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１．背景
近年，世界的なエネルギー問題に対処するため，熱エネルギーの有効活用が重要視されてきている．その中で，熱の流
れをコントロールすることは，エネルギーの使用量を削減する上で重要な課題である．例えば，電気自動車のバッテリー
パックは，低温ではバッテリー温度の低下に伴う電気抵抗率の増加を防ぐために低い熱伝導率が求められ，高温では電解
質の発火を防ぐために高い熱伝導率が求められる．このような問題は一般的に周囲の温度をコントロールすることによ
り対処されるが，それは電気エネルギーのロスに繋がるため，別の解決法が求められている．そのためのアプローチとし
て，材料自身に熱伝導率が大きく変化するスイッチング特性をもたせることが考えられ，相転移の際に熱伝導率が大きく
変化するような材料は熱スイッチング材料として利用できるはずである．そのような材料として，我々は温度により電子
相関が変化することによって生じる金属絶縁体転移（MIT）をもつ物質を，有望な候補物質として着目している．物質中
の熱伝導は格子振動や電子の移動などにより生じ，一般的な材料では熱伝導率 = 格子熱伝導率e + 電子熱伝導率e と
して表され，電子熱伝導率は Wiedemann-Frantz 則によりe = LT と表される（ここで L=2.45×10−8 V2 K−2 はローレンツ数，

は電気伝導率，そして T は絶対温度である）．したがって，電気伝導率が大きく変化する MIT 物質のe は，金属相で高
い値をもち，一方の絶縁相では低い値をもつ，つまり全体としての熱伝導率が金属相では高く絶縁相では低くなることが
予想される．
これまでに行った研究から，予想通りの振る舞いを起こす物質
が見つかった一方で，いくつかの物質においてその予想とは逆に
絶縁相より金属相の熱伝導率が低下することが分かった．図１は
MIT が生じる 230
硫化スピネル CuIr2S4 の熱伝導率を示しており，
K より高温の金属相で熱伝導率が急激に減少する振る舞いが見
られた[1]．相転移時の熱伝導率の振る舞いは Cu サイトに Zn を
ドープすると大きく変化し，Zn のドープ量が増えるにつれ金属
相の熱伝導率が高くなっていく．この原因として，CuIr2S4 は低温
絶縁相で 8 個の Ir が集まった 8 量体を形成することが知られて
おり，高温金属相ではその 8 量体が局所的にペアを組みかえなが
ら動的に形成されることによって格子振動が阻害されているた
めではないかと考えている．そのため，このような多量体の形成
を伴う MIT を室温以上で有する物質は，ある温度で熱伝導率を
急激に低下させる熱スイッチング材料として応用できる可能性が期待される．
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図１CuIr
CuIr
S4 の熱伝導率
図１
2S42の熱伝導率．
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２．実験概要
まず，高温の熱伝導率測定を行うため，スレンレス製の熱伝導率測定装置の開発
を進めた．装置の外観は Fig. 2 のようになっており，ステンレスでできたチャンバ
ーに，ヒーターとしてシリカガラス編組被覆コンスタンタン線を巻きつけ ，
LakeShore 社 335 型温度コントローラーによって温度制御を行っている．内部は低
温測定で用いていた測定セルと同等のものを設計し，定常法による測定が行えるこ
とを確認した．
測定対象の物質として，低温相で V イオンが 3 量体をもつことが知られている
LiVO2 を選んだ[2, 3]．この物質の電気伝導率は半導体的なものではあるが，約 500
K で生じる相転移にともない多量体を形成するという点に着目した．また，LiVO2
は Weiss 温度W ~ 1550 K の強い反強磁性相互作用をもち，スピンフラストレーシ
ョンも持っている[2]．フラストレーションに由来するスピン揺らぎも熱伝導率を
低下させることも知られているため
[4]，LiVO
低下させることも知られているため，LiVO
2 は高温で非常に低い熱伝導率と
2 は高温で非常に低い熱伝導率となって
なっている可能性が期待される．本研究では，この物質を固相反応法により合成
いる可能性が期待される．本研究では，この物質を固相反応法により合成し，得ら

高温熱伝導率測定装置の外観．
図２ 高温熱伝導率測定装置の外観

し，得られた試料を直方体に切り出すことで熱伝導率測定を行った．
れた試料を直方体に切り出すことで熱伝導率測定を行った．

３．結果と考察
Fig. 3 に LiVO2 の熱伝導率の測定結果を示す．室温から温度を
上げるにつれ熱伝導率は徐々に低下していき，500 K の相転移に
おいて熱伝導率が 25％近く低下することが確認された．熱伝導
，フォノンの群速度 v，フォノンの平均
率は，熱容量 Cv（≒Cp）
自由行程 l（l＝v; は散乱の緩和時間）を用いて， = 1/3Cpvl の
積で表されるため，いずれかの項が大きく変化しているはずであ
る．熱容量測定から，相転移前後で熱容量の値はほとんど変わら
ないことを確認した．このことより，熱容量と関係するデバイ温
度D も変化しておらず，それゆえ系の平均フォノン速度 v も大
きく変化していないことが分かる．したがって，平均自由工程 l
が大きく変化しているはずであり，実際に l を求めると相転移前
後で 30%近く減少していることが分かった．言い換えれば，フォ
ノンの緩和時間が減少していることになり，高温相で何か異常な

LiVO
図３図３
LiVO
2 の熱伝導率．
2 の熱伝導率

フォノン散乱が生じていることが示唆される．この振る舞いは前述した 8 量体を形成する CuIr2S4 と似た振る舞いである
ため，LiVO2 も高温相で局所的に 3 量体の揺らぎによるものか，磁気フラストレーションによるスピン揺らぎなどによっ
てフォノンが散乱されていることが示唆される結果が得られた．

４．まとめと展望
定常法を用いた高温熱伝導率測定装置を開発し，500 K に 3 量体の形成をともなう相転移をもつ LiVO2 の熱伝導率を
測定した．その結果，相転移にともない高温相で熱伝導率が大きく低下する現象が観測され，それが高温相で 3 量体の局
所的な揺らぎによって生じていることが予想された．一般的に，高温では欠陥の生成や非調和振動の影響などでフォノン
が強く散乱されているが，そのような状況でも多量体の揺らぎがフォノンをさらに強く散乱させることが明らかとなり，
多量体を形成する物質の高温での熱スイッチング材料としての応用や，高温で低熱伝導率が望まれる熱電材料への応用
などが期待される．今後は，さらに高温の約 700 K に相転移をもち 7 量体を形成することが知られている AlV2O4 の合成
および測定を進め，多量体の形成が熱伝導率に及ぼす影響をさらに調べていく予定である．
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