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(57)【要約】
【課題】加工が容易であり、かつ、高い熱電特性を有する熱電変換材料を含む熱電変換素
子を提供する。
【解決手段】下記式（１）

（式中、Ｒ1及びＲ2は各々独立に、水素、アルコキシまたはアルキル基である）により表
される繰り返し単位を含むポリチエニレンビニレンを含み、ドーパントによりドーピング
された熱電変換材料を有する熱電変換素子。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（１）
【化１】

（式中、Ｒ1及びＲ2は各々独立に水素、アルコキシまたはアルキル基である）により表さ
れるチエニレンビニレン単位を含むポリチエニレンビニレンを含み、ドーパントによりド
ーピングされた熱電変換材料を有する熱電変換素子。
【請求項２】
　前記熱電変換材料は、出力因子Ｐが１０×１０-8Ｗｍ-1Ｋ-2以上である、熱電変換素子
。
【請求項３】
　前記熱電変換材料の前記ポリチエニレンビニレンの重合度は８～８００である、請求項
１又は２に記載の熱電変換素子。
【請求項４】
　前記熱電変換材料の前記ポリチエニレンビニレンの重合度は５０以上であり、延伸され
、フィルム状に加工されている、請求項１～３のいずれか１項に記載の熱電変換素子。
【請求項５】
　前記熱電変換材料の前記ポリチエニレンビニレンは、
さらに、下記式（２）
【化２】

により表されるフェニレンビニレン単位を含む、請求項１～４のいずれか１項に記載の熱
電変換素子。
【請求項６】
　前記熱電変換材料の前記出力因子Ｐは、１００×１０-8Ｗｍ-1Ｋ-2以上である、請求項
２に記載の熱電変換素子。
【請求項７】
　下記式（３）
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【化３】

（式中、Ｒ1及びＲ2は各々独立に水素、アルコキシまたはアルキル基であり、Ｒ3はアル
コキシ基である）により表される単位を含むポリチエニレンビニレン前駆体を有機溶剤に
溶解し、前駆体溶液を形成する工程と、
　前記前駆体溶液をキャスティングする工程と、
　キャスティングされた前記前駆体溶液を乾燥して、前駆体成形体を得る工程と、
　前記前駆体成形体を加熱し、熱分解させて、ポリチエニレンビニレン成形体を得る工程
と、及び、
　前記ポリチエニレンビニレン成形体にドーピング材をドーピングし、ポリチエニレンビ
ニレンを含む熱電変換材料を得る工程
を含む、熱電変換材料の製造方法。
【請求項８】
　前記前駆体成形体を加熱する際に、酸触媒の存在下に１２０℃未満の温度で加熱を行う
、請求項７に記載の熱電変換材料の製造方法。
【請求項９】
　前記前駆体成形体はフィルムの形態であり、該フィルムを延伸することを更に含む、請
求項７又は８に記載の熱電変換材料の製造方法。
【請求項１０】
　前記前駆体成形体はフィルムの形態であり、重量平均分子量が３×１０4以上である請
求項９に記載の熱電変換材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機熱電変換素子に関し、特に、ポリチエニレンビニレン熱電変換材料を含む
熱電変換素子及び該熱電変換材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱電変換材料を用いた熱電変換では、駆動部を持たない簡単な構造の素子により直接的
な熱－電気のエネルギー変換を行う。このため、素子から振動や騒音を発することがなく
、信頼性が高く、そして補修も簡便に行えるという利点がある。熱電発電やペルチェ素子
のような熱電変換素子には、高い熱電変換効率、耐久性、さらに、安価で効率よく、製造
されることが求められている。具体的には、無機材料による熱電材料、たとえば、ＢｉＴ
ｅ、ＳｉＧｅ、ＰｂＴｅ又はコバルト酸化物が提案されており、精力的に研究されている
。幾つかの無機材料は実用的な性能を示すことが見いだされているが、それらの中には、
複雑な製造工程や、毒性などの問題があるものもある。一方、無機材料と比較して熱電変
換性能は低いと考えられているが、導電性高分子のような有機熱電材料は加工性や安全性
が高い。
【０００３】
　特許文献１（特開２０００－３２３７５８号公報）及び特許文献２（特開２００１－３
２６３９３号公報）には、熱電変換材料として使用可能な導電性高分子としてポリアニリ
ンが記載されているが、その性能は実用的な熱電性能としては不十分である。
【０００４】
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　特許文献３（特開２００２－１００８１５号公報）は熱電変換材料として、分子構造の
伸びたポリアニリンを有機溶剤に溶解させ、基板上にスピンコートすることによって薄膜
を形成することが記載されているが、実際の素子製造を考えると、その製造プロセスは複
雑である。
【０００５】
　特許文献４（特開２００３－３２２６３８号公報）には、熱電変換材料としてポリ（３
－アルキルチオフェン）が開示されている。ヨウ素でドープすることにより、ゼーベック
係数と導電性を上げ、結果として熱電変換特性を改善できることが記載されている。
【０００６】
　特許文献５（特開２００３－３３２６３９号公報）には、熱電変換材料としてポリフェ
ニレンビニレン及びアルコキシ置換ポリフェニレンビニレンを開示されている。硫酸でド
ープしたポリフェニレンビニレンとヨウ素ドープしたアルコキシ置換体は比較的高い熱電
変換性能を示している。しかし、硫酸ドープは、取扱が難しく、大気中での安定性に欠け
る。
【０００７】
【特許文献１】特開２０００－３２３７５８号公報
【特許文献２】特開２００１－３２６３９３号公報
【特許文献３】特開２００２－１００８１５号公報
【特許文献４】特開２００３－３３２６３８号公報
【特許文献５】特開２００３－３３２６３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の課題は、加工が容易であり、かつ、熱電変換素子として使用可能な熱電特性を
示しうる高分子熱電変換材料を使用した熱電変換素子とその材料の製造方法を提供するこ
とである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明は、１つの態様において、下記式（１）
【化１】

【００１０】
（式中、Ｒ1及びＲ2は各々独立に、水素、アルコキシまたはアルキル基である）により表
されるチエニレンビニレン単位を含むポリチエニレンビニレンを含み、ドーパントにより
ドーピングされた熱電変換材料を有する熱電変換素子を提供する。ポリチエニレンビニレ
ンは、さらに、下記式（２）
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【化２】

により表されるフェニレンビニレン単位を含むことができる。
【００１１】
　本発明は、別の態様において、下記式（３）
【化３】

（式中、Ｒ1及びＲ2は各々独立に水素、アルコキシまたはアルキル基であり、Ｒ3はアル
コキシ基である）により表される単位を含むポリチエニレンビニレン前駆体を有機溶剤に
溶解し、前駆体溶液を形成する工程と、
　前駆体溶液をキャスティングする工程と、
　キャスティングされた前駆体溶液を乾燥して、前駆体成形体を得る工程と、
　前駆体成形体を加熱し、熱分解させて、ポリチエニレンビニレン成形体を得る工程と、
及び、
　ポリチエニレンビニレン成形体にドーピング材をドーピングし、ポリチエニレンビニレ
ンを含む熱電変換材料を得る工程、
を含む、熱電変換材料の製造方法を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の熱電変換素子は、前駆体ポリマー状態で可とう性を有し、熱分解後は、実用可
能な熱電特性を発現できる高分子熱電変換材料を有するため、加工性と実用性を提供でき
る。また、本発明の熱電変換材料の製造方法によれば、本発明の熱電変換素子に使用可能
な熱電変換材料を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下において、本発明をその好適な実施形態に基づいて説明する。本発明の範囲は記載
される具体的実施形態によって限定されることがないことは言うまでもない。
【００１４】
　本発明において、熱電変換素子に使用される熱電変換材料は、下記式（１）
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【化４】

【００１５】
（式中、Ｒ1及びＲ2は各々独立に、水素、アルコキシまたはアルキル基である）により表
されるチエニレンビニレン単位を含むポリチエニレンビニレンを含む。このポリチエニレ
ンビニレンは、熱電変換性能の観点から、上記の繰り返し単位からなるものが使用できる
。しかし、ポリチエニレンビニレンは、また、下記式（２）

【化５】

により表されるフェニレンビニレン単位をさらに含む共重合体であることもできる。この
ようなコモノマー単位は、製造時の前駆体ポリマーの加工性を向上させることができる。
【００１６】
　上記式（１）及び（３）において、Ｒ1及びＲ2は各々独立に、水素、アルコキシまたは
アルキル基である。導電性の観点から、Ｒ1及びＲ2は好ましくは水素である。また、Ｒ1

及びＲ2はアルコキシまたはアルキル基である場合、好ましくは、炭素数が３個以内の低
級アルコキシまたはアルキル基、たとえば、メチル、エチル、ｎ－プロピルまたはイソプ
ロピル基が使用できる。また、Ｒ３はアルコキシ基であり、このアルコキシ基は、後述の
とおり、前駆体ポリマーを製造する際の溶媒としてのアルコールによって決まる。すなわ
ち、メタノールを溶媒として使用する際には、Ｒ３はメトキシ基であり、エタノールを用
いる際には、Ｒ３はエトキシ基となる。
【００１７】
　本発明に用いるポリチエニレンビニレンはJournal of Chemical Society, Communicati
on, 1448 (1987)に記載される方法によって製造することができ、具体的には、以下のと
おりに製造できる。
　まず、２，５－チエニレンジメチルビス（テトラハイドロチオフェニウムクロリド）を
メタノール／水混合物などの適切な溶媒中に溶解させる。また、チエニレンビニレンとフ
ェニレンビニレンとの共重合の場合には、P―キシリレン　ビス（テトラハイドロチオフ
ェニウムクロリド）を加える。このモノマー溶液を低温（たとえば、－３０℃程度）に冷
却し、攪拌を行う。このモノマー溶液に、モノマーとほぼ同一の当量で水酸化ナトリウム
やテトラメチルアンモニウムヒドロキシドなどの塩基性物質を添加し、低温で攪拌を継続
することで重合反応を行う。その後、塩酸などの酸を滴下することで重合を停止し、室温
までゆっくりと戻す。以上の操作により、沈殿物が形成し、下記の構造を含む前駆体ポリ
マーが得られる。
【００１８】
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【化６】

【００１９】
　上式中、Ｍｅはメチルであり、溶媒のメタノールに由来するものである。このため、溶
媒に応じて変更可能である。上記の前駆体ポリマーを回収し、乾燥させ、前駆体ポリマー
固体を得る。
【００２０】
　次に、前駆体ポリマー固体をＮ－メチルピロリドンなどの適切な溶媒に溶解させ、溶液
をキャスト、乾燥し、前駆体成形体（たとえば、フィルム）を形成する。得られた前駆体
成形物は可とう性を有するため、使用用途に合わせた変形やカットによる加工が容易に可
能である。
　得られた前駆体成形体を窒素雰囲気などの不活性雰囲気下に、高温で数時間加熱するこ
とで熱分解を行い、ポリチエニレンビニレンを得る。このポリマーに対して、ヨウ素など
のドーパントによってドーピングを行い、ポリチエニレンビニレンからなる熱電変換材料
が得られる。熱分解は、大体、２００℃程度の温度で行うことができる。しかし、ＨＣｌ
ガスなどの酸触媒の存在下では１２０℃未満の温度で熱分解を行うことができる。熱分解
温度を下げられるため、導電性の低下を招くカルボニル基の生成を抑制することができる
。なお、酸触媒としては、塩酸（ＨＣｌ）、酢酸、ギ酸などのプロトン酸を用いることが
できる。また、熱分解を行う前に、前駆体ポリマーのフィルムを延伸することで熱電変換
材料の出力因子Ｐを改良することができる。延伸は、たとえば、延伸比（延伸後のフィル
ムの長さＬ1／延伸前の寸法Ｌo）として１．５～１０程度で行うことができる。なお、上
述したように、延伸により出力因子Ｐを効果的に改善するには、延伸による分子配向の改
善が見られるよう、前駆体ポリマーの重量平均分子量が約３×１０４以上、あるいは約６
×１０４以上であることが好ましい。　
　ドーパントとしてはヨウ素等のハロゲン、PF5等のルイス酸、FeCl3等のハロゲン化物が
挙げられる。ドーピング量は繰り返しユニットに対してドーパントが0.5モル以上加える
ことができる。
【００２１】
　ポリチエニレンビニレンの分子量は、特に限定されないが、重量平均分子量として表記
して、たとえば、１０，０００～１，０００，０００である。これは、ポリチエニレンビ
ニレンホモポリマーの重合度で表記すると、約８～８００である。重合度が低すぎると、
材料の強度が充分でなく、一方、重合度が高すぎると、前駆体ポリマーの状態での加工性
が悪くなることがある。なお延伸による熱電特性の改善を図るには、延伸による分子配向
性の改善がみられる重合度が約５０以上、あるいは重合度が約１００以上であることが望
ましい。
　なお、ポリチエニレンビニレンの分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー
（ＧＰＣ）によって、ポリスチレン標品を用いて測定されるものである。詳細には、下記
の実施例に記載されるとおりに測定される。
【００２２】
　熱電変換材料の熱電変換性能は出力因子Ｐで評価することができる。出力因子Ｐは材料
の導電率σ（Ｓ／ｃｍ）と、材料の温度差あたりの起電力、すなわち、ゼーベック係数Ｓ
（Ｖ／Ｋ）によって決まり、以下の関係を有する。
Ｐ＝Ｓ2×σ　　（Ｗｍ-1Ｋ-2）
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【００２３】
　本発明のポリチエニレンビニレン熱電変換材料は出力因子Ｐが１０×１０－８Ｗｍ-1Ｋ
-2以上を達成することができ、場合により、１００×１０－８Ｗｍ-1Ｋ-2以上を達成する
ことができる。
【００２４】
　本発明の熱電変換素子は、例えば、本発明の熱電変換材料と、半導体熱電変換材料例え
ばビスマスセレン、アルミドープ酸化亜鉛、あるいは金属例えば白金、パラジウムを電気
的かつ物理的に接合させた素子を基本ユニットとする。接合方法としては、例えば、導電
性ペーストによる接着、あるいは蒸着やスパッタ等でコーティングする方法を使用できる
。また、所望の出力を得るため、基本ユニットを複数直列に接続させたものを熱電変換素
子として使用することもできる。接合点間に温度差をかけた場合には、熱起電力を発生し
熱電発電素子となり、一方、この素子に電流を流した場合には接合点間で熱移動が起こり
、ペルチェ冷却素子となる。なお、本発明の熱電変換素子は、本発明の熱電変換材料を使
用することを最小条件とし、その他の構成については限定されない。熱電変換素子に使用
する熱電変換材料は、フィルム状に加工したものを使用してもよいが、その形状も限定さ
れるものではない。種々の変形が可能である。また、熱電変換材料表面に保護材や封止材
を積層する等、他の材料との複合も可能である。
【実施例】
【００２５】
　以下において、本発明を実施例を用いて説明するが、本発明の範囲はそれによって限定
されない。
実施例１
　フィルム状の熱電変換材料を以下の方法で作製した。
　ポリチエニレンビニレン(PTV)は、Journal of Chemical Society, Communication, 144
8 (1987)記載の前駆体ポリマーを経るルートで合成した。
　具体的には、以下の手順で合成した。モノマーである２，５－チエニレンジメチルビス
（テトラハイドロチオフェニウムクロリド）(2,5-thienylene dimethyl-bis(tetrahydrot
hiophenium chloride)５．２８ｇをメタノール４９．２ｍｌと水９．６ｍｌの混合溶媒に
溶解させ、窒素ガス置換を行った。この溶液を－３０℃に冷却、攪拌しているところに、
モノマーと当量のＮａＯＨを溶解させた水溶液１５ｍｌを滴下した。この際、モノマー濃
度は０．２Ｍ、メタノールと水の体積比は２：１となっている。更に、－３０℃、窒素気
流下で２時間攪拌をおこなった。その後、塩酸を用い溶液を中和させることで反応を終了
させた後、攪拌をしながら、溶液温度を室温まで徐々に戻した。得られた黄色の沈殿物を
回収し、吸引ろ過をしながら水で洗浄した後、得られた固体を乾燥させて前駆体ポリマー
を得た。収率は２６．１％であった。
【００２６】
　得られたＰＴＶ前駆体ポリマーについてゲルパーミエーションクロマトグラフィー（Ｇ
ＰＣ）による分子量測定を行った。ＧＰＣの測定は、前駆体粉末をＮ－メチルピロリドン
（ＮＭＰ）に溶解させ、０．１ｗｔ％溶液を作成し、溶離液として１０ｍＭ ＮａＢＦ4の
ＮＭＰ溶液を用い、室温で屈折率変化を観測することにより行った。結果、前駆体ポリマ
ーの分子量はポリスチレン換算で、重量平均分子量３．０×１０5、多分散度８．７であ
った。よって重合度は２５０であった。
【００２７】
　ＮＭＰに溶解させたＰＴＶ前駆体ポリマーを、容器にキャストして減圧下で乾燥するこ
とでＰＴＶ前駆体ポリマーフィルムを得た。さらに、これを窒素気流下２００℃で５時間
熱分解させることで、ＰＴＶフィルムを得た。赤外吸収測定により、前駆体ポリマーのメ
トキシ基由来の１０８７ｃｍ-1のピークが熱分解後に消失し、９１９ｃｍ-1のトランス－
ビニレンＣ－Ｈ伸縮振動ピークが観測されたことより、ＰＴＶが生成したことを確認した
。
【００２８】
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　ＰＴＶフィルムにヨウ素ドープを行い、導電性を発現させた。この導電性フィルム表面
中央に間隔をあけて２つの熱電対（Pt/PtRh）、またフィルム両端に電極（Pt）をカーボ
ンペーストで接着し、測定用素子を作製した。この測定試料の長さ方向にヒーターにより
温度差（約5K）を発生させ、その時の起電力と温度差を測定した。求めた測定値より、温
度差あたりの起電力、即ち、ゼーベック係数を求めた。同時に四端子法によって導電率を
測定した。求めたゼーベック係数Sと導電率σより、次式を用いて出力因子Pを算出した。
【００２９】
　Ｐ＝Ｓ2σ
　結果を表１に示す。
【００３０】
実施例２
　実施例１で得られたＰＴＶ前駆体ポリマーフィルムを２倍に延伸し、これを窒素気流下
２００℃で５時間分解をおこなうことで、２倍延伸PTVフィルムを得た。実施例１と同様
にヨウ素ドープしたＰＴＶフィルムについて熱電特性を測定した。結果を表１に示す。
　表１の結果より、実施例１と２の比較により、延伸による熱電性能の向上が確認された
。
【００３１】
実施例３
　実施例１と同様に前駆体ポリマーを経るルートで合成した。
　具体的には、以下の手順で合成した。モノマーである２，５－チエニレンジメチルビス
（テトラハイドロチオフェニウムクロリド）（2,5-thienylene dimethyl-bis(tetrahydro
thiophenium chloride)５．３７ｇをメタノール１１３ｍｌと水２３ｍｌの混合溶媒に溶
解させ、窒素ガス置換を行った。この溶液を－３０℃に冷却、攪拌しているところに、モ
ノマーの１．１当量のＮａＯＨを溶解させた水溶液１５ｍｌを滴下した。この際、モノマ
ー濃度は０．１Ｍ、メタノールと水の体積比は３：１となっている。更に、－３０℃、窒
素気流下で４時間攪拌をおこなった。その後、塩酸を用い溶液を中和させることで反応を
終了させた後、攪拌をしながら、溶液温度を室温まで徐々に戻した。得られた黄色の沈殿
物を回収し、吸引ろ過をしながら水で洗浄した後、得られた固体を乾燥させて前駆体ポリ
マーを得た。収率は17.6 %であった。
【００３２】
　得られたＰＴＶ前駆体ポリマーについてＧＰＣによる分子量測定を行った。ＧＰＣの測
定は、前駆体粉末をテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）に溶解させ０．１ｗｔ％溶液を作成し
、溶離液としてＴＨＦを用い、室温で溶液の２５４ｎｍの吸光度を測定することで行った
。結果、前駆体ポリマーの分子量はポリスチレン換算で、重量平均分子量７．６ｘ１０4

、多分散度４．４であった。よって重合度は、１２０であった。
【００３３】
　実施例１と同様にしてＰＴＶ前駆体ポリマーフィルムを得た。さらに、これを窒素気流
下２００℃で１０時間熱分解させることで、ＰＴＶフィルムを得た。
【００３４】
　実施例１と同様にヨウ素ドープしたＰＴＶフィルムについて熱電特性を測定した。結果
を表１に示す。
【００３５】
実施例４
　実施例３で得られたＰＴＶ前駆体ポリマーフィルムを２倍に延伸し、これを窒素気流下
２００℃で１０時間分解をおこなうことで、２倍延伸ＰＴＶフィルムを得た。実施例１と
同様にヨウ素ドープしたＰＴＶフィルムについて熱電特性を測定した。結果を表１に示す
。
【００３６】
実施例５
　実施例３で得られたＰＴＶ前駆体ポリマーフィルムを３倍に延伸し、これを窒素気流下
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２００℃で１０時間分解をおこなうことで、３倍延伸ＰＴＶフィルムを得た。実施例１と
同様にヨウ素ドープしたＰＴＶフィルムについて熱電特性を測定した。結果を表１に示す
。
　実施例３、４、また５の比較により、延伸による熱電特性の向上が確認された。
【００３７】
実施例６
　実施例３で得られたＰＴＶ前駆体ポリマーフィルムについて、Synthetic Metal, 36 (1
990) 95に記載の熱分解方法、すなわちHCｌガスを少量含む窒素ガス気流下１００℃で４
時間熱分解させることで、ＰＴＶフィルムを得た。実施例１と同様にヨウ素ドープしたＰ
ＴＶフィルムについて熱電特性を測定した。結果を表１に示す。
　実施例３と６の比較により、より適切な熱分解条件による熱電特性の向上が確認された
。
【００３８】
実施例７
　実施例３で得られたＰＴＶ前駆体ポリマーフィルムを２倍に延伸し、実施例６と同様の
方法で熱分解させることで、ＰＴＶフィルムを得た。実施例１と同様にヨウ素ドープした
ＰＴＶフィルムについて熱電特性を測定した。結果を表１に示す。
　実施例６と７の比較により、延伸による熱電特性の向上が確認された。
【００３９】
実施例８
　実施例１と同様に前駆体ポリマーを経るルートで合成した。
　具体的には、以下の手順で合成した。モノマーである２，５－チエニレンジメチルビス
（テトラチハイドロオフェニウムクロリド）（2,5-thienylene dimethyl-bis(tetrahydro
thiophenium chloride)５．８８ｇをメタノール１２３ｍｌと水５ｍｌの混合溶媒に溶解
させ、窒素ガス置換を行った。この溶液を－３０℃に冷却、攪拌しているところに、モノ
マーの１．１当量のＮａＯＨを溶解させた水溶液３６ｍｌを滴下した。この際、モノマー
濃度は０．１Ｍ、メタノールと水の体積比は３：１となっている。更に、－３０℃、窒素
気流下で６時間攪拌をおこなった。その後、塩酸を用い溶液を中和させることで反応を終
了させた後、攪拌をしながら、溶液温度を室温まで徐々に戻した。得られた黄色の沈殿物
を回収し、吸引ろ過をしながら水で洗浄した後、得られた固体を乾燥させて前駆体ポリマ
ーを得た。収率は１９．１%であった。
【００４０】
　得られたＰＴＶ前駆体ポリマーについてＧＰＣによる分子量測定を行った。ＧＰＣの測
定は、前駆体粉末をテトラヒドロフラン（ＴＨＦ）に溶解させ０．１ｗｔ％溶液を作成し
、溶離液としてＴＨＦを用い、室温で溶液の２５４ｎｍの吸光度を測定することで行った
。結果、前駆体ポリマーの分子量はポリスチレン換算で、重量平均分子量１．３×１０4

、多分散度２．７であった。よって重合度は３０であった。
【００４１】
　実施例１と同様にしてＰＴＶ前駆体ポリマーフィルムを得た。さらに、これを実施例５
と同様の方法で熱分解させることで、ＰＴＶフィルムを得た。
【００４２】
　実施例１と同様にヨウ素ドープしたＰＴＶフィルムについて熱電特性を測定した。結果
を表１に示す。
【００４３】
実施例９
　実施例８で得られたＰＴＶ前駆体ポリマーフィルムを６倍に延伸し、実施例６と同様の
方法で熱分解させることで、ＰＴＶフィルムを得た。実施例１と同様にヨウ素ドープした
ＰＴＶフィルムについて熱電特性を測定した。結果を表１に示す。
　実施例８と９の結果を、前記実施例における高分子量ＰＴＶでの延伸効果と比較すると
、低分子量ＰＴＶに延伸処理を施しても、熱電特性向上はより小さいことが確認できた。
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よって、実施例８で得られたＰＴＶ前駆体より低分子量のものについては、延伸処理がほ
とんど期待できないと推測できる。
【００４４】
【表１】

【産業上の利用可能性】
【００４５】
　上記の熱電変換材料を使用した熱電変換素子は、熱電発電やペルチェ素子として使用で
きる。
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