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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）絶縁性樹脂と、（Ｂ）無機熱電変換材料と、（Ｃ）電荷輸送材料とを含む、熱電
変換材料含有樹脂組成物からフィルムを形成する工程と、
　前記フィルムに対して、脂肪族アルコール類、芳香族溶媒、エーテル類、糖類の水溶液
、及び酸又は塩基を含む水溶液からなる群より選択される処理液を接触させる工程と、
を含む、
　熱電変換材料含有樹脂組成物からなるフィルムの製造方法。
【請求項２】
　前記（Ｂ）無機熱電変換材料の形態が、平均径が０．５～３０００ｎｍであり、アスペ
クト比（平均長／平均径）が１０以上のチューブ又はワイヤーである、請求項１に記載の
フィルムの製造方法。
【請求項３】
　前記（Ｂ）無機熱電変換材料が単層カーボンナノチューブである、請求項２に記載のフ
ィルムの製造方法。
【請求項４】
　前記（Ａ）絶縁性樹脂がポリオレフィン、及びハロゲン化ポリオレフィンからなる群よ
り選択される１種以上である、請求項１～３のいずれか１項に記載のフィルムの製造方法
。
【請求項５】
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　前記（Ａ）絶縁性樹脂がポリ塩化ビニルである、請求項４に記載のフィルムの製造方法
。
【請求項６】
　前記処理液が、脂肪族アルコール類である、請求項１～５のいずれか１項に記載のフィ
ルムの製造方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１項に記載のフィルムの製造方法に従って形成されたフィルム
を用いる、熱電変換素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱電変換材料含有樹脂組成物、及び当該熱電変換材料含有樹脂組成物からな
るフィルムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、熱エネルギーを電気エネルギーに直接変換できる熱電変換材料が注目されている
。そして、軽量で大面積の素子を形成したり、形状の制限なく各種装置に組み込みやすい
素子を形成したりするために、柔軟性のあるフィルム状の熱電変換材料が求められている
。
【０００３】
　このような要求から、熱電変換材料について、従来、無機材料を中心に検討されていた
ところ、近年、有機材料に関する検討も活発化している。有機材料は、無機材料と比較し
て、一般的に、加工性及び可撓性に優れているためである。
【０００４】
　有機の熱電変換材料としては、例えばポリ（金属　１，１，２，２－エテンテトラチオ
ラート）が知られている（非特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】“Ｏｒｇａｎｉｃ　ｔｈｅｒｍｏｅｌｅｃｔｒｉｃ　ｍａｔｅｒｉａｌ
ｓ　ａｎｄ　ｄｅｖｉｃｅｓ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｐ－　ａｎｄ　ｎ－ｔｙｐｅ　ｐｏｌ
ｙ（ｍｅｔａｌ　１，１，２，２－ｅｔｈｅｎｅｔｅｔｒａｔｈｉｏｌａｔｅ）ｓ”，Ｙ
ｉｍｅｎｇ　Ｓｕｎ，Ｐｅｎｇ　Ｓｈｅｎｇ，Ｃｈｏｎｇａｎ　Ｄｉ，Ｆｅｉ　Ｊｉａｏ
，Ｗｅｉ　Ｘｕ，Ｄｏｎｇ　Ｑｉｕ，ａｎｄ　Ｄａｏｂｅｎ　Ｚｈｕ，Ａｄｖａｎｃｅｄ
　Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，２０１２，ｖｏｌ．２４，ｐ．９３２－９３７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、非特許文献１に記載されるポリ（金属　１，１，２，２－エテンテトラチオラ
ート）は、製膜性が悪く、可撓性に優れるフィルムの形成が困難である。また、熱電変換
素子への適用を考慮すると、ポリ（金属　１，１，２，２－エテンテトラチオラート）に
は、さらなる導電性の向上が望まれる。
【０００７】
　本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであって、熱電変換特性及び可撓性に優れ
るフィルムを容易に形成できる樹脂組成物と、当該樹脂組成物を用いて形成される熱電変
換特性及び可撓性に優れるフィルムとを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、熱電変換材料含有樹脂組成物に、（Ａ）絶縁性樹脂と、（Ｂ）無機熱電
変換材料と、（Ｃ）電荷輸送材料とを含有させることにより、上記の課題を解決できるこ
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とを見出し、本発明を完成させるに至った。より具体的には、本発明は以下の通りである
。
【０００９】
　（１）　（Ａ）絶縁性樹脂と、（Ｂ）無機熱電変換材料と、（Ｃ）電荷輸送材料とを含
む、熱電変換材料含有樹脂組成物。
【００１０】
　（２）　前記（Ｂ）無機熱電変換材料の形態が、平均径が０．５～３０００ｎｍであり
、アスペクト比（平均長／平均径）が１０以上のチューブ又はワイヤーである、（１）に
記載の熱電変換材料含有樹脂組成物。
【００１１】
（３）　前記（Ｂ）無機熱電変換材料が単層カーボンナノチューブである、（２）に記載
の熱電変換材料含有樹脂組成物。
【００１２】
（４）　前記（Ａ）絶縁性樹脂がポリオレフィン、及びハロゲン化ポリオレフィンからな
る群より選択される１種以上である、（１）～（３）のいずれか１つに記載の熱電変換材
料含有樹脂組成物。
【００１３】
（５）　前記（Ａ）絶縁性樹脂がポリ塩化ビニルである、（４）に記載の熱電変換材料含
有樹脂組成物。
【００１４】
（６）　（１）～（５）のいずれか１つに記載の熱電変換材料含有樹脂組成物を用いて形
成されたフィルム。
【００１５】
（７）　（６）に記載のフィルムを備える、熱電変換素子。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、熱電変換特性及び可撓性に優れるフィルムを容易に形成できる樹脂組
成物と、当該樹脂組成物を用いて形成される熱電変換特性及び可撓性に優れるフィルムと
を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
≪熱電変換材料含有樹脂組成物≫
　本発明に係る熱念変換材料含有樹脂組成物（以下、樹脂組成物とも記す。）は、（Ａ）
絶縁性樹脂と、（Ｂ）無機熱電変換材料と、（Ｃ）電荷輸送材料とを含む。また、樹脂組
成物は、（Ｓ）有機溶剤を含む液状の組成物であってもよい。さらに、樹脂組成物は、（
Ａ）絶縁性樹脂、（Ｂ）無機熱電変換材料、（Ｃ）電荷輸送材料、及び（Ｓ）有機溶剤の
以外に、（Ｄ）他の成分として、従来から種々の樹脂組成物に配合されている、強化材、
充填材、及び添加剤を含んでいてもよい。
　以下、樹脂組成物が含む、必須又は任意の成分について説明する。
【００１８】
＜（Ａ）絶縁性樹脂＞
　（Ａ）絶縁性樹脂は、フィルム状に製膜可能なものであれば特に限定されず、従来から
フィルム形成用途に用いられている絶縁性の樹脂から適宜選択することができる。（Ａ）
絶縁性樹脂は、当業者に一般的に絶縁性の材料であると認識されているものであれば特に
限定されない。（Ａ）絶縁性樹脂の電導率は、１Ｓ／ｃｍ以下が好ましい。また、（Ａ）
絶縁性樹脂の熱伝導率は、０．５Ｗ／ｍＫ以下が好ましく、０．３Ｗ／ｍＫ以下がより好
ましい。
【００１９】
　（Ａ）絶縁性樹脂の好適な例としては、ポリプロピレン、高密度ポリエチレン、低密度
ポリエチレン、直鎖低密度ポリエチレン、架橋ポリエチレン、超高分子量ポリエチレン、
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ポリブテン－１、ポリ－３－メチルペンテン、ポリ－４－メチルペンテン、エチレン－酢
酸ビニル共重合体、エチレン－エチルアクリレート共重合体、エチレン－プロピレン共重
合体、ポリエチレンとノルボルネン等のシクロオレフィンとの共重合体等のポリオレフィ
ン；ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、塩素化ポリエチレン、塩素化ポリプロピレン
、ポリフッ化ビニリデン、塩化ゴム、塩化ビニル－酢酸ビニル共重合体、塩化ビニル－エ
チレン共重合体、塩化ビニル－塩化ビニリデン共重合体、塩化ビニル－塩化ビニリデン－
酢酸ビニル三元共重合体、塩化ビニル－アクリル酸エステル共重合体、塩化ビニル－マレ
イン酸エステル共重合体、塩化ビニル－シクロヘキシルマレイミド共重合体等のハロゲン
化ポリオレフィン；石油樹脂；クマロン樹脂；ポリスチレン；ポリ酢酸ビニル；ポリメチ
ルメタクリレート等のアクリル樹脂；ポリアクリロニトリル；ＡＳ樹脂、ＡＢＳ樹脂、Ａ
ＣＳ樹脂、ＳＢＳ樹脂、ＭＢＳ樹脂、耐熱ＡＢＳ樹脂等のスチレン系樹脂；ポリビニルア
ルコール；ポリビニルホルマール；ポリビニルブチラール；ポリエチレンテレフタレート
、ポリトリメチレンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、ポリシクロヘキサン
ジメチレンテレフタレート等のポリアルキレンテレフタレート；ポリエチレンナフタレー
ト、ポリブチレンナフタレート等のポリアルキレンナフタレート；液晶ポリエステル（Ｌ
ＣＰ）；ポリヒドロキシブチレート、ポリカプロラクトン、ポリブチレンサクシネート、
ポリエチレンサクシネート、ポリ乳酸、ポリリンゴ酸、ポリグリコール酸、ポリジオキサ
ン、ポリ（２－オキセタノン）等の分解性脂肪族ポリエステル；ポリフェニレンオキサイ
ド；ナイロン６、ナイロン１１、ナイロン１２、ナイロン６，６、ナイロン６，１０、ナ
イロン６Ｔ、ナイロン６Ｉ、ナイロン９Ｔ、ナイロンＭ５Ｔ、ナイロン６，１２、ナイロ
ンＭＸＤ６、パラ系アラミド、メタ系アラミド等のナイロン樹脂；ポリカーボネート樹脂
；ポリアセタール樹脂；ポリフェニレンサルファイド；ポリウレタン；ポリイミド樹脂；
ポリアミドイミド樹脂；ポリエーテルケトン樹脂；ポリエーテルエーテルケトン樹脂が挙
げられる。これらの樹脂は２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００２０】
　以上例示した樹脂の中では、樹脂組成物の製膜性の点からポリオレフィン、及びハロゲ
ン化ポリオレフィンが好ましく、ポリ塩化ビニルが特に好ましい。
【００２１】
　樹脂組成物中の（Ａ）絶縁性樹脂の含有量は、本発明の目的を阻害しない範囲で特に限
定されない。樹脂組成物中の（Ａ）絶縁性樹脂の含有量は、樹脂組成物中の（Ｓ）有機溶
剤以外の成分の質量の総和に対する、（Ａ）絶縁性樹脂材料の質量の比率として、１～８
０質量％が好ましく、１０～３０質量％がより好ましい。
【００２２】
＜（Ｂ）無機熱電変換材料＞
　（Ｂ）無機熱電変換材料は、従来から当業者に熱電変換能を有する無機材料であると認
識されているものであれば特に限定されない。このような、材料の具体例としては、単層
カーボンナノチューブ；酸化亜鉛、酸化スズ、チタン酸ストロンチウム、チタン酸バリウ
ム、（Ｚｎ，Ａｌ）Ｏ、ＮａＣｏ２Ｏ４、Ｃａ３Ｃｏ４Ｏ９、Ｂｉ２Ｓｒ２Ｃｏ２Ｏｙ、
及び硫化銀等の金属の酸化物や硫化物；Ｂｉ、Ｓｂ、Ａｇ、Ｐｂ、Ｇｅ、Ｃｕ、Ｓｎ、Ａ
ｓ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｆｅ、Ｍｎ、Ｃｏ、及びＳｉから選択される少なくとも２種以上の元素
を含む金属元素複合材料が挙げられる。金属元素複合材料の好適な例としては、ＢｉＴｅ
系、ＢｉＳｂ系、ＢｉＳｂＴｅ系、ＢｉＳｂＳｅ系、ＣｏＳｂ系、ＰｂＴｅ系、ＴｅＳｅ
系、及びＳｉＧｅ系の材料や、マグネシウムシリサイド系材料（Ｍｇ２Ｓｉ系材料）が挙
げられる。
【００２３】
　（Ｂ）無機熱電変換材料の形態は、（Ａ）絶縁性樹脂中に（Ｂ）無機熱電変換材料が良
好に分散される限り特に限定されない。（Ｂ）無機熱電変換材料の形態としては、粒子状
、チューブ状、又はワイヤー状であるのが好ましく、チューブ状、又はワイヤー状である
のが好ましい。チューブ状、又はワイヤー上の（Ｂ）無機熱電変換材料は、樹脂組成物を
用いて形成されたフィルム中で点接触しやすいため、チューブ状、又はワイヤー上の（Ｂ
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）無機熱電変換材料を用いる場合、フィルム中でキャリア（電荷）が移動しやすい。
【００２４】
　無機熱電変換材料の形態が粒子状である場合、無機熱電変換材料の平均粒子径は、２ｎ
ｍ～１００μｍが好ましく、２ｎｍ～１０μｍがより好ましい。無機熱電変換材料の形態
がチューブ状、又はワイヤー状である場合、当該チューブ又はワイヤーの平均径（単軸方
向の平均長）は、０．５～３０００ｎｍであるのが好ましく、０．５～２０００ｎｍであ
るのがより好ましい。また、当該チューブ又はワイヤーのアスペクト比（平均長／平均径
、平均長は長軸方向の平均長）は１０以上が好ましく、１０～２０００が好ましい。
上記の平均粒子径、平均長、及び平均径は、粒子状の無機変換材料の電子顕微鏡観察画像
から求められる数平均値である。
【００２５】
　樹脂組成物中の（Ｂ）無機熱電変換材料の含有量は、本発明の目的を阻害しない範囲で
特に限定されない。樹脂組成物中の（Ｂ）無機熱電変換材料の含有量は、樹脂組成物中の
（Ｓ）有機溶剤以外の成分の質量の総和に対する、（Ｂ）無機熱電変換材料の質量の比率
として、４～７０質量％が好ましく、１０～４０質量％がより好ましい。
【００２６】
＜（Ｃ）電荷輸送材料＞
　（Ｃ）電荷輸送材料は、電子又は正孔を輸送するか、輸送を促進させる物質であって、
樹脂組成物を用いて形成されるフィルムの熱電変換の効率を高める。樹脂組成物が、（Ｃ
）電荷輸送材料を含むことにより、樹脂組成物を用いて形成されるフィルムの導電性及び
パワーファクターが高まる。
【００２７】
　（Ｃ）電荷輸送材料は、種々の用途において、電子又は正孔の輸送を促進させるために
使用されている種々の物質を用いることができる。例えば、有機電界発光素子の構成材料
や、光電変換素子の構成材料や、電子写真装置に使用される電子写真感光体が備える感光
層の構成材料として使用される電荷輸送材料を、（Ｃ）電荷輸送材料として好適に使用す
ることができる。
【００２８】
　（Ｃ）電荷輸送材料の好ましい例としては、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラフェニル－４
，４’－ジアミノフェニル、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’－ビス（３－メチルフェニ
ル）－〔１，１’－ビフェニル〕－４，４’－ジアミン（ＴＰＤ）、２，２－ビス（４－
ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）プロパン、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフ
ェニル）シクロヘキサン、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－テトラ－ｐ－トリル－４，４’－ジアミ
ノビフェニル、１，１－ビス（４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）－４－フェニルシク
ロヘキサン、ビス（４－ジメチルアミノ－２－メチルフェニル）フェニルメタン、ビス（
４－ジ－ｐ－トリルアミノフェニル）フェニルメタン、Ｎ，Ｎ’－ジフェニル－Ｎ，Ｎ’
－ジ（４－メトキシフェニル）－４，４’－ジアミノビフェニル、Ｎ，Ｎ，Ｎ’，Ｎ’－
テトラフェニル－４，４’－ジアミノジフェニルエーテル、４，４’－ビス（ジフェニル
アミノ）クオードリフェニル、Ｎ，Ｎ，Ｎ－トリ（ｐ－トリル）アミン、４－（ジ－ｐ－
トリルアミノ）－４’－〔４－（ジ－ｐ－トリルアミノ）スチリル〕スチルベン；４－Ｎ
，Ｎ－ジフェニルアミノ－（２－ジフェニルビニル）ベンゼン；３－メトキシ－４’－Ｎ
，Ｎ－ジフェニルアミノスチルベンゼン、Ｎ－フェニルカルバゾール、４，４’－ビス〔
Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ〕ビフェニル（ＮＰＤ）、及び４，４’，４
”－トリス〔Ｎ－（３－メチルフェニル）－Ｎ－フェニルアミノ〕トリフェニルアミン（
ＭＴＤＡＴＡ）等の芳香族アミン化合物；アントラセン、テトラセン、ペンタセン、ヘキ
サセン、ヘプタセン、クリセン、ピセン、フルミネン、ピレン、ペロピレン、ペリレン、
テリレン、クオテリレン、コロネン、オバレン、サーカムアントラセン、ビスアンテン、
ゼスレン、ヘプタゼスレン、ピランスレン、ビオランテン、イソビオランテン、サーコビ
フェニル、及びアントラジチオフェン、並びにこれらの誘導体等の縮合多環芳香族化合物
；テトラチアフルバレン化合物、キノン化合物、及びテトラシアノキノジメタン等のシア
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ノ化合物等の共役系化合物；テトラチアフルバレン－テトラシアノキノジメタン錯体、及
びポリ（ニッケル　１，１，２，２－エテンテトラチオラート）等のポリ（金属　１，１
，２，２－エテンテトラチオラート）のドデシルトリメチルアンモニウム塩、テトラメチ
ルアンモニウム塩、テトラジメチルアンモノプロパスルホナート塩等の錯体が挙げられる
。これらの（Ｃ）電荷輸送材料は、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２９】
　上記の（Ｃ）電荷輸送材料の具体例の中では、熱電変換特性に優れるフィルムを形成で
きる樹脂組成物を得やすいことから、テトラチアフルバレン、テトラチアフルバレン－テ
トラシアノキノジメタン錯体、及びポリ（ニッケル　１，１，２，２－エテンテトラチオ
ラート）のドデシルトリメチルアンモニウム塩、テトラメチルアンモニウム塩、又はテト
ラジメチルアンモノプロパスルホナート塩からなる群より選択される１種以上が好ましい
。
【００３０】
　樹脂組成物中の（Ｃ）電荷輸送材料の含有量は、本発明の目的を阻害しない範囲で特に
限定されない。樹脂組成物中の（Ｃ）電荷輸送材料の含有量は、樹脂組成物中の（Ｓ）有
機溶剤以外の成分の質量の総和に対する、（Ｃ）電荷輸送材料の質量の比率として、１５
～９５質量％が好ましく、３０～７０質量％がより好ましい。
【００３１】
＜（Ｓ）有機溶剤＞
　樹脂組成物を用いてキャストフィルムを形成する場合、樹脂組成物は（Ｓ）有機溶剤を
含んでいてもよい。（Ｓ）有機溶剤の種類、（Ａ）絶縁性樹脂を均一に溶解可能なもので
あれば特に限定されない。このため（Ｓ）有機溶剤の種類は、（Ａ）絶縁性樹脂の種類に
応じて適宜選択される。なお、（Ｂ）無機熱電変換材料、及び（Ｃ）電荷輸送材料は、必
ずしも（Ｓ）有機溶剤に可溶である必要はない。
【００３２】
　（Ｓ）有機溶剤の好適な例としては、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、アニソー
ル、トリメチルベンゼン、ｐ－フルオロフェノール、ｐ－クロロフェノール、ｏ－クロロ
フェノール、及びパーフルオロフェノール等の芳香族溶媒；テトラヒドロフラン、ジオキ
サン、シクロペンチルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテル、エ
チレングリコールモノメチルエーテルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテ
ルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、ジエチレングリコ
ールモノブチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールモノエチルエーテルアセテー
ト、及び酢酸－３－メトキシブチル等のエーテル類；シクロヘキサノン、メチルイソブチ
ルケトン、メチルエチルケトン、及びジイソブチルケトン等のケトン類；Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルホルムアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチルホルムアミド、２－
ピロリドン、Ｎ－メチル－２－ピロリドン、Ｎ－エチル－２－ピロリドン、１，３－ジメ
チル－２－イミダゾリジノン、Ｎ，Ｎ，Ｎ，Ｎ－テトラメチル尿素、Ｎ－メチル－ε－カ
プロラクタム、及びヘキサメチルリン酸ントリアミド等の含窒素極性有機溶剤；酢酸エチ
ル、酢酸メチル、酢酸－ｎ－プロピル、酢酸イソプロピル、酢酸－ｎ－ブチル、酢酸－ｎ
－ペンチル、乳酸メチル、乳酸エチル、乳酸－ｎ－ブチル、γ－ブチロラクトン、及びγ
－バレロラクトン等のエステル類が挙げられる。これらの（Ｓ）有機溶剤は、２種以上を
組み合わせて用いることができる。
【００３３】
　樹脂組成物が（Ｓ）有機溶剤を含む場合の、樹脂組成物中の（Ｓ）溶剤以外の成分の含
有量は、樹脂組成物全量の質量に対して、０．１～５０質量％が好ましく、０．１～３０
質量％がより好ましく、０．１～２０質量％が特に好ましい。
【００３４】
＜（Ｄ）その他の成分＞
　樹脂組成物は、多様な目的で使用されている種々の樹脂組成物に従来から配合されてい
る強化材や充填材、及び種々の添加剤から選択される１種以上の成分を含んでいてもよい
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。添加剤の具体例としては可塑剤、分散剤、着色剤、紫外線吸収剤、酸化防止剤、造核剤
、及び難燃剤等が挙げられる。これらの強化材、充填材、及び添加剤の使用量は、フィル
ムを形成する際の製膜性等を考慮しつつ、従来の樹脂組成物におけるこれらの強化材、充
填材、及び添加剤の使用量の範囲内で適宜選択される。
【００３５】
≪樹脂組成物の製造方法≫
　樹脂組成物の製造方法は、以上説明した成分を均一に混合できれば特に限定されない。
樹脂組成物が（Ｓ）有機溶剤を含まない場合、（Ａ）絶縁性樹脂と、（Ａ）絶縁性樹脂以
外の成分とを、二本ロール、三本ロール、加圧ニーダー、バンバリーミキサー、単軸押出
機、及び二軸押出機等の溶融混練装置を用いて均一に混合して、樹脂組成物が得られる。
【００３６】
　樹脂組成物が（Ｓ）有機溶剤を含有する場合、樹脂組成物に含まれる（Ｓ）有機溶剤以
外の所定の成分を、有機溶剤中に超音波ホモジナイザー等を用いて均一に混合又は溶解さ
せることによって、樹脂組成物が得られる。この場合、（Ｓ）有機溶剤に各成分を混合又
は溶解させる際に、（Ｓ）有機溶剤の過度の揮発や、各成分の熱分解が生じない程度の範
囲の温度に、（Ｓ）有機溶剤を加熱してもよい。
【００３７】
≪フィルム形成方法≫
　以上説明した樹脂組成物を用いてフィルムを形成する方法は特に限定されない。フィル
ムの製造方法は、樹脂組成物の性状や、樹脂組成物に含まれる樹脂の種類に応じて、公知
の方法から適宜選択される。
【００３８】
　上記の樹脂組成物が（Ｓ）有機溶剤を含まない固体の組成物である場合、周知の方法に
従って、フィルムを形成することができる。好適なフィルム形成方法としては、インフレ
ーション法、Ｔダイ法、及びカレンダー法等が挙げられる。
【００３９】
　上記の樹脂組成物が（Ｓ）有機溶剤を含む液状の組成物である場合、液状の樹脂組成物
を、基材上に塗布又は流涎した後、基材上に形成された樹脂組成物の被膜から（Ｓ）有機
溶剤を除去して、樹脂組成物のフィルムが形成される。樹脂組成物の被膜から（Ｓ）有機
溶剤を除去する方法は特に限定されず、当該被膜を加熱する方法や、当該被膜を室温下又
は加熱下に減圧雰囲気に置く方法等が挙げられる。
【００４０】
　上記の方法で形成されるフィルムの膜厚は特に限定されないが、０．１μｍ～１０ｍｍ
が好ましく、１μｍ～３ｍｍがより好ましい。
【００４１】
　また、上記の方法により形成されるフィルムに対して、フィルムと、後述の特定の種類
の処理液とを接触させる処理を施すことも好ましい。処理液としては、有機溶剤、糖類の
水溶液、酸又は塩基を含む水溶液が好ましく使用される。フィルムに対してかかる処理を
施すことにより、フィルムの導電率を向上させることができる。上記の接触処理において
、処理液としては、フィルムを膨潤させたり、劣化させたりしないものが選択される。フ
ィルムと処理液とを接触させる方法は特に限定されないが、例えば、処理液のフィルムへ
の塗布や、フィルムの処理液への浸漬等が挙げられる。
【００４２】
　上記の接触処理に使用できる処理液の好適な例としては、有機溶剤ではメタノール、エ
タノール、ｎ－プロパノール、イソプロパノール、ｎ－ブタノール、ｎ－ペンタノール、
ｎ－ヘキサノール、エチレングリコール、プロピレングリコール、ジエチレングリコール
、ジエチレングリコール、及びグリセリン等の脂肪族アルコール類；トルエン、キシレン
、及びエチルベンゼン、等の芳香族溶媒；ジエチルエーテル、ジ－ｎ－プロピルエーテル
、ジオキサン、及びテトラヒドロフラン等のエーテル類が挙げられる。水溶液ではグルコ
ースやキシリトールのような糖類を含んだもの、塩酸や硫酸といった酸や塩基を含んだも
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のが挙げられる。
【００４３】
　上記の樹脂組成物を用いて、上記の方法に従って形成されるフィルムは、熱電変換特性
及び可撓性に優れる。このため、当該フィルムは、熱電変換素子の構成要素として好適に
利用される。
【実施例】
【００４４】
　以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
【００４５】
〔調製例１〕
（ポリ（ニッケル　１，１，２，２－エテンテトラチオラート）（可溶化ＰＥＴＴ）の調
製）
　１，３，４，６－テトラチアペンタレン－２，５－ジオン（ＴＰＤ、試薬、東京化成工
業株式会社製）１ｇ、ナトリウムメトキシド（試薬、和光純薬工業株式会社製）１．２ｇ
、及びドデシルトリメチルアンモニウムブロマイド（ＤＴＡＢ、試薬、和光純薬工業株式
会社）６．８ｇを、メタノール２００ｍＬ中に溶解させた。得られた溶液を、１２時間加
熱還流させた。次いで、溶液中に塩化ニッケル（ＩＩ）無水（試薬、和光純薬工業株式会
社製）０．６３ｇを加えた。塩化ニッケル（ＩＩ）無水の添加後、さらに、溶液を１２時
間加熱還流させた。１２時間還流後、溶液を室温下に１２時間静置し、沈殿を生成させた
。生成した黒色の沈殿物を吸引ろ過により回収した。回収された沈殿物を、メタノール２
Ｌ、水２Ｌ、及びジエチルエーテル５０ｍＬを順に用いて洗浄した後、乾燥させて、可溶
化ＰＥＴＴを得た。
【００４６】
　得られた可溶化ＰＥＴＴの元素組成を分析したところ、その元素組成は、Ｎｉ：１５．
２５質量％、Ｎａ：０．４８質量％、Ｓ：３８．５６質量％、Ｃ：３０．７６質量％、Ｎ
：１．４９質量％、Ｈ：４．３８質量％であった。この結果から、得られた可溶化ＰＥＴ
Ｔが、ナトリウムメトキシドに由来するナトリウムイオンと、ＤＴＡＢに由来するドデシ
ルトリメチルアンモニウムイオンとを含んでいることが分かる。
【００４７】
　また、得られた可溶化ＰＥＴＴのジメチルスルホキシドやＮ－メチル－２－ピロリドン
等の極性有機溶剤に対する溶解性を確認したところ、得られた可溶化ＰＥＴＴとこれらの
極性有機溶剤を用いて、濃度約３質量％の溶液を調製可能であることが分かった。
【００４８】
〔調製例２〕
（電荷移動錯体（ＴＴＦ－ＴＣＮＱ）の調製）
　７，７，８，８－テトラシアノキノジメタン（ＴＣＮＱ、試薬、東京化成工業株式会社
製）１０２０．８７ｍｇを、アセトニトリル２５０ｍＬに加え、室温下で１２時間撹拌し
てＴＣＮＱのアセトニトリル溶液を得た。次いで、テトラチアフルバレン（ＴＴＦ、試薬
、東京化成工業株式会社製）１０２１．８８ｍｇをアセトニトリル６０ｍｇに加えた後、
室温で１０分間超音波を照射して、ＴＴＦのアセトニトリル溶液を得た。
　得られたＴＣＮＱのアセトニトリル溶液と、ＴＴＦのアセトニトリル溶液と混合した後
、室温で３０分間撹拌した。撹拌により、アセトニトリル中に黒色の沈殿が生成した。沈
殿をろ過により回収した後、乾燥させた。乾燥させた沈殿をアセトニトリルで洗浄した後
、８０℃で１５時間真空下に乾燥させて、電荷移動錯体（ＴＴＦ－ＴＣＮＱ）１９０５．
５０ｍｇ（収率９３．３％）を得た。
【００４９】
　以下、実施例及び比較例において、（Ａ）成分である絶縁性樹脂として、下記のＰＶＣ
及びＰＩを用いた。
ＰＶＣ：ポリ塩化ビニル（試薬、和光純薬工業株式会社製）
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ＰＩ：ポリイミド（Ｓｏｌｐｉｔ　Ａ、ソルピー工業株式会社製）
【００５０】
　以下、実施例及び比較例において、（Ｂ）成分である無機熱電変換材料として、Ｂ１及
びＢ２を用いた。
Ｂ１：単層カーボンナノチューブ（Ｐｕｒｅ　Ｔｕｂｅｓ（商品名）、Ａｌｄｒｉｃｈ社
製、平均長１μｍ、平均径１．４ｎｍ）を用いた。
Ｂ２：単層カーボンナノチューブ（Ｓｉｎｇｌｅ－Ｗａｌｌｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎ
ｏｔｕｂｅｓ、平均径０．８ｎｍ、Ａｌｄｒｉｃｈ社製）
【００５１】
　以下、実施例及び比較例において、（Ｃ）成分である電荷輸送材料として、以下のＣ１
～Ｃ３を用いた。
Ｃ１：調製例１で得られたＰＥＴＴ
Ｃ２：調製例２で得られた電荷移動錯体（ＴＴＦ－ＴＣＮＱ）
Ｃ３：テトラチアフルバレン（ＴＴＦ、試薬、東京化成工業株式会社製）
【００５２】
　各実施例及び比較例について、得られたフィルム、又はシートをメタノール処理（Ｍｅ
ＯＨ処理）する場合、メタノール処理は以下の方法に従って行った。
【００５３】
＜メタノール処理方法＞
　まず、フィルム、又はシートをメタノール中に３０分間浸漬させた。次いで、フィルム
、又はシートをメタノール中から引き揚げ、７０℃のホットプレート上で１５分間加熱し
て、フィルム又はシート乾燥させた。
【００５４】
　各実施例及び比較例で得られた、フィルム、シート、又はブロックについて、それぞれ
３４０Ｋでの、ゼーベック係数（Ｓ）、導電率（σ）、及びパワーファクター（ＰＦ）を
、熱電特性評価装置ＺＥＭ－３を用いて測定した。これらの測定結果を表１に記す。
【００５５】
　また、各実施例及び比較例で得られた、フィルム、又はシートを手で触れ、崩壊、破れ
、裂け等が容易に生じるか否かを確認した。製膜性について、フィルム、又はシートを手
で触れた場合に、崩壊、破れ、裂け等が容易に生じる場合を「×」と評価し、崩壊、破れ
、裂け等が容易に生じない場合を「○」と評価した。これらの評価結果を表１に記す。
【００５６】
〔比較例１及び２〕
　試薬として購入したシート状のＢ１を、４ｍｍ×１６ｍｍの大きさに切り取り、石英基
板に張り付けて、ＺＥＭ－３で熱電特性を測定した。膜の厚さは１８μｍであった。
　比較例１で得たシートについてはメタノール処理を施さず、比較例２で得たシートにつ
いてはメタノール処理を施した。
【００５７】
〔比較例３及び４〕
　（Ａ）成分の含有量と、（Ｃ）成分の含有量との比率が、表１に記載の比率であり、分
散液中の（Ａ）成分の含有量と、（Ｃ）成分の含有量との合計が０．５質量％となるよう
に、（Ａ）成分及び（Ｃ）成分を、Ｎ－メチル－２－ピロリドンと均一に混合して、分散
液を得た。（Ａ）成分及び（Ｃ）成分としては、表１に記載の種類のものを用いた。得ら
れた分散液を石英基板上にキャストした後、石英基板を６０℃で１０時間加熱して、膜厚
８μｍのフィルムを得た。
　比較例３で得たシートについてはメタノール処理を施さず、比較例４で得たシートにつ
いてはメタノール処理を施した。
【００５８】
〔比較例５～７〕
　（Ａ）成分の含有量と、（Ｂ）成分の含有量との比率が、表１に記載の比率であり、分



(10) JP 6256113 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

散液中の（Ａ）成分の含有量と、（Ｂ）成分の含有量の合計が０．５質量％となるように
、（Ａ）成分及び（Ｂ）成分を、Ｎ－メチル－２－ピロリドンと均一に混合して、分散液
を得た。（Ａ）成分及び（Ｂ）成分としては、表１に記載の種類のものを用いた。得られ
た分散液を石英基板上にキャストした後、石英基板を６０℃で１０時間加熱して、膜厚７
μｍのフィルムを得た。
　比較例５及び６で得たシートについてはメタノール処理を施さず、比較例７で得たシー
トについてはメタノール処理を施した。
【００５９】
　比較例５で得られたフィルムについては、熱伝導率κ（Ｗ／ｍｋ）を測定し、無次元性
能指数（ＺＴ）を求めた。
　熱伝導率κを測定する際、フィルムの比熱Ｃｐ（Ｊ／ｇＫ、２５℃）は、示差走査熱量
計（ＤＳＣ　２０４　Ｆ１　Ｐｈｏｅｎｉｘ、ネッチジャパン社製）を用いて測定した。
フィルムの熱拡散率α（ｍｍ２／Ｓ、２５℃）は、ナノフラッシュアナライザ－（ＬＦＡ
　４４７／２－４／ＩｎＳｂ　ＮａｎｏＦｌａｓｈ　Ｘｅ、ネッチジャパン社製）を用い
て測定した。フィルムの密度ρ（ｇ／ｃｍ３）は、アルキメデス法で測定した。測定され
た各値は、以下の通りである。
Ｃｐ：０．８８（Ｊ／ｇＫ、２５℃）
α：０．０７９（ｍｍ２／Ｓ、２５℃）
ρ：０．８３（ｇ／ｃｍ３）
【００６０】
　上記の測定値から、下式に従って求めたκの値は、０．０５８（Ｗ／ｍＫ）であった。
（熱伝導率算出式）
κ＝α×Ｃｐ×ρ
【００６１】
　上記のκの値と、表１に記載される、ゼーベック係数（Ｓ）、及び導電率（σ）の値か
ら、下式に従って、無次元性能指数（ＺＴ）を算出した。算出されたＺＴの値は、７０℃
において０．０２であった。
（無次元性能指数算出式）
ＺＴ＝（Ｓ２×σ×Ｔ）÷κ（Ｔは絶対温度）
【００６２】
〔比較例８〕
　調製例２で得られた電荷移動錯体（ＴＴＦ－ＴＣＮＱ、Ｃ２）をめのう乳鉢で粉砕した
。電荷移動錯体（Ｃ２）１１０．３４ｍｇを、ペレット作成用の金型に充填した後、電荷
移動錯体（Ｃ２）の粉末をプレス機でプレスして、１０ｍｍ×３．０ｍｍ×２．３ｍｍの
ブロック状のペレットを得た。比較例８ではペレットを作成委したため、製膜性の評価を
行わなかった。
　比較例８で得たペレットについてはメタノール処理を施さなかった。
【００６３】
〔比較例９〕
　（Ｂ）成分（単層カーボンナノチューブ、Ｂ１）４．２２ｍｇ、及び（Ｃ）成分（ＴＴ
Ｆ、Ｃ３）５．２７ｍｇを、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド２ｍＬと均一に混合して分散
液を得た。得られた分散液を石英基板上にキャストした後、石英基板を８０℃で２時間加
熱した。次いで、石英基板を１１０℃で３０分間加熱して、膜厚６．３μｍのフィルムを
得た。
　比較例９で得たペレットについてはメタノール処理を施さなかった。
【００６４】
〔実施例１～３〕
　（Ａ）成分の含有量と、（Ｂ）成分の含有量と、（Ｃ）成分の含有量との比率が、表１
に記載の比率であり、分散液中の（Ａ）成分の含有量と、（Ｂ）成分の含有量と、（Ｃ）
成分の含有量との合計が０．５質量％となるように、（Ａ）成分、（Ｂ）成分、及び（Ｃ
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）成分を、Ｎ－メチル－２－ピロリドンと均一に混合して、分散液を得た。（Ａ）成分、
（Ｂ）成分、及び（Ｃ）成分としては、表１に記載の種類のものを用いた。得られた分散
液を石英基板上にキャストした後、石英基板を６０℃で１０時間加熱して、膜厚６．８μ
ｍのフィルムを得た。
　実施例１で得たシートについてはメタノール処理を施さず、実施例２及び３で得たシー
トについてはメタノール処理を施した。
【００６５】
　実施例１で得たフィルムについて、比較例５と同様に熱伝導率κ（Ｗ／ｍｋ）を測定し
、無次元性能指数（ＺＴ）の値を算出した。その結果、実施例１で得たフィルムのＺＴの
値は、３４３Ｋで０．３１であった。
【００６６】
〔実施例３〕
　ＰＶＣを、ＰＩに変えることの他は、実施例２と同様にして、ＣＮＴと、ＰＥＴＴと、
樹脂とを、実施例２と同濃度でＮＭＰ中に含む塗布液を得た。得られた塗布液を用いて、
実施例２と同様にして、フィルム形成と、フィルムのメタノール処理とを行った。
【００６７】
〔実施例４〕
　（Ａ）成分（ＰＶＣ）１．３６ｍｇと、（Ｂ）成分（単層カーボンナノチューブ、Ｂ２
）３．６１ｍｇ、及び（Ｃ）成分（ＴＴＦ、Ｃ３）４．５２ｍｇを、Ｎ，Ｎ－ジメチルホ
ルムアミド２ｍＬと均一に混合して分散液を得た。得られた分散液を石英基板上にキャス
トした後、石英基板を８０℃で２時間加熱した。次いで、石英基板を１１０℃で３０分間
加熱して、膜厚４．８μｍのフィルムを得た。
　実施例４で得たフィルムについてはメタノール処理を施さなかった。
【００６８】
〔実施例５〕
　（Ａ）成分（ＰＶＣ）１．３６ｍｇと、（Ｂ）成分（単層カーボンナノチューブ、Ｂ１
）３．６１ｍｇ、及び（Ｃ）成分（ＴＴＦ－ＴＣＮＱ、Ｃ２）４．５２ｍｇを、Ｎ，Ｎ－
ジメチルホルムアミド２ｍＬと均一に混合して分散液を得た。得られた分散液を石英基板
上にキャストした後、石英基板を８０℃で２時間加熱した。次いで、石英基板を１１０℃
で３０分間加熱して、膜厚６．７μｍのフィルムを得た。
　実施例５で得たフィルムについてはメタノール処理を施さなかった。
【００６９】



(12) JP 6256113 B2 2018.1.10

10

20

30

40

50

【表１】

【００７０】
　比較例１及び２によれば、（Ｂ）無機熱電変換材料として単層カーボンナノチューブの
みを用いる場合、可撓性に優れるフィルムを形成できないことが分かる。
【００７１】
　比較例３及び４によれば、（Ａ）絶縁性樹脂と、（Ｃ）電荷輸送材料とからなる樹脂組
成物を用いる場合、（Ｃ）電荷輸送材料が熱電変換能を有する材料であっても、熱電変換
特性に優れるフィルムを形成できないことが分かる。
【００７２】
　比較例５～７によれば、（Ａ）絶縁性樹脂と、（Ｂ）無機熱電変換材料とからなる樹脂
組成物を用いる場合、熱電変換特性に優れるフィルムを形成できないことが分かる。また
、比較例１及び２と、比較例５～７との比較によれば、（Ｂ）無機熱電変換材料自体が優
れた熱電変換特性を備えていても、（Ｂ）無機熱電変換材料が（Ａ）絶縁性樹脂からなる
マトリックス中に分散されることによって、フィルムの熱電変換特性が大きく損なわれる
ことが分かる。
【００７３】
　比較例８によれば、（Ｃ）無機熱電変換材料のみを用いる場合、可撓性に優れるフィル
ムを形成できないことが分かる。
【００７４】
　比較例９によれば、（Ｂ）無機熱電変換材料と、（Ｃ）電荷輸送材料とからなる樹脂組
成物を用いる場合、熱電変換特性にやや劣るフィルムしか形成できないことが分かる。
【００７５】
　実施例１～５によれば、（Ａ）絶縁性樹脂と、（Ｂ）無機熱電変換材料と、（Ｃ）電荷
輸送材料とを含む樹脂組成物を用いてフィルムを形成する場合、熱電変換特性及び可撓性
に優れるフィルムを形成できることが分かる。
【００７６】
　実施例１と実施例２との比較によれば、メタノール等の有機溶剤で樹脂組成物からなる
フィルムを処理する場合、フィルムの導電性が高まることと、それにともないフィルムの



(13) JP 6256113 B2 2018.1.10

パワーファクター（ＰＦ）が高まることとが分かる。つまり、実施例１及び実施例２から
、所定の成分を含む樹脂組成物からなるフィルムを、特定の種類の処理液で処理する場合
に、フィルムの熱電変換特性を高められることが分かる。
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