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 Inorganic/organic hybridization should be a promising concept for the future thermoelectric materials 
design. 2D-superlattice structure greatly reduces lattice (phonon) thermal conductivity, while polar 
molecules with the larger static dielectric constant in the organic layer give rise to the higher in-plane 
mobility of electrons within the TiS2 layers through a charge screening effect. Phonon thermal 
conductivity can also be reduced by long-range interactions with the dipole moment of polar molecules; 
namely it decreases with increasing static dielectric constant of polar molecules. Accordingly, the hybrid 
superlattice of TiS2(HA)x(H2O)y(DMSO)z (HA: hexylammonium, DMSO: dimethyl sulfoxide) 
demonstrated rather high power factor and ultralow thermal conductivity, both leading to high ZT 
(0.21@300K and 0.28@373K). Optimization of carrier concentration further enhanced ZT to 
0.24@300K and 0.33@413K. We have proposed such TiS2-based inorganic/organic hybrid superlattices 
as promising n-type thermoelectric materials for the new applications of flexible thermoelectric devices.

１．は　じ　め　に
　1980年代半ば頃から，エネルギー・環境問題に関連し
てビスマステルルでは対応できない中温～高温域で使え
る新材料の開発が始まり，1990年代に入ってから競争が
激化した．Dresselhausの低次元ナノ構造の提案（1993

年）1）とSlackのPhonon Glass-Electron Crystal（PGEC）2）

という考え方の提案（1995年），そしてその少し前
（1992年）にViningがZTには理論的限界がないことを
示してくれたことが 3），その後の新材料創製研究の大き
な支えとなった．低次元ナノ構造の提案は，その後超格
子材料・デバイスへの展開に加え，いわゆる “ナノ構造
工学”（Nanostructure Engineering）へと大きく広がり，
膨大な数の新しい物質・材料開発につながった．また
PGECの考え方からは，CoSb3系スカタルダイトやネッ
トワーク構造を持つ各種クラスレート化合物など多くの
新材料が生まれた．世界的な材料研究の広がりの中か
ら，いわゆる無機系バルク熱電変換材料の性能向上が実
現し，中温～高温域でZT～2まで上がってきた（ZT= 
S2sT/k；Sはゼーベック係数，sは導電率，kは熱伝導率，
Tは絶対温度）4）．SnSe単結晶においてはZT=2.6@923K

が最近発表された 5）．ところが，室温～150℃程度の低

温域で高ZTを示す材料は未開発のままで，ビスマステ
ルル系や鉛テルル系が今なお最高性能を示す材料となっ
ている 6）．しかし，テルル （Te） やセレン （Se），Pb，Sb

などは希少かつ有害元素であるため材料の高コスト化を
もたらし，実用化・応用の広がりを制限する要因になっ
ている．将来，再生可能エネルギー，取り分け太陽熱の
利用やエネルギーハーベスティングへの応用を拡大して
いくためには，低温域でビスマステルルを超える高ZT

材料で，しかも非希少・無毒元素で構成された熱電変換
材料の開発が不可欠である．
　低温域ZTが高い無機系材料を開発するのはこれまで
の歴史を見ても大変困難である一方，最近有機系導電性
ポリマーが低温域で比較的高性能な材料として登場して
きた．PEDOT-PSSをはじめ，いくつかの導電性ポリ
マーやカーボンナノチューブ，グラフェン等とのコンポ
ジット材料の熱電性能が次々に発表されている 7）．有機
熱電変換材料の合成プロセスは簡便かつ安価である．ま
た，通常合成される厚膜シートは透明でフレキシブルな
ため，ウェアラブルデバイスや湾曲面への適用等，新し
い熱電応用を拓くことが期待されている．しかし，室温
近傍で比較的高いZTを示す有機系材料は，今のところp

型導電材料に限られており，高性能のn型パートナー材
料が求められているのが現状である．
　我々は，単一の無機系材料において導電率・熱起電
力・熱伝導率を同時に制御して高ZTを低温域で実現す
るのは困難であるとの経験的認識に立って，無機／有機
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を組み合わせた複合材料系で低温域高ZT材料を創製す
ることを目指して研究を進めている．無機・有機の単な
るコンポジットではなく，無機層間に有機分子をイン
ターカレートすることによって原子・分子レベルで異方
周期構造を構築し，双方のシナジー効果によって高ZT

化する戦略である．最近，TiS2／有機分子の超格子構造
を構築して，室温～100℃でZT=0.21～0.28を示すフレ
キシブルn型材料の開発に成功した 8）．ZT はビスマステ
ルル系に比べると低いが，無毒かつ資源豊富な安価な元
素からなる材料で，しかも軽くてフレキシブルであるた
め，近年開発が進んできたp型有機熱電変換材料と組み
合わせた新概念デバイス・モジュールに応用展開できる
ことを提案している．

 ２．TMDC；TiS2

　MX2（M：3d, 4d, 5d遷移金属，X：S, Se, Te）で表記
される遷移金属二カルコゲン化物（TMDC；Transition 

Metal Dichalcogenide）は層状構造を取り，その特異な
電子構造に由来する多様な電磁気物性を示すことから，
二次元性を利用したナノ構造材料・デバイス化に向けた
研究が世界的に活性化している 9）．我々は，TMDCの中
でも電子構造の観点から高い熱電出力が期待できるTiS2

に着目し，高出力を維持したまま熱伝導率を低減して高
効率化するための研究を進めてきた．
　TiS2はCdI2型層状構造（三方晶系，空間群P3

–
m1）を

とる．組成比がTi：S=1:2に厳密に制御された場合，
バンド構造は半導体的ないし半金属的である（図1（a）～
（c））10,11）．しかし，通常合成される結晶は，過剰Tiが層
間に自己インターカレーションした不定比化合物Ti1+xS2

になっている．この過剰Tiがドナーとなって伝導帯に電
子を供給するため，フェルミ準位が伝導帯中に入り込ん
だn型縮退半導体となり，金属的な性質を示すようにな
る．伝導帯の底付近は3重縮退したTi3d軌道（t2g）からな
るため状態密度が高くなっており，伝導帯に励起された
電子は重い電子（有効質量～4m0）になって，比較的高
い熱起電力（ゼーベック係数）を発現させる．その結
果，室温でも高いパワーファクター（電力因子；S2s）
を持つ有望な熱電変換材料の候補になる．ただ，熱伝導
率kが室温で4～5 W/mKと高いため単結晶のZTは0.16

と低く，即材料に供されるというわけにはいかない 12）．
　一方，TiS2の層間は弱いファンデルワールス力で結合
しているため，比較的簡単に層間剥離してナノシートが
できる．ナノシートの厚みが減少するにつれてバンド構
造の二次元性が高まり，伝導帯の状態密度がエネルギー
変化に対して急峻に変化するようになる．TiS2モノレー
ヤー（単層Tiサルフェン）まで薄くなると，図1（d）に
示すように伝導帯底近傍のエネルギー分散が平坦化して
伝導電子の有効質量が増加する．状態密度のエネルギー

微分は，図2（a）に示すようにバルク単結晶に比べて極め
てシャープになる．そのため，ナノシート中の伝導電子
は量子閉じ込め効果で2次元電子ガス化して，ナノシー
ト面に沿う方向に大きな熱起電力を発生させる（図2

（b））13）．したがって，単層Tiサルフェンを一つの機能ナ
ノブロックとみなし，他の機能ナノブロックと組み合わ
せて周期構造を構築してハイブリッド結晶（超格子結
晶）を作れば，それぞれのブロックあるいはそれらの界
面で電子輸送（導電率とゼーベック係数）及びフォノン
輸送（格子熱伝導率）を独立に制御して，全体として高
いZTを実現することが可能になる14）．

　この所謂ナノブロックインテグレーションの概念に基
づいて，我々は無機／無機複合超格子をはじめに検討し
た．すなわち，TiS2層間にSnS, BiS等の硫化物レーヤー
を挿入したミスフィット層状化合物を構築することに
よって熱伝導率を大幅に低下させることができ，金属硫
化物材料としては当時世界最高のZT=0.37@700Kを実
現することに成功した15）．その後，元素ドープによって

図１ （a）CdI2型TiS2結晶構造の単位格子，（b）対応するブリュア
ンゾーン，（c）バルク結晶のバンド構造，（d）TiS2モノレー
ヤーのバンド構造．11）

（ａ） （ｂ）

図２ （a）フェルミ準位近傍でのDOS変化と（b）TiS2ナノシート
の層数に対するゼーベック係数変化．13）
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ZT向上を試みてきたが，ドラスティックな高性能化に
は至らなかったので15–17），無機／無機から無機／有機複
合超格子へと視点を変えて高熱電性能化にチャレンジし
てきた．

３．無機／有機複合超格子構築のメリット
　無機／有機複合超格子に期待される効果として次の点
が挙げられる．
・ 量子閉じ込め効果････2つの有機分子層にサンドイッ
チされたTiS2層内の伝導電子が狭い二次元空間に閉じ
込められるため，ゼーベック係数が増大する．また，
TiS2層内のフォノンも閉じ込め効果で動きを制限され
るため，格子熱伝導率が低下する．

・ 化学的相互作用････TiS2結晶の層間は弱いファンデル
ワールス（vdW）結合で繋がっているが，複合格子では
無機層─有機層がvdWとは異なる化学結合を形成する
ため，電子及びフォノン輸送の双方に影響を与える．

・ 物理的相互作用････TiS2層内の伝導電子と層間の有機
イオンとのクーロン力がキャリア移動度に影響する．
TiS2層内フォノンと層間有機分子の電気双極子との長
距離相互作用がフォノン輸送に影響する．

　これらの効果，相互作用が複雑に関係しあうため組成
と構造の設計が難しいが，それぞれを高度に制御するこ
とにより高熱電性能化が可能になる．以下，順に無機／
有機複合超格子の合成，構造，物性について述べる．

４．電気化学インターカレーションによる 
４．複合超格子の構築8）

　化学輸送法（CVT法）によって，3–5 mm角，0.1–

0.2 mm厚のTiS2単結晶を合成した．次いで，合成した
単結晶を負極，白金板を正極にし，ヘキシルアミン塩酸
塩（Hexylamine・HClを溶かしたDMSO（ジメチルス
ルフォキシド）溶液中で定電流を一定時間流して，溶媒
和したヘキシルアンモニウムイオン（HA）をTiS2の

vdW層間へ電気化学的に挿入した（インターカレー
ション）（図3）．作製したTiS2／有機分子複合結晶は
TiS2層と有機分子層が交互積層した2D超格子構造を有
していて，挿入された有機カチオンのプラス電荷を補償
するために負極から注入された電子がTiS2層内のTi4+を
Ti3+に還元する．このため，伝導電子濃度が増加してn

型導電率を上げることになる．この複合超格子を極性分
子の溶媒に浸漬しておくと，溶媒交換反応によって極性
分子がDMSO分子を置換することができる．したがっ
て，HAなどの有機カチオンを層間に固定しておき，各
種極性分子を層間に挿入して有機カチオンと共存させる
ことができるため，膨大な数の無機／有機複合超格子を
構築することができる．

５．TiS2／有機分子複合超格子の組成と構造
　電気化学インターカレーション及び溶媒交換によって
合成された板状複合超格子であるTiS2（HA）x（H2O）y
（DMSO）zを例にとって，その組成と構造決定法を述べ
る8）．
　TiS2の層間に分子が挿入されると，層間が広がって
XRDで観測される（00l）面からの反射が低角側に大きく
シフトする．この結果から，TiS2層間距離はHA＋ 

DMSOのインターカレーションによって0.569 nmから
1.498 nmに大きく増加し，さらに溶媒交換でDMSOを
H2Oで置換すると0.965 nmまで狭まる．この複合超格
子のHAADF-STEM像を図4（a）に示す．TiS2単層と有
機分子・水分子の層が交互に積層している様子が見ら
れ，層間距離も0.965 nmでXRDから求めた値と一致し
ている．しかも波状の超格子が形成されている．他の複
合超格子の観察をいくつか行った中で，このケースだけ
が特異的に波状構造を取っているので大変興味深い．ま
た，XPS（図4（b））から，HAイオンのインターカレー
ションと同時に負極から注入される電子がTiS2層内の
Ti4+をTi3+に還元することが分かる．

図３　電気化学インターカレーションと溶媒交換による複合超格子の構築．8）
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　組成の決定は 1H NMRにより行った．手順は次のとお
りである．まず始めに，サンプルの表面をエタノールで
十分洗い，真空乾燥機で1時間ほど乾燥させた後，総重
量を測る．スクリュー管にサンプルと重水を約0.3 ml入
れ，スパチュラやソニケーターを用いて十分に粉砕・撹
拌する（20分程度）．これを石英ガラス管にすべて移し
て封入した後，180℃で2時間加熱する．これは，TiS2

とクーロン力で結合しているHAを引き剥がし，重溶媒
中に溶出させるためである．その後，メンブレンフィル
ター（孔径0.45 µm）とシリンジを用いて溶液をろ過
し，定量分析のために標準物質としてジメチルスルホン

を加えて溶解させる．以上の溶液をサンプルチューブに
入れて測定した．測定結果より，複合超格子の組成は
TiS2（HA）0.08（H2O）0.22（DMSO）0.03と決定された．
　ここで，有機分子が層間でどのような幾何学的配置を
とるか，TiS2（HA）0.097（PEG1000）0.028  （PEG1000；分子量
1000のポリエチレングリコール）の例で見ておこう11）．
この試料を溶液中で超音波照射により薄膜小片化し，こ
れをCaF2結晶基板に載せて偏光フーリエ変換赤外分光
（Polarized FT-IR）測定を行った．その結果，HA分子
はTiS2層面に対して64°傾斜して配置していることが分
かった（図5）．断面HAADF-STEM像（図6（a））は

図４	（a）TiS2（HA）0.08（H2O）0.22（DMSO）0.03の断面HAADF-STEM像，（b）X線光電子スペクトル（XPS）；HAのインタカレーションにより
Ti3+が増加することを示している．8）

図５	（a）偏光FT-IR測定；HA分子軸と直角方向のC-H伸縮振動を解析，（b）TiS2（HA）0.097（PEG1000）0.028に対するDichroic ratio （R）と sin2α
の関係；直線の傾きから分子の傾角γは次式から求まる．11）

   （3sin2γ – 1）
 Ryx = ————— sin2 α + 1
  （2 – sin2γ）
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TiS2単層と有機層が交互に積層した平面状超格子構造を
取ることを示している．また，XRDパターンのフーリ
エ変換から求めた一次元電子密度マップ（層に垂直な方
向）（図6（b））を見ると，Ti層から測って2.88 Åと11.11 

Åの位置にHAのN原子が配列していて，HA分子が64°

傾いて互いに逆向きに並んだ2分子層を形成している．
さらに，5.06 Åと8.86 Åの位置にPEG1000のO原子が
配列していることから，PEG1000直線状分子も2分子層
を形成していることが分かる．

６．極性有機分子の静電遮蔽効果による 
６．キャリア移動度のチューニング

　複合超格子中で，有機カチオン分子は層間に固定され
ているが，キャリア電子はTiS2層内を動く．そのため，
負電荷を持つキャリア電子は正電荷を持つ有機カチオン
分子によるクーロン引力によって移動が制限されるた
め，TiS2単結晶に比べて移動度が低下する．しかし，層
間に極性分子が同時に存在すると，静電遮蔽効果によっ
てキャリア電子と有機カチオンの間のクーロン力（次式
参照；F：クーロン力，q1及びq2：電荷，r：2つの電荷
間の距離，e 0：静誘電率）を弱めるため，キャリア電子
の移動度が上がると考えられる．

 1 1 
F = —— — q1 q2
 4πr2 e 0

これが本当だとすると，極性分子の誘電率を変えること
によって電子の移動度をチューニングできることにな
る．
　これを検証するため，誘電率の異なる極性分子を層間
に挿入して，熱電物性の誘電率依存性を調べた．具体的
には，有機カチオンにはHAを共通に用い，エチレング
リコールのモノマー，ダイマー，ポリマーを極性分子と
して用いた．エチレングリコール系は分子量の増加とと
もに誘電率が減少するが，インターカレートしてもTiS2

層間の広がりがほぼ一定に保たれるため，熱電物性の誘
電率依存性を見るのに適している．
　図7に，室温で測定したキャリア濃度，移動度，ゼー
ベック係数，導電率の誘電率依存性を示す．キャリア濃
度は誘電率が変化してもほぼ一定の値を示すため，ゼー
ベック係数もほぼ一定である．それに対して，移動度は
誘電率の増加とともに増加し，導電率も増加する．この
結果は，上記の期待通り，伝導電子が受ける有機カチオ
ンからのクーロン引力が極性分子の存在によって弱めら
れることにより，クーロン引力の束縛から解放されて動
きやすくなったためと解釈される 11）．いずれにしても，
誘電率の大きな極性分子を層間に共存させることによっ
て，伝導電子の移動度を増加できることが分かる．

７．大誘電率の極性分子H2Oのインター
７．カレーションによるZT の向上

　ZTを上げるためには大誘電率をもつ極性分子をイン
ターカレートすれば良いとの前節の結果に基づいて，極
性分子として静誘電率80をもつ水分子H2Oをインタカ
レートして実際に高ZT化を達成した結果を紹介する8）．
　極性分子としてH2Oを含む複合超格子（TiS2（HA）0.08

（H2O）0.22（DMSO）0.03）は，TiS2単結晶に比べてキャリア
濃度が増加するために導電率は向上する．しかし，ゼー
ベック係数は約1/2に低下する．一方，TiS2単結晶の熱
伝導率が室温で4.45 W/mKであるのに対し，複合超格
子の室温熱伝導率は0.69 W/mKと6分の1以下に低下す
るため，室温ZTは0.07から0.21まで3倍に向上する．
しかも，大気中で温度上昇とともにZTは単調に増加し，
100℃で0.28に達する．この材料は大気中で約120℃以
上になると酸化分解するが，100℃以下では熱的に安定
である．
　TiS2単結晶の in-plane格子熱伝導率は室温で4.45 W/

mKであるが，TiS2単結晶の層間にHAとPEG1000を挿
入した場合は0.56 W/mKまで低下する．さらにPEGの
代わりにH2O分子を挿入した場合，超格子が大きく波
打った波状構造に変化すると，格子熱伝導率は0.12 W/

mKまで低下する．波状超格子の形成は，TiS2層の上下
両側でHAとH2O分子が非対称な配列を取るために生じ
た応力分布が原因になっていると思われる．メカニズム

図６ （a）TiS2（HA）0.097（PEG1000）0.028の断面HAADF-STEM像（電
子線損傷のため有機分子が一部除去されている），（b）1次元
電子密度マップと分子配向．11）
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の詳細は不明であるが，有機分子の挿入によって格子熱
伝導率を大幅に低減できるのは事実である．
　ナノレベルでの無機／有機複合化により熱伝導率が大
幅に低下する現象は初めて観測されたもので，複合超格
子の全熱伝導率（格子熱伝導率＋電子熱伝導率）のう
ち，電子熱伝導率は導電率の上昇のために若干増加した
が，格子熱伝導率が大幅に低下して全熱伝導率低減に役
立った．したがって，“無機／有機ナノ複合化” は，熱電
変換材料の高性能化戦略になり得る．

８．キャリア濃度の低減による高ZT 化
　TiS2層間に有機カチオンを電気化学的にインターカ
レートすると，上述のようにキャリア濃度が増加して導
電率は上がるが，実はゼーベック係数が低下してパワー
ファクターも低下する．このことは，キャリア濃度が最
適値よりも高くなりすぎていることを示しており，さら
にZTを上げるためにはキャリア濃度を下げる必要があ
る．インターカレーション時に流す電気量を減少するこ
とによって有機カチオンの挿入量を減らせば，原理的に
はキャリア濃度を減らすことができるのであるが，実際
には超格子構造を壊さずに行うのは困難である．
　そこで，一つの方法として，作製した複合超格子を真
空中で加熱処理し，有機カチオンを追い出して濃度を減

じることを試みた．電気化学的インターカレーションで
得られるTiS2（HA）0.19（DMSO）0.35を真空中180℃で1  h

加熱するとTiS2（HA）0.025に変化して，キャリア濃度を
8.5×1020 cm–1から4.0×1020 cm–1に半減することがで
き，ゼーベック係数は–70 µV/Kから–155 µV/Kに倍増
する．また，キャリア濃度の減少にもかかわらず移動度
が上昇するため，導電率は増加する．しかし，真空加熱
によって超格子構造が崩れてしまい，熱伝導率が0.61 

W/mKから1.3 W/mKに倍増するためZTはそれほど上
がらず，室温で0.2程度に留まった（図8）．
　もう一つの方法として，熱安定性が異なる2種類の有
機カチオンをインターカレートしたのち，真空加熱して
熱的に不安定な有機カチオンを優先的に追い出し，超格
子構造を保ったままキャリア濃度を減じる方法を試み
た．すなわち，HAと熱安定性がより高いテトラブチル
アンモニウム（TBA）をDMSOとともにインターカレー
トしてTiS2（TBA）0.016（HA）0.074（DMSO）0.079とし，180℃
で1  h真空加熱してTiS2（TBA）0.011（HA）0.018に変えた．そ
の結果，キャリア濃度は半減，ゼーベック係数は倍増，
導電率もほぼ倍増した．基本的な超格子構造は加熱処理
後も維持されていたが，有機分子の減少に対応して複数
層のTiS2と有機層が交互積層した構造に変化していた．
そのせいか，熱伝導率は1.15 W/mKにまでしか低下し

図７ 極性分子（PM=エチレングリコール系）の誘電率に対するTiS2（HA）x（PM）y複合超格子の室温輸送特性 11）；
（a）キャリア濃度，（b）キャリア移動度，（c）ゼーベック係数，（d）導電率．
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なかったが，最終的なZTは室温で0.24，140℃で0.33ま
で向上した（図8）．
　以上の結果は，ZTを上げるためにキャリア濃度の制
御が重要なことを示している．しかし，低熱伝導率化の
ために必要なナノ構造を形成し，電子輸送を最適化する
ためのキャリア濃度の最適化と移動度の増進をすべて狙
い通りに行うのは極めてチャレンジングであり，これを
どのようなプロセスで実現していくか，今後更なる研究
が求められる．

９．フレキシブルn型熱電変換材料の 
９．提案と新しい応用

　得られた無機／有機複合超格子TiS2（HA）x（H2O）y
（DMSO）zは，曲げ弾性率が0.14 GPaのフレキシブルな
板状固体である．テフロンの約1/3程度の値である．
TiS2単結晶が10 GPa以上で固くてもろいのに対し，有
機分子をインターカレートするとエポキシ樹脂やテフロ
ンなどのポリマーより柔らかくフレキシブルになる8,11）．
また，曲げることによって若干抵抗率は変化するが，許
容範囲内である．したがって，このn型無機／有機複合
熱電変換材料とp型有機熱電変換材料7）を組み合わせれ
ば，室温～100℃の低温熱を利用するフレキシブルな性
質を生かした新しいタイプのデバイス，モジュールの設
計が可能になり，今後マイクロ発電デバイス，ウェアラ
ブルデバイス，フレキシブル太陽電池等，これまでにな
い新たな応用・用途が拓けると期待される．
　ただし，これまで研究に採用してきた小さな単結晶片
を用いて有機分子を電気化学的にインターカレーション

するプロセスは，原理検証のための研究には使えても，
多大の時間と労力を要するため高コストであり，工業製
造プロセスには向いていない．今後応用展開を図ってい
くためには，小さな単結晶ではなく大面積のフィルム，
フォイル，ペーパー（紙）などの製造を可能にする安価
で簡便な製造プロセスの開発が必要である．
　そこで，TiS2粉末を出発原料にして，液相へき開でナ
ノシートに分解し，これを自己集合してセンチメートル
サイズで厚みが数～数十マイクロメートルのフィルムな
いしフォイルを作製するプロセス（Exfoliation-Reas-

sembly Process）を現在開発中である18）．

10．ま　　と　　め
　無機／有機ナノハイブリッド化が次世代熱電変換材料
開発の新しい戦略になることを提言し，TiS2／有機ハイ
ブリッド超格子が室温～100℃の低温領域で高性能材料
になることを実証した．まず，TiS2層状結晶の層間に挿
入する極性分子の誘電率が大きいほど層間有機カチオン
の電荷遮蔽効果が大きく，クーロン引力が弱められて
キャリア移動度が上昇することを突き止めた．また，極
性分子の電気双極子モーメントとTiS2層のフォノンとの
長距離相互作用がフォノン熱伝導率を大幅に低減するこ
とを見出した．これらの知見に基づいて，高誘電率極性
分子である水（H2O）を層間に挿入することによって波
状超格子構造の形成を可能にし，キャリア移動度の増加
とともにフォノン熱伝導率を大きく低下させて高ZT化
に成功した．さらに，キャリア濃度を低減するための処
理を施すことによって改良を試み，ZT=0.24@300K～

図８ （a）TiS2（HA）0.025の断面HAADF-STEM像，（b）TiS2（TBA）0.011（HA）0.018のHAADF-STM像，
（c）各種複合超格子材料のZTの温度依存性．



58 無機／有機ハイブリッド超格子の熱電変換材料への応用

0.33@413Kまで高性能化することができた．こうして
得られたTiS2／有機ハイブリッド超格子はフレキシブル
なため，p型有機熱電変換材料と組み合わせてフレキシ
ブルな高出力熱電デバイス・モジュールに応用できるこ
とを提案した．
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