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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
３５０℃〜５００℃の温度で酸化処理されることにより酸化開孔した穴を通じてカーボ
ンナノホーンの内部に内包物質を取り込ませ、それらを不活性ガス中または真空中で８０
０℃〜１８００℃の温度で熱処理することにより前記穴付近の炭素原子の再結合によって
前記穴を塞ぎ、前記内包物質を前記カーボンナノホーンにより遮蔽することを特徴とする
カーボンナノホーン複合体の作製方法。
【請求項２】
前記内包物質が、金属、無機物及び有機物のいずれか１種、または２種類以上の混合物
あるいは化合物であることを特徴とする請求項１に記載のカーボンナノホーン複合体の作
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製方法。
【請求項３】
前記内包物質が、金属、無機物及び有機物のいずれか２種類以上の混合物であって、当
該内包物質の混合比を制御することで任意の組成比の前記内包物質を前記カーボンナノホ
ーンに取り込ませることを特徴とする請求項１に記載のカーボンナノホーン複合体の作製
方法。
【請求項４】
前記内包物質の取り込みを行う条件を制御することで、その取込み量を制御することを
特徴とする請求項１，２又は３に記載のカーボンナノホーン複合体の作製方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、カーボンナノホーン（ＣＮＨ）の内部空間に金属や酸化物の原子又は分子、
あるいは機能性分子などを内包させたカーボンナノホーン複合体及びその作製方法に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
従来から、カーボンナノチューブ、カーボンナノホーン等のナノサイズのナノ炭素材（
カーボンナノ物質）に関して、その特性や用途について鋭意研究がなされている。そして
、カーボンナノ物質の表面に様々な物質を吸着させたり、内部に保持させたりする方法等
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が既にいくつか提案されている。
【０００３】
例えば、特許文献１には、酸化処理により開孔を設けたカーボンナノホーンの集合体の
表面及び内部に、ガス種により被吸着物質を吸着させる方法が開示されている。
【０００４】
また、特許文献２には、単層カーボンナノチューブとドーパント物質とを、真空減圧下
でドーパント物質が蒸気となる温度に維持することで、カーボンナノチューブ内にドーパ
ント物質を内包させる方法が開示されている。
【０００５】
また、特許文献３には、ドーパント物質を溶解させた溶液中にカーボンナノチューブを
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浸漬させて、カーボンナノチューブ内にドーパント物質を内包させる方法が開示されてい
る。
【０００６】
さらに、特許文献４には、カーボンナノ物質に親和性の高い被抽出物質がより親和性の
低い溶媒に投入されている混合溶液中に、カーボンナノ物質を共存させることで、被抽出
物質をカーボンナノ物質の内表面等に付着させる方法が開示されている。
【０００７】
上述のような手法を利用すれば、カーボンナノチューブやカーボンナノホーンの内部に
様々な金属、酸化物などのナノ粒子を吸着させることができ、様々な用途に利用できる新
しいカーボンナノ物質を提供することができる。
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【０００８】
また、様々なドーパント物質を上記の方法で取込むことによりカーボンナノチューブや
カーボンナノホーンの表面状態を変えることや導電性などを向上させることも可能である
。
【０００９】
【特許文献１】特開２００２−３２６０３２号公報
【特許文献２】特開２００２−９７０１０号公報
【特許文献３】特開２００２−２５５５２０号公報
【特許文献４】特開２００４−１６９０９号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかしながら、従来の方法では、内包物質が通過可能な開孔が、内包物質を取り込んだ
後もカーボンナノチューブやカーボンナノホーンに残っており、その穴を介して様々な物
質がカーボンナノチューブやカーボンナノホーンの内部に出入りすることができる。その
ためカーボンナノチューブやカーボンナノホーンに内包されている金属、酸化物などの物
質が、他の物質と反応したり、溶出したりする。このように、従来の方法により作製され
るカーボンナノホーン複合体には、内包物質を安定に固定することができないという問題
点がある。
【００１１】
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そこで、本発明は、このような事情に鑑み、従来の技術の問題点を解消し、酸性条件下
や有機溶媒中でも内包された金属やその酸化物などの腐食や溶出を防ぐことができ、導電
性を維持しながらも表面が酸化されないカーボンナノホーン複合体及びその作製方法を提
供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明は、上記の課題を解決するものとして、以下のことを特徴としている。
【００１５】
すなわち、本発明の第１の要旨は、カーボンナノホーン複合体の作製方法において、３
５０℃〜５００℃の温度で酸化処理されることにより酸化開孔した穴を通じてカーボンナ
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ノホーンの内部に内包物質を取り込ませ、それらを不活性ガス中または真空中で８００℃
〜１８００℃の温度で熱処理することにより前記穴付近の炭素原子の再結合によって前記
穴を塞ぎ、前記内包物質を前記カーボンナノホーンにより遮蔽することを特徴とする。
【００１７】
また、本発明の第２の要旨は、上記第１の要旨に係るカーボンナノホーンの作製方法に
おいて、内包物質が、金属、無機物及び有機物のいずれか１種、または２種類以上の混合
物あるいは化合物であることを特徴とする。
【００１８】
本発明の第３の要旨は、上記第１の要旨に係るカーボンナノホーンの作製方法において
、前記内包物質が、金属、無機物及び有機物のいずれか２種類以上の混合物であって、当
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該内包物質の混合比を制御することで任意の組成比の前記内包物質を前記カーボンナノホ
ーンに取り込ませることを特徴とする。
【００１９】
また、本発明の第４の要旨は、上記第１、第２又は第３の要旨に係るカーボンナノホー
ン複合体の作製方法において、前記内包物質の取り込みの条件制御することで、その取込
み量を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２２】
本発明によれば、金属などの酸性条件下などで溶けてしまう物質や有機溶媒などで反応
あるいは溶解してしまう物質をカーボンナノホーンに内包させた場合でも、得られたカー
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ボンナノホーン複合体は酸性条件下や有機溶液中で安定に存在できる。また、酸化雰囲気
においても内包金属等が酸化することなく安定である。このように、本発明によるカーボ
ンナノホーン複合体は酸化、腐食、溶解などに対して大きな抵抗力を持つという特徴があ
る。
【００２３】
そして、このような優れた特徴があるため、本発明のカーボンナノホーン複合体は、導
電性を維持しながらも表面が酸化されないことが必要とされる導電性塗料や、様々な有機
溶媒や酸性溶液中で使用される電池の電極材料等の応用に最適である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
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以下に本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００２５】
本実施の形態に係る（物質内包）カーボンナノホーン複合体は、カーボンナノホーンと
、その内部に取り込まれた内包物質とからなり、内包物質は、カーボンナノホーンにより
遮蔽されている。
【００２６】
より具体的には、本実施の形態に係るカーボンナノホーン複合体は、カーボンナノホー
ン内に内包物質を取り込むために、カーボンナノホーンの先端や壁面に形成された穴が、
内包物質を取り込んだ後に閉塞されている。
【００２７】

50

(4)

JP 5371021 B2 2013.12.18

以下、このようなカーボンナノホーン複合体の作製方法について説明する。
【００２８】
まず、カーボンナノホーンに微小な開孔（孔又は穴）を形成するため、カーボンナノホ
ーン（の凝集体）に対して弱い酸化処理を行う。続いて、開孔が形成されたカーボンナノ
ホーンにドーパント物質（内包物質）を取り込ませる。その後、物質を内包したカーボン
ナノホーンを、不活性ガスや真空などの不活性雰囲気中で加熱処理することにより、酸化
処理において形成された開孔部は、炭素同士の再結合によりドーパントを取り込んだ状態
で塞がれる。閉口を促すために、開孔部の官能基に化学結合により有機物を付加させたり
、また、フラーレンなどの炭素クラスターを開孔部付近に吸着させておいて、閉口時に必
要な炭素を供給する。
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【００２９】
上記工程において、出発物質として用いられるカーボンナノホーンは、各々が２−５ｎ
ｍの直径を持ち、その先端を外側にして球形に集合した凝集体である。カーボンナノホー
ン凝集体としては、その直径が３０−１５０ｎｍのものが使用可能である。
【００３０】
カーボンナノホーンに微細な孔を開けるためには、種々の酸化方法が利用できる。例え
ば、「Nanowindow‑Induced Molecular Sieving Effect in a Single‑Wall Carbon Nanoho
rn」，K. Murata, K. Hirahara, M. Yudasaka, S. Iijima, D. Kasuya, K. Kaneko, Jour
nal of Physical Chemistry B, 2002, 106, 12668、「Moleclar Potential Structure of
Heat‑Treated Single‑Wall Carbon Nanohorn Assemblies」, K. Murata, K. Kaneko, W.
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A. Steele, F. Kokai, K. Takahashi, D. Kasuya, K.. Hirahara, M. Yudasaka, S. Iij
ima, Journal of Physical Chemistry B, 2001, 105, 10210などに記載されている酸化条
件を利用することができる。この際、様々な酸化条件を選択的に採用することにより、開
孔するサイズを制御することができる。たとえば、酸素雰囲気中での熱処理による酸化で
は、酸化処理温度を３００から４２０℃の範囲で選択することにより、直径０．３から１
ｎｍの範囲の任意の径を持つ孔を開けることができる。
【００３１】
穴の形成は、また、特開２００３−０９５６２４号公報に示されるように、酸などによ
る処理でも可能である。
【００３２】

30

なお、開孔は、カーボンナノホーンの表面に存在する欠陥部分において形成されやすい
。
【００３３】
内包物質としては、真空中や不活性ガス中で昇華する物質や、溶媒に溶解されて溶液中
に存在する物質を対象とすることができる。すなわち、気相又は液相のいずれかの状態で
カーボンナノホーン内に取り込ませることができるものであれば、その種類に特に制限は
なく、有機物、無機物及び金属のいずれか１種、または、２種以上の物質の混合物や化合
物等を用いることができる。
【００３４】
なお、カーボンナノホーンの内部への内包物質の取り込みを液相で行う場合は、その取
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り込み条件、たとえば、溶媒の種類や溶液中のｐＨ、濃度、温度、時間などを変えること
で、その取り込む物質のサイズや量を制御することができる。
【００３５】
また、２種以上の物質の混合物を取り込ませる場合には、その混合比を制御することに
より、カーボンナノホーンに取り込まれる内包物質の組成比を制御することができる。
【００３６】
上述のように、カーボンナノホーンの内部に内包物質を取込んだ後、真空中または不活
性ガス雰囲気中で熱処理を加えることで、物質を取り込むために利用した微小な穴が炭素
原子からなる面で塞がれる。これは、穴の付近の炭素原子の再結合、あるいは、穴の付近
の炭素原子およびその周囲に存在する不純物炭素原子の再結合による。カーボンナノホー

50

(5)

JP 5371021 B2 2013.12.18

ンに形成された微小な穴が、欠陥部分に形成されていた場合には、その欠陥は、この熱処
理（再結合）により修復される。
【００３７】
穴を閉じるために行われる熱処理の温度は、開孔処理に伴って作製される表面官能基を
脱離させる温度、たとえば８００−１８００℃が最適である。
【００３８】
また、このとき、高圧下においての加熱処理であれば、水素などの軽元素なども上記手
法でカーボンナノホーン内部に取り込むことができ、その圧力は、２００気圧以上が望ま
しい。
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【００３９】
穴の修復度（閉じる割合）は、カーボンナノホーンの開孔の際の穴のサイズに依存する
ため、上述したように開孔サイズの制御することによって、制御することができる。いず
れにしても、内包物質を取り込むために開孔された穴は、内包物質と反応する物質が通過
したり、内包物質が溶出したりすることがない大きさにまで縮小される。その結果、内包
物質はカーボンナノホーンによって外部から遮蔽され、カーボンナノホーンの内部に安定
して存在することができる。
【００４０】
以上のようにして作製された物質内包カーボンナノホーン複合体は、外部から遮蔽され
た状態で内包するドーパント物質により、その電気的、磁気的等の各種物性が元のカーボ
ンナノホーンの物性から大きく変化する。あるいは、元のカーボンナノホーンとは全く異
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なる物性が付与される。そして、ドーパント物質の取り込みに利用された穴が閉孔されて
いるため、上記物性を今まで利用が困難であった環境下でも維持することができる。よっ
て、目的と機能によりその物性を選択することができ、化学的または物理的に修飾した新
しいナノ構造物質の創生が期待できる。
【実施例】
【００４１】
以下に実施例を示し、さらに詳しく本発明について例示説明する。もちろん、以下の例
によって発明が限定されることはない。
【００４２】
30

（実施例１）
（カーボンナノホーンの開孔制御）
カーボンナノホーンに対し、酸素中で、３５０〜５５０℃の範囲で１０分間熱処理を行
った。この時の、酸素の流量は、２００ｍｌ／ｍｉｎであった。なお、酸素分圧は、１気
圧以下でもよい。
【００４３】
上記酸化処理が施されたサンプルについて、７７Ｋでの窒素の吸着等温線を測定した。
その結果を、ＢＥＴ法により比表面積として算出した。その結果を図１に

ＳＷＮＨｏｘ

として示す。
【００４４】
図１のグラフから見て取れるように、未処理のカーボンナノホーン(酸素処理温度０℃

40

の場合)に比べ、上記温度で酸化処理を行ったものは比表面積が大幅に増加している。こ
のことから、カーボンナノホーンの表面に穴が開いてその内部が窒素の吸着に利用できる
ようになっていることが分かる。つまり、上記酸化処理は、開孔処理である。
【００４５】
（実施例２）
(カーボンナノホーンの閉孔制御)
実施例１と同様に３５０〜５５０℃の温度領域で酸化開孔されたカーボンナノホーンに
対して、電気炉を用いてアルゴン雰囲気下において加熱処理を行った。その際、電気炉温
度は、１２００℃に保ち、熱処理時間は、約３時間とした。これによって作製されたカー
ボンナノホーンの比表面積を、実施例１と同様に７７Ｋでの窒素の吸着測定によるＢＥＴ
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(6)
法により算出した。その結果を、図１に
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ＨＴ１２００−ＳＷＮＨｏｘ

として示す。

【００４６】
図１に示すとおり、酸化処理温度が約５００℃までのカーボンナノホーンは、その後の
不活性ガス雰囲気中の熱処理によって比表面積が大きく減少する。すなわち、約５００℃
より低い温度での酸化処理により形成された穴は、その後の不活性ガス雰囲気中の熱処理
によりほぼ完全に塞がれる。これに対し、約５００℃よりも高い温度で酸化処理されたカ
ーボンナノホーンは、その後の不活性ガス雰囲気中の熱処理による比表面積の減少が小さ
い。すなわち、約５００℃より高い温度での酸化処理により形成された穴は、その後の不
活性ガス雰囲気中の熱処理によっても、十分に塞がらない。このように、酸化処理の温度
を制御することによって、その後の熱処理により穴が閉じる割合を制御することができる
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。
【００４７】
なお、閉孔のための熱処理温度は、前述したように８００〜１８００℃の範囲が適して
いる。
【００４８】
(実施例３)
（金属錯体のカーボンナノホーンへの導入）
酢酸ガドリニウム５０ｍｇと５００℃で酸化処理したカーボンナノホーン５０ｍｇとを
エタノール溶液２０ｍｌ中で混合し、室温で約２４時間攪拌した。その後、フィルターを
使ってろ過した。ひき続いて、フィルターに残った物質（サンプル）を２４時間真空乾燥
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させ、含まれている溶媒などを蒸発させて完全に取り除いた。こうして得られたサンプル
の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）像を図２に示す。図２において、濃い楕円形が酢酸ガドリ
ニウムであり、カーボンナノホーンの内部に内包されているのが分かる。
【００４９】
（実施例４）
（金属錯体を内包したカーボンナノホーンの閉孔処理）
実施例３のようにして作製されたカーボンナノホーンの中に酢酸ガドリニウムを取込ま
せたサンプルに対し、実施例２と同様に、アルゴン雰囲気下において電気炉による加熱処
理をした。この際、酢酸ガドリニウム錯体は、酸化物になっている。得られたサンプルの
ＴＥＭ像を図３に示す。
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【００５０】
図３から分かるように、金属酸化物は、カーボンナノホーン内部に取込まれたままであ
り、多くのものは、カーボンナノホーンの先端付近に集まっている。
【００５１】
次に、上記サンプルの酸による耐性を確認するために、そのサンプルを５Ｍ塩酸溶液に
浸漬し、２４時間攪拌した。その後、フィルターを使ってろ過し、フィルターに残ったサ
ンプルを２４時間真空乾燥した。そのサンプルのＴＥＭ像を図４に示す。図４から分かる
ように、カーボンナノホーンの内部に多くの金属化合物が残っている。
【００５２】
また、これらのサンプルの熱重量分析（ＴＧＡ：ThermoGravimetric Analysis）により
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、塩酸中に溶出せず、カーボンナノホーン内に残った金属の量を見積もった。その結果を
図５に示す。また、比較例として、閉孔処理をしない酸化ガドリニウム内包カーボンナノ
ホーンを作製し、塩酸中に溶出せずカーボンナノホーン内に残った金属量を求めた結果も
図５に示す。なお、比較例の酸化ガドリニウム内包カーボンナノホーンは、実施例３と同
様の手法で、酢酸ガドリニウム内包ナノホーンを作製し、これを約６００℃で熱処理する
ことにより得た。
【００５３】
図５から、カーボンナノホーンの穴を塞ぎ、外部から内包物質を遮蔽した本発明のカー
ボンナノホーン複合体は、内包物質をカーボンナノホーン内で安定に存在させることが分
かる。
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【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】実施例１及び２においてそれぞれ作製されたカーボンナノホーンについて、７７
Ｋでの窒素の吸着等温線からＢＥＴ法によって見積もった比表面積と、酸化処理温度との
関係を示すグラフである。
【図２】実施例３において作製されたＧｄ金属内包カーボンナノホーン複合体のＴＥＭ写
真である。
【図３】実施例４において作製された熱処理によってナノ開孔を閉じたＧｄ酸化物内包カ
ーボンナノホーン複合体のＴＥＭ写真である。
【図４】実施例４において作製された、熱処理によってナノ開孔を閉じたＧｄ酸化物内包
カーボンナノホーン複合体を、酸で洗ったあとのＴＥＭ写真である。
【図５】実施例１−４の手法で作製された閉孔した金属内包カーボンナノホーン複合体と
閉孔していない金属内包カーボンナノホーン複合体の、塩酸溶液中に浸漬する前後の熱重
量分析の結果を示す表である。

【図１】

【図５】
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【図２】

【図３】
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【図４】
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