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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
導電性高分子化合物を含む多孔構造を有し、
前記多孔構造における空隙の割合が６０体積％以上であり、
前記導電性高分子化合物を含む組成物の凍結乾燥体又は発泡体である熱電変換材料。
【請求項２】
繊維状の導電性高分子化合物を含む多孔構造を有し、
前記多孔構造における空隙の割合が６０体積％以上であり、
前記導電性高分子化合物が集まった綿状構造体である熱電変換材料。
【請求項３】
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膜状であり、厚みが１０００μｍ以上である請求項１又は請求項２に記載の熱電変換材
料。
【請求項４】
前記空隙の数平均径は１００μｍ以上である請求項１〜請求項３のいずれか１項に記載
の熱電変換材料。
【請求項５】
前記空隙の数平均径は３００μｍ以下である請求項１〜請求項４のいずれか１項に記載
の熱電変換材料。
【請求項６】
前記空隙の数平均径は１００μｍ以上２２０μｍ以下である請求項１〜請求項５のいず
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れか１項に記載の熱電変換材料。
【請求項７】
前記空隙の数平均径は１５μｍ以上１００μｍ以下である請求項１に記載の熱電変換材
料。
【請求項８】
導電性高分子化合物と溶媒とを含む凍結乾燥用組成物を凍結する凍結工程と、
凍結された前記凍結乾燥用組成物を乾燥し、空隙の割合が６０体積％以上の多孔構造を
形成する乾燥工程と、
を有する熱電変換材料の製造方法。
【請求項９】
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前記凍結工程は、液体窒素により前記凍結乾燥用組成物を凍結する工程である、請求項
８に記載の熱電変換材料の製造方法。
【請求項１０】
導電性高分子化合物と発泡剤とを含む発泡用組成物中の前記発泡剤を発泡させて気泡を
生成し、空隙の割合が６０体積％以上の多孔構造を形成する発泡工程を有する熱電変換材
料の製造方法。
【請求項１１】
前記発泡剤は超臨界二酸化炭素である請求項１０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】
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【０００１】
本発明は、熱電変換材料及び熱電変換材料の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
無機材料を用いた熱電変換材料の研究では、主に、ビスマスやテルルといったレアメタ
ルを用い、材料の種類と合金の結晶構造を変えることで熱電変換効率の上昇を試みる探索
が行われ（例えば非特許文献１等）、レアメタルを用いない無機材料の熱電変換材料（例
えば非特許文献２等）も報告されている。
また、無機材料を用いた熱電変換材料については、材料をナノスケールの細線にするこ
とによるゼーベック係数の増大（例えば非特許文献３等）、ラットリング効果による熱電
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変換効率の向上（例えば非特許文献４等）に関する報告もされている。
さらに、特許文献１には、アルミニウムの多孔質陽極酸化皮膜を有する基板上に、無機
酸化物半導体を主成分として含有し且つ空隙構造を有する熱電変換層を積層してなる熱電
変換素子が開示されている。
【０００３】
一方、有機材料を用いた熱電変換材料の研究では、主に、導電性高分子化合物の薄膜に
おいて、高分子化合物の種類を変えることで熱電変換効率の上昇を試みる探索が行われて
いる（例えば非特許文献５等）。
また、特許文献２には、中空粒子と導電性高分子とを含有する熱電変換層を備える熱電
変換素子が開示され、特許文献３には、π共役系導電性高分子および水を含む混合溶液を
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霧化して混合溶液の微粒子を基板に付着させて乾燥させる熱電変換材料の製造方法が開示
されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第２０１３／０５８３２７号
【特許文献２】特開２０１５−３８９６１号公報
【特許文献３】特開２０１６−１７１１号公報
【非特許文献】
【０００５】
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【非特許文献１】Science, 320, 634‑638 (2008) .
【非特許文献２】Nature, 508, 373‑377 (2014).
【非特許文献３】Adv. Mater., 19, 1043‑1053 (2007).
【非特許文献４】Appl. Phys. Lett., 73, 178‑180 (1998).
【非特許文献５】Energy Environ. Sci. 6, 788‑792 (2013).
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
前記の通り、有機材料を用いた熱電変換材料の研究は、主に、導電性高分子化合物の薄
膜について行われている。しかし、導電性高分子化合物の薄膜は、一般的に薄く、かつ、
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熱伝導率が高いことにより、薄膜の両面に温度差をつけても熱が伝わりやすいため、高い
熱電変換性能を実現することは難しい。
【０００７】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものである。
即ち、本発明の課題は、熱電変換性能の向上に適した熱電変換材料及び熱電変換材料の
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】
【０００８】
本発明者等は鋭意検討した結果、熱電変換材料の多孔構造における空隙の割合を６０体
積％以上とすることにより、上記課題を解決できることを見出し、本発明を完成させた。
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即ち、上記課題を解決するための具体的手段には、以下の態様が含まれる。
【０００９】
＜１＞

導電性高分子化合物を含む多孔構造を有し、

前記多孔構造における空隙の割合が６０体積％以上である熱電変換材料。
＜２＞

前記空隙の数平均径は３００μｍ以下である＜１＞に記載の熱電変換材料。

【００１０】
＜３＞

前記導電性高分子化合物を含む組成物の凍結乾燥体である＜１＞又は＜２＞に記

載の熱電変換材料。
＜４＞

前記導電性高分子化合物が繊維状である＜１＞〜＜３＞のいずれか１つに記載の

熱電変換材料。
＜５＞
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前記空隙の割合が９０体積％以上である＜３＞又は＜４＞に記載の熱電変換材料

。
＜６＞

前記空隙の数平均径は１００μｍ以上２２０μｍ以下である＜３＞〜＜５＞のい

ずれか１つに記載の熱電変換材料。
【００１１】
＜７＞

前記導電性高分子化合物を含む組成物の発泡体である＜１＞又は＜２＞に記載の

熱電変換材料。
＜８＞

前記空隙の数平均径は１５μｍ以上１００μｍ以下である＜７＞に記載の熱電変

換材料。
【００１２】
＜９＞
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導電性高分子化合物と溶媒とを含む凍結乾燥用組成物を凍結する凍結工程と、

凍結された前記凍結乾燥用組成物を乾燥し、空隙の割合が６０体積％以上の多孔構造を
形成する乾燥工程と、
を有する熱電変換材料の製造方法。
＜１０＞

前記凍結工程は、液体窒素により前記凍結乾燥用組成物を凍結する工程である

、＜９＞に記載の熱電変換材料の製造方法。
＜１１＞

導電性高分子化合物と発泡剤とを含む発泡用組成物中の前記発泡剤を発泡させ

て気泡を生成し、空隙の割合が６０体積％以上の多孔構造を形成する発泡工程を備えた熱
電変換材料の製造方法。
＜１２＞

前記発泡剤は超臨界二酸化炭素である＜１１＞に記載の熱電変換材料の製造方
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法。
【発明の効果】
【００１３】
本発明によれば、熱電変換性能の向上に適した熱電変換材料及び熱電変換材料の製造方
法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施形態における凍結乾燥体の一例について断面を観測して得られたＳ
ＥＭ画像である。
【図２】本発明の実施形態における凍結乾燥体の他の一例について断面を観測して得られ
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たＳＥＭ画像である。
【図３】本発明の実施形態における発泡体の一例について断面を観測して得られたＳＥＭ
画像である。
【図４】本発明の実施形態における発泡体の他の一例について断面を観測して得られたＳ
ＥＭ画像である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
以下、本発明の実施形態について説明する。
本明細書中において、「〜」を用いて表される数値範囲は、「〜」の前後に記載される
数値を下限値及び上限値として含む範囲を意味する。
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【００１６】
〔熱電変換材料〕
本実施形態の熱電変換材料は、導電性高分子化合物を含む多孔構造を有し、前記多孔構
造における空隙の割合（以下「空隙率」ともいう）が６０体積％以上である。
本実施形態では、上記構成とすることより、熱電変換性能の向上に適した熱電変換材料
が得られる。
導電性高分子化合物を用いた材料において、例えば導電性の向上を目的とする場合、空
隙が多くなりすぎると導電率が下がりやすいため、空隙を減らすことで材料の性能を向上
させようとすることが一般的である。しかし、本発明者らは、熱電変換材料に関しては、
むしろ空隙率を６０体積％以上にまで高い値にすることで、熱電変換性能の向上に適した
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熱電変換材料が得られることを見出した。
【００１７】
ここで、「空隙」とは、室温（２５℃）において固体又は液体である物質が存在しない
領域を言う。なお、空隙には気体が存在してもよい。
つまり、空隙は、真空の領域又は気体が充填された領域であるため、導電性高分子化合
物を含む固形部（つまり、空隙以外の領域）に比べて熱伝導率が低い。そして本実施形態
の熱電変換材料は、空隙率の低いものと比べて熱伝導率の低い空隙を多く含むため、熱電
変換材料全体としての熱伝導率も低くなる。
熱電変換材料では、ゼーベック係数が大きく、導電率が高く、かつ、熱伝導率が低いほ
ど、熱電変換性能が高くなる。そして本実施形態の熱電変換材料は、例えばキャスト膜の
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ように空隙を有さない熱電変換材料や、空隙率の小さい熱電変換材料に比べて熱伝導率が
低い。そのため本実施形態の熱電変換材料では、熱伝導率の低い熱電変換材料に比べて、
熱電変換性能の向上に適していると考えられる。
【００１８】
その上、本実施形態の熱電変換材料は、空隙を多く含むため、空隙を含まない同じ質量
の導電性高分子化合物の薄膜（例えばキャスト膜）に比べて、膜厚を厚くすることができ
る。したがって、本実施形態の熱電変換材料は、同じ質量の導電性高分子化合物を用い、
かつ、空隙率の低い熱電変換材料に比べて、熱伝導率が低く、かつ、厚いことにより、両
面に温度差をつけても熱が伝わりにくい（すなわち断熱性が高い）。そして、熱電変換材
料の断熱性が高いと、温度差が維持されやすいため、より熱電変換材料として適している
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と考えられる。
【００１９】
なお、空隙としては、例えば、後述する凍結乾燥体における溶媒除去痕のほか、後述す
る発泡体における気泡痕等が挙げられる。
空隙率の測定及び算出方法は、以下の通りである。具体的には、まず、試料をミクロト
ームにより切断し、その断面を走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ、ＪＥＯＬ社製、型番：ＪＳＭ
−６５１０）によって１００〜１５００倍で撮影し、ＳＥＭ画像を得て、ＳＥＭ画像から
多孔構造を有することを確認する。次に、得られたＳＥＭ画像を画像解析ソフト（ｐｉｃ
ｋｍａｐ３２−２．４）により二値化し、空隙の面積と固形部の面積とを求め、その割合
10

から空隙率を算出する。
なお、空隙率としては、例えば、６０体積％以上９９．７体積％以下が好ましい。
【００２０】
空隙の数平均径としては、例えば３００μｍ以下が好ましい。空隙率を高くすると、空
隙率の低いものに比べて熱電変換材料全体としてのゼーベック係数及び導電率が下がる場
合があるが、空隙の数平均径を小さくすることでゼーベック係数の低下及び導電率の低下
が抑制される。その理由は定かではないが、径の大きい空隙は導電性高分子化合物の導電
パスを阻害しやすいが、空隙の数平均径を小さくすることで、導電性高分子化合物の導電
パスの数が増え、ゼーベック係数の低下及び導電率の低下が抑制され、より熱電変換性能
の向上に適していると推測される。
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【００２１】
空隙の数平均径の測定及び算出方法は、以下の通りである。具体的には、まず、上記空
隙率の測定と同様に、試料をミクロトームにより切断した断面のＳＥＭ画像を得る。次に
、得られたＳＥＭ画像を、画像解析ソフト（Ｉｍａｇｅ

Ｊ）により粒子解析を行い、空

隙の数平均径（具体的には、５００〜１０００個の空隙における径の数平均）を算出する
。
なお、空隙が円形ではない場合、空隙と面積が等しい円の径を算出し、その値を「径」
とする。
なお、空隙の数平均径としては、ゼーベック係数の低下抑制及び導電率の低下抑制の観
点から、１０μｍ以上２５０μｍ以下が好ましく、１５μｍ以上２２０μｍ以下がより好
ましく、１５μｍ以上２００μｍ以下がさらに好ましく１８μｍ以上１５０μｍ以下が特
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に好ましい。
【００２２】
本明細書中において、「導電性高分子化合物」とは、ドーパントによるドーピング（す
なわち、少量の電子受容性物質又は電子供与物質の添加）によって導電性を示す高分子化
合物を言う。
導電性高分子化合物としては、例えば共役系高分子化合物が挙げられ、具体的には、例
えば、ポリアセチレン等の脂肪族共役系高分子化合物、ポリ（ｐ−フェニレン）等の芳香
族共役系高分子化合物、ポリ（ｐ−フェニレンビニレン）等の混合型共役系高分子化合物
、ポリピロール及びポリチオフェン等の複素環共役系高分子化合物、ポリアニリン等の含
ヘテロ原子共役系高分子化合物、並びにこれらの誘導体等が挙げられる。これらの導電性
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高分子化合物は、１種を単独で用いてもよく、２種以上を組み合わせて用いてもよい。
【００２３】
これらの中でも、導電性高分子化合物としては、熱電変換性能の観点から、複素環共役
系高分子化合物及び含ヘテロ原子共役系高分子化合物等のヘテロ原子を有する高分子化合
物が好ましい。
また、ヘテロ原子を有する高分子化合物としては、ポリチオフェン系高分子化合物、ポ
リアニリン系高分子化合物、ポリピロール系高分子化合物が好ましい。
ポリチオフェン系高分子化合物の具体例としては、ポリチオフェン、ポリ(３−アルキ
ルチオフェン)、ポリ(３−チオフェン−β−エタンスルホン酸)、ポリアルキレンジオキ
シチオフェン等が挙げられる。また、ポリアルキレンジオキシチオフェンとしては、例え
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ば、ポリエチレンジオキシチオフェン（以下「ＰＥＤＯＴ」ともいう）、ポリプロピレン
ジオキシチオフェン、ポリ（エチレン／プロピレン）ジオキシチオフェン等が挙げられる
。
ポリアニリン系高分子化合物の具体例としては、ポリアニリン、ポリメチルアニリン、
ポリメトキシアニリン等が挙げられる。
ポリピロール系高分子化合物の具体例としては、ポリピロール、ポリ３−メチルピロー
ル、ポリ３−オクチルピロール等が挙げられる。
【００２４】
これらの中でも、導電性高分子化合物としては、硫黄原子を有する高分子化合物が好ま
しく、ポリチオフェン系高分子化合物がより好ましく、ポリアルキレンジオキシチオフェ
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ンがさらに好ましく、ＰＥＤＯＴが特に好ましい。
【００２５】
導電性高分子化合物の重量平均分子量は、導電性高分子化合物の種類によっても異なり
、特に限定されないが、例えば１０００以上２０００００以下が挙げられる。また、ＰＥ
ＤＯＴの重量平均分子量としては、例えば１０００以上２５００以下が挙げられる。
なお、上記重量平均分子量は、ゲル浸透クロマトグラフィー（ＧＰＣ）により測定され
た値である。
【００２６】
熱電変換材料は、導電性高分子化合物に導電性を付与するドーパントを含んでもよい。
ドーパントとしては、例えばポリアニオン等が挙げられる。ポリアニオンの具体例とし
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ては、例えば、ポリビニルスルホン酸イオン、ポリスチレンスルホン酸イオン（以下「Ｐ
ＳＳ」ともいう）、ポリアリルスルホン酸イオン、ポリアクリル酸エチルスルホン酸イオ
ン、ポリアクリル酸ブチルスルホン酸イオン、ポリ−２−アクリルアミド−２−メチルプ
ロパンスルホン酸イオン、ポリイソプレンスルホン酸イオン等のスルホ基を有する重合体
のポリアニオンのほか、ポリビニルカルボン酸イオン、ポリスチレンカルボン酸イオン、
ポリアリルカルボン酸イオン、ポリアクリルカルボン酸イオン、ポリメタクリルカルボン
酸イオン、ポリ−２−アクリルアミド−２−メチルプロパンカルボン酸イオン、ポリイソ
プレンカルボン酸イオン、ポリアクリル酸イオン等が挙げられる。
なお、ポリアニオンは、単独重合体のイオンであってもよく、共重合体のイオンであっ
てもよく、ポリアニオンの重量平均分子量としては、例えば５０００以上１５００００以
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下が挙げられる。
【００２７】
また、ドーパントとして、その他にも、４−フッ化ホウ酸イオン（ＢＦ４ー）、ｐ−ト
ルエンスルホン酸イオン（以下「ＴＯＳ」ともいう）、アントラキノン−２−スルホン酸
イオン、トリイソプロピルナフタレンスルホン酸イオン、ポリビニルスルホン酸イオン、
アルキルベンゼンスルホン酸イオン（例えばドデシルベンゼンスルホン酸イオン等）、ア
ルキルスルホン酸イオン、カンファースルホン酸イオン等のスルホン酸イオンのほか、ｎ
−プロピルリン酸イオン、過塩素酸イオン（ＣｌＯ４ー）、ヘキサフルオロリン酸イオン
（ＰＦ６ー）、ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドイオン（以下「ＢＴＦＭＳＩ
」ともいう）、塩化鉄イオン（ＦｅＣｌ４ー）、塩化金イオン（ＡｕＣｌ４ー）、塩化物
ー

イオン（Ｃｌ
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）、硫化物イオン（ＳＯ４

２ー

）、ヨウ素イオン、リン酸イオン等が挙げ

られる。
【００２８】
導電性高分子化合物１００質量部に対するドーパントの添加量は、導電性高分子化合物
及びドーパントの種類によっても異なるが、例えば１００質量部以上１０００質量部以下
が挙げられる。特に、導電性高分子化合物がＰＥＤＯＴであり、かつ、ドーパントがＰＳ
Ｓである場合、導電性高分子化合物１００質量部に対するドーパントの添加量は、熱電変
換材料の導電率向上の観点から、２５０質量部以上６００質量部以下が好ましい。
【００２９】
導電性高分子化合物とドーパントとの組み合わせとしては、例えば、ポリチオフェン−
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ＣｌＯ４、ポリチオフェン−ＢＦ４、ポリチオフェン−ＰＦ６、ポリチオフェン−ＦｅＣ
ｌ４、ポリチオフェン−ＡｕＣｌ４、ポリチオフェン−ヨウ素、ポリ(３−アルキルチオ
フェン)−ＣｌＯ４、ポリ(３−アルキルチオフェン)−ＢＦ４、ポリ(３−アルキルチオフ
ェン)−ＰＦ６、ポリ(３−アルキルチオフェン)−ＦｅＣｌ４、ポリ(３−アルキルチオフ
ェン)−ＡｕＣｌ４、ポリ(３−アルキルチオフェン)−ヨウ素、ＰＥＤＯＴ−ＰＳＳ、Ｐ
ＥＤＯＴ−ＴＯＳ、ＰＥＤＯＴ−ＢＴＦＭＳＩ、ＰＥＤＯＴ−ＣｌＯ４、ＰＥＤＯＴ−Ｂ
Ｆ４、ＰＥＤＯＴ−ＰＦ６、ＰＥＤＯＴ−Ｃｌ、ＰＥＤＯＴ−ＳＯ４、ポリアニリン−ア
ルキルベンゼンスルホン酸、ポリアニリン−カンファースルホン酸、ポリアニリン−Ｃｌ
、ポリアニリン−ＳＯ４、ポリアニリン−リン酸、ポリピロール−ＣｌＯ４、ポリピロー
ル−ＢＦ４、ポリピロール−ＰＦ６、ポリピロール−ＦｅＣｌ４、ポリピロール−ＡｕＣ
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ｌ４、ポリピロール−アルキルベンゼンスルホン酸、ポリピロール−ヨウ素等が挙げられ
る。
【００３０】
上記の組み合わせの中でも、導電性高分子化合物とドーパントとの好ましい組み合わせ
としては、熱電変換性能の観点から、共役系高分子化合物がポリチオフェン系高分子化合
物であり、かつ、ドーパントがスルホ基を有する重合体のポリアニオン及びスルホン酸イ
オンの少なくとも一種である組み合わせが挙げられる。また、これらの中でも、導電性高
分子化合物とドーパントとのより好ましい組み合わせとしては、ＰＥＤＯＴ−ＰＳＳ、Ｐ
ＥＤＯＴ−ＴＯＳ、ＰＥＤＯＴ−ＢＴＦＭＳＩ、ＰＥＤＯＴ−ＣｌＯ４、ＰＥＤＯＴ−Ｂ
Ｆ４、ＰＥＤＯＴ−ＰＦ６が挙げられ、さらに好ましくはＰＥＤＯＴ−ＰＳＳ、ＰＥＤＯ
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Ｔ−ＴＯＳであり、特に好ましくはＰＥＤＯＴ−ＰＳＳである。
【００３１】
熱電変換材料は、導電性高分子化合物及びドーパント以外に、添加剤としてその他の成
分を含んでもよい。
その他の成分としては、例えば、導電性高分子化合物の二次ドーパント、フィラー（無
機粒子、金属単体粒子、有機系粒子等）等が挙げられる。
【００３２】
導電性高分子化合物の二次ドーパントとしては、例えば、エチレングリコール、ジメチ
ルスルホキシド等が挙げられる。
熱電変換材料が上記二次ドーパントを含む場合、導電性高分子化合物１００質量部に対
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する二次ドーパントの添加量は、導電性高分子化合物及び二次ドーパントの種類や組み合
わせによっても異なるが、例えば１００００質量部以上２００００質量部以下の範囲が挙
げられる。
【００３３】
熱電変換材料の形状は、使用目的に応じて適宜選択され、特に限定されるものではない
が、例えば膜状のもの等が挙げられる。熱電変換材料が膜状である場合、厚みとしては、
例えば、１μｍ以上３０００μｍ以下が挙げられ、断熱性の観点から、２００μｍ以上３
０００μｍ以下が好ましく、１０００μｍ以上３０００μｍ以下がより好ましい。
【００３４】
本実施形態の熱電変換材料としては、例えば、前記導電性高分子化合物を含む組成物の
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凍結乾燥体（以下単に「凍結乾燥体」ともいう）又は前記導電性高分子化合物を含む組成
物の発泡体（以下単に「発泡体」ともいう）が挙げられる。
凍結乾燥体又は発泡体であり、かつ、空隙率を前記範囲とすることで、ゼーベック係数
及び導電率を維持しつつ、断熱性が高くなるため、熱電変換性能の向上に適している。
【００３５】
例えば、導電性高分子化合物と中空粒子とを混合して得られた多孔質の薄膜では、中空
粒子の中空部のみを「空隙」として利用しており、高い空隙率の実現は難しい。特に、中
空粒子として導電性高分子化合物以外の材料で形成されたものを用いた場合、空隙率を高
くするほど、固形部における導電性高分子化合物及びドーパントの合計含有量が下がるた
め、ゼーベック係数及び導電率も下がりやすい。それに比べて凍結乾燥体及び発泡体では
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、高い空隙率を実現しやすく、かつ、固形部における導電性高分子化合物及びドーパント
の合計含有量の低下も抑制されるため、ゼーベック係数及び導電率を維持しつつ、断熱性
を高められる。
【００３６】
なお、多孔構造の固形部における導電性高分子化合物の含有量としては、例えば２０質
量％以上が挙げられ、ゼーベック係数の低下抑制及び導電率の低下抑制の観点から、２５
質量％以上が好ましく、３０質量％以上がさらに好ましい。
また、多孔構造の固形部における、導電性高分子化合物及びドーパントの合計含有量と
しては、例えば７０質量％以上が挙げられ、ゼーベック係数の低下抑制及び導電率の低下
抑制の観点から、９０質量％以上が好ましく、９５質量％以上がさらに好ましい。
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以下、本実施形態における熱電変換材料の一例として、凍結乾燥体及び発泡体について
それぞれ説明する。
【００３７】
＜凍結乾燥体＞
凍結乾燥体は、導電性高分子化合物を含む組成物（熱電変換材料がドーパントを含む場
合は、導電性高分子化合物及びドーパントを含む組成物）が凍結乾燥されたものである。
凍結乾燥体の一例を図１及び図２に示す。図１は、液体窒素を用いた凍結によって得られ
た凍結乾燥体の断面ＳＥＭ画像であり、図２は、−２０℃での凍結によって得られた凍結
乾燥体の断面ＳＥＭ画像である。
図１及び図２に示されるように、凍結乾燥体の形態としては、例えば、繊維状の導電性
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高分子化合物が集まった綿状構造体が挙げられる。
【００３８】
凍結乾燥体における空隙率は、断熱性の観点から、８０体積％以上９９．７体積％以下
が好ましく、９０体積％以上９９．７体積％以下がより好ましく、９５体積％以上９９．
５体積％以下がさらに好ましい。
凍結乾燥体における空隙率の制御は、例えば、後述する凍結乾燥用組成物全体に対する
導電性高分子化合物の含有量、凍結温度、凍結工程における降温速度等の調整によって行
われる。また、空隙率は、既述の方法により求められる。
【００３９】
凍結乾燥体における空隙の数平均径は、特に限定されないが、例えば３００μｍ以下が
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挙げられ、ゼーベック係数の低下抑制及び導電率の低下抑制の観点から、８０μｍ以上２
５０μｍ以下が好ましく、１００μｍ以上２２０μｍ以下がより好ましく、１００μｍ以
上２００μｍ以下がさらに好ましく、１１０μｍ以上１５０μｍ以下が特に好ましい。
凍結乾燥体における空隙の数平均径の制御は、例えば、後述する凍結乾燥用組成物全体
に対する導電性高分子化合物の含有量、凍結温度、凍結工程における降温速度等の調整に
よって行われる。また、数平均径は、既述の方法により求められる。
【００４０】
凍結乾燥体に含まれる導電性高分子化合物としては、例えば、前述の導電性高分子化合
物が挙げられ、好ましい導電性高分子化合物の種類も前述の通りである。
凍結乾燥体の多孔構造の固形部における、導電性高分子化合物及びドーパントの合計含
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有量は、９０質量％以上が好ましく、９５質量％以上がより好ましい。
特に凍結乾燥体は、凍結及び乾燥の工程を経ることで、添加剤を添加しなくても得られ
ることから、固形部における導電性高分子化合物及びドーパント以外の成分（添加剤）の
含有量を少なくしやすい。そして、固形部における導電性高分子化合物の含有量を高くす
ることで、空隙率を上げて断熱性を高めても、ゼーベック係数の低下及び導電率の低下が
抑制されると考えられる。
また凍結乾燥体は、導電性高分子化合物を含む組成物が凍結乾燥される過程において、
導電性高分子化合物が配向しやすいと考えられ、導電性高分子化合物が配向することで、
空隙率を上げて断熱性を高めても、導電率の低下が抑制されると推測される。
【００４１】
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−凍結乾燥体の製造方法−
凍結乾燥体である熱電変換材料は、例えば、導電性高分子化合物と溶媒とを含む凍結乾
燥用組成物を凍結する凍結工程と、凍結された凍結乾燥用組成物を乾燥する乾燥工程と、
を経ることで得られる。
【００４２】
（凍結乾燥用組成物）
凍結乾燥用組成物は、少なくとも導電性高分子化合物と溶媒とを含み、必要に応じてド
ーパントのほか、その他の添加物等を含んでもよい。ただし、得られた凍結乾燥体の固形
部における導電性高分子化合物及びドーパントの合計含有量を多くする観点からは、その
他の添加物が少ないほど好ましく、その他の添加物を添加しないことがより好ましい。

10

【００４３】
凍結乾燥用組成物に用いる導電性高分子化合物及びドーパントとしては、前述の導電性
高分子化合物及びドーパントが挙げられる。
凍結乾燥用組成物に用いる溶媒としては、水、ジメチルスルホキシド等が挙げられ、そ
の中でも水が好ましい。
必要に応じて凍結乾燥用組成物に用いられる添加剤としては、例えば、導電性高分子化
合物の二次ドーパント（例えば、エチレングリコール、ジメチルスルホキシド等）、フィ
ラー（無機粒子、金属単体粒子、有機系粒子等）等が挙げられる。
【００４４】
溶媒を含む凍結乾燥用組成物全体に対する導電性高分子化合物及びドーパントの合計含

20

有量としては、例えば０．２質量％以上１．３質量％以下が挙げられ、空隙の数平均径を
小さくする観点から、０．２質量％以上０．７質量％以下が好ましく、０．２質量％以上
０．５質量％以下がより好ましい。
また、添加剤として上記二次ドーパントを用いる場合、導電性高分子化合物及びドーパ
ントの合計１００質量部に対する二次ドーパントの添加量としては、例えば１００質量部
以上５００質量部以下の範囲が挙げられる。
【００４５】
（凍結工程）
凍結工程では、上記凍結乾燥用組成物を凍結することで、固体の凍結乾燥用組成物を得
る。具体的には、例えば、凍結乾燥用組成物を容器（例えばスクリュー管、シャーレ等）
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に入れた状態で凍結させる。凍結工程において用いられる容器の大きさ及び形状は、目的
とする凍結乾燥体の形状に応じて適宜選択される。
【００４６】
凍結温度は、凍結乾燥用組成物の凝固点よりも低い温度であれば限定されないが、例え
ば−１０℃以下が挙げられ、−２０℃以下が好ましく、−４０℃以下がより好ましく、−
１００℃以下がさらに好ましく、−１５０℃以下が特に好ましい。凍結温度の下限値は特
に限定されないが、例えば−２７０℃以上が挙げられ、−２００℃以上が好ましい。
なお、上記凍結温度は、凍結工程における凍結乾燥用組成物の環境温度であり、凍結乾
燥用組成物自体の温度が上記凍結温度に到達している必要はない。
【００４７】
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凍結方法としては、例えば、凍結乾燥用組成物を上記凍結温度に設定した冷凍庫で凍結
させる方法、凍結乾燥用組成物を液体窒素に浸漬させる方法等が挙げられる。その中でも
、凍結乾燥用組成物を液体窒素に浸漬させる方法により凍結を行うことが好ましく、それ
により導電率の高い凍結乾燥体が得られやすくなる。その理由は定かではないが、凍結温
度が低いことにより、凍結乾燥用組成物の降温速度が速くなり、繊維状の固形部が細く密
なネットワークを形成することにより、導電性高分子化合物の導電パスが多く形成される
ためと推測される。
凍結工程における凍結乾燥用組成物の降温速度としては、例えば、０．０２５℃／ｓ以
上２５℃／ｓ以下が挙げられ、２０℃／ｓ以上２５℃／ｓ以下が好ましい。
【００４８】
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凍結時間（すなわち、凍結乾燥用組成物を上記凍結温度の環境下におく時間）は、特に
限定されず、凍結温度にもよって異なる。凍結時間としては、例えば、液体窒素を用いた
凍結においては５秒以上３０秒以下の範囲が挙げられ、凍結温度を−２０℃に設定した冷
凍庫での凍結においては１２００秒以上６０００秒以下の範囲が挙げられる。
【００４９】
（乾燥工程）
乾燥工程では、凍結工程で得られた固体の凍結乾燥用組成物（すなわち、凍結された凍
結乾燥用組成物）を乾燥することで、凍結乾燥用組成物から溶媒を除去する。具体的には
、例えば、固体の凍結乾燥用組成物を減圧下におき、凍結乾燥用組成物に含まれる溶媒を
昇華させることで除去する。

10

なお、乾燥工程では、減圧下で乾燥を行ってもよく、減圧せずに大気圧下で乾燥を行っ
てもよい。
乾燥工程におけるゲージ圧力（大気圧との差）としては、例えば−０．１ＭＰａ（Ｇ）
以上０ＭＰａ（Ｇ）以下が挙げられる。
また、乾燥工程における温度としては、例えば２０℃以上５０℃以下が挙げられる。
なお、乾燥工程は、複数の段階を経て凍結乾燥用組成物を乾燥させる工程であってもよ
い。複数の段階を経る乾燥工程としては、例えば、凍結乾燥用組成物から気化された溶媒
を凝結させて捕集する一次乾燥工程と、一次乾燥工程を経た凍結乾燥用組成物に残留した
溶媒を除去する二次乾燥工程と、を経る乾燥工程等が挙げられる。
【００５０】

20

＜発泡体＞
発泡体は、導電性高分子化合物を含む組成物（熱電変換材料がドーパントを含む場合は
、導電性高分子化合物及びドーパントを含む組成物）が気泡を含む状態で固化したもので
ある。発泡体の一例を図３及び図４に示す。図３は、発泡剤として炭酸水素ナトリウムを
用い１６０℃に加熱して発泡させた発泡体の断面ＳＥＭ画像であり、図４は、発泡剤とし
てアゾジカルボンアミドを用い１６０℃に加熱して発泡させた発泡体の断面ＳＥＭ画像で
ある。
発泡体の形態としては、例えば、独立気泡を含む形態のほか、連続気泡を含む形態が挙
げられる。発泡体である熱電変換材料としては、断熱性と導電性とを両立させる観点から
、独立気泡を含む形態であることが好ましい。
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【００５１】
発泡体の多孔構造における空隙率は、６０体積％以上であり、断熱性、導電率、及び膜
強度の観点から、６０体積％以上９０体積％以下が好ましく、６０体積％以上７０体積％
以下がより好ましく、６０体積％以上６５体積％以下がさらに好ましい。
発泡体における空隙率の制御は、例えば、後述する発泡用組成物に添加する発泡剤の種
類、発泡用組成物全体に対する発泡剤の含有量、発泡温度、発泡時間等の調整によって行
われる。また、空隙率は、既述の方法により求められる。
【００５２】
発泡体における空隙の数平均径は、特に限定されないが、例えば３００μｍ以下が挙げ
られ、ゼーベック係数の低下抑制及び導電率の低下抑制の観点から、１０μｍ以上１５０
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μｍ以下が好ましく、１５μｍ以上１００μｍ以下がより好ましく、１５μｍ以上３０μ
ｍ以下がさらに好ましい。
発泡体における空隙の数平均径の制御は、例えば、後述する発泡用組成物に添加する発
泡剤の種類、発泡用組成物全体に対する発泡剤の含有量、発泡温度、発泡時間等の調整に
よって行われる。また、数平均径は、既述の方法により求められる値である。
【００５３】
発泡体に含まれる導電性高分子化合物としては、例えば、前述の導電性高分子化合物が
挙げられ、好ましい導電性高分子化合物の種類も前述の通りである。
また、発泡体がドーパントを含む場合、ドーパントとしては、例えば前述のドーパント
が挙げられ、導電性高分子化合物とドーパントとの好ましい組み合わせも前述の通りであ
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る。
発泡体の固形部における、導電性高分子化合物及びドーパントの合計含有量は、７０質
量％以上が好ましく、９０質量％以上がより好ましく、９５質量％以上がさらに好ましい
。
なお、発泡体は、導電性高分子化合物を含む組成物中に気泡が生成する過程において、
導電性高分子化合物が特定の方向に延伸されることにより、導電性高分子化合物が配向し
たものが得られやすいと考えられる。そのため、発泡体は、空隙率を上げて断熱性を高め
ても、導電率の低下が抑制されると推測される。
【００５４】
10

−発泡体の製造方法−
発泡体である熱電変換材料は、例えば、導電性高分子化合物と発泡剤とを含む発泡用組
成物中において、発泡剤を発泡させて気泡を生成する発泡工程を経ることで得られる。
なお、目的の発泡体である熱電変換材料がドーパントを含む場合は、発泡用組成物は、
導電性高分子化合物とドーパントと発泡剤とを少なくとも含む。
【００５５】
（発泡剤）
発泡剤は、化学発泡剤でもよく、物理発泡剤でもよい。
化学発泡剤としては、例えば、有機系の熱分解型発泡剤、有機系の反応型発泡剤、無機
系の熱分解型発泡剤、無機系の反応型発泡剤等が挙げられるが、導電性高分子化合物のゼ
ーベック係数の低下及び導電率の低下を抑制する観点から、有機系の熱分解型発泡剤及び
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無機系の熱分解型発泡剤が好ましい。
有機系の熱分解型発泡剤としては、例えば、アゾジカーボンアミド（以下「ＡＤＣＡ」
ともいう）、Ｎ，Ｎ

−ジニトロペンタメチレンテトラミン、ベンゼンスルホニルホドラ

ジド、トルエンスルホニルヒドラジド、４，４

−オキシビスベンゼンスルホニルヒドラ

ジド等が挙げられる。
無機系の熱分解型発泡剤としては、例えば、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素アンモニウ
ム等の炭酸水素塩；炭酸アンモニウム等の炭酸塩；亜硝酸ナトリウム等の亜硝酸塩；等が
挙げられる。
物理発泡剤としては、例えば、炭化水素等の液化ガス；超臨界二酸化炭素、超臨界窒素
等の超臨界流体；等が挙げられる。
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【００５６】
発泡体の固形部における、導電性高分子化合物及びドーパントの合計含有量を多くする
観点からは、発泡剤は、物理発泡剤が好ましく、その中でも超臨界流体がより好ましく、
超臨界二酸化炭素がさらに好ましい。
また、発泡体における空隙率を高くする観点から、発泡剤は超臨界流体が好ましく、超
臨界二酸化炭素がより好ましい。発泡剤として超臨界流体を用いた場合、高圧下で発泡剤
を導電性高分子化合物に溶解させることで、大量の発泡剤が導電性高分子化合物に浸透し
やすく、空隙率の高い発泡体が得られやすいと考えられる。
また、発泡体における空隙率及び空隙の数平均径を制御しやすいという観点からは、発
泡剤は、炭酸水素ナトリウム、ＡＤＣＡ、超臨界二酸化炭素が好ましい。
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以下、発泡体の製造方法の一例として、発泡剤として炭酸水素ナトリウム等の化学発泡
剤を用いる場合、及び発泡剤として超臨界二酸化炭素を用いる場合について、それぞれ説
明する。
【００５７】
（化学発泡剤を用いた発泡体の製造方法）
発泡剤として化学発泡剤を用いた場合、発泡体の製造方法としては、導電性高分子化合
物と（必要に応じてドーパントと）化学発泡剤とを含む発泡用組成物を準備し、例えば加
熱等によって発泡用組成物に含まれる化学発泡剤を発泡させ、発泡体を得る方法が挙げら
れる。
発泡用組成物としては、例えば、導電性高分子化合物と（必要に応じてドーパントと）
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化学発泡剤と溶媒とを含む混合液を基材に塗布して塗布層を形成し、塗布層を乾燥させて
溶媒を除去することで得られたものが挙げられる。
【００５８】
なお、発泡工程に用いる発泡用組成物が溶媒を含んでいてもよい。具体的には、例えば
、導電性高分子化合物と（必要に応じてドーパントと）化学発泡剤と溶媒とを含む混合液
を基材に塗布して塗布層を形成し、塗布層から溶媒を除去していく過程において、塗布層
を発泡用組成物として加熱することで発泡剤を発泡させてもよい。
【００５９】
上記混合液に用いられる溶媒は、導電性高分子化合物及び発泡剤の種類等に応じて適宜
選択されるが、例えば、水、ジメチルスルホキシド等の有機溶媒、これらの混合物等が挙

10

げられる。
上記混合液は、必要に応じてその他の添加剤を含んでもよい。その他の添加剤としては
、例えば、導電性高分子化合物の二次ドーパント（例えば、エチレングリコール、ジメチ
ルスルホキシド等）、発泡助剤（尿素、酢酸亜鉛等）、フィラー（無機粒子、金属単体粒
子、有機系粒子等）等が挙げられる。
【００６０】
混合液全体に対する導電性高分子化合物及びドーパントの合計含有量としては、例えば
０.５質量％以上１．７質量％以下が挙げられ、１．０質量％以上１．７質量％以下が好
ましく、１．０質量％以上１．３質量％以下がより好ましい。
導電性高分子化合物及びドーパントの合計１００質量部に対する発泡剤の添加量として
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は、発泡剤の種類によっても異なるが、例えば２５質量部以上５０質量部以下の範囲が挙
げられる。
なお、発泡剤を発泡させる際の加熱温度、加熱時間、及び圧力は、発泡剤の種類等によ
って適宜選択される。
【００６１】
（超臨界二酸化炭素を用いた発泡体の製造方法）
発泡剤として超臨界二酸化炭素を用いた場合、発泡体の製造方法としては、例えば、以
下の方法が挙げられる。
まず、導電性高分子化合物（及び必要に応じてドーパント）を含む組成物を準備し、前
記組成物を超臨界二酸化炭素環境下に置いて超臨界二酸化炭素を前記組成物に浸透させる
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ことで、導電性高分子化合物と（必要に応じてドーパントと）超臨界二酸化炭素とを含む
発泡用組成物を得る。そして、圧力低下又は加熱によって、発泡用組成物に含まれる超臨
界二酸化炭素を発泡させ、発泡させる。
【００６２】
上記導電性高分子化合物（及び必要に応じてドーパント）を含む組成物としては、例え
ば、導電性高分子化合物と（必要に応じてドーパントと）溶媒とを含む混合液を基材に塗
布して塗布層を形成し、塗布層を乾燥させて溶媒を除去することで得られたものが挙げら
れる。
上記混合液に用いられる溶媒は、導電性高分子化合物及び発泡剤の種類等に応じて適宜
選択されるが、例えば、水、ジメチルスルホキシド等の有機溶媒、これらの混合物等が挙
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げられる。
上記混合液は、必要に応じてその他の添加剤を含んでもよい。その他の添加剤としては
、例えば、導電性高分子化合物の二次ドーパント（例えば、エチレングリコール、ジメチ
ルスルホキシド等）、超臨界二酸化炭素の溶解度を増大させるエントレーナー（例えば、
ポリエチレングリコール等）、フィラー（無機粒子、金属単体粒子、有機系粒子等）等が
挙げられる。
混合液全体に対する導電性高分子化合物及びドーパントの合計含有量としては、例えば
１．０質量％以上１．７質量％以下が挙げられ、１．０質量％以上１．５質量％以下が好
ましく、１．０質量％以上１．３質量％以下がより好ましい。
【００６３】
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超臨界二酸化炭素環境下における圧力としては、例えば５ＭＰａ以上５０ＭＰａ以下が
挙げられる。また、超臨界二酸化炭素環境下における温度としては、例えば１０℃以上２
００℃以下の範囲が挙げられる。前記組成物を超臨界二酸化炭素環境下に置く時間として
は、例えば１分以上１０時間以下が挙げられる。
超臨界二酸化炭素の発泡を圧力低下によって行う場合、圧力低下速度としては、例えば
、０．１ＭＰａ／分以上２０ＭＰａ／分以下の範囲が挙げられる。なお、圧力低下によっ
て超臨界二酸化炭素の発泡を行う場合、圧力を低下させる前又は後に、温度を低下させる
工程を経てもよい。温度を低下させる工程としては、例えば、等圧条件で急冷させる工程
が挙げられ、温度低下速度としては、例えば、１℃／分以上１００℃／分以下が挙げられ
10

る。
【００６４】
＜熱電変換材料の用途＞
本実施形態の熱電変換材料の用途としては、例えば、温度差を利用して発電する発電機
や電源等に用いられる熱電変換素子等が挙げられる。
熱電変換素子としては、例えば、基板と、基板上に形成され本実施形態の熱電変換材料
からなる熱電変換層と、電極と、含む熱電変換素子等が挙げられる。
【実施例】
【００６５】
以下、本発明を実施例により更に具体的に説明するが、本発明はその主旨を越えない限
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り、以下の実施例に限定されるものではない。
【００６６】
本実施例における、空隙率及び空隙の数平均径の測定及び算出方法は前述の通りである
。
また、本実施形態における、ゼーベック係数、熱伝導率、及び導電率の測定方法、並び
にこれらの算出方法は以下の通りである。
【００６７】
−ゼーベック係数及び導電率−
得られた熱電変換材料に、導電性接着剤（藤倉化成社製、ドータイト）を用いて電極を
２つ形成した試料（電極間距離：５ｍｍ）を用いて、熱起電力測定及び電流−電圧測定（
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Ｉ−Ｖ測定）を行った。
具体的には、実験チャンバーとして、ＰＦＥＩＦＦＥＲ社製の真空装置ＴＳＨ０７１Ｅ
（ダイアフラムポンプとターボポンプを組み合わせたもの）を用い、チャンバー中の真空
度を１０−５Ｐａまで到達させた。岩谷産業社製クライオミニコンプレッサーＣＡ１１２
型とＬａｋｅｓｈｏｒｅ社製の温度制御装置Ｍｏｄｅｌ３３１を用いて、試料を乗せたス
テージ上の温度コントロールを行った。また、試料の高温側の温度を制御するヒーターと
してＣＨＩＮＯ社製の温度制御装置ＤＢ１０００を用いてチャンバー内を加熱しながら電
気物性を測定した。なお、冷凍機の振動が試料を乗せたステージに伝わらないように除振
台を用いた。
【００６８】
電圧計として、ＫＥＩＴＨＬＥＹ社製２１８２Ａ（測定可能電圧域：１ｎＶ〜１００Ｖ
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）を用い、２つの電極間の温度差がΔＴ＝２Ｋ、４Ｋ、６Ｋ、及び８Ｋである場合におけ
る熱起電力の値を測定してプロットし、その線形性からゼーベック係数を算出した。
また、二端子法でのＩ−Ｖ測定装置として、ＫＥＩＴＨＬＥＹ社製６４３０（測定可能
電圧域：１μＶ〜１１０Ｖ、測定可能電流域：１０ａＡ〜１００ｍＡ）を用いた。Ｉ−Ｖ
測定の制御は、ＰＣ上のＬａｂＶＩＥＷ（Ｎａｔｉｏｎａｌ

Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社

）を用いてＧＰ−ＩＢケーブルを通じて行った。Ｉ−Ｖ測定から得られた抵抗値と電極間
距離と試料の断面積とを用いて導電率を算出した。なお、試料の断面積は、マイクロメー
ターを用いて測定された試料の膜厚と、試料幅と、ＳＥＭ画像の解析で求めた固形部の面
積率と、を用いて算出した固形部のみの断面積とした。
【００６９】
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−熱伝導率−
熱拡散率、定圧比熱容量、及び密度をそれぞれ測定し、それらの積として熱伝導率を求
めた（すなわち、熱伝導率＝熱拡散率×定圧比熱容量×密度）。
具体的には、熱拡散率は、測定装置としてａｉ−Ｐｈａｓｅ（日立ハイテク製）を用い
、周期加熱法により測定した。
定圧比熱容量は、示差走査熱量測定装置（ｔｈｅｒｍｏ ｐｌｕｓ ＤＳＣ ８２３０、
リガク製）を用いて測定した。標準試料は、ＤＳＣ用標準試料のアルミナ（リガク製）を
用いた。
密度は、体積法により測定し、固体部分及び流体部分の密度については、それぞれＰＥ
ＤＯＴ：ＰＳＳキャスト膜及び空気の密度の文献値を用いた。
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【００７０】
〔実施例Ａ１〕
＜凍結乾燥体Ａ１の製造＞
凍結乾燥機（ＥＹＥＬＡ社製、型番：ＦＤＵ−１２００）を用いて、以下のようにして
凍結乾燥を行った。
具体的には、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ水分散液（Ｃｌｅｖｉｏｓ製、ＰＨ５００、固形分濃
度：１．０〜１．３質量％、質量比（ＰＥＤＯＴ（導電性高分子化合物）：ＰＳＳ＝１：
２．５））を蒸留水で５倍に希釈した分散液を、スクリュー管に入れて液体窒素に３０秒
浸漬することにより凍結し（凍結工程）、乾燥させることで多孔構造を形成した（乾燥工
程）。

20

なお、凍結工程における降温速度は２０℃／ｓであり、乾燥工程におけるゲージ圧力は
−０．１ＭＰａ（Ｇ）、乾燥工程における温度は１５℃であった。
得られた凍結乾燥体は、膜状で厚みが１９００μｍであった。
得られた凍結乾燥体をミクロトームにより切断した断面のＳＥＭ画像を図１に示す。
また、得られた凍結乾燥体について前述の方法で測定した多孔構造の有無及び空隙率、
空隙の数平均径、ゼーベック係数、導電率、並びに熱伝導率を表１に示す。
【００７１】
〔実施例Ａ２〕
＜凍結乾燥体Ａ２の製造＞
凍結工程において、分散液をスクリュー管に入れて液体窒素に浸漬する代わりに、分散
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液をシャーレに入れて冷凍庫内で凍結させた以外は、実施例Ａ１と同様にして、凍結乾燥
体を得た。
なお、凍結工程における凍結温度は−２０℃、凍結工程における凍結時間は３０分、凍
結工程における降温速度は０．０２２℃／ｓ、乾燥工程におけるゲージ圧力は−０．１Ｍ
Ｐａ（Ｇ）、乾燥工程における温度は１５℃であり、得られた凍結乾燥体は、膜状で厚み
が１０４６μｍであった。
また、得られた凍結乾燥体について前述の方法で測定した多孔構造の有無及び空隙率、
空隙の数平均径、ゼーベック係数、導電率、並びに熱伝導率を表１に示す。
【００７２】
〔実施例Ａ３〕
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＜凍結乾燥体Ａ３の製造＞
ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ水分散液（Ｃｌｅｖｉｏｓ製、ＰＨ５００）を蒸留水で２倍に希釈
した以外は、実施例Ａ２と同様にして、凍結乾燥体を得た。
なお、凍結工程における凍結温度は−２０℃、凍結工程における凍結時間は３０分、凍
結工程における降温速度は０．０２２℃／ｓ、乾燥工程におけるゲージ圧力は−０．１Ｍ
Ｐａ（Ｇ）、乾燥工程における温度は１５℃であった。
得られた凍結乾燥体は、膜状で厚みが１０５９μｍであった。得られた凍結乾燥体をミ
クロトームにより切断した断面のＳＥＭ画像を図２に示す。
また、得られた凍結乾燥体について前述の方法で測定した多孔構造の有無及び空隙率、
空隙の数平均径、ゼーベック係数、導電率、並びに熱伝導率を表１に示す。
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【００７３】
〔実施例Ａ４〕
＜凍結乾燥体Ａ４の製造＞
ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ水分散液（Ｃｌｅｖｉｏｓ製、ＰＨ５００）を蒸留水で２倍に希釈
した以外は、実施例Ａ１と同様にして、凍結乾燥体を得た。
なお、凍結工程における降温速度は２０℃／ｓであった。
得られた凍結乾燥体について前述の方法で多孔構造の有無及び空隙率、並びに空隙の数
平均径を測定したところ、多孔構造は有り、空隙率は９０．０体積％、空隙の数平均径は
２３．５μｍであった。
10

【００７４】
〔実施例Ｂ１〕
＜発泡体Ｂ１の製造＞
ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ水分散液（Ｃｌｅｖｉｏｓ製

ＰＨ５００）１ｍｌに、炭酸水素ナ

トリウム（国産化学株式会社製、試薬特級）０．０４８ｇを蒸留水０．５ｍｌに溶解した
ものを混合し混合液を得た。得られた混合液４００μｌを、ポリテトラフルオロエチレン
製の基板上にキャストし、真空乾燥を行い成膜した。
得られた膜を、ゲージ圧力−０．１ＭＰａ（Ｇ）の条件下で、２５℃から昇温速度５℃
／分で１６０℃まで昇温し、１６０℃で５分維持することで、発泡を行った。
得られた発泡体は、膜状で厚みが１００μｍであり、独立気泡を含む発泡体であった。
得られた発泡体をミクロトームにより切断した断面のＳＥＭ画像を図３に示す。
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また、得られた発泡体について前述の方法で測定した多孔構造の有無及び空隙率、空隙
の数平均径、ゼーベック係数、導電率、並びに熱伝導率を表１に示す。
【００７５】
〔実施例Ｂ２〕
＜発泡体Ｂ２の製造＞
ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ水分散液（Ｃｌｅｖｉｏｓ製

ＰＨ５００）１ｍｌに、アゾジカル

ボンアミド（ＡＤＣＡ、東京化成工業株式会社製）０．０１ｇをジメチルスルホキシド（
Ｓｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ製）０．２５ｍｌに溶解したものを混合し、さらに発泡助剤
である尿素（和光純薬工業株式会社製、試薬特級）０．００５ｇを溶解させ、混合液を得
た。得られた混合液４００μｌを、ポリテトラフルオロエチレン製の基板上にキャストし
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、真空乾燥を行い成膜した。
得られた膜を、ゲージ圧力−０．１ＭＰａ（Ｇ）の条件下で、２５℃から昇温速度５℃
／分で１６０℃まで昇温し、１６０℃で５分維持することで、発泡を行った。
得られた発泡体は、膜状で厚みが１００μｍであり、独立気泡を含む発泡体であった。
得られた発泡体をミクロトームにより切断した断面のＳＥＭ画像を図４に示す。
また、得られた発泡体について前述の方法で測定した多孔構造の有無及び空隙率、空隙
の数平均径、ゼーベック係数、導電率、並びに熱伝導率を表１に示す。
【００７６】
〔実施例Ｂ３〕
40

＜発泡体Ｂ３の製造＞
ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ水分散液（Ｃｌｅｖｉｏｓ

ＰＨ５００）１ｍｌに、ポリエチレン

グリコール１００００（Ｓｉｇｍａ−Ａｌｄｒｉｃｈ製）を１質量％となるように添加し
、ポリエチレングリコール１００００を溶解させ、混合液を得た。得られた混合液３００
μｌを、ポリテトラフルオロエチレン製の基板上にキャストして乾燥させ、乾燥した膜上
に混合液２００μlをキャストして乾燥させる工程を２回繰り返した。得られた試料を、
基板から剥がし、超臨界装置（Ｊａｓｃｏ社製、型番：ＳＣＦ−Ｇｅｔ、ＳＣＦ−Ｂｐｇ
）のサンプル容器の中に入れた。試料の入ったサンプル容器を超臨界装置のヒーターの中
に入れ、ヒーターの温度を５０〜１００℃に設定し、１時間温めた。二酸化炭素ガスを流
入し、１５〜２５ＭＰａで２時間保持した。その後、０℃、１５〜２５ＭＰａに等圧条件
で急冷した。その後、毎分０．５ＭＰａの速度で圧力を開放することで、発泡を行った。

50

(16)

JP 6798678 B2 2020.12.9

得られた発泡体は、膜状で厚みが２００μｍであり、独立気泡を含む発泡体であった。
また、得られた発泡体は、多孔構造を有し、空隙率が６０体積％以上であった。
【００７７】
〔比較例１〕
＜比較薄膜Ｃ１の製造＞
ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ水分散液（Ｃｌｅｖｉｏｓ

ＰＨ５００）３００μｌを、ポリテト

ラフルオロエチレン製の基板上にキャストして乾燥させ、乾燥した膜上に混合液２００μ
lをキャストして乾燥させる工程を２回繰り返し、積層された薄膜を得た。
得られた薄膜（キャスト膜）は、厚みが２００μｍであった。
また、得られた薄膜について前述の方法で測定した多孔構造の有無及び空隙率、空隙の

10

数平均径、ゼーベック係数、導電率、並びに熱伝導率を表１に示す。
【００７８】
【表１】

20

【００７９】
以上の結果より、実施例では、比較例に比べ、熱伝導率が低く、熱電変換性能の向上に
適した熱電変換材料が得られている。また、特に実施例Ａ１及び実施例Ｂ２では、他の実
施例に比べて、熱伝導率を下げつつ、ゼーベック係数の低下及び導電率の低下を抑制して
おり、より熱電変換性能の向上に適した熱電変換材料が得られていることが分かる。
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【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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