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(57)【要約】
　本発明は、熱伝導率が低減され、熱電性能指数が向上
した熱電変換材料及びその製造方法を提供するものであ
り、凹部を有する樹脂基板に、熱電半導体材料からなる
熱電半導体層が形成された熱電変換材料において、該樹
脂基板が、硬化型樹脂組成物からなる樹脂層を、硬化し
てなる熱電変換材料、及び凸部構造を有する原版から、
硬化型樹脂組成物からなる樹脂層に、前記凸部構造を転
写、硬化してなる樹脂基板作製工程と、前記樹脂基板上
に熱電半導体材料を成膜して熱電半導体層を形成する成
膜工程とを含む熱電変換材料の製造方法である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　凹部を有する樹脂基板に、熱電半導体材料からなる熱電半導体層が形成された熱電変換
材料において、該樹脂基板が、硬化型樹脂組成物からなる樹脂層を、硬化してなることを
特徴とする熱電変換材料。
【請求項２】
　前記硬化型樹脂組成物が、エネルギー線硬化型樹脂組成物である請求項１に記載の熱電
変換材料。
【請求項３】
　前記樹脂基板が、凸部構造を有する原版と前記エネルギー線硬化型樹脂組成物からなる
樹脂層とを対向させ加圧、エネルギー線照射することにより硬化して得られる請求項２に
記載の熱電変換材料。
【請求項４】
　前記エネルギー線硬化型樹脂組成物が、側鎖にエネルギー線硬化性基を有する（メタ）
アクリル酸エステル共重合体を含有する請求項２又は３に記載の熱電変換材料。
【請求項５】
　前記エネルギー線硬化型樹脂組成物が、エネルギー線硬化性を有しない重合体と、エネ
ルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマーとを含有する請求項２又は３に記載の熱
電変換材料。
【請求項６】
　前記樹脂基板の膜厚が、１～１００μｍである請求項１～５のいずれかに記載の熱電変
換材料。
【請求項７】
　前記樹脂基板が、独立した多数の凹部を有する請求項１～６のいずれかに記載の熱電変
換材料。
【請求項８】
　前記凹部の形状が、円柱状又は溝状である請求項１～７のいずれかに記載の熱電変換材
料。
【請求項９】
　前記凹部の深さが５～１００００ｎｍ、前記凹部の直径又は溝幅が１０～５０００ｎｍ
、及び隣接する凹部の中心間の間隔が１５～５５００ｎｍである請求項８に記載の熱電変
換材料。
【請求項１０】
　前記熱電半導体層が、前記樹脂基板の上面に存在し、かつ凹部の内底部と、該上面とは
絶縁性を維持していることを特徴とする請求項１～９のいずれかに記載の熱電変換材料。
【請求項１１】
　前記熱電半導体層の膜厚が１０～５０００ｎｍである請求項１～１０のいずれかに記載
の熱電変換材料。
【請求項１２】
　前記熱電半導体材料が、ビスマス－テルル系熱電半導体材料またはビスマスセレナイド
系熱電半導体材料である請求項１～１１のいずれかに記載の熱電変換材料。
【請求項１３】
　凹部を有する樹脂基板に、熱電半導体層を成膜してなる熱電変換材料の製造方法であっ
て、
凸部構造を有する原版から、硬化型樹脂組成物からなる樹脂層に、前記凸部構造を転写、
硬化してなる樹脂基板作製工程と、
前記樹脂基板上に熱電半導体材料を成膜して熱電半導体層を形成する成膜工程
とを含むことを特徴とする熱電変換材料の製造方法。
【請求項１４】
　前記樹脂基板作製工程が、
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前記硬化型樹脂組成物により樹脂層を形成する樹脂層形成工程、
該樹脂層と前記原版とを対向し加圧し、該樹脂層に該原版の前記凸部構造を転写する転写
工程、
及び該樹脂層を硬化し、その後、該原版から離型し、凹部を形成する凹部形成工程
を含む請求項１３に記載の熱電変換材料の製造方法。
【請求項１５】
　前記成膜工程が、フラッシュ蒸着法による請求項１３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、熱と電気との相互エネルギー変換を行う熱電変換材料に関し、特に、樹脂基
板を用いた高い熱電性能指数を有する、熱電変換材料及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、システムが単純でしかも小型化が可能な熱電発電技術が、ビル、工場等で使用さ
れる化石燃料資源等から発生する未利用の廃熱エネルギーに対する回収発電技術として注
目されている。しかしながら、熱電発電は一般に発電効率が悪いこともあり、さまざまな
企業、研究機関で発電効率の向上のための研究開発が活発になされている。発電効率の向
上には、熱電変換材料の高効率化が必須となるが、これらを実現するために、金属並みの
高い電気伝導率とガラス並みの低い熱伝導率を備えた材料の開発が望まれている。
【０００３】
　熱電変換特性は、熱電性能指数Ｚ（Ｚ＝σＳ2／λ）によって評価することができる。
ここで、Ｓはゼーベック係数、σは電気伝導率（抵抗率の逆数）、λは熱伝導率である。
上記、熱電性能指数Ｚの値を大きくすれば、発電効率が向上するため、発電の高効率化に
あたっては、ゼーベック係数Ｓ及び電気伝導率σが大きく、熱伝導率λが小さい熱電変換
材料を見出すことが重要である。
【０００４】
　一般に、固体物質の熱伝導率λと電気伝導率σは、材料の密度やキャリア濃度をパラメ
ータとして設計することが可能ではあるが、両物性はヴィーデマンフランツの法則から、
互いに独立ではなく、密接に連動するため、大幅な熱電性能指数の向上が図れていないの
が実情であった。このような中で、特許文献１には、半導体材料内部に電子とフォノンの
平均自由行程と同程度、あるいはそれ以下の間隔で分散した非常に微細な空孔を、多数導
入して多孔質化し、熱伝導率の減少やゼーベック係数を増加させた熱電変換材料が提案さ
れている。特許文献１の実施例によると、熱伝導率は低減したものの、電気伝導率もとも
に低下（抵抗率が大幅増加）してしまい、無次元熱電性能指数ＺＴ（Ｔ：絶対温度３００
Ｋとして算出）としては、０．０１７から多孔質化により０．１５６に増加しているが、
絶対値としては、実用化に向けての指標値となるＺＴ≧１には遠い状況であった。
　また、特許文献２には、ナノインプリント法により、熱電変換材料を細線状に作製する
ことで、熱電性能指数を向上させる旨の開示がなされているが、熱伝導率の低下が小さく
、十分な性能が得られていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第２９５８４５１号
【特許文献２】特開２００７－５９７７３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記実情を鑑み、熱伝導率が低減され、熱電性能指数が向上した熱電変換材
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料及びその製造方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、凹部を有する樹脂基板に
、熱電半導体材料からなる熱電半導体層が形成された熱電変換材料において、前記樹脂基
板として硬化型樹脂組成物、例えば、エネルギー線硬化型樹脂組成物からなる樹脂層を硬
化したものを用いることにより、熱電性能指数が向上することを見出し、本発明を完成し
た。
　すなわち、本発明は、以下の（１）～（１５）を提供するものである。
（１）凹部を有する樹脂基板に、熱電半導体材料からなる熱電半導体層が形成された熱電
変換材料において、該樹脂基板が、硬化型樹脂組成物からなる樹脂層を、硬化してなるこ
とを特徴とする熱電変換材料。
（２）前記硬化型樹脂組成物が、エネルギー線硬化型樹脂組成物である請求項（１）に記
載の熱電変換材料。
（３）前記樹脂基板が、凸部を有する原版と前記エネルギー線硬化型樹脂組成物からなる
樹脂層とを対向させ加圧、エネルギー線照射することにより硬化して得られる上記（２）
に記載の熱電変換材料。
（４）前記エネルギー線硬化型樹脂組成物が、側鎖にエネルギー線硬化性基を有する（メ
タ）アクリル酸エステル共重合体を含有する上記（２）又は（３）に記載の熱電変換材料
。
（５）前記エネルギー線硬化型樹脂組成物が、エネルギー線硬化性を有しない重合体と、
エネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマーとを含有する上記（２）又は（３）
に記載の熱電変換材料。
（６）前記樹脂基板の膜厚が、１～１００μｍである上記（１）～（５）のいずれかに記
載の熱電変換材料。
（７）前記樹脂基板が、独立した多数の凹部を有する上記（１）～（６）のいずれかに記
載の熱電変換材料。
（８）前記凹部の形状が、円柱状又は溝状である上記（１）～（７）のいずれかに記載の
熱電変換材料。
（９）前記凹部の深さが５～１００００ｎｍ、前記凹部の直径又は溝幅が１０～５０００
ｎｍ、及び隣接する凹部の中心間の間隔が１５～５５００ｎｍである（８）に記載の熱電
変換材料。
（１０）前記熱電半導体層が、前記樹脂基板の上面に存在し、かつ凹部の内底部と、該上
面とは絶縁性を維持していることを特徴とする上記（１）～（９）のいずれかに記載の熱
電変換材料。
（１１）前記熱電半導体層の膜厚が１０～５０００ｎｍである上記（１）～（１０）のい
ずれかに記載の熱電変換材料。
（１２）前記熱電半導体材料が、ビスマス－テルル系熱電半導体材料またはビスマスセレ
ナイド系熱電半導体材料である上記（１）～（１１）のいずれかに記載の熱電変換材料。
（１３）凹部を有する樹脂基板に、熱電半導体層を成膜してなる熱電変換材料の製造方法
であって、凸部構造を有する原版から、硬化型樹脂組成物からなる樹脂層に、前記凸部構
造を転写、硬化してなる樹脂基板作製工程と、前記樹脂基板上に熱電半導体材料を成膜し
て熱電半導体層を形成する成膜工程とを含むことを特徴とする熱電変換材料の製造方法。
（１４）前記樹脂基板作製工程が、前記硬化型樹脂組成物により樹脂層を形成する樹脂層
形成工程、該樹脂層と前記原版とを対向し加圧し、該樹脂層に該原版の前記凸部構造を転
写する転写工程、及び該樹脂層を硬化し、その後、該原版から離型し、凹部を形成する凹
部形成工程を含む上記（１３）に記載の熱電変換材料の製造方法。
（１５）前記成膜工程が、フラッシュ蒸着法による上記（１３）に記載の熱電変換材料の
製造方法。
【発明の効果】



(5) JP WO2013/161645 A1 2013.10.31

10

20

30

40

50

【０００８】
　本発明によれば、熱伝導率が低く、熱電性能指数が向上した熱電変換材料が得られ、高
い変換効率を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に用いた原版（ナノインプリントモールド）の一例を示す断面図である。
【図２】本発明に用いた樹脂基板の一例を示す断面図である。
【図３】本発明に用いた樹脂基板に熱電半導体材料からなる熱電半導体層を成膜した後の
断面の一例を示し、（ａ）は樹脂基板の上面及び凹部の内底部に熱電半導体層が存在して
いる場合、（ｂ）は樹脂基板の上面にのみ熱電半導体層が存在している場合の断面図であ
る。
【図４】本発明の製造方法に従った基板作製工程の一例を工程順に示す説明図を示し、（
ａ）は、上図が原版の断面図、下図が支持体にエネルギー線硬化型樹脂組成物からなる樹
脂層を形成した後の断面図であり、（ｂ）は、加圧、転写後におけるエネルギー線による
硬化の工程を示す断面図であり、（ｃ）は硬化後、離型により得られた樹脂基板の断面図
である。
【図５】本発明の実施例１及び実施例２で得られた熱電変換材料の平面を示し、（ａ）は
実施例１の熱電変換材料のＳＥＭ写真（測定倍率１００００倍）であり、（ｂ）は実施例
２の熱電変換材料のＳＥＭ写真（測定倍率１００００倍）である。
【図６】本発明の実施例３で得られた熱電変換材料の平面を示し、（ａ）はパターンミッ
クスの一つである円柱状パターンからなる部分の熱電変換材料のＳＥＭ写真（測定倍率１
００００倍）であり、（ｂ）はパターンミックスの溝状パターンからなる部分の熱電変換
材料のＳＥＭ写真（測定倍率１００００倍）である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［熱電変換材料］
　本発明の熱電変換材料は、凹部を有する樹脂基板に、熱電半導体材料からなる熱電半導
体層が形成された熱電変換材料において、該樹脂基板が、硬化型樹脂組成物からなる樹脂
層を、硬化してなることを特徴とする。
【００１１】
（原版）
　本発明で用いる凸部構造を有する原版について、ナノインプリントモールドを用いた場
合について説明する。
　図１は、後述する本発明の製造方法に用いる原版（ナノインプリントモールド）の一例
を示す断面図である。原版１には、基材２上に所定の凸部構造３が形成されている。前記
凸部構造３は、用途により異なるが、通常、転写後に得られるナノ構造を考慮した形状で
形成されている。前記基材２としては、特に限定されないが、一般的に、加工精度、耐久
性等の観点から石英（１９３ｎｍより長波長側で透明）が用いられる。
　前記原版１として用いたナノインプリントモールドは、リソグラフィ等で作製すること
が可能であるが、作製方法は特に限定されず、公知の方法を用いることができる。例えば
、モールド材料となる基材２全面にポジ型レジストを塗布し、前記ポジ型レジストに電子
線描画又は紫外線露光等を行って、所定のレジストパターンを形成し、得られたレジスト
パターンをエッチングマスクとして、基材２をウェット又はドライエッチングし、最後に
レジスト残渣を除去し、凸部構造３を形成することでナノインプリントモールドを製造す
る。
　また、前記ナノインプリントモールドは、市販品を用いることもできる。市販品として
は、例えば、ＮＴＴ－ＡＴ社等から市販されている。
【００１２】
　原版１の凸部構造３の形状は種々あり、特に限定されない。例えば、以下のような形状
が挙げられ、用途に応じて、適宜使用される。
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（Ａ）ドット形状（凸部の形状が円、楕円、多角形等のドット形状）。
（Ｂ）ライン形状（凸部の形状が直線、曲線等のライン形状）。
（Ｃ）パターンミックス形状（ドット形状とライン形状等の混在したもの）。
なお、本発明で使用する原版１のパターンは、凸部同士が独立していればよく、直線のみ
ならず、曲がっていてもよい。また、並び方に関しては、連続性や規則性があっても、な
くてもよい。
【００１３】
（樹脂基板）
　本発明で用いる樹脂基板について説明する。
　図２は、本発明に用いた樹脂基板の一例を示す断面図である。
凹部６を有する樹脂基板４は、支持体５上に形成されている。樹脂基板４は、例えば、凸
部構造３を有する前記原版１を用い、硬化型樹脂組成物からなる樹脂層に転写させ、硬化
、離型することにより得られ、この場合、凹部６は、前記原版１の凸部構造３の反転パタ
ーンとして転写されることにより得ることができる。
【００１４】
　硬化型樹脂組成物は、絶縁性を有し、かつ硬化性であればよく、例えば、エネルギー線
硬化型樹脂や熱硬化型樹脂を主成分とするものが挙げられる。中でも、耐熱性が高く、熱
により変形せず、低い熱伝導率を維持できるという点から、硬化型樹脂組成物としては、
エネルギー線硬化型樹脂を主成分とするエネルギー線硬化型樹脂組成物であることが好ま
しい。硬化型樹脂組成物からなる樹脂基板に凹部６を形成することで、樹脂基板４の熱伝
導率を低下させ、熱電変換材料の熱電性能指数を向上させることができる。
【００１５】
　前記エネルギー線硬化型樹脂組成物としては、特に限定されず、例えば、１）側鎖にエ
ネルギー線硬化性基を有する（メタ）アクリル酸エステル共重合体を含有するもの、ある
いは、２）エネルギー線硬化性を有しない重合体とエネルギー線硬化型のモノマー及び／
又はオリゴマーとを含有するもの、３）エネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴ
マーを主成分とするもの等が挙げられる。これらの中でも、１）側鎖にエネルギー線硬化
性基を有する（メタ）アクリル酸エステル共重合体を含有するもの、あるいは、２）エネ
ルギー線硬化性を有しない重合体とエネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマー
とを含有するものであることが好ましい。かかる共重合体を含有する樹脂組成物を用いる
ことで、比較的厚膜の樹脂層を形成することができるため、耐熱性に優れる樹脂基板を得
ることができ、例えば、得られる樹脂基板を使用した熱電変換材料を高温で長時間駆動さ
せた場合であっても、樹脂基板が熱変形し難く、熱電性能が低下することを抑制すること
ができる。
【００１６】
　まず、前記エネルギー線硬化型樹脂組成物が、１）側鎖にエネルギー線硬化性基を有す
る（メタ）アクリル酸エステル共重合体（以下、「エネルギー線硬化型共重合体」と称す
ることがある）を含有する場合について説明する。ここで、本明細書における「（メタ）
アクリル酸」は、アクリル酸およびメタクリル酸の両方を意味する。
【００１７】
　側鎖にエネルギー線硬化性基を有する（メタ）アクリル酸エステル共重合体としては、
官能基含有モノマー単位を有する（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）と、その官能基と
反応して、共有結合を形成しうる置換基を有する不飽和基含有化合物（ｍ２）とを反応さ
せて得られる。かかる共重合体を含有する樹脂組成物を用いることで、粘着性を有する樹
脂基板を形成することができるため、例えば、接着層を介さず、直接、樹脂基板を光電変
換デバイスなど各種デバイスや、壁や建物などに貼り合わせることができる。
【００１８】
　前記（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）は、官能基含有モノマーから導かれる構成単
位と、（メタ）アクリル酸エステルモノマー又はその誘導体から導かれる構成単位とから
なる。（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）が有する官能基含有モノマーは、例えば、重
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合性の二重結合と、ヒドロキシル基、カルボキシル基、アミノ基、置換アミノ基、エポキ
シ基等の官能基とを分子内に有するモノマーであり、ヒドロキシル基含有不飽和化合物、
カルボキシル基含有不飽和化合物が好ましく用いられる。
　例えば、ヒドロキシル基含有不飽和化合物としては、２－ヒドロキシエチルアクリレー
ト、２－ヒドロキシエチルメタクリレート、２－ヒドロキシプロピルアクリレート、２－
ヒドロキシブチルアクリレート、２－ヒドロキシブチルメタクリレート等のヒドロキシル
基含有（メタ）アクリレートが挙げられる。また、カルボキシル基含有不飽和化合物とし
ては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸等のエチレン性不飽和カルボン酸が挙げら
れる。これらは単独で又は２種以上を組み合わせて用いられる。
【００１９】
　また、（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）を構成する、（メタ）アクリル酸エステル
モノマーとしては、ベンジルアルキル（メタ）アクリレート、シクロアルキル（メタ）ア
クリレート、アルキル基の炭素数が１～１８であるアルキル（メタ）アクリレート等が用
いられ、この中で、好ましくはアルキル基の炭素数が１～１８であるアルキル（メタ）ア
クリレートが好ましく用いられる。アルキル基の炭素数が１～１８であるアルキル（メタ
）アクリレートとしては、具体的には、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）ア
クリレート、プロピル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート、イソブ
チル（メタ）アクリレート、ｔ－ブチル（メタ）アクリレート、ペンチル（メタ）アクリ
レート、ヘキシル（メタ）アクリレート、シクロヘキシル（メタ）アクリレート、２－エ
チルヘキシル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ）アクリレート、デシル（メタ
）アクリレート、ドデシル（メタ）アクリレート、ミリスチル（メタ）アクリレート、パ
ルミチル（メタ）アクリレート、ステアリル（メタ）アクリレート等が挙げられ、これら
の中でも、メチル（メタ）アクリレート、エチル（メタ）アクリレート、プロピル（メタ
）アクリレート、ｎ－ブチル（メタ）アクリレート等のアルキル基の炭素数が１～６であ
るアルキル（メタ）アクリレートがより好ましく用いられる。これらは単独で又は２種以
上を組み合わせて用いてもよい。
　（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）は、上記のような官能基含有モノマーと、（メタ
）アクリル酸エステルモノマー又はその誘導体とを公知の方法で共重合することにより得
ることができるが、これらモノマーの他にも少量（例えば１０質量％以下、好ましくは５
質量％以下）の割合で、他のモノマーが共重合されてもよい。
【００２０】
　他のモノマーとしては、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル等のビニルエステル類；エチ
レン、プロピレン、イソブチレン等のオレフィン類；塩化ビニル、ビニリデンクロリド等
のハロゲン化オレフィン類；スチレン、α－メチルスチレン等のスチレン系モノマー；ブ
タジエン、イソプレン、クロロプレン等のジエン系モノマー；アクリロニトリル、メタク
リロニトリル等のニトリル系モノマー；アクリルアミド、Ｎ－メチルアクリルアミド、Ｎ
，Ｎ－ジメチルアクリルアミド等のアクリルアミド類が挙げられる。これらは単独で又は
２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２１】
　（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）は、上記のような官能基含有モノマーから導かれ
る構成単位を通常３～１００質量％、好ましくは５～４０質量％、特に好ましくは１０～
３０質量％の割合で含有し、（メタ）アクリル酸エステルモノマー又はその誘導体から導
かれる構成単位を通常０～９７質量％、好ましくは６０～９５質量％、特に好ましくは７
０～９０質量％の割合で含有してなる。
【００２２】
　前記不飽和基含有化合物（ｍ２）は、前記（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）が有す
る官能基含有モノマーの官能基の種類に応じて、適宜選択する必要がある。このため、例
えば、前記（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）が有する官能基含有モノマーの官能基が
ヒドロキシ基、アミノ基または置換アミノ基である場合、不飽和基含有化合物（ｍ２）が
有する置換基としては、イソシアナート基又はエポキシ基等が好ましく、また、官能基が
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カルボキシル基の場合、置換基としては、イソシアナート基、アジリジニル基、エポキシ
基又はオキサゾリン基が好ましく、さらに、官能基がエポキシ基の場合、置換基としては
、アミノ基、カルボキシル基又はアジリジニル基が好ましい。このような置換基は、不飽
和基含有化合物（ｍ２）１分子毎に一つずつ含まれる。
　上記から、不飽和基含有化合物（ｍ２）としては、例えば、メタクリロイルオキシエチ
ルイソシアナート、メタクリロイルイソシアナート、メタ－イソプロペニル－α，α－ジ
メチルベンジルイソシアナート、アリルイソシアナート；ジイソシアナート化合物又はポ
リイソシアナート化合物と、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートとの反応により得ら
れるアクリロイルモノイソシアナート化合物；ジイソシアナート化合物又はポリイソシア
ナート化合物と、ポリオール化合物と、ヒドロキシエチル（メタ）アクリレートとの反応
により得られるアクリロイルモノイソシアナート化合物；グリシジル（メタ）アクリレー
ト；（メタ）アクリル酸、２－（１－アジリジニル）エチル（メタ）アクリレート、２－
ビニル－２－オキサゾリン、２－イソプロペニル－２－オキサゾリン等が挙げられる。
　なお、前記不飽和基含有化合物（ｍ２）には、エネルギー線重合性の炭素－炭素二重結
合が、１分子毎に１～５個、好ましくは１～２個含まれる。
【００２３】
　不飽和基含有化合物（ｍ２）は、上記（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）の官能基含
有モノマー１００当量当たり、通常２０～１００当量、好ましくは４０～９５当量、特に
好ましくは６０～９０当量の割合で用いられる。
【００２４】
　（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）と不飽和基含有化合物（ｍ２）との反応は、官能
基と置換基との組合せに応じて、反応温度、時間、溶媒、触媒等を適宜選択して行う。
　以上から、（メタ）アクリル系共重合体（ｍ１）中の側鎖に存在する官能基と、不飽和
基含有化合物（ｍ２）中の置換基とが反応し、不飽和基が（メタ）アクリル系共重合体（
ｍ１）中の側鎖に導入され、側鎖にエネルギー線硬化性基を有する（メタ）アクリル酸エ
ステル共重合体を得ることができる。
【００２５】
　側鎖にエネルギー線硬化性基を有する（メタ）アクリル酸エステル共重合体の重量平均
分子量（Ｍｗ）は、好ましくは１００，０００以上であり、より好ましくは２００，００
０～２，５００，０００であり、耐熱性の点から、特に好ましくは５００，０００～１，
５００，０００である。本明細書における重量平均分子量は、標準ポリスチレンの分子量
を用い、ゲルパーミエーションクロマトグラフィー法（ＧＰＣ法）により測定した。
【００２６】
　上記硬化型樹脂組成物は、前記エネルギー線硬化型共重合体以外に、さらに光重合開始
剤を含有することが好ましい。光重合開始剤を含有することにより、エネルギー線硬化型
樹脂組成物からなる樹脂層を形成後、光硬化させる際に、重合硬化時間および光線照射量
を少なくすることができるため、好ましい。前記光重合開始剤としては、特に限定されな
いが、例えば、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニルケトン、２－ヒドロキシ－２
－メチル－１－フェニル－プロパン－１－オン、２－メチル－１－(４－メチルチオフェ
ニル)－２－モルフォリノプロパン－１－オン、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１
－（４－モルフォリノフェニル）－１－ブタノン、ビス（２，４，６－トリメチルベンゾ
イル）－フェニルフォスフィンオキサイド、４－フェニルベンゾフェノン、４－フェノキ
シベンゾフェノン、４，４'－ジフェニルベンゾフェノン、４，４'－ジフェノキシベンゾ
フェノン、ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、
ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンゾインイソブチルエ
ーテル、ベンゾイン安息香酸、ベンゾイン安息香酸メチル、ベンゾインジメチルケタール
、２，４－ジエチルチオキサンソン、ベンジルジフェニルサルファイド、テトラメチルチ
ウラムモノサルファイド、アゾビスイソブチロニトリル、ベンジル、ジベンジル、ジアセ
チル、β－クロールアンスラキノン、（２，４，６－トリメチルベンジルジフェニル）フ
ォスフィンオキサイド、２－ベンゾチアゾール－Ｎ，Ｎ－ジエチルジチオカルバメート、
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オリゴ｛２－ヒドロキシ－２－メチル－１－［４－（１－プロペニル）フェニル］プロパ
ノン｝、２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オン等が挙げられる。こ
の中で、用いるエネルギー線との反応性がよく、反応速度が最適であり、樹脂層の深部ま
で反応が進むという観点から、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニルケトンが好ま
しく用いられる。これらは単独で用いてもよいし、２種以上を併用してもよい。光重合開
始剤は、エネルギー線硬化型共重合体１００質量部に対して０．１～１０質量部、特には
０．５～５質量部の範囲の量で用いられることが好ましい。
【００２７】
　上記硬化型樹脂組成物は、上記エネルギー線硬化型共重合体及び光重合開始剤以外に、
適宜他の成分を含有してもよい。他の成分としては、例えば、熱可塑性樹脂成分、後述す
るエネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマー成分、架橋剤、その他の添加剤が
挙げられる。
【００２８】
　熱可塑性樹脂成分としては、例えば、ポリアクリル酸エステル、ポリエステル、ポリウ
レタン、ポリカーボネート、ポリオレフィン等が挙げられる。
【００２９】
　架橋剤としては、エネルギー線硬化型共重合体等が有する官能基との反応性を有する多
官能性化合物を用いることができる。このような多官能性化合物の例としては、イソシア
ナート化合物、エポキシ化合物、アミン化合物、メラミン化合物、アジリジン化合物、ヒ
ドラジン化合物、アルデヒド化合物、オキサゾリン化合物、金属アルコキシド化合物、金
属キレート化合物、金属塩、アンモニウム塩、反応性フェノール樹脂等を挙げることがで
きる。
【００３０】
　その他の添加剤としては、例えば、紫外線吸収剤、可塑剤、充填剤、酸化防止剤、粘着
付与剤、顔料、染料、カップリング剤、有機微粒子等が挙げられる。
【００３１】
　これらの他の成分をエネルギー線硬化型樹脂組成物に配合することにより、硬化前にお
ける凸部構造の転写の容易性、硬化後の強度などを改善することが可能になる。
【００３２】
　上に挙げた他の成分の配合量としては、エネルギー線硬化型共重合体１００質量部に対
して、他の成分の合計で０～５０質量部であることが好ましく、特に１～２０質量部であ
ることが好ましい。
【００３３】
　次に、前記エネルギー線硬化型樹脂組成物が、２）エネルギー線硬化性を有しない重合
体と、エネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマーとを含有する場合について説
明する。ここで、本明細書における「重合体」は、単独重合体および共重合体の両方を意
味する。
【００３４】
　エネルギー線硬化性を有しない重合体としては、アクリル系樹脂、ポリスルホン系樹脂
、ポリアリレート系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリエステル系樹脂、ポリウレタン
系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリイミド系樹脂等が挙げられる。これらの中でも、エ
ネルギー線硬化性を有しない重合体としては、アクリル系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポ
リアリレート系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリイミド系樹脂であることが好ましい
。エネルギー線硬化性を有しない重合体は、１種類を単独で用いてもよいし、２種類以上
を併用してもよい。
【００３５】
　前記アクリル系樹脂としては、（メタ）アクリル酸エステル共重合体であることが好ま
しい。（メタ）アクリル酸エステル共重合体は、官能基含有モノマーから導かれる構成単
位と、（メタ）アクリル酸エステルモノマー又はその誘導体から導かれる構成単位とから
なる。なお、官能基含有モノマーから導かれる構成単位及び（メタ）アクリル酸エステル
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モノマー又はその誘導体から導かれる構成単位は、上述のアクリル系共重合体（ｍ１）で
例示したものが挙げられる。
【００３６】
　また、エネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマーとしては、例えば、ペンタ
エリスリトールトリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリトールテトラ（メタ）アクリ
レート、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、１，４－ブタンジオールジ
（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アクリレート、ポリエチレ
ングリコールジ（メタ）アクリレート、ポリウレタンオリゴ（メタ）アクリレート、ポリ
エステルオリゴ（メタ）アクリレート、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート等
が挙げられる。これらのエネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマーは、１種類
を単独で用いてもよいし、２種類以上を併用してもよい。
【００３７】
　エネルギー線硬化性を有しない重合体とエネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリ
ゴマーとの配合比は、エネルギー線硬化性を有しない重合体１００質量部に対して、エネ
ルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマー５～２００質量部であることが好ましく
、１０～１５０質量部であることがより好ましく、特に２５～１００質量部であることが
好ましい。なお、この場合も、前述した光重合開始剤、架橋剤やその他の添加剤を配合す
ることができる。
【００３８】
　次に、前記エネルギー線硬化型樹脂組成物が、３）エネルギー線硬化型のモノマー及び
／又はオリゴマーを主成分として含有する場合について説明する。
【００３９】
　エネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマーとしては、前述したエネルギー線
硬化型のモノマー及び／又はオリゴマーとして例示したものが挙げられる。このようなエ
ネルギー線硬化型のモノマー及び／又はオリゴマーは、１種類を単独で用いてもよいし、
２種類以上を併用してもよい。なお、この場合も、前述した光重合開始剤、その他の添加
剤を配合することができる。
【００４０】
　樹脂基板４の膜厚は、形成すべき凹部パターンの深さ等を考慮して決定され、好ましく
は１～１００μｍ、より好ましくは５～５０μｍである。膜厚がこの範囲であれば、機械
的強度が確保でき、さらに熱伝導率が十分に低下するので、好ましい。
【００４１】
　樹脂基板４は、独立した多数の凹部６を有することが好ましい。独立した多数の凹部６
からなることで、熱伝導率が十分に低下するため、好ましい。
【００４２】
　凹部６の形状は、特に限定されず、例えば、円柱状、角柱状等の柱状；逆円錐、逆角錐
等の逆錐状；逆角錐台、逆円錐台等の逆錐台状；溝状等が挙げられ、これらの組み合わせ
であってもよい。後述するように原版１を使用して凹部６を作製する場合、樹脂基板４の
凹部６の形状は、前述した、前記原版１に対応した反転パターンとして得られる。
　例えば、凹部６の形状が円柱状の場合、凹部６の開口部は円形となり、また、凹部６の
形状が溝状の場合、凹部６の開口部は線状となる。
【００４３】
　該凹部６の深さは、好ましくは５～１００００ｎｍ、より好ましくは１０～１００００
ｎｍ、さらに好ましくは５０～３００ｎｍである。深さが５ｎｍ以上であると、独立した
凹部が維持されるという観点から好ましい。１００００ｎｍ以下であると、蒸着する熱電
変換材料のゼーベック係数の厚み依存の観点から、ゼーベック係数が十分発現するので、
好ましい。本発明において、凹部６の深さは、樹脂基板の上面と凹部の内底部との間の深
さである。
【００４４】
　また、前記凹部６の形状が円柱状又は溝状の場合、前記凹部６の直径又は溝幅は、好ま
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しくは１０～５０００ｎｍ、より好ましくは１０～３００ｎｍである。凹部６の直径又は
溝幅が１０ｎｍ以上であると、例えば、熱電半導体材料を蒸着等によって成膜した後も、
熱電半導体層により凹部が塞がれてしまうこともなく、独立した凹部が維持されるので好
ましく、５０００ｎｍ以下であると、熱電変換材料の機械的強度が確保でき、さらに熱伝
導率の十分な低減が期待されるため好ましい。
【００４５】
　また、前記凹部６の配列する間隔（隣接する凹部と凹部との中心間の間隔）は、好まし
くは、１５～５５００ｎｍであり、より好ましくは１００～３０００ｎｍであり、さらに
好ましくは２００～１５００ｎｍである。間隔が１５ｎｍ以上であると、電子の平均自由
行程より長くなり、電子の散乱因子となりにくくなるため、電気伝導率が維持され好まし
い。５５００ｎｍ以下であると、フォノンの平均自由行程より短くなり、フォノンの散乱
因子となりやすくなるため、熱伝導率が低減でき好ましい。
【００４６】
　樹脂基板４における凹部６の占有割合（面積比＝凹部開口部面積の総和／樹脂基板表面
の全面積）は、一般的には、５～９０％であり、１０～５０％となることが好ましい。凹
部６の占有割合が上記範囲であれば、熱伝導率の十分な低減が期待されるため好ましい。
具体的には、樹脂基板４の１ｍｍ2当たり０．０５～０．９ｍｍ2程度であり、０．１～０
．５ｍｍ2程度となることが好ましい。
【００４７】
　凹部６内の壁面に略平行な線と樹脂基板上に立てた法線とのなす角度は、好ましくは±
１５°以内、より好ましくは±１０°以内である。法線とのなす角度が±１５°以内であ
ると、例えば、ｐ型ビスマステルライド等の熱電半導体材料を成膜した時、凹部６内部の
壁面にｐ型ビスマステルライドが付着しにくくなるため、絶縁性を維持することができる
点で好ましい。なお、前記凹部６内を樹脂基板４の厚み方向に貫通する中心線と樹脂基板
上に立てた法線とのなす角度は、ＳＥＭ断面写真等で測定することができる。
【００４８】
（熱電半導体層）
　図３は、本発明に用いた樹脂基板に熱電半導体材料からなる熱電半導体層を形成した後
の断面の一例を示し、（ａ）は樹脂基板の上面及び凹部の内底部に熱電半導体層が存在し
ている場合、（ｂ）は樹脂基板の上面にのみ熱電半導体層が存在している場合の断面図で
ある。
　図３に示すように、本発明の熱電変換材料に用いる熱電半導体層９及び１０は、熱電半
導体材料からなる層であり、樹脂基板４に形成される。
　熱電半導体材料を形成する方法は、特に限定されない。例えば、樹脂基板４に、熱電半
導体材料をフラッシュ蒸着法、真空アーク蒸着法、スクリーン印刷、塗布等により成膜す
ることにより、熱電半導体層を形成し、本発明の熱電変換材料を得ることができる。
　熱電変換材料の熱伝導率を低下させるため、熱電半導体層は、凹部６の内底部７の熱電
半導体層９と樹脂基板４の上面８の熱電半導体層１０との絶縁性が維持されていれば、図
３（ａ）のように、樹脂基板４の上面８と凹部６の内底部７に存在していてもよく、又図
３（ｂ）のように、凹部６の内底部７に存在せず、樹脂基板４の上面８にのみに存在して
いてもよい。なかでも、内底部７と、上面８との絶縁性を維持しつつ、熱電半導体層を形
成し易いという点から、熱電半導体層は、樹脂基板４の上面８と凹部６の内底部７に存在
していることが好ましい。熱電半導体層１０の膜厚は、好ましくは、５～５０００ｎｍで
あり、より好ましくは１０～１０００ｎｍ、さらに好ましくは５０～２５０ｎｍである。
熱電半導体層１０の膜厚が上記範囲内であれば、内底部７と上面８とが連続した層となら
ず絶縁性を維持でき、熱電半導体層を形成でき、かつ材料コストを削減でき生産性が向上
するという点で好ましい。
　また、前記凹部６の内底部７における、熱電半導体層９の膜厚は、好ましくは、５～２
００ｎｍであり、より好ましくは、５～１００ｎｍである。内底部７における膜厚が上記
範囲内であれば、凹部６が熱電半導体層で埋まらず、凹部６が維持され好ましい。
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【００４９】
　熱電半導体材料としては、例えば、ｐ型ビスマステルライド、ｎ型ビスマステルライド
、Ｂｉ2Ｔｅ3等のビスマス－テルル系熱電半導体材料、ＧｅＴｅ、ＰｂＴｅ等のテルライ
ド系熱電半導体材料、アンチモン－テルル系熱電半導体材料、ＺｎＳｂ、Ｚｎ3Ｓｂ2、Ｚ
ｎ4Ｓｂ3等の亜鉛－アンチモン系熱電半導体材料、ＳｉＧｅ等のシリコン－ゲルマニウム
系熱電半導体材料、Ｂｉ2Ｓｅ3等のビスマスセレナイド系熱電半導体材料、β―ＦｅＳｉ

2、ＣｒＳｉ2、ＭｎＳｉ1.73、Ｍｇ2Ｓｉ等のシリサイド系熱電半導体材料、酸化物系熱
電半導体材料、ＦｅＶＡｌ、ＦｅＶＡｌＳｉ、ＦｅＶＴｉＡｌ等のホイスラー材料などが
用いられる。
　これらの中でも、熱電性能の点から、ｐ型ビスマステルライド、ｎ型ビスマステルライ
ド、Ｂｉ2Ｔｅ3等のビスマス－テルル系熱電半導体材料、Ｂｉ2Ｓｅ3等のビスマスセレナ
イド系熱電半導体材料が好ましい。
　上記ｐ型ビスマステルライドは、キャリアが正孔であり、ゼーベック係数が正値である
ものであり、ＢｉXＴｅ3Ｓｂ2-Xが好ましいが、この場合、Ｘは、好ましくは０＜Ｘ≦０
．６であり、より好ましくは０．４＜Ｘ≦０．６である。Ｘが０より大きく０．６以下で
あるとゼーベック係数と電気伝導率が大きくなり、ｐ型熱電変換材料としての特性が維持
されるので好ましい。
【００５０】
　上記ｎ型ビスマステルライドは、キャリアが電子であり、ゼーベック係数が負値である
ものであり、Ｂｉ2Ｔｅ3-yＳｅyが好ましいが、この場合、Ｙは、好ましくは０＜Ｙ≦３
であり、より好ましくは０．１＜Ｙ≦２．７である。Ｙが０より大きく３以下であるとゼ
ーベック係数と電気伝導率が大きくなり、ｎ型熱電変換材料としての特性が維持されるの
で好ましい。
【００５１】
　本発明において、熱電半導体材料は、単独で用いることもできるが、一対にし、使用す
ることが好ましい。例えば、複数対を、電気的には電極を介して直列に、熱的にはセラミ
ックス等の絶縁体を介して並列に接続して、熱電変換素子として、発電用及び冷却用とし
て使用することができる。
【００５２】
［熱電変換材料の製造方法］
　本発明の熱電変換材料の製造方法は、凹部を有する樹脂基板に、熱電半導体材料を成膜
してなる熱電変換材料の製造方法であって、凸部構造を有する原版から、硬化型樹脂組成
物からなる樹脂層に、前記凸部構造を転写、硬化してなる樹脂基板作製工程と、前記樹脂
基板上に熱電半導体材料を成膜して熱電半導体層を形成する成膜工程とを含むことを特徴
とする。
　さらに詳述すると、樹脂基板作製工程は、硬化型樹脂組成物により樹脂層を形成する樹
脂層形成工程、該樹脂層と前記凸部構造を有する原版とを対向し加圧し、該樹脂層に該原
版の該凸部構造を転写させ、凹部とする転写工程、及び該樹脂層を硬化し、その後、該原
版から離型し、凹部を形成する凹部形成工程を含むことが好ましい。
　まず、本発明の製造方法について説明する。
【００５３】
（１）樹脂基板作製工程
　図４は、本発明の製造方法に従った樹脂基板作製工程の一例を工程順に示す説明図を示
し、（ａ）において、上図が原版の断面図、下図が支持体に硬化型樹脂組成物により樹脂
層を形成した後の断面図であり、（ｂ）は加圧、転写後の硬化の工程を示す断面図であり
、（ｃ）は樹脂層を硬化後、離型により得られた樹脂基板の断面図である。
（１）－１　樹脂層形成工程
　樹脂層を形成する工程は、図４（ａ）に示すように、例えば、硬化型樹脂組成物からな
る塗布材を、支持体１２上に塗布して、樹脂層１３を形成する工程である。
　前記支持体１２は、樹脂層１３が均一に形成され、かつ熱電変換材料の電気伝導率の低



(13) JP WO2013/161645 A1 2013.10.31

10

20

30

40

50

下、熱伝導率の増加に影響を及ぼさないものであれば、特に制限されない。支持体１２と
しては、例えば、フィルム、ガラス、シリコン基板等が挙げられる。なお、後述のように
硬化して得られる樹脂基板が自立性を有していれば、最終的に支持体は剥離されてもよい
。支持体が剥離される場合は、支持体としては、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）
等のフィルム面に、公知の剥離剤（例えば、シリコーン樹脂）で離型処理を施した剥離シ
ートが好ましい。この場合、樹脂層１３は、支持体１２である剥離シートの離型処理面側
に形成する。
　樹脂層の形成方法としては、例えば、ナイフコート、バーコート、リップコート、スピ
ンコート、ロールコート、ディップコート、ダイコート、グラビアコート等が挙げられ、
特に制限されない。
【００５４】
（１）－２　転写工程
　転写工程は、図４（ａ）のように、（１）－１で得られた樹脂層１３と凸部構造を有す
る原版１１とを対向させ加圧し、図４（ｂ）に示すように、樹脂層１３に原版１１の構造
を転写し、凹部有する樹脂層１５を得る工程である。
　前記転写方法としては、公知の方法を使用することができる。例えば、樹脂層１３と原
版１１であるナノインプリントモールドとを対向、近接させ、その後、圧力等を適宜調整
して加圧を行い、原版の凸部構造を十分に樹脂層１３に転写することが好ましい。
【００５５】
（１）－３　凹部形成工程
　凹部形成工程は、図４（ｂ）のように、（１）－２により転写された凹部を有する樹脂
層１５を硬化し、図４（ｃ）のように、原版１１から離型して凹部を有する樹脂基板１６
を形成する工程である。
　樹脂層１５を硬化させる方法としては、具体的には、硬化型樹脂組成物がエネルギー線
硬化型樹脂組成物である場合は、上記の転写工程において、エネルギー線照射装置を使用
して、原版１１側または支持体１２側から樹脂層１５に対してエネルギー線１４を照射し
、樹脂層１５を硬化させる方法が挙げられる。
　前記エネルギー線は特に限定されないが、電子線、γ線、紫外線等が挙げられる。エネ
ルギー線硬化型樹脂組成物中に、例えば、光重合開始剤を使用した場合には、高圧水銀灯
等から発する紫外光を照射し、所定のエネルギーを与え、前記樹脂層１５を硬化させ、樹
脂基板１６を形成させることが好ましい。前記エネルギー線源は特に限定されないが、高
圧水銀灯、メタルハライド灯、カーボンアーク灯、キセノン灯等が挙げられる。
【００５６】
　このような樹脂基板作製工程によって、深さ、直径、幅、その他所定の形状が精度よく
制御された凹部を有する樹脂基板１６が作製できる。
【００５７】
（２）成膜工程
　成膜工程は、前記樹脂基板作製工程で得られた樹脂基板１６に、熱電半導体材料を成膜
して熱電半導体層を形成する工程である。ここで、成膜方法としては、特に限定されない
が、フラッシュ蒸着法もしくは真空アーク蒸着法が好ましく用いられる。
【００５８】
（フラッシュ蒸着法による成膜）
　フラッシュ蒸着法とは、粒子状にした成膜材料を、例えば、材料の沸点以上に予め加熱
したるつぼ、又はボート型ヒータに、連続的に少量ずつ供給して、瞬間的に材料を蒸発さ
せ、成膜する方法である。このようなプロセスで蒸着すると、瞬時に材料が蒸発するため
、特に蒸気圧の異なる２種類以上の元素からなる合金を蒸着する場合、蒸着材料である蒸
着源をヒータ上に固定し、加熱蒸着する蒸着法に比べ、組成比をより一定に保つことがで
きる。
　また、材料の飛散、未蒸発物の残留等がなく、材料を効率良く利用でき、製造コスト的
にも好ましい。また、フラッシュ蒸着法では、蒸着時の材料の直進性が高く、凹部内の壁
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面に材料が蒸着されにくくなるためより好ましい。
【実施例】
【００５９】
　次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明は、これらの例によって
なんら限定されるものではない。
【００６０】
　実施例、比較例で作製した熱電変換材料の熱電性能評価は、以下の方法で、熱伝導率、
ゼーベック係数及び電気伝導率を算出することにより行った。
（ａ）熱伝導率
　熱伝導率の測定には３ω法を用いた。
（ｂ）ゼーベック係数
　作製した試料の一端を加熱して、試料の両端に生じる温度差をクロメル－アルメル熱電
対を使用し測定し、熱電対設置位置に隣接した電極から熱起電力を測定した。具体的には
、温度差と起電力を測定する試料の両端間距離を２５ｍｍとし、一端を２０℃に保ち、他
端を２５℃から５０℃まで１℃刻みで加熱し、その際の熱起電力を測定して、傾きからゼ
ーベック係数を算出した。なお、熱電対及び電極の設置位置は、薄膜の中心線に対し、互
いに対称の位置にあり、熱電対と電極の距離は１ｍｍである。
（ｃ）電気伝導率
　実施例及び比較例で作製した熱電変換材料を、表面抵抗測定装置（三菱化学社製、商品
名：ロレスタＧＰ　ＭＣＰ－Ｔ６００）により、四端子法で試料の表面抵抗値を測定し、
電気伝導率を算出した。
【００６１】
（実施例１）
（１）エネルギー線硬化型樹脂組成物の調製
　ブチルアクリレート６２質量部、メチルメタクリレート１０質量部及び２－ヒドロキシ
エチルアクリレート２８質量部とを酢酸エチル中で重合させて、官能基にヒドロキシル基
を有するアクリル系共重合体の酢酸エチル溶液（固形分濃度４０質量％）を得た。次に、
得られたアクリル系共重合体の酢酸エチル溶液２５０質量部に、酢酸エチル１００質量部
と、置換基にイソシアナート基を有する不飽和基含有化合物であるメタクリロイルオキシ
エチルイソシアナート３０質量部（アクリル系共重合体の２－ヒドロキシエチルアクリレ
ート１００当量に対し８０．５当量）と、触媒としてジブチル錫ジラウレート０．１２質
量部とを添加し、窒素雰囲気下、室温で２４時間重合させて、側鎖にエネルギー線硬化性
基を有する（メタ）アクリル酸エステル共重合体を得た。得られたエネルギー線硬化型樹
脂の重量平均分子量（Ｍｗ）は、６００,０００であった。
【００６２】
　さらに、前記（メタ）アクリル酸エステル共重合体固形分１００質量部に、光重合開始
剤である１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニルケトン（チバ・スペシャリティ・ケ
ミカルズ社製、商品名：イルガキュア１８４）３．７質量部を溶解させて、固形分濃度を
３５質量％に調製し、エネルギー線硬化型樹脂組成物とし、樹脂層形成用の塗布剤とした
。
【００６３】
　一方、支持体として、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（厚さ：３８μ
ｍ）の片面にシリコーン樹脂で離型処理した剥離シート（リンテック(株)製、商品名「Ｓ
Ｐ－ＰＥＴ３８１１」、剥離処理面の表面粗さ：Ｒａ＝０．０１６μｍ）を用意した。
【００６４】
　次に、前記塗布剤を、ナイフコーターによって上記剥離シートの離型処理面上に塗布し
て、９０℃で１分間乾燥させ、厚さ１０μｍの樹脂層を形成した。
【００６５】
（２）樹脂基板の作製
　前記樹脂層と凸部を有する原版であるナノインプリントモールド（ＮＴＴ－ＡＴ社製、



(15) JP WO2013/161645 A1 2013.10.31

10

20

30

40

50

セミカスタムモールド「ＮＩＭ－１００ＵＤ」、ドット形状、凸部形状：円柱、直径：１
００ｎｍ、隣接する凸部の中心間の間隔：１０００ｎｍ）とを対向させ、近接し、密着さ
せた後、モールドと樹脂間に気泡が入らないように密着させ、剥離シート側からマスクア
ライナー（ミカサ株式会社製、型番：ＭＡ－１０）を使用し、紫外光を３．６Ｊを照射し
た。照射後、前記ナノインプリントモールドから樹脂層を剥がし，支持体上に形成された
所望の凹部が形成された樹脂基板を作製した。樹脂基板の厚さは１０μｍであった。
【００６６】
（３）熱電半導体層の形成
　前記で得られた樹脂基板上に、フラッシュ蒸着法で、熱電変換材料として、ｐ型ビスマ
ステルライド（Ｂｉ0.4Ｔｅ3Ｓｂ1.6）を成膜することにより、熱電半導体層を形成し、
実施例１の熱電変換材料を作製した。
　図５（ａ）は本発明の実施例１で得られた熱電変換材料の平面を示すＳＥＭ写真である
。図５（ａ）に示すように、樹脂基板が、独立した多数の円柱状の凹部を有していること
がわかる。成膜した熱電半導体層（Ｂｉ0.4Ｔｅ3Ｓｂ1.6）の樹脂基板表面の膜厚は１０
０ｎｍであった。熱電性能評価結果を表１に示す。
【００６７】
（実施例２）
　原版として、ナノインプリントモールド（ＮＴＴ－ＡＴ社製、セミカスタムモールド「
ＮＩＭ－１５０ＵＬ」、ライン形状、凸部形状:ライン状、ライン幅：１５０ｎｍ、ライ
ンの中心間の間隔：１０００ｎｍ）を使用した以外は、実施例１と同様に熱電変換材料を
作製した。図５（ｂ）は本発明の実施例２で得られた熱電変換材料の平面を示すＳＥＭ写
真である。図５（ｂ）に示すように、樹脂基板が、独立した多数の溝状の凹部を有してい
ることがわかる。樹脂基板の厚さは１０μｍ、成膜した熱電半導体層（Ｂｉ0.4Ｔｅ3Ｓｂ

1.6）の樹脂基板表面の膜厚は２００ｎｍであった。
【００６８】
（実施例３）
　原版として、ナノインプリントモールド（ＮＴＴ－ＡＴ社製、「ＮＩＭ－ＰＨ３５０」
、パターンミックス形状、凸部形状：円柱及びライン状、凸部幅：直径６５０ｎｍ及びラ
イン幅３５０ｎｍ、隣接する凸部の中心間の間隔：１０００ｎｍ）を使用した以外は、実
施例１と同様に熱電変換材料を作製した。図６（ａ）及び（ｂ）は本発明の実施例３で得
られた熱電変換材料の平面を示すＳＥＭ写真である。図６（ａ）及び（ｂ）に示すように
、樹脂基板が、独立した多数の円柱状の凹部（図６（ａ））及び溝状の凹部（図６（ｂ）
）を有していることがわかる。樹脂基板の厚さは１０μｍ、樹脂基板表面の熱電半導体層
（Ｂｉ0.4Ｔｅ3Ｓｂ1.6）の膜厚は１００ｎｍであった。
【００６９】
（実施例４）
　エネルギー線硬化型樹脂組成物として、下記のエネルギー線硬化型樹脂組成物を用いた
以外は、実施例１と同様にして、熱電変換材料を作製した。樹脂基板の厚さは１０μｍ、
樹脂基板表面の熱電半導体層（Ｂｉ0.4Ｔｅ3Ｓｂ1.6）の膜厚は１００ｎｍであった。
（エネルギー線硬化型樹脂組成物の調製）
　ブチルアクリレート９５質量部、２－ヒドロキシエチルアクリレート５質量部、及び開
始剤としてアゾビスイソブチロニトリル０．１質量部を酢酸エチル１７５質量部とトルエ
ン２５質量部の混合溶媒中に添加し、６５℃１７時間攪拌することにより、重量平均分子
量６８万（分子量分布＝５．３、分子量２００万以上の成分１２．２質量％）のアクリル
酸エステル共重合体溶液を得た。これに酢酸エチルを加えて濃度３０％に調製した。
　次いで、上記で得られたアクリル酸エステル共重合体１００質量部に、炭酸エステル構
造を有するエネルギー線硬化性オリゴマー（日本合成化学社製、紫光ＵＶ－３２１０ＥＡ
、重量平均分子量１０，０００）１５質量部、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケ
トン（チバ・スペシャリティー・ケミカルズ社製、イルガキュア１８４）１．５質量部、
架橋剤としてＸＤＩ系ポリイソシアナート化合物（綜研化学社製、ＴＤ－７５）０．５質
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化型樹脂組成物とし、樹脂層形成用の塗布剤とした。
【００７０】
（実施例５）
　エネルギー線硬化型樹脂組成物として、下記のエネルギー線硬化型樹脂組成物を用いた
以外は、実施例１と同様にして、熱電変換材料を作製した。樹脂基板の厚さは１０μｍ、
樹脂基板表面の熱電半導体層（Ｂｉ0.4Ｔｅ3Ｓｂ1.6）の膜厚は１００ｎｍであった。
（エネルギー線硬化型樹脂組成物の調製）
　エネルギー線硬化性を有しない重合体であるポリエーテルスルホン系樹脂（ＢＡＳＦ社
製、ＵＬＴＲＡＳＯＮ　Ｅ　２０１０）ペレット１００質量部をジクロロメタンに溶解し
て１５質量％溶液を調製し、次いで、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート（新
中村化学工業社製、ＡＤＣＰ）１６３質量部、（２，４，６－トリメチルベンゾイル）ジ
フェニルホスフィンオキサイド（ＢＡＳＦ社製、ＤＡＲＯＣＵＲＥ　ＴＰＯ）３．９質量
部を添加し、エネルギー線硬化型樹脂組成物とし、樹脂層形成用の塗布剤とした。
【００７１】
（実施例６）
　エネルギー線硬化型樹脂組成物として、下記のエネルギー線硬化型樹脂組成物を用いた
以外は、実施例１と同様にして、熱電変換材料を作製した。樹脂基板の厚さは１０μｍ、
樹脂基板表面のＢｉ0.4Ｔｅ3Ｓｂ1.6の膜厚は１００ｎｍであった。
（エネルギー線硬化型樹脂組成物の調製）
　エネルギー線硬化性を有しない重合体であるポリイミドを含有する溶液（日産化学株式
会社製、サンエバー１５０）をブチルセロソルブで希釈して１５質量％溶液を調製し、ポ
リイミド１００質量部に対して、トリシクロデカンジメタノールジアクリレート（新中村
化学工業社製、ＡＤＣＰ）１６３質量部、（２，４，６－トリメチルベンゾイル）ジフェ
ニルホスフィンオキサイド〔ＢＡＳＦ社製、ＤＡＲＯＣＵＲＥ　ＴＰＯ　〕３．９質量部
を添加し、エネルギー線硬化型樹脂組成物とし、樹脂層形成用の塗布剤とした。
【００７２】
（比較例１）
　実施例１において、ナノインプリントモールドを用いず、樹脂層を硬化させて凹部を有
さない樹脂基板を作製し、この樹脂基板を用いた以外は、実施例１と同様にして、樹脂基
板上に、Ｂｉ0.4Ｔｅ3Ｓｂ1.6合金をフラッシュ蒸着して熱電半導体層を形成し、熱電変
換材料を作製した。樹脂基板の厚さは、１０μｍ、熱電半導体層（Ｂｉ0.4Ｔｅ3Ｓｂ1.6

）の樹脂基板表面の膜厚は１００ｎｍであった。
　熱電性能評価結果を表１に示す。
【００７３】
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【表１】

【００７４】
　実施例１～６の熱電変換材料は、凹部が形成されていない樹脂基板を使用した比較例１
の熱電変換材料と比べて、熱伝導率が大幅に低下し、無次元熱電性能指数ＺＴは高い値が
得られた。
【産業上の利用可能性】
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【００７５】
　本発明の熱電変換材料は、熱と電気の相互エネルギー変換を行う熱電変換素子にして、
モジュールに組み込み、利用される。具体的には、高効率な熱電変換材料であるので、工
場や廃棄物燃焼炉、セメント燃焼炉等の各種燃焼炉からの排熱、自動車の燃焼ガス排熱及
び電子機器の排熱を電気に変換する用途への適用が考えられる。
【符号の説明】
【００７６】
１、１１：原版（ナノインプリントモールド）
２：基材
３：凸部構造（原版の凹凸）
４、１６：樹脂基板
５、１２：支持体
６：凹部
７：内底部
８：樹脂基板の上面
９：熱電半導体層（内底部上）
１０：熱電半導体層（基板上面上）
１３：樹脂層
１４：エネルギー線
１５：樹脂層（転写後）

【図１】

【図２】
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【図５】

【図６】
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【国際調査報告】
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