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(57)【要約】
【課題】炭素に高比表面積を賦与することにより、電気
的、化学的、熱的、物理的に優れた機能を特異的に発現
させることができる炭素、その製造方法、及びその用途
を提供する。
【解決手段】レゾルシノール類の芳香族環に２個以上の
ヒドロキシル基が置換した構造を持つフェノール類の中
から選択された１種類以上のモノマーと、アルデヒド類
の中から選択された１種以上のモノマーとの共重合体を
骨格成分とする高分子化合物を不活性雰囲気下で焼成す
ることにより得られる炭素において、直径１００ｎｍ〜
２μｍの粒子が連結した形態と１５００ｍ２／ｇ以上の
ＢＥＴ比表面積を有することを特徴とする。また、上記
共重合体を、アルコールと酸の混合溶液で２回以上処理
して得られた高分子化合物を不活性雰囲気下で焼成する
ことにより、高比表面積を有する炭素を製造することを
特徴とする。さらに、上記の炭素を含み、多用途に使用
される汎用性機能材料を提供する。
【選択図】図１（ａ）
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
レゾルシノール類の芳香族環に２個以上のヒドロキシル基が置換した構造を持つフェノ
ール類の中から選択された１種類以上のモノマーと、アルデヒド類の中から選択された１
種以上のモノマーとの共重合体を骨格成分とする高分子化合物を不活性雰囲気下で焼成す
ることにより得られる炭素において、直径１００ｎｍ〜２μｍの粒子が連結した形態と１
５００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ比表面積を有することを特徴とする炭素。
【請求項２】
前記共重合体を構成するモノマーのアルデヒド類が、ホルムアルデヒド及びフルフラー
ルの中から選択された１種以上であることを特徴とする請求項１に記載の炭素。
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【請求項３】
塩基性縮合剤の存在下、アルキルアンモニウム塩及びアルキルアミンよりなる群から選
択された１種以上の界面活性剤と水を１：１２０〜１２００のモル比で混合した溶液に、
レゾルシノール類の芳香族環に２個以上のヒドロキシル基が置換した構造を持つフェノー
ル類の中から選択された１種類以上のモノマーと、アルデヒド類の中から選択された１種
以上のモノマーとを加え、反応させて共重合体を生成させ、前記共重合体をアルコール類
の中から選択された１種類以上の溶媒と酸の混合溶液で処理して得られた高分子化合物を
不活性雰囲気下で焼成する炭素の製造方法において、前記混合溶液での処理を２回以上行
うことにより高比表面積を有する炭素を製造することを特徴とする炭素の製造方法。
【請求項４】

20

前記界面活性剤が、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド及びブロミドヘキサ
デシルアミンよりなる群から選択された１種以上であることを特徴とする請求項３に記載
の炭素の製造方法。
【請求項５】
前記混合溶液が、エタノールと塩酸の混合溶液であることを特徴とする請求項３に記載
の炭素の製造方法。
【請求項６】
前記のモノマーのアルデヒド類が、ホルムアルデヒド及びフルフラールの中から選択さ
れた１種以上であることを特徴とする請求項３に記載の炭素の製造方法。
【請求項７】
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請求項１に記載の炭素を含み、多用途に使用されることを特徴とする汎用性機能材料。
【請求項８】
前記用途が、各種物質の分離剤、吸着剤または貯蔵剤であることを特徴とする請求項７
に記載の汎用性機能材料。
【請求項９】
前記用途が、繊維、ゴム、フィルムあるいはプラスチック製品の添加剤であることを特
徴とする請求項７に記載の汎用性機能材料。
【請求項１０】
前記用途が、塗料、インキ、接着剤あるいは紙塗工剤への添加剤であることを特徴とす
る請求項７に記載の汎用性機能材料。
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【請求項１１】
前記用途が、電池材料であることを特徴とする請求項７に記載の汎用性機能材料。
【請求項１２】
前記用途が、電気二重層キャパシタ材料であることを特徴とする請求項７に記載の汎用
性機能材料。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、高性能分離剤、吸着剤、物質貯蔵剤、繊維・ゴム・フィルム・プラスチック
製品・インキ・塗料・接着剤などへの添加剤、各種電極材、断熱材などとして使用される
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高比表面積炭素とその製造方法及び用途に関する。
【背景技術】
【０００２】
フェノールのメタ位にヒドロキシル基が置換したレゾルシノールとホルムアルデヒド等
のアルデヒド類を酸またはアルカリで縮合させて得られる油状または固体状の無定形ポリ
マーであるレゾルシノール樹脂は、フェノール樹脂と同様に、その熱硬化性を利用して、
樹脂単独で、あるいはアルコールに溶かしたワニス、または木粉、染料などとともに硬化
剤を加えて処理することにより、接着剤、絶縁積層板、化粧板等に用いられてきた。これ
らはいずれも専ら液状または固体ポリマーとしての流動性、接着性、熱硬化性、成形性を
応用したものである。
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【０００３】
これに対して近年、レゾルシノール樹脂を多孔質化あるいは微粒子化する技術の開発が
進んでいる。Ｐｅｋａｌａらは、レゾルシノール（Ｒ）−ホルムアルデヒド（Ｆ）の加水
分解・縮合反応機構と無機酸化物のゾル−ゲル反応との類似性を指摘するとともに、ＲＦ
縮合体の超臨界乾燥により比表面積約７００ｍ２／ｇのエアロゲルが得られることが見出
されたとの報告がされている（非特許文献１）。
【０００４】
そして、この多孔性のＲＦゲルを炭化することにより、多孔質カーボンが得られること
を報告した（非特許文献２）。さらに、関連技術として、シリカ微粒子（非特許文献３）
、ポリスチレンラテックス（非特許文献４）あるいはブロックコポリマー（非特許文献５
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、６）とレゾルシノール−ホルムアルデヒド樹脂との複合体を調製後、これを炭化するこ
とにより細孔構造を制御した炭素材料を合成した事例も報告されている。
【０００５】
レゾルシノール／ホルムアルデヒド系樹脂の微粒子の合成法には、疎水媒体中で水溶性
モノマーを重合する方法があり、直径数μｍの球状粒子が得られる。これを不活性ガス中
で焼成すると直径数μｍの球状炭素粒子得られることが報告されている（非特許文献７）
【０００６】
本発明者らも、界面活性剤のアルキルトリメチルアンモニウムブロミドと水酸化ナトリ
ウム、１，３，５−トリメチルベンゼンおよびｔｅｒｔ−ブタノールなどの添加剤の存在
下でレゾルシノールとホルムアルデヒドを共重合してすることにより、レゾルシノール／
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ホルムアルデヒド共重合体のマイクロワイヤー、ナノワイヤー、ナノスフィア、ナノチュ
ーブを合成した（特許文献１、２、３）。これらの粒子を炭化することにより形状を保持
した炭素が得られた（特許文献４、５、６）（非特許文献８、９）。
【０００７】
このように、レゾルシノール−ホルムアルデヒド樹脂を炭素源として、樹脂の構造・形
態それ自体、あるいは各種多孔体の細孔構造に樹脂を導入してできる骨格構造を炭素構造
体として写し取ることにより、特異な形状や細孔構造を有する炭素材料ならびにこれを創
製する技術が開発されてきた。
【０００８】
ガス吸蔵材や電気二重層キャパシタの電極材料などの工業材料に有用とされるポーラス
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カーボンの高比表面積化法として、二酸化炭素あるいは水蒸気などのガスを高温で炭素と
反応させるガス賦活法、ＺｎＣｌ２、ＫＯＨなどの薬品を加えた炭素前駆体を炭化する薬
品賦活法およびゼオライト・シリカ多孔体の細孔に有機物を導入して、これを不活性雰囲
気下で焼成する固体鋳型法（非特許文献１０）が開発されている。
【０００９】
１９９２年、Ｍｏｂｉｌ社により、界面活性剤ミセルを鋳型として、直径２〜８ｎｍの
ハニカム状のメソ細孔を有するメソボーラスシリカが創製された（非特許文献１１）。そ
の後、同様の手法により、立方格子状等各種の細孔構造をもつメソ多孔質シリカに加えて
、金属酸化物や硫化物を骨格成分とする数多くのメソ多孔体が相次いで合成された（非特
許文献１２）。
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【００１０】
本発明者らも、ドデシル硫酸イオンを鋳型として、尿素を用いる均一沈澱法により生成
した複合体を作製し、ついで鋳型イオンを酢酸イオンで交換することにより六方構造型希
土類酸化物メソ多孔体を得ている（非特許文献１３、１４）。さらに、二種類のノニオン
性界面活性剤からなる液晶中で塩化白金酸を還元することにより、白金ナノチューブの合
成にも成功した（非特許文献１５）。
【００１１】
界面活性剤とモノマーあるいはポリマーをクーロン的に結合させながら重合あるいは複
合化させる方法も開発されている。ポリマー電解質に界面活性剤を添加することによって
生成する複合化ポリアクリル酸／ドデシルトリメチルアンモニウムイオン複合体（非特許
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文献１６）はその代表例である。同様な反応法により、ハニカム構造をもつフェノール／
ホルムアルヒド高分子複合体も得られている（非特許文献１７）。
【００１２】
本発明者らも界面活性剤のアルキルトリメチルアンモニウムブロミド存在下でフェノー
ルとフルフラールを共重合することにより、チューブ状ナノ構造体を合成した（非特許文
献１８）。
【００１３】
また、最近、セチルトリメチルアンモニウムブロミド存在下で、レゾルシノール、ホル
ムアルデヒド、炭酸ナトリウム、溶媒から成る混合溶液を加熱反応させると、１００ｎｍ
以下の不定形のクラスター集合体を生じ、さらに、デシルトリメチルアンモニウムブロミ
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ドあるいはテトラプロピルアンモニウムブロミド存在下での同様な反応では直径１〜３μ
ｍの球状のレゾルシノール−ホルムアルデヒド重合体粒子が生成し、これを不活性ガス中
で焼成すると同様サイズの球状炭素粒子が得られることが報告されている（非特許文献１
９）。
【００１４】
そしてさらに、水相に分散された油相を含んでなり、その油小球が１５０ｎｍ未満の数
平均サイズを有する水中油型ナノエマルジョンにおいて、少なくとも一種の油、少なくと
も一種の両親媒性脂質、及び少なくとも１つの疎水性ブロックと少なくとも１つの親水性
ブロックとを含む少なくとも一種の非イオン性ポリマーを含み、前記両親媒性脂質に対す
る油の量の比率を１から１０とすることによってナノエマルションを得ること（特許文献
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１０）が提案されている。
【００１５】
【非特許文献１】Ｐｅｋａｌａ、Ｊ．Ｍａｔｅｒ．Ｓｃｉ．、２４、３２２１〜３２２７
（１９８９）
【非特許文献２】Ｒ．Ｗ．Ｐｅｋａｌａ，Ｊ．Ｎｏｎ−Ｃｒｙｓｔ．Ｓｏｌｉｄｓ，１４
５，９０（１９９２）
【非特許文献３】Ｓ．Ｈａｎほか２名、Ｃｈｅｍ．Ｍａｔｅｒ．、１２、３３３７〜３３
４１（２０００）
【非特許文献４】Ｔ．Ｆ．Ｂａｕｍａｎｎほか１名、Ｊ．Ｎｏｎ−Ｃｒｙｓｔ．Ｓｏｌｉ
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ｄｓ、３５０、１２０〜１２５（２００４）
【非特許文献５】Ｃ．Ｌｉａｎｇほか４名、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．Ｅｄ．、４
３、５７８５〜５７８９（２００４）
【非特許文献６】Ｔ．Ｔａｎａｋａほか３名、Ｃｈｅｍ．Ｃｏｍｍ．、２１２５〜２１２
７（２００５）
【非特許文献７】Ｓ．Ｙａｍａｍｏｔｏほか４名、Ｃａｒｂｏｎ、４０、１３４５〜１３
５１（２００２）
【非特許文献８】Ｄ．Ｆｕｊｉｋａｗａほか４名、Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．、３５、

４３

２〜４３３（２００６）
【非特許文献９】Ｄ．Ｆｕｊｉｋａｗａほか３名、Ｃａｒｂｏｎ、Ｉｎ
００７）

Ｐｒｅｓｓ（２
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【非特許文献１０】Ｚ．Ｍａほか２名、Ｃｈｅｍ．Ｃｏｍｍ．、２３６５〜２３６６（２
００６）．
【非特許文献１１】Ｃ．Ｔ．Ｋｒｅｓｇａほか４名、Ｎａｔｕｒｅ、３５９、７１０〜７
１２（１９９２）
【非特許文献１２】木島剛ほか１名、Ｊ．Ｓｏｃ．Ｉｎｏｒｇ．Ｍａｔｅｒ．、８、３〜
１６（２００１）
【非特許文献１３】Ｍ．Ｙａｄａほか３名、Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．、３７、６４７０〜
６４７５（１９９８）、
【非特許文献１４】Ｍ．Ｙａｄａほか３名、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ．

Ｅｄ．、
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３８、３５０６〜３５０９（１９９９）
【非特許文献１５】Ｔ．Ｋｉｊｉｍａほか５名，Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔｅｒｎ．
Ｅｄ．，４３，２２８−２３２（２００４）．
【非特許文献１６】Ｍ．Ａｎｔｏｎｉｅｔｔｉほか１名、Ａｎｇｅｗ．Ｃｈｅｍ．Ｉｎｔ
．Ｅｄ．Ｅｎｇ．、３３、１８６９（１９９４）
【非特許文献１７】Ｉ．Ｍｏｒｉｇｕｃｈｉほか５名、Ｃｈｅｍ．Ｌｅｔｔ．、１１７１
〜１１７２（１９９９）
【非特許文献１８】Ｍ．Ｕｏｔａほか７名、ＭＲＳ．Ｓｙｍｐ．Ｐｒｏｃ，

７７５，２

９−３４（２００３）
【非特許文献１９】Ｎｉｓｈｉｙａｍａ

ｅｔ

ａｌ．、Ｃａｒｂｏｎ，４３，２６９−

２７４，（２００５）
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【特許文献１】特開２００７−３９５０６号公報
【特許文献２】特開２００７−３９５０７号公報
【特許文献３】特願２００６−８４３１２号
【特許文献４】特開２００７−３９２６３号公報
【特許文献５】特開２００７−３９２６４号公報
【特許文献６】特願２００６−８４３１１号
【特許文献７】特許第３４６８７７６号
【特許文献８】特許第３５３０５２７号
【特許文献９】特許第３６４５９１０号
【特許文献１０】特開２００１−２２６２２１号公報
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
本発明は、以上、従来技術について紹介、炭素生成物その調製法に関する多岐にわたる
研究報告、先行技術を念頭に置きつつ、新規な合成プロセスで調製された、新規な物性、
形態を有する炭素材料を提供しようというものである。
【００１７】
すなわち、炭素に高比表面積を賦与することにより、電気的、化学的、熱的、物理的に
優れた機能を特異的に発現させることができる炭素を提供しようというものである。また
、これによって、化学、電子、情報、環境の技術革新に寄与する新規素材を提供しようと
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するものである。
【００１８】
炭素の一般的な高比表面積化法の賦活法は、炭素を化学的に酸化消耗することにより細
孔を作り出しているため、炭素の消耗率が大きく、また、メソ孔、ミクロ孔のサイズの精
密制御が困難である。
【００１９】
ゼオライトの細孔を鋳型とする鋳型法では、炭素が鋳型の形状を写しとることにより、
２０００〜４０００ｍ２／ｇの高比表面積炭素が生成するが、工程が多段階であるなど実
用面に難点がある。
【００２０】
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特許文献４や特許文献５に示されているような、界面活性剤存在下で重合して生成した
レゾルシノール（Ｒ）−ホルムアルデヒド（Ｆ）共重合体を前駆体とした炭素は、ＢＥＴ
比表面積が１５００ｍ２／ｇより低いものであった。
【００２１】
炭素の比表面積、細孔径の制御を簡単・低コストでできれば、電極、発熱体、強化剤、
吸着材、断熱材、導電材、集電体、抵抗、磁気遮蔽材、耐食性材料、多孔性吸着剤等の工
業材料として使用される炭素材料の高性能化・機能化・精密化を図ることができる。しか
し、賦活法、固体鋳型法以外の炭素の高比表面積化法は開発されていない。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
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そこで、発明者は、レゾルシノール（Ｒ）とホルムアルデヒド（Ｆ）の共重合場を界面
活性剤の会合体とすることにより、生成するＲＦ共重合体の構造と形態が制御され、炭化
後の炭素の比表面積を大きくすることが可能ではないかと考え、反応に用いる原料、触媒
及び界面活性剤の種類ならびに反応条件、炭化前処理条件、炭化条件についてさらに鋭意
研究を進めた。
【００２３】
その結果、鋳型ミセルにカチオン性界面活性剤、触媒にアルカリを使用した条件で調製
したレゾルシノール／ホルムアルデヒド系ポリマー粒子を、所定回数酸処理した後、これ
を不活性雰囲気下で焼成することにより、直径１００ｎｍ〜２μｍの粒子が連結した形態
を持つ１５００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ比表面積を有する高比表面積炭素が生成することを
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見出した。
【００２４】
すなわち、本発明者等は、鋭意研究をした結果、前示課題を以下に記載する技術的構成
が講じられた発明によって解決、達成することに成功したものである。
すなわち、第１の発明は、
（１）レゾルシノール類の芳香族環に２個以上のヒドロキシル基が置換した構造を持つフ
ェノール類の中から選択された１種類以上のモノマーと、アルデヒド類の中から選択され
た１種以上のモノマーとの共重合体を骨格成分とする高分子化合物を不活性雰囲気下で焼
成することにより得られる炭素において、直径１００ｎｍ〜２μｍの粒子が連結した形態
と１５００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ比表面積を有することを特徴とする炭素である。
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また、第１の発明の高比表面積炭素に関する実施態様として、以下の（２）が提示され
る。
（２）前記共重合体を構成するモノマーのアルデヒド類としては、ホルムアルデヒド、フ
ルフラール等の中から選択された１種以上のアルデヒド類を使用することができる。
【００２５】
以下、第２の発明は、第１の発明の高比表面積炭素の製造方法を提示するものである。
すなわち、第２の発明は、
（３）塩基性縮合剤の存在下、アルキルアンモニウム塩及びアルキルアミンよりなる群か
ら選択された１種以上の界面活性剤と水を１：１２０〜１２００のモル比で混合した溶液
に、レゾルシノール類の芳香族環に２個以上のヒドロキシル基が置換した構造を持つフェ
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ノール類の中から選択された１種類以上のモノマーと、アルデヒド類の中から選択された
１種以上のモノマーとを加え、反応させて共重合体を生成させ、前記共重合体をアルコー
ルの中から選択された１種類以上の溶媒と酸の混合溶液で処理して得られた高分子化合物
を不活性雰囲気下で焼成する炭素の製造方法において、前記混合溶液での処理を２回以上
行うことにより高比表面積を有する炭素を製造することを特徴とする炭素の製造方法であ
る。
また、第２の発明の高比表面積炭素の製造方法に関する実施態様として、以下の（４）
〜（６）が提示される。
（４）前記界面活性剤としては、ヘキサデシルトリメチルアンモニウムブロミド等のアル
キルアンモニウム塩、ブロミドヘキサデシルアミン等のアルキルアミンよりなる群から選
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択された１種以上の界面活性剤を使用することができる。
（５）前記混合溶液としては、エタノール等のアルコール類の中から選択された１種類以
上の溶媒と塩酸等の酸の混合溶液を使用することができる。
（６）前記モノマーのアルデヒド類としては、ホルムアルデヒド、フルフラール等の中か
ら選択された１種以上のアルデヒド類を使用することができる。
【００２６】
また、以下、第３の発明は、第１の発明の高比表面積炭素の用途発明を提示するもので
ある。
すなわち、第３の発明は、
（７）前記（１）に記載の炭素を含み、多用途に使用されることを特徴とする汎用性機能

10

材料である。
また、第３の発明の汎用性機能材料の用途に関する実施態様として、以下の（８）〜（
１２）が提示される。
（８）前記用途が、各種物質の分離剤、吸着剤または貯蔵剤であることを特徴とする（７
）項に記載の汎用性機能材料である。
（９）前記用途が、繊維、ゴム、フィルムあるいはプラスチック製品などの添加剤である
ことを特徴とする（７）項に記載の汎用性機能材料である。
（１０）前記用途が、塗料、インキ、接着剤あるいは紙塗工剤などの液体製品への添加剤
であることを特徴とする（７）項に記載の汎用性機能材料である。
（１１）前記用途が、電池材料であることを特徴とする（７）項に記載の汎用性機能材料
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である。
（１２）前記用途が、電気二重層キャパシタ材料であることを特徴とする（７）項に記載
の汎用性機能材料である。
【発明の効果】
【００２７】
以上の構成によって、本発明は以下に列記するように多岐にわたる優れた作用効果が奏
せられ、これにより各種分野において使用されることが期待される。
１）これを物質分離材として用いた場合、酸・アルカリ領域において化学的に安定でかつ
粒子形態・サイズが制御されたクロマトグラフィーの担体、イオン交換樹脂等への応用が
期待できる。
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２）これを物質貯蔵材として用いた場合、その特異な形状により、水素等の小分子やイオ
ンの貯蔵に効果的に働くことが期待される。
３）これを繊維、ゴム、フィルムあるいはプラスチック製品などの添加剤として用いた場
合、化学的熱的に安定でその特異な形状より、製品の改質、補強に大きく貢献できる。
４）これを塗料、インキ、接着剤あるいは紙塗工剤などの液体製品への添加剤として用い
た場合、化学的熱的に安定でその特異な形状より、製品の改質に大きく貢献できる。
５）これを電池材料として用いた場合、粒子の特異な形状・組成より、電極材料として高
性能化が期待できる。
６）これを電気二重層キャパシタ材料として用いた場合、粒子の特異な形状・組成より、
高性能化が期待できる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
本発明のねらいとするところは、直径１００ｎｍ〜２μｍの粒子が連結した形態を持つ
１５００ｍ２／ｇ以上のＢＥＴ比表面積を有する高比表面積炭素を提供するところにある
ことは、前述したとおりである。
【００２９】
本発明によって得られる炭素は、その合成方法において先に紹介した先行文献（非特許
文献１９）に記載されたクラスター粒子に類似しているが、炭素の細孔特性が異なる。以
下に述べる実施例１の窒素吸脱着等温曲線の結果から明らかなように、ＢＥＴ比表面積値
が３４００ｍ２／ｇ超に達することが証拠付けられており、先行文献の報告例とは構造的
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に大きな違いがある。
【００３０】
また、本発明の炭素の製造方法は、先行特許文献５とほぼ同じである。これらの先行文
献の手法は界面活性剤水溶液中で調製したレゾルシノールとホルムアルデヒドの共重合体
をＨＣｌ等の酸で処理した後、炭化する手法であるが、本発明では先行文献と同じ工程に
より炭素調製に至るも、ＨＣｌ等の酸による処理回数を複数回とすることにより、炭素の
高比表面積化に導くことに成功したものである。すなわち、酸処理という同じ合成プロセ
スであっても、酸処理回数が違うだけで得られる炭素の比表面積が異なり、この処理回数
が、炭素の高比表面積化にとって重要である。
【００３１】
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酸処理を２回行うことにより、１回の場合と比べて、炭素の比表面積が顕著に増大する
が、後述する実施例に示されるように、酸処理回数が多くなる程、比表面積が増大し、Ｂ
ＥＴ比表面積１５００ｍ２／ｇ以上の炭素が得られるから、４回〜１０回とすることが好
ましい。酸処理回数が５回以上になると、炭素のＢＥＴ比表面積が２０００ｍ２／ｇ以上
になるので、より好ましい。
【００３２】
本発明の炭素の前駆体となる高分子の含有成分と構造は、１種類以上のフェノール類の
中から選択された１種類以上のモノマーと１種以上のアルデヒド類との共重合体を骨格成
分とする特定寸法・形態のポリマー粒子であり、その構成成分であるフェノール類とアル
デヒド類に関しても、組成的に多様な組み合わせを許容するものであることに加え、前駆
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体の合成条件、前駆体の前処理、焼成温度など炭化条件など実に多様な組み合わせを含む
ものである。
【００３３】
レゾルシノール類の芳香族環に２個以上のヒドロキシル基が置換した構造を持つフェノ
ール類の中から選択された１種類以上のモノマーと、アルデヒド類の中から選択された１
種以上のモノマーとの共重合体を骨格成分とする高分子化合物の一例としては、特許文献
５に記載されたようなワイヤー状化合物があり、ワイヤー状化合物を前駆体として、特許
文献５に記載された発明においては、ワイヤー状炭素粒子が得られるが、本発明において
は、直径１００ｎｍ〜２μｍの粒子が連結した形態を持つ高比表面積炭素が得られる。
【００３４】
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また、製造方法の骨子は、界面活性剤溶液中でフェノール類とアルデヒド類各１種類以
上を混合し塩基性縮合剤のもとで反応させ、生成物を酸処理して炭化することで高比表面
積の炭素に誘導するというものであり、構造体を構築するための各段階での最適反応温度
や反応混合物組成も対象とするモノマー種や用いる界面活性剤の特性あるいは炭素前駆体
の前処理条件、炭化条件によって多様に変化し、その結果、前駆体の焼成によって得られ
る炭素の構造・形態にも違いが現れる。
【００３５】
この出願の発明は、以上の特徴を持つものであるが、以下、実施例を添付した図面に基
づき、具体的に説明する。ただし、これらの実施例は、本発明に対して、あくまでもその
一態様例を示すものにすぎず、本発明を構成するモノマー種や製造方法もこの実施例によ
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って限定されるべきではない。
【実施例】
【００３６】
実施例１；
レゾルシノール、水酸化ナトリウム、セチルトリメチルアンモニウムブロミド（ヘキサ
デシルトリメチルアンモニウムブロミド）および水１：１：１：４８０のモル比の溶液を
調製した。この溶液にホルムアルデヒド（モル比２）の溶液を加え２５℃で３日間静置し
、続いて９０℃で２４時間静置した。得られた固相をろ過により水分を除去した。その後
、この生成物を２０倍容のエタノールに分散させ、ついで、この分散液にＮａＯＨの仕込
み物質量の１０倍量のＨＣｌを加え、これを室温で８時間攪拌した後、ろ過した。この酸
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処理操作を計６回行なった。得られた酸処理試料を炭素前駆体とし、これを窒素雰囲気下
１０００℃で焼成することにより、炭素を得た。
走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像より、この炭素は数百ｎｍの粒子が連結した形態を持っ
ていることが分かった（図１（ａ））。また、窒素吸脱着等温評価を行ったところ、炭素
はミクロ孔と４ｎｍ以下のメソ孔から成る多孔体であり、ＢＥＴ比表面積は３４３０ｍ２
／ｇと高い値を示すことが分かった（図１（ｂ、ｃ））。
【００３７】
実施例２；
レゾルシノール、水酸化ナトリウム、セチルトリメチルアンモニウムブロミドおよび水
１：１：１：２４０のモル比の溶液を調製した。この溶液にホルムアルデヒド（モル比２
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）の溶液を加え２５℃で３日間静置し、続いて９０℃で２４時間静置した。得られた固相
をろ過により水分を除去した。その後、この試料を２０倍容のエタノールに分散させ、つ
いで、この分散液にＮａＯＨの仕込み物質量の１０倍量のＨＣｌを加え、これを室温で８
時間攪拌した後、ろ過した。この酸処理操作を計５回行なった。得られた酸処理試料を炭
素前駆体とし、これを窒素雰囲気下１０００℃で焼成することにより、ＢＥＴ比表面積２
２３６ｍ２／ｇの炭素が得られた。
【００３８】
本発明は、以上の実施例に加え、多岐にわたる実験例を積み重ね、得られたデータを整
理した結果、前記（１）項に記載した炭素であることが確認されたものである。
【００３９】
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そして、その結果、本発明においては、レゾルシノール系樹脂を主要成分として組織さ
れた高分子を前駆体とすることで直径１００ｎｍ〜２μｍの粒子が連結した形態を持つ１
５００ｍ２／ｇ以上の高比表面積炭素を得ることに成功したものであり、その意義は極め
て大であると確信する。その詳細な物性や、諸特性及び各種技術分野における作用効果に
関する具体的データ等の開示、及びこれに関連して誘導される新たな技術的可能性、発展
性等の研究開発は、今後の研究に待つところ大であり、委ねられているものであるが、そ
の組成と特徴的な構造からして、諸分野において優れた作用効果を奏しうることの可能性
は極めて大である。
【００４０】
すなわち、特有なプロセスによって構造制御された炭素粒子の特異な形状とその細孔の
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微細性、あるいは分子ふるい、物質分離、小分子の貯蔵、電気伝導あるいは電気絶縁性、
特定分子に対する選択的吸着特性等の各種有用な機能を有し、これら有用機能の発現によ
って高性能分離剤、吸着剤、物質貯蔵剤、繊維・フィルム・プラスチック製品・インキ・
塗料・接着剤・紙塗工剤などへの添加剤、電池材料、キャパシタ材料など工業的に極めて
重要な各種用途に供することのできる炭素を得ることに成功したものである。
【００４１】
２個以上のヒドロキシル基が置換した構造を持つフェノール類とアルデヒドの共重合体
を主要成分として組織された高分子を前駆体として得られた直径１００ｎｍ〜２μｍの粒
子が連結した１５００ｍ２／ｇ以上の高比表面積炭素（請求項１）の製造方法は、前記実
施例で具体的に開示したところであるが、これを、反応混合物の調製から実施する場合の
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製造方法における反応条件について言及、要約すると、以下のとおりである。
【００４２】
レゾルシノール１モルに対し、セチルトリメチルアンモニウムブロミドを０．１〜２モ
ル好ましくは０．５〜１モル、水酸化ナトリウムを０．０１〜３モル好ましくは０．５〜
１モルおよび水を１２０〜１２００モル好ましくは２４０〜４８０モルを加えた溶液に、
ホルムアルデヒドを１〜６モル好ましくは２〜３モルを加え、１０〜８０℃好ましくは２
０〜４０℃で０〜１００時間好ましくは４８〜７２時間反応させ、続いて、４０〜１００
℃好ましくは８０〜９０℃で０〜１００時間好ましくは１２〜２４時間反応させる。得ら
れた固相をろ過により水分を除去する。このポリマー試料を５〜１００倍容好ましくは２
０〜５０倍容のエタノールに分散させ、ついで、この分散液にＮａＯＨの仕込み物質量の
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２〜２０倍量好ましくは５〜１０倍量のＨＣｌを加え、これを１０〜６０℃好ましくは室
温で０．５〜２４時間好ましくは４〜１０時間攪拌した後、ろ過する。この酸処理操作を
計２〜１０回好ましくは４〜６回行う。得られた試料を不活性雰囲気下で６００〜３００
０℃好ましくは８００〜１０００℃で、０．５〜１２時間好ましくは２〜４時間焼成し、
炭素を得る。
その反応条件は、例示的に要約すると以下のとおりである。
【００４３】
以上、レゾルシノール−ホルムアルデヒド系ポリマーを前駆体とする炭素生成物を得る
際の反応操作と反応条件を説明したが、それ以外のレゾルシノール−アルデヒド系ポリマ
ー粒子においても前示した反応操作、反応条件、炭化前処理条件と同様の手順ないしはこ
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れに準じた操作条件によって実施される。
【００４４】
すなわち、このポリマー粒子の反応混合物の調製から、最終生成物の炭素を得るまでの
過程は、次のように構成される。まず、原料の選択の際には、アルキルトリメチルアンモ
ニウムイオンと結合するフェノキシドを与えるフェノール系の中でも水に易溶であるレゾ
ルシノールとホルムアルデヒドのように、モノマーが３次元的に重合し、界面活性剤と結
合し、水（水系溶媒）に溶けやすいものを選択し、均一組成溶液から構造化を促すことが
望ましい。
【００４５】
セチルトリメチルアンモニウムブロミド存在下でレゾルシノール／ホルムアルデヒド共
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重合反応を行うと、レゾルシノールとホルムアルデヒド共重合体とセチルトリメチルアン
モニウム分子が複合化したポリマー粒子が生成する。この後行う塩酸／エタノール処理は
この複合体からセチルトリメチルアンモニウム分子を除去することを目的としており、同
分子が複合体から完全に除去されることが望ましい。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
本発明は、炭素生成物が前述のような構造になっているため、クロマトグラフィーの担
体、イオン交換樹脂などへの応用、水素等の小分子やイオンの貯蔵、繊維、ゴム、フィル
ムあるいはプラスチック製品などの添加剤、塗料、インキ、接着剤あるいは紙塗工剤など
の液体製品への添加剤、電池の電極材料、電気二重層キャパシタ材料のような各種分野に
おいて今後大いに利用され、産業の発展に寄与するものと期待される。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１（ａ）】実施例１で得られた高比表面積炭素の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）による
観察写真である。
【図１（ｂ）】実施例１で得られた高比表面積炭素の窒素吸脱着等温曲線である。
【図１（ｃ）】実施例１で得られた高比表面積炭素のＢＪＨ曲線である。
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JP 2008‑222463 A 2008.9.25

(12)

JP 2008‑222463 A 2008.9.25

フロントページの続き
(51)Int.Cl.

ＦＩ

テーマコード（参考）

Ｃ０９Ｄ 11/00

(2006.01)

Ｃ０９Ｄ 11/00

４Ｊ０４０

Ｃ０９Ｊ

9/02

(2006.01)

Ｃ０９Ｊ

9/02

５Ｅ０７８

Ｃ０９Ｊ 11/04

(2006.01)

Ｃ０９Ｊ 11/04

５Ｈ０５０

Ｈ０１Ｇ

9/058

(2006.01)

Ｈ０１Ｇ

9/00

３０１Ａ

Ｈ０１Ｍ

4/58

(2006.01)

Ｈ０１Ｍ

4/58

１０３

Ｆターム(参考) 4G146 AA10 AB03 AC02A AC02B AC09A AC09B AC10A AC10B AD13 AD24
AD31 AD37 AD40 BA18
4J037 AA01 BB07 BB12 BB14 DD05 DD07 DD13 FF11
4J038 HA026 KA12 NA20 PB09
4J039 BA04 BD02 BE01 BE29 EA19 EA24
4J040 HA026 KA32 KA35 LA09 NA19
5E078 BA13 BA19 BA62
5H050 CA14 CB07

10

