように同じ材料でもナノスケール構造制御をす
ることで性能係数 ZT を大幅に上昇させることが可能である[10-12]．このようにナノスケー
ルの構造制御を用いた上でスケールアップが可能な材料を総称してナノ構造化バルク材料
と呼ぶ．
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ナノ構造化バルク材料の中でも幅広く研究されている構造がナノグレイン構造である
[13-14]．なぜならば，製造工程がボールミルで材料を砕いた後に焼結するだけであるため，
他のナノ構造化バルク材料に比べて製造が容易でコストが低いからである．しかし，結晶
粒が数十 nm～数百 nm と，比較的大きいためフォノンの平均自由行程の短い材料において
は，界面の効果が小さくなるため熱伝導率低減効果が制限される．

Fig. 1.3 ナノ構造化バルク材料におけるフォノン輸送阻害の模式図．

Fig. 1.4 ナノ構造化バルクシリコンにおける性能係数 ZT の温度依存性[10]．
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1.4 鉛テルル
中温領域において高い性能を示す熱電変換材料の１つに鉛テルル(PbTe)が挙げられる．
PbTe は Figure 1.5 に示す Rock-Salt 型の結晶構造を持ち，添加する元素に応じて n 型半導体
又は p 型半導体となる特徴を持つ．PbTe が熱電変換材料として幅広く研究されている理由
としては比較的結晶性が良いため電気伝導率が高く，さらに強い非調和性によって格子熱
伝導率が低いことが挙げられる．シリコン・ゲルマニウム多結晶合金の格子熱伝導率が室
温付近で約 10 Wm-1K-1 であるのに対して，純結晶 PbTe の格子熱伝導率は 2.2 Wm-1K-1 と非
常に熱伝導率が小さい．また，Shiga ら[15]の研究によると PbTe の熱伝導率を半分程度に低
減させるために必要な粒子の大きさは数 nm あるという可能性が示唆されており，従来のナ
ノグレイン構造による制御では粒子が大きいため，十分な効果が挙げられないと考えられ
ていた．しかし近年開発されたエンドタキシャルナノ構造を用いることで，ナノスケール
構造制御による PbTe の熱伝導率の大きな低減が報告されている．

Fig. 1.5 PbTe の結晶構造の模式図．
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1.5 エンドタキシャルナノ構造
エンドタキシャルナノ構造
エンドタキシャルナノ構造とは，基盤となる結晶の中に他の材料を析出させることで結
晶粒を構成する構造である．Figure1.6 (a)と Figure1.6 (b)はそれぞれ鉛テルル・ストロンチウ
ムテルル合金（PbTe-SrTe）エンドタキシャルナノ構造の TEM 像[16]とその模式図である．
TEM 像からも分かるようにこの構造は結晶粒が数 nm と非常に小さく，Figure1.7 で示され
ている通り電気伝導率が殆ど低下しないと同時に，熱伝導率の大きな低減効果が確認され
る[16]．ここで，エンドタキシャルナノ構造では結晶粒が小さいため，構造内には多量の界
面が存在し，界面面積の総量も大きい．このため，界面における熱抵抗が熱伝導率の低減
に大きな寄与を与えると考えられる．しかし，それぞれの熱抵抗が熱伝導率の低減に与え
ている影響は計測が難しいため，界面の構造や面積が熱伝導率に与える影響は不明である．

(a)

(b)

Fig. 1.6 PbTe-SrTe エンドタキシャルナノ構造 (a)TEM 像[16] (b)模式図．
(a)

(b)

Fig. 1.7 PbTe-SrTe エンドタキシャルナノ構造の効果[16] (a)電気伝導率 (b)格子熱伝導率．
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1.6 研究の目的
近年，熱電変換素子の性能向上を目的としてエンドタキシャルナノ構造を用いた格子熱
伝導率の低減について実験が行われている[16-17]．この格子熱伝導率の低減は界面におけ
る熱抵抗が原因となっていると考えられる．しかし，実験の結果からはそれぞれの熱抵抗
が格子熱伝導率に与える影響の理解が難しい．このため，界面の構造や面積が格子熱伝導
率に与える影響も不明であり，パラメータの最適化も困難である．したがって，パラメー
タの最適化のために数値解析による理論的な構造効果の理解が必要となる．
そこで，本研究ではエンドタキシャルナノ構造の熱伝導の数値解析を行う．特にエンド
タキシャルナノ構造の析出部分の界面における熱抵抗に着目して，その構造に対する依存
性を分子動力学シミュレーションによって解明する．計算結果を踏まえ，熱電変換素子と
しての効率向上に最適なエンドタキシャルナノ構造の組成，形状，密度，分布等の構造設
計指針を提言することを目的とする．
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第 2 章 計算手法
計算手法
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2.1 分子動力学法
分子動力学(Molecule Dynamics, MD)法とは与えられたポテンシャル関数により各原子が
受ける力を計算し，その力から Newton の運動方程式を数値的に解くことで原子の位置と速
度を追跡するシミュレーション方法である．
MD 法のメリットとしては比較的複雑な分子配置に対してもシミュレーションが可能で
あるという点のほか，物質の物性を正確に把握できるという点が挙げられる．このため，
複雑な合金系を扱う本研究では MD 法を用いて熱伝導のシミュレーションを行う．
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2.2 非平衡分子動力学法
MD 法は大きく分けて平衡分子動力学(Equilibrium Molecule Dynamics, EMD)法と非平衡分
子動力学(Non-Equilibrium Molecule Dynamics, NEMD)法に分類される．EMD 法とは平衡状態
における対象の振る舞いを追う手法であり，周期構造を持つ系に対して用いられる．熱伝
導率を求める場合，分子の揺らぎから熱伝導率を計算するため，計算時間はかかるが正確
な値を求めることが可能である．一方，NEMD 法とは温度勾配などを課し非平衡状態にお
ける系の振る舞いを追う方法であり，分子の集団運動を観察することで熱の流れなどを観
察することが出来る．熱伝導率を求める場合，実際に温度勾配を確認できるため，計算時
間は短いが値の誤差が大きくなる．また，NEMD 法は EMD 法と比べると，実際に非平衡状
態における系の振る舞いが観察できるため，界面などを持つ複雑な系に対しても特性の理
解が容易となる．本研究では界面における熱伝導の特性を求めることが目的であるため，
NEMD 法を採用している．
一般的に NEMD 法における計算対象系は複数の熱浴を持つ．これらの熱浴によって温度
勾配を課すことで非平衡状態を生み出す．本研究では Figure 2.1 のように両端に熱浴を課し
た系で計算を行った．

Fig. 2.1 本研究で用いるシミュレーション系の模式図．
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2.3 非調和原子間力ポテンシャル関数
非調和原子間力ポテンシャル関数
本研究では原子間の非調和性を考慮した非調和原子間ポテンシャルを用いる．本研究で
用いる非調和原子間力ポテンシャルは，各原子のポテンシャルエネルギーを平衡位置近傍
で Taylor 展開した式(2.1)で表される．

V = Veq +

1
1
1
αβγδ α β γ δ
Φijαβuiαu βj + ∑ ∑Ψ ijkαβγuiαu βj ukγ + ∑ ∑ Χ ijkl
ui u j uk ul + L
∑∑
2! i, j α, β
3! i, j,k α, β,γ
4! i, j,k,l α, β,γ,δ

(2.1)

ここで α,β,γ,δ は座標成分(直交座標の場合，α=x,y,z)，ui はそれぞれの原子の変位，Veq は全て
の原子が平衡位置に存在するときのポテンシャルエネルギーである．また，Φ，Ψ，Χ はそ
れぞれ調和原子間力定数(Interatomic Force Constant)，3 次の非調和原子間力定数，4 次の非
調和原子間力定数であり，式(2.2)のように表される．

Φijαβ =

∂ 2V 

∂uiα ∂u βj 

,Ψ ijkαβγ =
uiα ,u βj →0


∂ 3V 
∂ 4V
αβ
,
Χ
=
ij
α
β
γ
α
β
γ
δ
∂ui ∂u j ∂uk  α β γ
∂ui ∂u j ∂uk ∂ul  α β γ δ
ui ,u j ,uk →0
ui ,u j ,uk ,ul →0

(2.2)

原子間力定数は任意の力場において原子を微小変化させて各原子に作用する力を計算し
た後，それに式(2.1)をフィッティングする方法である Real-space displacement 法[18-20]を用
いて計算された．本研究で用いるポテンシャル関数のカットオフ距離については，Φ は第 5
近接の原子までの距離，Ψ と Χ は第 1 近接の原子までの距離とした．
力はポテンシャルエネルギーを変位で微分することで得られるため，式(2.1)の両辺を変位
で微分して，各原子に作用する力を表す式(2.3)を得る．

Fiα = −

1
1
∂V
β γ
αβγδ β γ δ
= −∑ Φ ijαβ u βj − ∑ Ψ αβγ
Χ ijkl
u j ukul −L
∑
ijk u j u k −
α
2! jk,βγ
3! jkl,βγδ
∂u i
j,β

(2.3)

本研究では PbTe と SrTe の原子間力定数は本研究室で開発されたものを用いる．
ここで，本研究では単結晶系と合金系では SrTe のポテンシャルが異なっている．なぜな
らば，エンドタキシャルナノ構造は材料を析出させるという特性上，析出部分にコヒーレ
ントな界面(原子の対応関係が崩れていない界面)が生じており，それに伴って歪が生じ，力
場が変化していると考えられているためである．
これを考慮して，合金系用には SrTe の平衡位置を本来の SrTe の平衡位置ではなく，PbTe
の平衡位置にした系で計算した原子間力定数を用意した．本研究では SrTe の格子定数は
6.762 Å，PbTe の格子定数は 6.482 Å を用いて平衡位置を定めている．
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2.4 数値積分法
2.1 節でも述べたように，MD 法ではそれぞれの原子の運動は定義されたポテンシャル関
数から原子に作用する力を計算して，Newton の運動方程式を適用することで決定される．

mi

d 2 ri
dt

2

= Fi = −

∂V
∂ri

(2.4)

ここで ri は原子の位置ベクトル，mi は原子の質量，Fi は原子にかかる力ベクトルであり，
添え字 i は各原子の番号を示す．この方程式は 3 自由度に対する連立微分方程式であり，こ
れは一般に解析的に解くことはできない．そこである時間刻み ∆t ごとに逐次数値的に答え
を求めていく必要がある．
このためにまずは位置ベクトル ri を時刻 t のまわりで Taylor 展開する．これにより，時刻
t+∆t，t-∆t の時の位置座標は式(2.4)から式(2.5a)，(2.5b)のように表される．

ri (t + ∆t ) = ri (t ) + ∆tr&i (t ) +
ri (t − ∆t ) = ri (t ) − ∆tr&i (t ) +

∆t 2 Fi (t ) ∆t 3
&r&&(t ) + O ∆t 4
+
2! m i
3!

( )

∆t 2 Fi (t ) ∆t 3
&r&&(t ) + O ∆t 4
−
2! m i
3!

( )

(2.5a)

(2.5b)

式(2.5a)と式(2.5b)の和を取って整理すると式(2.6)のようになる．

∆t 2
ri (t + ∆t ) = 2ri (t ) − ri (t − ∆t ) +
Fi (t ) + O (∆t 4 )
mi

(2.6)

式(2.6)の微小項を無視することで，∆t を定めるだけで未知の位置ベクトルである ri(t+∆t)を
求めることが可能となる．このような手法を Verlet 法という．また，速度は式(2.5a)と式(2.5b)
の差を取って導いた式(2.7)により求められる．

r&i (t ) =

ri (t + ∆t ) − ri (t − ∆t )
+ O (∆t 2 )
2∆t

(2.7)

Verlet 法には数値計算上で桁落ちが起きやすいという欠点が存在するため，本研究では以
下で示す Verlet 法から派生した速度 Verlet 法を用いてシミュレーションを行う．

ri (t + ∆t ) = ri (t ) + ∆tr&i (t ) +

r&i (t ) = r&i (t − ∆t ) +

∆t 2
Fi (t ) + O (∆t 4 )
2 mi

∆t Fi (t ) + Fi (t − ∆t )
mi
2

(2.8a)
(2.8b)

速度 Verlet 法は速度と位置に関する時間発展の式は数学的に Verlet 法とまったく同等であり，
同じ軌跡を与える．しかし，数値計算上では桁落ちは起きにくく，数値計算による誤差は
小さくなる．
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2.5 時間刻み
運動方程式を逐次数値的に解くうえで重要となるパラメータが時間刻み ∆t である．
∆t が大きくなり過ぎると誤差が大きくなり，正確なシミュレーションができなくなる．
一方，∆t が小さくなり過ぎると数値的に桁落ちを招いてしまったり，目的の時間に達する
ためのステップ数が増大したりしてしまう．
本研究では実験で用いられる PbTe と SrTe をシミュレーションでも扱う．これらの材料の
格子振動の最大振動数はそれぞれ約 3 THz と 4 THz であることから，格子振動の周期はそ
れぞれ約 330 fs と約 250 fs である．そのため本研究では格子振動周期の 1/100 程度を時間刻
みとする事により格子振動の振る舞いを十分に解像可能にした．
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2.6 周期境界条件
周期境界条件
現実の系はアボガドロ数の分子(1023 個)という膨大な数の分子を単位として構成されて
いる．したがって物質のマクロな性質を実際に再現するためにはそのような莫大な数の分
子の運動を計算する必要が生じる．しかし，そのような系の運動を計算することは計算負
荷が高くなる為，実質不可能である．
そこで系の一部のセルを取り出して計算を行い，そのセルを仮想的に周期的に並べてい
く手法である周期境界条件と呼ばれる手法が用いられる．Figure 2.2 で示すようにこの手法
で実際に計算するのは想定する系のごく一部のセルであり，仮想的にそのセルを無限に並
べていくことで系のマクロな性質を再現することが可能となる．このため周期境界条件を
適用した系では，計算するセルの境界において系は反対側の境界へと連続しているような
挙動を示す．
周期境界条件を適用する際には分子が及ぼす力のカットオフ距離に注意を払う必要があ
る．ここでカットオフ距離とは，分子間の力の影響を無視することが出来るようになる最
小距離のことである．具体的には，カットオフ距離は同一原子から力の寄与を二重で受け
ないようにする為，計算領域の一辺の長さの半分以下に設定する必要がある．
本研究では Y，Z の 2 方向に周期境界条件を用いてバルクを再現したシミュレーションを
行っている．

実際に計算する系

想定する系
Fig. 2.2 周期境界条件の模式図．
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2.7 能勢・フーバーの温度制御法
系を構成する原子の運動エネルギーの総和 Ek は式(2.9)のように表すことが出来る．
N
1
2
E k = ∑ mi vi
i 2

(2.9)

ここで vi は各原子の速度，N は系を構成する原子の数である．このとき系の温度 T は式(2.10)
のように定義できる．

3
Nk B T = E k
2

(2.10)

なお，kB はボルツマン定数(kB =1.3807×10-23 J/K)である．これらのことから系の温度は各原
子の速度と質量から決められることが分かる．
ここで，系の一部の温度を一定に保って熱浴として活用することを考える．このため，
熱浴となる部分を仮想の系(熱浴の熱浴)と接続させる．この仮想の系の仮想運動量ベクトル
を p’i，仮想時間ステップ幅を ∆t’i として式(2.11)のように無次元数 s を用いてスケールする．

pi =

p ′i
s

∆t i =

∆t i′
s

(2.11)

このとき熱浴においては式(2.12)と式(2.13)の等式が成り立つ．

&r&i = −

1 ∂V N
− η&r&i
mi ∂ri

(2.12)

η&& = −

1

 ∑ mi r&i2 − 3 Nk B T0 
Q i


(2.13)

ここで，ri は原子の位置ベクトル，mi は質量，VN はポテンシャルエネルギー，η は s の逆
数，T0 は仮想の系の温度であり，Q は SI 単位系で[kg m2]の次元を持つパラメータである．
このような手法を能勢・フーバーの温度制御法と呼び，熱浴の温度は仮想の系に与えた
温度に時間と共に近付いていく．
さらに Q を時間の次元を持つパラメータ（緩和時間）τ で表すため本実験では式(2.14)の
ように Q を定める．

Q = (3 N − 2 N α )k BTτ 2

(2.14)

ここで，Nα は系を伸ばしている方向と垂直な平面に存在する原子の数である．
熱浴が与えた温度に近付いていく過程は緩和時間 τ によって制御される．Figure 2.3 は緩
和時間 τ と熱浴の温度変化の関係の模式図である．τ が大きくなるほど温度の振幅は小さく
なるが，周期が大きくなり，シミュレーション時間が長くなる傾向がある．
熱浴の温度の振動過程に伴い，Figure 2.4 に示す熱浴と温度制御をしない検査領域との間
に存在する熱抵抗の値もまた τ の影響を受ける．この熱抵抗は検査領域の温度勾配を減少さ
せてしまい，熱伝導率を計算する上での誤差の原因となるため，熱抵抗を最小化するよう
な τ を経験的に求める必要がある．
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Fig. 2.3 緩和時間 τ と熱浴の温度変化の関係の模式図．

Fig. 2.4 熱浴と検査領域に生じる熱抵抗．

ここで，Figure 2.4 に示す温度分布では熱浴の温度を 310 K, 290 K にし設定したが，計算
した結果，熱浴での温度が 312 K, 292 K 程度となってしまった．本計算では原因は不明であ
るが，このような誤差が常に発生しており，これは本来能勢・フーバー温度制御法で生じ
ると考えられる誤差より大きい．しかし，熱浴の温度に 0.8 %程度の誤差が生じるのみなの
で，結果に大きな影響はないと考えた．

21

2.8 格子熱伝導率
格子熱伝導率
格子熱伝導率の計算をするにあたって本研究では式(2.15)で示すフーリエの法則(Fourier’s
law)を用いる．

q = −λ

∂Τ(n)
∂n

(2.15)

ここで q は熱流束，λ は熱伝導率，n は位置ベクトル，T(n)は温度分布である．また，本研
究で熱流束は能勢・フーバーの温度制御法によって熱浴に加えられたエネルギーから計算
される．
まず，2.7 節の式(2.12)と式(2.13)から熱浴の各分子に加えられる力ベクトル Fi は式(2.17)
で表される．

Fi = −

∂V N mi 

−
 ∑ mi r&i2 − 3 Nk B T0 r&i ∆t
∂ri
Q  i


(2.17)

式(2.17)の第１項はポテンシャル関数により与えられる力なので，温度制御のために加えら
れているエネルギーEin は第 2 項から式(2.18)のように与えられる．

E in = −

mi 

 ∑ mi r&i2 − 3Nk B T0 r&i2 ∆t 2
Q  i


(2.18)

よって熱流束は式(2.19)のように与えられる．

q=

E in
A∆t

(2.19)

ここで A は系の断面積である．
本研究ではこの手法から 2 つの熱浴に加えられる熱流束を計算し，その差を取ることで
系に与えられる正味の熱流束を求めた．これをフーリエの法則に適用することで熱伝導率
を計算した．
ここで，NEMD 法において熱流束と温度分布は時間に沿って大きく変動するので，時間
平均を取った上でフーリエ則を適用した．
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2.9 界面熱抵抗
一般的に異なる物質間で熱が伝わるとき，Figure 2.5 のように温度分布には界面で不連続
な温度ジャンプ ∆T が生じる．これは物質間おける振動の非調和や分子の相互作用など，
様々
な要因によりフォノンが拡散して熱抵抗となっているためである．
このとき界面熱抵抗 Rboundary は式(2.20)で定義できる．

R boundary =

∆T
q in

(2.20)

ここで，qin は界面に流入する熱流束である．本研究では定常状態においては，2.8 節で示し
た熱流束 q を qin として用いることができる．
また界面熱抵抗の逆数は界面コンダクタンスとして定義できるため，式(2.21)で界面コン
ダクタンスを定義する．

C boundary =

q in
∆T

Fig. 2.5 界面熱抵抗で生じる温度ジャンプの模式図．

(2.21)
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第 3 章 結果と考察
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3.1 方針
本章では計算系を Figure 3.1 に示すように単結晶系から接合系，薄膜系，埋め込み系の順
に実際のエンドタキシャルナノ構造に近づけ，それぞれの系での計算結果を比較すること
で格子熱伝導率や界面熱抵抗の構造依存性を考察する．

Fig. 3.1 本章で扱う計算系．
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3.2 単結晶鉛テルルとストロンチウムテルル
単結晶鉛テルルとストロンチウムテルルの
鉛テルルとストロンチウムテルルの格子熱伝導率
格子熱伝導率
3.2.1 指針
本節では基礎となる PbTe 単結晶と SrTe 単結晶の熱伝導解析の結果を示す．3.2.2 項では
本節全体の計算条件を述べる．3.2.3 項では 2.7 節で述べた緩和時間 τ を変数としてシミュレ
ーションを行い，最適な τ を定める．3.2.4 項では長さを変更して格子熱伝導率を計算した
結果から単結晶の格子熱伝導率の長さ依存性を示す．3.2.5 項では平均温度を変更して格子
熱伝導率を計算した結果から単結晶の格子熱伝導率の温度依存性を示す．

3.2.2 計算条件
計算条件
計算系は Figure 3.2 のような，両端に高温熱浴と低温熱浴を課した系を用いた．境界条件
には 2 次元周期境界条件を適用した．計算系は X 方向に伸びており，両端一層は温度 0 K
の固定層，さらに続く二層を熱浴として能勢・フーバーの温度制御法を用いて温度を一定
に保った．特に記載の無い場合，原子数数はシミュレーションに掛かる時間を考慮して 1024
個(16×8×8)，温度はシミュレーションの安定性を考慮して平均温度を 300 K，温度勾配は
フーリエの法則が成り立つ範囲で定める必要があるため，熱浴の温度を高温側と低温側で
310 K と 290 K に定めている．
各シミュレーションにおいて，最初の 5.0×104 steps は速度スケーリングにより温度を一
定に近づけた．その後に 2.0×106 steps の間，熱浴に能勢・フーバー温度制御を行い，NEMD
シミュレーションを進行させる．初期条件の影響を小さくするため定常状態を確認した以
降のデータを時間平均した．なお，3.2.3 項の結果を踏まえて，3.2.4 項以降のシミュレーシ
ョンの進行方法を改良したため，3.2.3 項のみ温度平均は定常状態を確認する前の NEMD シ
ミュレーション開始時から取り始めた．

Fig. 3.2 PbTe 単結晶の計算系の模式図．
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3.2.3 緩和時間
本項では 2.7 節で示した緩和時間 τ を最適化する．τ を 3.0 fs から 300 fs の間で変化させ，
それぞれの条件下で熱浴と検査領域の間の熱抵抗を計算した．Figure 3.3 に熱抵抗の緩和時
間依存性を示す．ここで，τ＝3.0 [fs]より小さな τ を用いた場合には計算が成り立たなかっ
た．また，τ=300 [fs]より大きな値を用いた場合には本研究で設定したステップ数では熱浴
が目的の温度に到達しなかった．さらに，熱抵抗の誤差を見るため τ=30 [fs]においてシミュ
レーションを異なる初期条件下で 3 回行い，平均値と標準偏差を求めた．
Figure 3.3 が示す通り PbTe は τ=30 [fs]において熱抵抗が最小になった．一方，SrTe の熱抵
抗は τ=30 [fs]において最小とならなかった．しかし，SrTe の熱抵抗は誤差が大きいことと合
金系では異なるポテンシャルを用いることを考慮して PbTe の熱抵抗を最小とすることが優
先であると考えた．そこで，τ=30 [fs]が適切な値であると判断して，本項以降のシミュレー
ションでは緩和時間 τ=30 [fs]を用いている．
(a) PbTe

(b) SrTe

Fig. 3.3 緩和時間 τ と熱浴における熱抵抗．(a)PbTe (b)SrTe.
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3.2.4 格子熱伝導率の
格子熱伝導率の長さ
熱伝導率の長さ依存性
長さ依存性
MD 法において，物質の熱伝導率の逆数と物質の長さの逆数は概ね比例関係を持つことが
経験的に示されている[21]．これは熱浴と検査領域の間の熱抵抗でフォノンが拡散すること
が原因となる．長さが小さい場合は殆どのフォノンが熱抵抗により拡散し，平均自由行程
が大きく減少するが，長さが大きい場合はフォノンは熱抵抗で拡散する前に互いに衝突し
て拡散するので，平均自由行程は殆ど減少しない．このため熱伝導率は長さが大きくなる
ほど上昇する．
本研究でもこの関係を用いてバルク状態，つまり長さが無限大であるときの格子熱伝導
率を計算する．そのために，Figure 3.4 で示す計算系における長手方向の格子の長さ Ls を変
化させてシミュレーションを行い，格子熱伝導率を計算し，それらの点を１次関数で外挿
することでバルク状態の格子熱伝導率を計算した．PbTe と SrTe の格子熱伝導率の逆数を Ls
の逆数に対してプロットしたものを Figure 3.5 に示す．外挿した結果，300 K における PbTe
のバルクの格子熱伝導率は 2.1 Wm-1K-1 となった．
これは Ravich らによる実験値 2.01 Wm-1K-1
とよく一致する[22]．一方，SrTe の格子熱伝導率は 300 K において 5.9 Wm-1K-1 でとなった．
こちらは実験値が存在しないため比較することは出来ないが，質量が PbTe より小さいため
格子熱伝導率が PbTe より大きくなることは理解できる．

Fig. 3.4 長さ効果測定時の計算系の模式図．
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(a) PbTe

(b) SrTe

Fig. 3.5 格子熱伝導率の長さ依存性．(a)PbTe (b)SrTe．
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3.2.5 格子熱伝導率の温度依存性
格子熱伝導率の温度依存性
本節では温度をデバイ温度より高い 150 K から計算の安定限界である 300 K までの間で変
化させて，それぞれの温度における PbTe 単結晶の格子熱伝導率を計算した．得られた格子
熱伝導率を温度に対してプロットしたものを Figure 3.6 に示す．デバイ温度以上の温度領域
では格子熱伝導率は温度の 1 乗に反比例するが，
計算結果も概ね T-1 の温度依存性を示した．
一部に見られる乖離はアンサンブル平均の不足やサイズ依存性の考慮不足に起因している
と考えられる．

Fig. 3.6 PbTe の格子熱伝導率の温度依存性．
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3.3 界面系
界面系
3.3.1 指針
本節では SrTe と PbTe を Figure 3.7 で示すように接合させた計算系を用意し，界面熱抵抗
と格子熱伝導率について解析を行った．この計算系は析出物の形状による影響を除外し，2
種類の物質の界面熱抵抗のみによる格子熱伝導率への影響を解析できると考えられる．
3.3.2 項では本節全体における計算条件を示す．3.3.3 項では界面熱抵抗と格子熱伝導率の
温度依存性を示し，3.3.4 項では界面熱抵抗と格子熱伝導率の長さ依存性を示す．

Fig. 3.7 界面系の構造の模式図．

3.3.2 計算条件
計算条件
本節では特に記載がない場合概ね 3.1 節と同じ条件でシミュレーションを行う．ただし総
原子数を 1792 個(28×8×8)にし，検査領域の PbTe と検査領域の SrTe をそれぞれ 704 個(11
×8×8)にした．また，合金系における時間刻みは短いものに合わせる必要があるため，SrTe
の時間刻み(2.5 fs)に合わせ，計算系全体の格子定数を PbTe の格子定数(6.482 Å )に統一した．
また，本項以降の各値は上記の条件でのみシミュレーションを 3 回行い，平均値と標準
偏差を求めた．

31

3.3.3 収束性の検証
収束性の検証
本節ではシミュレーション時間を考慮して，ステップ数を 3.2 節と同じ 2.05×106
steps(5.125 ns)で行った．その結果，Figure 3.8 (a)に示す温度分布が得られた．この温度分布
を見ると PbTe と SrTe の界面において界面熱抵抗が観察される．しかし，各点が一次のフィ
ッティングから大きく乖離している．一方，ステップ数を 6.05×106 steps(15.125 ns)に増や
した場合の温度分布を Figure 3.8 (b)に示す．この場合，一次のフィッティングからの各点の
乖離は殆ど見られない．これらの結果から格子熱伝導率と界面熱抵抗を求めて比較したの
が Table 3.1 である．Table 3.1 で示すとおり，SrTe の格子熱伝導率の収束性は悪いため，信
頼することの出来る値だと考えるのは難しくなる．一方，PbTe の格子熱伝導率や界面熱抵
抗の収束性は比較的良く，それらの評価にはステップ数 2.05×106 steps で十分であると考え
られる．

(a)

(b)

Fig. 3.8 総ステップ数を変化させたときの温度分布． (a) 2.05×106 steps (b) 6.05×106 steps．

Table 3.1 総ステップを変化させたときの格子熱伝導率と界面熱抵抗．
総ステップ数
2.05×10

6

steps

6.05×106 steps

PbTe 格子熱伝導率

SrTe 格子熱伝導率

界面熱抵抗

-1

1.29 Wm K

-1

-1

1.04 Wm K

4.41 W-1m2K

1.31 Wm-1K-1

4.08 Wm-1K-1

4.88 W-1m2K

-1
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3.3.4 格子熱伝導率と界面
格子熱伝導率と界面熱抵抗の
界面熱抵抗の温度依存性
熱抵抗の温度依存性
本節では平均温度を 150 K～350 K の間で変化させてそれぞれ格子熱伝導率と界面熱抵抗
を計算した結果を示す．ここで，温度勾配はフーリエの法則が成り立つ範囲で定める必要
があるため，熱浴の温度は高温側と低温側でそれぞれ”平均温度±10 K”に定めた．なお，平
均温度 400 K の場合は分子間の距離が近付き過ぎて，過大な力が生じてしまったためシミュ
レーションが成り立たなかった．計算して得られた PbTe と SrTe 各部分の格子熱伝導率と熱
抵抗，界面コンダクタンスを温度に対してプロットしたものを Figure 3.9 に示す．
SrTe の格子熱伝導率は誤差が大きい為，温度依存性を読み取ることが出来なかった．一
方，PbTe の格子熱伝導率は温度が上昇すると，格子熱伝導率が低下する傾向が見られた．
本節の計算値は PbTe 単結晶の格子熱伝導率に比べて低い傾向が出たが，これは界面におけ
るフォノン拡散のためフォノンの平均自由行程が減少したことが原因だと考えられる．
更に界面熱抵抗も高温域では温度が上昇すると熱抵抗が減少する傾向を示すと同時に，
低温域においては熱抵抗がほぼ一定になっており，この傾向の相違が現れる境界は 200～
250 K に存在する．これは Mcgughey らによる Si/Ge 界面のシミュレーション結果の傾向と
一致しており，Mcgughey らの結果では境界は 400～500 K に存在した[23]．
格子熱伝導率と高温域の熱抵抗が温度と共に低下するのは，温度上昇に伴う平均自由行
程の低下が理由であると考えられる．平均自由行程が低下すると式(1.3)で示した関係から格
子熱伝導率は低下し，界面に衝突するフォノンの割合も減少するため熱抵抗も低下する．
しかし，低温域においてはフォノンの平均自由行程が長いため，殆どのフォノンが界面に
衝突し，界面に衝突するフォノンの割合が上限に達しているため界面熱抵抗はほぼ一定に
なると考えられる．
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(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 3.9 温度依存性 (a)PbTe の格子熱伝導率 (b)SrTe の格子熱伝導率 (c) PbTe/SrTe 界面熱抵
抗 (d)PbTe/SrTe 界面コンダクタンス．
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3.3.5 格子熱伝導率と界面
格子熱伝導率と界面熱抵抗の
界面熱抵抗の長さ
熱抵抗の長さ依存性
長さ依存性
本項では構造が熱伝導に与える影響の理解を深めるため，Figure 3.10 で示す Ls を 53.46 Å
～124.74 Å の間で変化させてシミュレーションを行った．各長さにおける温度分布を
Figure 3.11 に示す．さらに，温度分布から求めた PbTe と SrTe の格子熱伝導率と界面熱抵
抗の長さ依存性を，界面コンダクタンスの長さ依存性と合わせて Figure 3.12 に示す．ここ
で今回の 2.05×106 steps までの計算では SrTe の格子熱伝導率は誤差の影響が大き過ぎた
ため，値が求まらなかった．
Figure 3.12 で示すように PbTe の格子熱伝導率において，単結晶では示していた格子熱伝
導率の逆数と長さの逆数の比例関係が観察できなかった．これは複雑な系のため誤差の影
響が大きい事と同時に，単結晶の時に長さ依存性の原因であった熱浴と検査領域との熱抵
抗以外にも界面熱抵抗が存在している事が原因だと思われる．
また，Mcgughey らによると Si/Ge 界面におけるシミュレーションでは界面熱抵抗に長さ
依存性が見られないと示されているが[23]，本研究の結果でも界面熱抵抗は Ls に対する依
存性は見られなかった．これは，一つしか界面がない場合，物質の長さが変更されても界
面に衝突するフォノンの数は変わらないことが原因だと考えられる．

Fig. 3.10 3.3.5 項における長さパラメータ Ls．

Fig. 3.11 長さを変化させたときの温度分布．
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(a)

(b)

(c)

Fig. 3.12 長さ依存性 (a)PbTe 格子熱伝導率 (b)PbTe/SrTe 界面熱抵抗
(c)PbTe/SrTe 界面コンダクタンス．
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3.4 薄膜系
薄膜系
3.4.1 指針
本節では Figure 3.13 で示すような薄膜系に対して熱伝導解析を行う．このような薄膜系
には界面が 2 つ存在するため界面熱抵抗が熱伝導に与える影響は界面系よりも大きいと考
えられる．
3.4.2 項では本項全体の計算条件を示す．3.4.3 項では PbTe の熱伝導率と界面熱抵抗の温
度依存性を示す．3.4.4 項では PbTe の熱伝導率と界面熱抵抗の長さ依存性を示す．

Fig. 3.13 薄膜系の構造の模式図．

3.4.2 計算条件
本節では特に記載のない場合概ね 3.2 節と同じ計算条件でシミュレーションを行う．変更
したのは原子の総数を 2048 個(32×8×8)，検査領域の PbTe を両端で 704 個(11×8×8)ずつ，
検査領域の SrTe を中央で 256 個(4×8×8)にした点と，3.3 節と同様に時間刻みを SrTe の時
間刻み(2.5 fs)に合わせ，全体の格子定数を PbTe の格子定数(6.482 Å)に合わせた点である．
ここで，SrTe のバルク熱伝導率は PbTe のそれよりも大きい上に，SrTe 部の膜厚が PbTe
部よりも小さいため，本計算で採用した温度差 20 K においては SrTe 部の温度勾配は非常に
小さくなる．このため，本研究では許容できるステップ数の範囲では，ノイズの影響が支
配的になり，SrTe の部分の温度分布を決定することはできなかった．よって，本節では SrTe
の格子熱伝導率は計算せず，全体の温度分布を分析する際は SrTe の部分の熱抵抗(温度勾配)
をゼロとした．Figure 3.14 は本節の計算系でシミュレーションを行った場合の温度分布であ
る．PbTe/SrTe 界面が 2 つ存在するため，界面熱抵抗が低温側と高温側の 2 つ生じている．
また，本項以降の各値は上記の条件の原子数で平均温度 300 K においてのみシミュレーシ
ョンを 5 回行い，平均値と標準偏差を求めている．その中で 1 度，原子同士が近付き過ぎ
て過大な力が生じ，計算が成り立たなかったことがあったが，1.8×106 steps までは計算が
成り立っていたため，そこまでのデータを用いた．
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Fig. 3.14 薄膜系でシミュレーションを行った場合の温度分布．

3.4.3 格子熱伝導率と界面熱抵抗の温度依存性
格子熱伝導率と界面熱抵抗の温度依存性
本項では 150～300 K の間で平均温度を変化させて PbTe の格子熱伝導率と境界における
界面熱抵抗を求めた．得られた格子熱伝導率，界面熱抵抗，界面コンダクタンスを温度に
対してプロットしたものを Figure 3.15 に示す．本項でも前節までと同じく熱浴の温度は平
均温度±10 K とした．また，平均温度を 350 K 以上に定めた場合は原子同士が近付き過ぎ
て過大な力が生じたため計算が成り立たなかった．
3.3.4 節の温度依存性の結果から格子熱伝導率は高温側，低温側の双方において温度上昇
と共に低下すると考えられる．Figure 3.18 ではおおまかにそのような結果が確認できた．ま
た，界面熱抵抗は常に低温側の熱抵抗が高温側より小さいことが観察された．これは 2.3 節
における温度の上昇とともに熱抵抗が減少するという傾向に反している．しかし，2.3 節の
結果から見積もると高温側と低温側で生じる差は 10 %程度であり，本項の結果の誤差は其
れより遥かに大きいため，2.3 節の結果との相違の原因は計算系が複雑になったため生じた
誤差だと考えられる．
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(a)

(b)

(c)

Fig. 3.15 温度依存性 (a)PbTe の格子熱伝導率 (b)PbTe/SrTe 界面熱抵抗 (c) PbTe/SrTe 界面
コンダクタンス．
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3.4.4 格子熱伝導率と
格子熱伝導率と界面熱抵抗の
熱伝導率と界面熱抵抗の長さ
界面熱抵抗の長さ依存性
長さ依存性
本項では Figure 3.19 における Ls1 を 7～23 層(22.69～74.54 Å)，Ls2 を 2～16 層(6.48～51.86
Å)の間で変化させてシミュレーションを行い，格子熱伝導率と界面熱抵抗の長さ依存性を
調べた．ここで，Ls1 を変化させる場合は Ls2 を 4 層(12.96 Å)で固定，Ls2 を変化させる場合
は Ls1 を 11 層(35.65 Å)で固定した．得られた格子熱伝導率と界面熱抵抗の長さ依存性を界
面コンダクタンスの長さ依存性と合わせて Figure 3.20-3.23 に示す．ここで，Ls2 を変化させ
た場合は薄膜が非常に薄くなることもあり，フォノンの輸送が大きく制限されると考えて，
界面熱抵抗に影響が強く出ると予想された．このため，Ls2 を変化させる場合は，影響を正
確に把握するため特に正確な値を求める必要があると考えられ，他の場合と同じシミュレ
ーションを行った上で，さらに各値で総ステップ数を 1.0×106 steps と短縮したシミュレー
ションを 4 回行い，平均値と標準偏差を取った．なお，Ls2 が 2 層のときは 1 度計算が早い
段階で成り立たなかったため，3 回しか追加して行えなかった．
Figure 3.20 から界面熱抵抗は Ls1 に対して依存性が確認できなかった．これは 3.3 節に示
した界面モデルで長さ依存性が見られないことと同様の結果である．また，熱伝導率に関
しては Ls1 に対して，定性的には単結晶系と同様の結果を示した．
さらに Figure 3.21 と Figure 3.22 から熱伝導率と界面熱抵抗が予想に反して Ls2 に対しても
依存性を持たないことが確認できた．このことから物質を他の物質で挟むときに，物質の
長さに関係なく界面の熱抵抗は一定であると考えられる．

(a)

(b)

Fig. 3.19 3.4.4 項で扱う長さパラメータ Ls1，Ls2．
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(a)

(b)

(c)

Fig. 3.20 Ls1 に対する依存性 (a)格子熱伝導率 (b)界面熱抵抗 (c)界面熱コンダクタンス．
(a)

(b)

Fig. 3.21 Ls2 に対する格子熱伝導率の依存性 (a)低温側 PbTe (b)高温側 PbTe．
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(a)

(b)

Fig. 3.22 Ls2 に対する界面熱抵抗の依存性 (a)低温側界面 (b)高温側界面．
(a)

(b)

Fig. 3.23 Ls2 に対する界面熱コンダクタンスの依存性 (a)低温側界面 (b)高温側界面．
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3.5 埋め込み系
埋め込み系
3.5.1 指針
本節では Figure 3.23 で示すように PbTe の中に SrTe を埋め込んだ計算系に対してシミュ
レーションを行う．この計算系は本研究で扱う計算系の中では実際のエンドタキシャルナ
ノ構造の析出部分の形状を最もよく再現できていると考えられる．
3.5.2 項では本節全体の計算条件を示す．3.5.3 項では熱抵抗の温度依存性を示す．3.5.4 項
では熱抵抗の表面積に対する依存性を示す．

Fig. 3.23 埋め込み系の構造の模式図．

3.5.2 計算条件
本節での特に記載のない場合概ね 3.2 節と同じ計算条件でシミュレーションを行う．変更
した点は原子の総数を 2048 個(32×8×8)にした点と，検査領域の中央に SrTe を 64 個(4×4
×4)埋め込んだ点と，3.3 節と同様に時間刻みを SrTe の時間刻み(2.5 fs)に合わせ，格子定数
を PbTe の格子定数(6.482 Å)に合わせた点である．
本節においては SrTe 部が微小であるため，温度分布から界面熱抵抗を計算することがで
きない．このため，式(3.1)で定義する系全体の熱抵抗 Rall を計算した．

R all =

∆Tall
q

(3.1)

ここで，∆Tall は検査領域の両端の温度差である．また，比較のため 3.2 節で計算したサイ
ズ依存性の外挿値から単結晶 PbTe の熱伝導率 κ3.2(L)を得て，単結晶 PbTe の熱抵抗 RPbTe を
式(3.2)で定義する．

R PbTe =

L
κ 3.2 ( L)

(3.2)

ここで L は検査領域の長さであり，本節では L=84.3 [Å]である．また温度を変化させる場合
は，κ3.2(L)は T-1 に比例すると考えた．

43

3.5.3 熱抵抗の温度依存性
本項では 150～300 K の間で平均温度を変化させて系全体の熱抵抗 Rall を求めた．系全体
の熱抵抗 Rall と RPbTe を温度に対してプロットしたものを Figure 3.24 (a)に示す．また，本項
でも前節までと同じく熱浴の温度は平均温度±10 K と定めている．
ここで，Figure 3.24 (a)に示すとおり Rall と RPbTe の差を取ると界面熱抵抗と同じような温
度依存性を示した．SrTe の熱抵抗は非常に小さいことも考慮すると，Rall と RPbTe の差は本計
算系における界面による熱抵抗の上昇値を示していると考えられる．このため本計算系に
おける界面による熱抵抗への影響 R’boundary を式(3.3)で定義する．

′
Rboundary
= Rall − R PbTe

(3.3)

ここで，Figure 3.24 (b)に示すとおり R’boundary は高温域と低温域の境界が 250 K～300 K とな
り 3.2 節の界面熱抵抗の境界と異なった．しかし，これはアンサンブル不足による誤差が原
因であると考えられ，PbTe/SrTe 界面における界面熱抵抗は構造に依存せず 200 K～300 K の
間に高温域と低温域の境界を持つと考えられる．

(a)

(b)

Fig. 3.24 温度依存性 (a)熱抵抗 (b)本節の R’boundary と 3.2 節の界面熱抵抗の比較．
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3.5.4 熱抵抗の表面積に対する
熱抵抗の表面積に対する依存性
表面積に対する依存性
本項では Figure 3.25 で示す Ls を 6.28 Å～19.4 Å の間で変化させてシミュレーションを行
った．熱抵抗を Ls に対してプロットしたものを Figure 3.26 に示す．
3.3 節，3.4 節の結果から本計算系においても R’boundary には長さ依存性が存在しないことが
予想され，衝突するフォノンの数について考えると，R’boundary の大きさは埋め込む物質の X
方向の表面積に比例すると予想される．そこで，Figure 3.26 では R’boundary の値を Ls の 2 乗
で外挿した．その結果，計算結果を 2 次関数で非常によく外挿することができた．また，
Ls=25.9 [Å] つ ま り 立 方 体 の 大 き さ が 8 × 8 × 8 と な り 薄 膜 と な っ た と き の 外 挿 値 は
R’boundary=5.3×10-9 [W-1m2K]となった．一方，3.4 節における 8 層の薄膜の界面熱抵抗は高温
側で Rboundary=2.36×10-9 ±0.71×10-9 [W-1m2K]， 低温側で Rboundary=2.01×10-9 ±0.3×10-9
[W-1m2K]となり，和をとっても R’boundary の外挿値には届かず，誤差の範囲を考えてもこの差
は大きいと考えられる．このことから，埋め込み系の方が薄膜系より大きな熱抵抗を与え
ることが出来ると考えられる．
ここで，実際のエンドタキシャルナノ構造の析出部分は一辺約 2 nm 程度であり，格子熱
伝導率は SrTe が 2 %の場合で約 37 %低下している．埋め込み系の外挿値から一辺 2 nm の
ときの R’boundary を計算して，熱伝導率の低下量を計算すると，約 42 %低下していることに
なる．しかし，本節の計算系では許された計算時間を考慮して，Y 方向と Z 方向の長さが
2.59 nm と小さい．このため，SrTe の密度が非常に高い状態を計算していることになり，実
際の値との比較は出来ない．
具体的には Figure 3.27 のように一辺 2 nm の立方体 SrTe を 2 %とする場合，一辺 7.2 nm
の立方体 PbTe が必要となる．この二つの立方体の面と面との距離は 2.6 nm であるため，実
験値との比較のためには SrTe の面と PbTe の面との距離は 2.6 nm 必要であると考えらる．
つまり Y 方向と Z 方向の長さは”5.2 +Ls nm”必要となる．

Fig. 3.25 3.5.4 項における長さパラメータ Ls．
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Fig. 3.26 熱抵抗の Ls 依存性．

Fig. 3.27 実際のエンドタキシャルナノ構造との比較に必要なＹ方向とＺ方向の長さ．
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4.1 結論
本研究の結論として以下のことが挙げられる．

・ 界面熱抵抗は構造に依存せず，低温ではほぼ一定の値を示し，高温では温度が上昇する
と熱抵抗が低下するという傾向を示すと考えられる．
・ 上記の性質の高温域と低温域の境界は PbTe/SrTe 界面では 200 K～300 K の間であると予
想される．
・ 界面系，薄膜系では界面熱抵抗の長さ依存性は観察できない．
・ 埋め込み系では熱抵抗の上昇値は界面の面積に比例すると考えられる．

以上のことから実際のエンドタキシャルナノ構造においても粒子の表面積と界面熱抵抗の
大きさは概ね比例すると思われる．したがって，小さな粒径で物質を析出させることで粒
子の表面積を増やすことができるため，そのことが熱伝導率の低減の原因の一つとなって
いると予想される．

4.2 今後の課題
本研究におけるシミュレーションは誤差が大きいため，ステップ数と試行回数を増やす
ことで誤差を小さくする必要がある．また，埋め込み系では Y 方向と Z 方向の長さが小さ
く，実験値との比較が出来なかったため．Y 方向と Z 方向の長さを大きくして計算を行い，
実験値との比較をする必要がある．
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