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１．研究計画の概要 
エネルギー材料として期待される熱電変

換材料や超伝導材料などの機能性材料の高
性能化のため、薄膜結晶成長技術や新規ナノ
制御技術を駆使した新規な薄膜成長プロセ
ス、微細な組織を創生する組成や組織の制御、
薄膜特有の結晶成長、膜積層技術などをナノ
技術、界面制御技術などの観点から融合する
ことによる、次元性の異なる機能を生成する
ための知見を得る。 

酸化物系機能性材料は、基板上に c 軸配向

した薄膜を作製することで ab 面方向の電気

伝導性が飛躍的に向上すると考え、結晶性が

良好な c 軸配向薄膜の作製を行う。薄膜作製

方法として、物理気相蒸着法の一種であるパ

ルスレーザ蒸着法（PLD）を用いて作製する。

ナノ組織技術の構築は、本来の目的の減少を

最小限に抑えるために、ナノ（究極に小さく、

しかも均一に分散）技術の確立が、必要であ

る。例えば、超伝導分野に必要な磁場とは、

ナノサイズに分散した磁束線の制御であり、

熱電分野では熱、すなわちフォノンの制御で

あることから、ナノ組織や組成の制御が重要

である。さらに低温成膜法 (LTG 法 )や

Vapor-Liquid-Solid法(VLS法)などの界面制

御技術の構築は、新たな性能を生み出すだけ

でなく、一般的な気相膜に比べ、結晶粒界が

少ない単結晶材料に近い膜を基板上に簡単

に作製することができる。それらを比較する

ことにより、物性面からナノ組織を制御する

指針が得られると期待される。 

「超伝導や熱電変換などの機能性薄膜」の

高性能化のため、以下の方法で磁束線やフォ
ノンの制御技術を確立することを目的とし、
エネルギー応用に向けて界面制御技術とナ
ノ組織制御技術の融合を用いたハイブリッ
ド材料薄膜の技術開発を構築するとともに、
微細組織観察などから結晶成長メカニズム
の解明などを検討する。 
超伝導薄膜では、界面制御手法および組織

制御を用いて作製技術を構築する。界面制御
技術は、PLD法、Layer by Layer法（積層法）
などの成膜方法以外に LTG法や VLS法などを
用いる。さらにナノ組織制御は様々な方法を
用いて検討したが、例えばナノ陽イオン組成
制御(Sm元素過剰相（低 Tc相）、BaZrO3（BZO）
ナノロッド、BZOナノアイランドなど)、ナノ
欠陥、転移制御、ナノ陰イオン組成制御（低
酸素相など）などを行う。 
一方、熱電変換では高品質な熱電薄膜を作

製した上で更なる熱電特性の向上を目指す
ために、熱伝導率の低減が求められる。フォ
ノン熱伝導率の低減には、欠陥の導入により
格子振動を乱すことが有効であると考えら
れるが、同時にキャリアの伝導を妨げないこ
とも重要となってくる。つまり、適切な大き
さ・間隔を持ったナノサイズの欠陥を熱電変
換材料内部に導入することで、フォノンの熱
伝導率のみを低減させることが可能である
と考えられる。 
２．研究の進捗状況 
機能性薄膜は、SrTiO3や MgO 単結晶基板上

に作製した。結晶構造解析、物性値測定、表
面観察及び微細構造観察を用いて評価を行
った。熱電物性測定には、物理測定システム
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付属の高精度サーマルトランスポートシス
テム、膜面方向の熱伝導率測定として 3ω法な
どや、微細構造観察には透過型電子顕微鏡観
察、20T 以上の高磁場中での電気特性評価技
術なども構築した。 

超伝導薄膜の場合、VLS 法＋BZO ナノロッ

ド＋低 Tc 相の融合で磁場中超伝導特性が向

上した膜の微細構造から、PLD 膜や LTG 膜で

確認される積層欠陥などが極端に少なく、微

細析出物のナノロッド（ナノサイズの棒状の

析出物）と低 Tc相の組織を導入することがで

きた。さらに、成長初期にナノアイランドを

成長させ、人工的にナノロッドの成長場所を

制御することも可能とした。 

また、ナノロッドの添加量を変えることな

く数密度や直径を変化させることでピンニ

ング特性を制御するため、LTG 膜を作製し、

ナノロッドの成長と超伝導特性に及ぼす影

響について検討し、基礎的超伝導物理現象や

ナノロッドの成長機構を考察するに至った。

また、界面制御技術、微細組織評価によりナ

ノロッドの成長機構と超伝導物理現象の相

関関係が明らかにできた。 

一方、熱電変換薄膜においては界面制御技

術として PLD法および LTG法、ナノ組織制御

として BZOなどのナノアイランド、積層欠陥、

転移など、さらに薄膜の熱伝導率測定技術の

構築を行ってきた。 

BZO添加 Co系熱電変換薄膜において熱拡散

率の値が小さな値に変化し、薄膜内での熱伝

導、例えばフォノン熱伝導率が変化したこと

が推察される。薄膜の断面微細構造観察から

格子内にナノサイズの BZOや積層欠陥が多数

確認された。未だ Co 系熱電変換膜の熱伝導

率の低減に関する詳細なことは明らかでは

ないが、微細な BZO ナノ析出物による効果が

あると推察される。 

３．現在までの達成度 
②おおむね順調に進展している。 

（理由）様々なナノ組織制御技術および
界面制御のプロセス技術の融合から、新
たな性能を有するハイブリッド材料薄
膜の作製が可能になってきている。さら
に、結晶成長、薄膜成長などに関しても
電気的熱的特性結果とともに微細組織
結果も考察することにより多くの論文
および発表にて新たな提案を行うこと
ができている。この技術は新規超伝導材料、
超伝導基礎物理への展開などで有効に活用
することが期待される。さらに本研究で検討
しているハイブリッドエネルギー材料の実
用化に向けては、長尺化、装置システムへの
課題克服などの多くの検討が必要ではある
が、これらの技術とプロセス基礎技術である
本課題の界面制御技術の発展により、「使っ

てもらえるハイブリッドエネルギー材料技
術」に波及しつつある。 
４．今後の研究の推進方策 
コンビナトリアルテクノロジーなどを使

って基板（長手方向）面に薄膜の組成や組織
混入量を変化させる方法や、新たに膜厚方向
に変化させるナノ組織傾斜機能と、界面制御
技術の融合を図っていくことを予定してい
る。この方法は機能性薄膜材料における新物
質の組織的探索に有効であると考えるとと
もに、積層デバイス構造を有するハイブリッ
ド薄膜の構造や材料組成の最適化などの課
程を高速化することが可能と期待される。 
 さらにイオンビームアシスト法などにお
ける金属基板や多結晶基板（セラミックス）
などの基材上の酸化物層の界面制御技術構
築を図っている。上記のコンビナトリアルテ
クノロジーなどの手法で新たに確認された
新規機能性材料の界面配向成長技術の構築
などに展開する。 
５. 代表的な研究成果 
（研究代表者、研究分担者及び連携研究者に
は下線） 
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