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(54)【発明の名称】カーボンナノチューブ・カーボンナノホーン複合体とその製造方法
(57)【要約】
【課題】

カーボンナノチューブおよびカーボンナノホ

ーン集合体の表面をより有効に活用でき、利用可能性を
拡大することができる新規なカーボンナノチューブ・カ
ーボンナノホーン複合体とその製造方法を提供する。
【解決手段】

カーボンナノチューブとカーボンナノホ

ーン集合体が分散されて凝集されているカーボンナノチ
ューブ・カーボンナノホーン複合体とする。
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【特許請求の範囲】

待されている。

【請求項１】

カーボンナノチューブとカーボンナノホ

【０００５】これらのカーボンナノチューブおよびカー

ーン集合体が分散されて凝集されていることを特徴とす

ボンナノホーン集合体については、高い収率の得られる

るカーボンナノチューブ・カーボンナノホーン複合体。

製造方法が既にいくつか提案されている。しかしなが

【請求項２】

カーボンナノチューブを液溶媒に入れて

ら、大量に製造されたカーボンナノチューブは、カーボ

超音波を照射し、カーボンナノチューブを液溶媒に分散

ンナノチューブ間に生じるファンデルワールス力によっ

させる工程１と、このカーボンナノチューブが分散され

て数十本程度が集合した束（バンドル）を形成してしま

た液溶媒にカーボンナノホーン集合体を加え、液溶媒を

い、これらを単独で分散させておくことは困難であっ

除去する工程２を含むことを特徴とするカーボンナノチ
ューブ・カーボンナノホーン複合体の製造方法。
【請求項３】

た。一方の、カーボンナノホーン集合体は、非常に軽い
10

炭素超微粒子であるため、大量に製造した場合であって

液溶媒が有機溶媒であることを特徴とす

も溶液中において簡単に分散させることができる。しか

る請求項２記載のカーボンナノチューブ・カーボンナノ

し、単独では、カーボンナノホーン集合体同士が密に凝

ホーン複合体の製造方法。

集してしまい、カーボンナノホーン集合体特有の構造を

【請求項４】

有効に活用することはできないという問題があった。

工程１で得たカーボンナノチューブ分散

液溶媒をろ過し、再度液溶媒に入れる工程１Ａを含むこ

【０００６】そこで、この出願の発明は、以上の通りの

とを特徴とする請求項２または３記載のカーボンナノチ

事情に鑑みてなされたものであり、従来技術の問題点を

ューブ・カーボンナノホーン複合体の製造方法。

解消し、カーボンナノチューブおよびカーボンナノホー

【請求項５】

工程１Ａでろ過後のカーボンナノチュー

ン集合体の表面をより有効に活用でき、利用可能性を拡

ブを、酸素雰囲気中で加熱した後、液溶媒に入れる工程

大することができる新規なカーボンナノチューブ・カー

１Ｂを含むことを特徴とする請求項４記載のカーボンナ

20

ボンナノホーン複合体とその製造方法を提供することを

ノチューブ・カーボンナノホーン複合体の製造方法。

課題としている。

【発明の詳細な説明】

【０００７】

【０００１】

【課題を解決するための手段】そこで、この出願の発明

【発明の属する技術分野】この出願の発明は、カーボン

は、上記の課題を解決するものとして、以下の通りの発

ナノチューブ・カーボンナノホーン複合体とその製造方

明を提供する。

法に関するものである。さらに詳しくは、この出願の発

【０００８】すなわち、まず第１には、この出願の発明

明は、カーボンナノチューブおよびカーボンナノホーン

は、カーボンナノチューブとカーボンナノホーン集合体

集合体の表面をより有効に活用でき、利用可能性を拡大

が分散されて凝集されていることを特徴とするカーボン

することができる、新規なカーボンナノチューブ・カー

ナノチューブ・カーボンナノホーン複合体を提供する。

ボンナノホーン複合体とその製造方法に関するものであ

30

【０００９】そして、この出願の発明は、第２には、カ

る。

ーボンナノチューブを液溶媒に入れて超音波を照射し、

【０００２】

カーボンナノチューブを液溶媒に分散させる工程１と、

【従来の技術とその課題】情報通信ならびに化学工業等

このカーボンナノチューブが分散された液溶媒にカーボ

の広い分野における利用の可能性を秘めた新しいナノ構

ンナノホーン集合体を加え、液溶媒を除去する工程２を

造物質として、カーボンナノチューブおよびカーボンナ

含むことを特徴とするカーボンナノチューブ・カーボン

ノホーン集合体が注目を集め、その特性を利用した様々

ナノホーン複合体の製造方法を提供する。

な応用研究が行われている。

【００１０】また、この出願の発明は、上記の発明のカ

【０００３】カーボンナノチューブは、約１〜１０ｎｍ

ーボンナノチューブ・カーボンナノホーン複合体の製造

のナノメートルサイズの直径を持ち、長さは数μｍに及
ぶ円筒状炭素物質であり、極めて規則正しい六員環の連

方法において、第３には、液溶媒が有機溶媒であること
40

を特徴とする製造方法を、第４には、工程１で得たカー

続構造を有しており、この微小で特異な形状や電気的特

ボンナノチューブ分散液溶媒をろ過し、再度液溶媒に入

性等を利用して、燃料電池材料等の様々な応用が期待さ

れる工程１Ａを含むことを特徴とする製造方法を、第５

れている。

には、工程１Ａでろ過後のカーボンナノチューブを、酸

【０００４】そして、カーボンナノホーン集合体は、カ

素雰囲気中で加熱した後、液溶媒に入れる工程１Ｂを含

ーボンナノチューブの先端が先端角約２０°の角（ホー

むことを特徴とする製造方法を提供する。

ン）状に尖った形状のカーボンナノホーンが、円錐状の

【００１１】

先端部を外側にして放射状に集合し、直径約１００ｎｍ

【発明の実施の形態】この出願の発明は、上記の通りの

程度の球状集合体を形成したものである。このカーボン

特徴を持つものであるが、以下にその実施の形態につい

ナノホーン集合体は、この独特な構造と、各種のガスを

て説明する。

選択的に吸着する特性から、吸着材等としての利用が期

50

【００１２】まず、この出願の発明が提供するカーボン
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ナノチューブ・カーボンナノホーン複合体は、カーボン

ませてから、超音波を照射する。ここで液溶媒に分散さ

ナノチューブとカーボンナノホーン集合体が分散されて

れたカーボンナノチューブは、超音波を照射されること

凝集されていることを特徴としている。この分散の状態

によりバンドルがほぐされ、その一部は切断されたり欠

は、カーボンナノチューブがバンドルを全く形成してい

陥および細孔等を形成し、また欠陥部で液溶媒分子と反

ないか、あるいは極少数本からなるバンドルとなって絡

応するなどする。すなわち、通常のカーボンナノチュー

まり、その各々のカーボンナノチューブの間にカーボン

ブはファンデルワールス力の強い凝集力のため速やかに

ナノホーン集合体がほぼ均一な分布状態で入り込んだ状

バンドルを再形成してしまうが、この出願の発明の方法

態であり、カーボンナノチューブおよびカーボンナノホ

によると、カーボンナノチューブを構成するグラファイ

ーン集合体のそれぞれが互いに分散され、互いの凝集を
防いでいる。

トシートの六員環ネットワークが不連続になり、カーボ
10

ンナノチューブ間に作用するファンデルワールス力によ

【００１３】したがって、この出願の発明のカーボンナ

る凝集力が弱められ、分散状態を維持することができる

ノチューブ・カーボンナノホーン複合体において、例え

ようになるのである。

ば、カーボンナノホーン集合体に着目すると、カーボン

【００１９】液溶媒に照射する超音波は、比較的エネル

ナノホーン集合体に特有の表面構造である、カーボンナ

ギーが強いものであることが好ましい。この超音波のエ

ノホーン先端間に形成される空間を極めて有効に活用す

ネルギーについては、使用するカーボンナノチューブ状

ることができるようになる。また、カーボンナノチュー

態や液溶媒の種類、およびそれらの量、さらには超音波

ブにおいても、バンドルが形成されないため、有効比表

の照射時間等と関連するため一概には言えないが、グラ

面積が増えることになる。

ファイトシートの六員環ネットワークを切断するために

【００１４】以上のようなこのカーボンナノチューブ・

必要とされるエネルギーを供給することになる。具体的

カーボンナノホーン複合体は、カーボンナノチューブを
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2

には、２５０〜３５０Ｗ／ｃｍ 程度の超音波を３〜６

液溶媒に入れて超音波を照射し、カーボンナノチューブ

時間程度照射することを目安とすることができ、より具

を液溶媒に分散させる工程１と、このカーボンナノチュ

体的には、たとえば３００Ｗ／ｃｍ 程度の超音波を５

ーブが分散された液溶媒にカーボンナノホーン集合体を

時間照射すること等が例示される。このとき、超音波供

加え、液溶媒を除去する工程２を含む、出願の発明のカ

給手段のチップ等を直接液溶媒に接触させて超音波を照

ーボンナノチューブ・カーボンナノホーン複合体の製造

射することがより効果的である。

方法により製造することができる。

【００２０】次いで、工程２では、このようにカーボン

【００１５】この出願の発明の方法において、カーボン

ナノチューブが分散された液溶媒にカーボンナノホーン

ナノチューブとしては、直径および長さ等に制限はな

集合体を加え、必要に応じて均一になるよう攪拌し、ろ

く、また円筒が一重の単層カーボンナノチューブあるい

過する等して液溶媒を除去する。この出願の発明におい

は円筒が複数の多層カーボンナノチューブのいずれであ

2
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ては、カーボンナノチューブとカーボンナノホーン集合

ってもよく、カーボンナノチューブの内部容量や使用目

体の混合比について特に制限はなく、任意のものとする

的等に応じて任意のものを用いることができる。

ことができる。ただし、カーボンナノチューブとカーボ

【００１６】また、カーボンナノホーン集合体について

ンナノホーン集合体のいずれかが極端に多い場合には複

も同様でその直径等に制限はなく、カーボンナノホーン

合体としての収率が低下してしまうために好ましくな

がダリアの花状に集合したダリア状カーボンナノホーン

い。そして液溶媒中に入れられたナノホーン集合体は、

集合体あるいは花のつぼみ状に集合したつぼみ状カーボ

分散しているナノチューブの間に均一に入り込み、溶媒

ンナノホーン集合体のいずれであってもよく、使用目的

を除去した後もこの状態を保ったまま固体状態となる。

等に応じて任意のものを用いることができる。

この工程で、カーボンナノホーン集合体は、カーボンナ

【００１７】液溶媒についても各種のものを使用するこ
とができ、たとえば、水，二硫化炭素，酸等の無機溶

ノチューブの表面に物理吸着すると共に、カーボンナノ
40

チューブに形成された活性な切断部位あるいは欠陥およ

媒、ベンゼン，トルエン，キシレン等の炭化水素やアル

び細孔部位等に化学吸着され、凝集と同時に絡み取られ

コール、エーテル、およびその誘導体等の有機溶媒、ポ

ていく。これによって、上記の通りのこの出願の発明の

リメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）、ポリエチレン（Ｐ

カーボンナノチューブ・カーボンナノホーン複合体を得

Ｅ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）等の高分子およびこれ

ることができる。

らの混合物等を適宜選択して使用することができる。こ

【００２１】また、たとえばカーボンナノチューブを大

の出願の発明において、液溶媒として扱いやすいのは有

量生産する場合等には製造工程でフラーレン、アモルフ

機溶媒である。

ァスカーボン、触媒金属粒子等が不純物として混入する

【００１８】この出願の発明の工程１では、この液溶媒

ことがある。これらの不純物は、カーボンナノチューブ

にカーボンナノチューブを入れ、必要に応じてスターラ

の間隙に多くが付着しているそこで、この出願の発明に

ー等で攪拌してカーボンナノチューブと液溶媒とをなじ

50

おいては、工程１Ａとして、上記の工程１で得た液溶媒
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をろ過することで、カーボンナノチューブが分散すると

た。さらにこの単層カーボンナノチューブから、残存し

共に脱離した不純物を除去することなどを考慮すること

ているＭＣＢやアモルファスカーボン、フラーレン、カ

ができる。ろ過後のカーボンナノチューブを新しい液溶

ーボンナノカプセル等の炭素質の不純物を除去するため

媒に入れた後は、上記と同様の手順とすることができ

に、さらに４００℃，３００Ｔｏｒｒ，１００ｍｌ／ｍ

る。

ｉｎの酸素雰囲気中で３０分間焼成処理を施した。

【００２２】さらにこの出願の発明においては、工程１

【００２９】この単層カーボンナノチューブを再びＭＣ

Ｂとして、上記の工程１Ａでろ過したカーボンナノチュ

Ｂ溶液に入れ、マグネチックスターラーで攪拌した。こ

ーブを液溶媒に入れる前に、酸素雰囲気中で加熱するこ

のとき、ＭＣＢ溶液中で単層カーボンナノチューブは容

となども考慮することができる。これによって、カーボ
ンナノチューブと反応した液溶媒分子やさらなる残留不

易に分散され、攪拌後も凝集することなく分散状態を維
10

持することが確認された。

純物等を除去することができる。

【００３０】この単層カーボンナノチューブが分散され

【００２３】このようにして得られたカーボンナノチュ

たＭＣＢ溶液にカーボンナノホーン集合体を入れた。な

ーブ・カーボンナノホーン複合体は、超音波処理によっ

お、使用したカーボンナノホーン集合体は、波長１０．

て分散されたナノチューブ間にナノホーン集合体が入り

６μｍ，ビーム径１０ｍｍのＣＯ2 レーザーを、反応チ

込んだ構造を維持することができ、それぞれがお互いの

ャンバー（室温，７６０Ｔｏｒｒ，Ａｒ雰囲気）内に設

凝集を防いでいる。したがって、カーボンナノホーン集

けたφ３０×５０ｍｍのグラファイトターゲットに照射

合体の構造に特有の、ホーン先端間の空間を極めて有効

して発生させ、収集フィルター上に回収したものであ

に活用することができる。また、ナノチューブのバンド

る。

ルを分散させ、ナノチューブの表面および内部をも有効

【００３１】再度、この溶液をマグネチックスターラー

に利用することが可能となる。

20

で攪拌し、ろ過して固体物を得た。この得られた物質を

【００２４】このカーボンナノチューブ・カーボンナノ

走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）で観察した結果を図１に、

ホーン複合体によると、たとえは、ガス吸着において、

透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観察した結果を図２にそ

ナノホーン集合体単独で用いるより、比表面積を増加さ

れぞれ示した。図１からは、カーボンナノチューブとカ

せることができるため、その吸着量増加が期待できる。

ーボンナノホーン集合体が互いに均一に、よく混ざり合

また、燃料電池等の電解質材料の金属触媒担持材料とし

っている様子が確認された。高度に分散されたこの出願

て用いる場合、同じく比表面積の増加から、単位量あた

の発明のカーボンナノチューブ・カーボンナノホーン複

りの担持量を増やすことができ、その性能向上が期待で

合体が得られていることが確認された。また、図２から

きる。

は、カーボンナノホーン集合体がカーボンナノチューブ

【００２５】以下に実施例を示し、この発明の実施の形

に絡まれ、両者のグラファイト層が複雑に入り組んでい

態についてさらに詳しく説明する。

30

る様子が観察された。これらから、カーボンナノホーン

【００２６】

集合体が有孔カーボンナノチューブの表面に物理吸着す

【実施例】金属触媒としてＣｏとＮｉが添加されたグラ

ると共に、有孔カーボンナノチューブ表面において活性

ファイトペレットをターゲットとし、１２００℃、Ａｒ

な細孔あるいは欠陥部位に化学吸着され、凝集と同時に

気流下でＮｄ：ＹＡＧレーザーの第２高調波によりアブ

絡み取られていくことが分かる。

レーションするレーザーアブレーション法によって単層

【００３２】もちろん、この発明は以上の例に限定され

カーボンナノチューブを製造した。この単層カーボンナ

るものではなく、細部については様々な態様が可能であ

ノチューブは、不揃いの長さのものがおよそ５０本程度

ることは言うまでもない。

凝集してバンドルを形成していた。

【００３３】

【００２７】液溶媒として２％のポリメチルメタクリレ
ート（ＰＭＭＡ）のモノクロロベンゼン（ＭＣＢ）溶液

【発明の効果】以上詳しく説明した通り、この発明によ
40

って、カーボンナノチューブおよびカーボンナノホーン

を用い、このＭＢＣ溶液１５ｍｌと単層カーボンナノチ

集合体の表面をより有効に活用でき、利用可能性を拡大

ューブおよそ５ｍｇとをマグネッチックスターラーで２

することができる新規なカーボンナノチューブ・カーボ

時間混合した。このＭＣＢ溶液に、超音波発生装置の直

ンナノホーン複合体とその製造方法が提供される。

径３ｍｍのチップ（超音波発生用振動棒）を接触させて

【図面の簡単な説明】

超音波を照射した。超音波処理の条件は、エネルギー３

【図１】この出願の発明のカーボンナノチューブ・カー

2

００Ｗ／ｃｍ 、照射時間５時間とした。

ボンナノホーン複合体のＳＥＭ観察像の一例である。

【００２８】超音波照射後のＭＣＢ溶液を細孔径２０μ

【図２】この出願の発明のカーボンナノチューブ・カー

ｍおよび５μｍのフィルターでろ過することで、単層カ

ボンナノホーン複合体のＴＥＭ観察像の一例である。

ーボンナノチューブとＭＣＢ溶液および不純物を分離し

( 5 )
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【図１】

【図２】

─────────────────────────────────────────────────────
【手続補正書】
【提出日】平成１５年２月１０日（２００３．２．１

ノチューブ・カーボンナノホーン複合体の製造方法。

０）

【手続補正２】

【手続補正１】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００８

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正方法】変更

【補正内容】

【補正内容】

【０００８】すなわち、まず第１には、この出願の発明

【特許請求の範囲】

は、分散した複数のカーボンナノチューブ間に複数のカ

【請求項１】

分散した複数のカーボンナノチューブ間

ーボンナノホーン集合体が分散された状態であって、全

に複数のカーボンナノホーン集合体が分散された状態で

体として凝集していることを特徴とするカーボンナノチ

あって、全体として凝集していることを特徴とするカー

ューブ・カーボンナノホーン複合体を提供する。

ボンナノチューブ・カーボンナノホーン複合体。

【手続補正３】

【請求項２】

【補正対象書類名】明細書

カーボンナノチューブを液溶媒に入れて

超音波を照射し、カーボンナノチューブを液溶媒に分散

【補正対象項目名】００１２

させる工程１と、このカーボンナノチューブが分散され

【補正方法】変更

た液溶媒にカーボンナノホーン集合体を加え、液溶媒を

【補正内容】

除去する工程２を含むことを特徴とするカーボンナノチ

【００１２】まず、この出願の発明が提供するカーボン

ューブ・カーボンナノホーン複合体の製造方法。

ナノチューブ・カーボンナノホーン複合体は、分散した

【請求項３】

液溶媒が有機溶媒であることを特徴とす

複数のカーボンナノチューブ間に複数のカーボンナノホ

る請求項２記載のカーボンナノチューブ・カーボンナノ

ーン集合体が分散された状態であって、全体として凝集

ホーン複合体の製造方法。

していることを特徴としている。この分散の状態は、カ

【請求項４】

工程１で得たカーボンナノチューブ分散

ーボンナノチューブがバンドルを全く形成していない

液溶媒をろ過し、再度液溶媒に入れる工程１Ａを含むこ

か、あるいは極少数本からなるバンドルとなって絡ま

とを特徴とする請求項２または３記載のカーボンナノチ

り、その各々のカーボンナノチューブの間にカーボンナ

ューブ・カーボンナノホーン複合体の製造方法。

ノホーン集合体がほぼ均一な分布状態で入り込んだ状態

【請求項５】

工程１Ａでろ過後のカーボンナノチュー

であり、カーボンナノチューブおよびカーボンナノホー

ブを、酸素雰囲気中で加熱した後、液溶媒に入れる工程

ン集合体のそれぞれが互いに分散され、互いの凝集を防

１Ｂを含むことを特徴とする請求項４記載のカーボンナ

いでいる。
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