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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
下記一般式（１）で示されるデンドリマーからなるカーボンナノチューブ用分散剤。
【化１】
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［式中、Ａは、主鎖の鎖長が２０〜３００である２価の脂肪族炭化水素基又は下記一般式
（２）で示される２価の有機基から選択されるコアユニットであり、
【化２】

［式中、Ｒ１は炭素数４〜２０の２価の脂肪族炭化水素基であり、Ｒ１はそれぞれ同じで
も異なっていてもよく、ｎは１〜２０の整数である。］；
Ｂは、窒素原子又は３価の芳香族炭化水素基から選択される少なくとも１種からなる分岐
ユニットであり；
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Ｃは、酸素原子又は２価の有機基から選択される少なくとも１種からなる延長ユニットで
あり；
Ｄは、アルコキシ基、エステル基、アミノ基、アミド基、水酸基及びその塩、カルボキシ
ル基及びその塩、メソゲン基、糖鎖、及びポリエチレングリコール鎖からなる群から選択
される少なくとも１種を含む１価の置換基からなる末端ユニットであり；
Ｘは、任意の構成単位であり、炭化水素基以外の２価の置換基である。］
【請求項２】
請求項１記載の分散剤を用いるカーボンナノチューブの分散方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
本発明は、分散剤として有用な新規デンドリマーに関する。
【背景技術】
【０００２】
カーボンナノチューブに代表される炭素材料、特にカーボンナノチューブ薄膜に期待さ
れる用途は広く、例えば、半導体色素としての性質を利用した太陽電池用薄膜、導電性を
利用した透明電極用薄膜、生体適合性を利用したバイオインターフェース薄膜などの研究
開発が行われている。カーボンナノチューブは、単層カーボンナノチューブ（以下「ＳＷ
ＮＴｓ」と略記することがある）、二層カーボンナノチューブをはじめとする比較的安価
で導電性の高い多層カーボンナノチューブ（以下「ＭＷＮＴｓ」と略記することがある）
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、ピーポッドと呼ばれる分子内包カーボンナノチューブなどに分類される。分子内包カー
ボンナノチューブは、様々な分子を内包することができ、半導体的な性質を自在にチュー
ニングすることが可能なことから次世代の半導体材料として期待されている。
【０００３】
ここで、カーボンナノチューブは炭素材料特有の高い凝集力のため分散性や混和性が低
いことが知られている。カーボンナノチューブの分散性や混和性を向上させる方法として
、非特許文献１には、ドデシルスルホン酸ナトリウムに代表される低分子界面活性剤を分
散剤として用いることが記載されている。また、ポリマーとの相互作用を利用するポリマ
ーラッピングと呼ばれる方法（非特許文献２）やポルフィリン誘導体とカーボンナノチュ
ーブ表面とのπ−π相互作用によりカーボンナノチューブを可溶化させる方法（非特許文
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献３）等も知られている。
【０００４】
しかしながら、これら非特許文献に記載された方法では、長さが１μｍ未満のカーボン
ナノチューブ（以下「短いカーボンナノチューブ」と略記することがある。）や、直径が
０．８〜１．２ｎｍ未満の範囲にあるカーボンナノチューブ（以下「細いカーボンナノチ
ューブ」と略記することがある。）を分散することはできても、長さが１μｍ以上のカー
ボンナノチューブ（以下「長いカーボンナノチューブ」と略記することがある。）、分散
剤との相互作用が比較的弱いとされる直径が１．２〜１．８ｎｍの範囲にある直径の大き
なカーボンナノチューブ（以下「太いカーボンナノチューブ」と略記することがある。）
、二層カーボンナノチューブをはじめとする多層カーボンナノチューブ、及びピーポッド
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と呼ばれる分子内包カーボンナノチューブ等を高濃度でかつ安定的に分散することが困難
であった。特に、カーボンナノチューブ薄膜を透明電極として用いる場合には、高い導電
性が要求される観点から長いカーボンナノチューブが分散されたカーボンナノチューブ薄
膜が望まれていた。
【０００５】
上記ポリマーラッピングによる分散は、比較的多くのカーボンナノチューブに適用でき
るとされているが、この方法ではカーボンナノチューブのバンドル構造をバラバラにする
ことは困難で、分散の際にバンドル構造が保たれたままであるとされている。したがって
、透明電極など、高濃度での分散かつカーボンナノチューブを一本一本バラバラにした形
での分散状態が要求される用途への応用が困難であった。
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【０００６】
このように、上述の低分子界面活性剤を分散剤として用いる方法やポリマーラッピング
による分散では、カーボンナノチューブ表面への分散剤の吸着を厳密にコントロールする
ことが難しく、また、超分子複合体と呼ばれるカーボンナノチューブが低分子分散剤や高
分子分散剤で包まれた状態において、カーボンナノチューブ表面に存在する官能基やその
官能基密度を制御することも困難であった。
【０００７】
また、本発明者らは、カーボンナノチューブの分散性や混和性を向上させる観点から、
狙い通りの官能基を表面に多数配置することが可能なデンドリマー型分散剤について報告
している。具体的には、アントラセン骨格を焦点部位に持つポリアミドアミンデンドロン
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（非特許文献４）、フラーレン骨格を焦点部位に持つポリアミドアミンデンドロン（非特
許文献５）、ドデカメチレン骨格をコアに持つポリアミドアミンデンドリマー（非特許文
献６）等のデンドリマー型分散剤について報告しており、単層カーボンナノチューブの分
散が可能である。しかしながら、デンドリマー型分散剤を用いた場合であっても、多層カ
ーボンナノチューブをはじめ、長いカーボンナノチューブや太いカーボンナノチューブの
分散は困難であるとともに、アントラセンやフラーレン等を焦点部位として用いた場合に
はコスト高となる問題もあり、改善が望まれていた。
【０００８】
一方、カーボンナノチューブ薄膜を作製するにあたっては、ピロリジン誘導体を用いて
カーボンナノチューブに化学修飾を施す方法（非特許文献７）、やカーボンナノチューブ
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とポリマーとを複合化する方法（非特許文献８）等が報告されている。しかしながら、カ
ーボンナノチューブ表面に化学反応等により官能基を導入することによって分散性を向上
させる方法では、官能基の導入や反応後の処理に多くの手間がかかるためプロセスが煩雑
になるとともに、コスト高となる問題があった。また、カーボンナノチューブとポリマー
とを複合化する方法では、高濃度での分散が困難であるとともに、膜厚を薄くすることが
難しいという問題があった。更に、カーボンナノチューブ薄膜を多層化する技術として、
プラズマ処理により膜表面の親和性を高める方法（非特許文献９）等が提案されているが
、大面積の処理が困難であるとともに、コスト高となる問題があった。
【先行技術文献】
【非特許文献】
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【０００９】
【非特許文献１】Hong‑Zhang Geng et al.,Absorption spectroscopy of surfactant‑dis
persed carbon nanotube film:Modulation of electronic structures, Chem. Phys. Let
t. 2008, 455, p.275‑278
【非特許文献２】Wenhui Yi et al., Thethird‑order optical nonlinearities of carbo
n nanotube modified conjugatedpolymer in the femtosecond and nanosecond regimes,
J. Appl. Phys. 2006, 100,094301
【非特許文献３】Jinyu Chen et al., NoncovalentFunctionalization of Single‑Walled
Carbon Nanotubes with Water‑SolublePorphyrins, J. Phys. Chem. B 2005, Vol.109,
No.16, p.7605‑7609
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【非特許文献４】Atula S. D. Sandanayaka et al.,Light‑induced Electron Transfer o
n the Single Wall Carbon Nanotube Surroundedin Anthracene Dendron in Aqueous Sol
ution, Chem. Lett. 2006, Vol.35, No.10,p.1188‑1189
【非特許文献５】Yutaka Takaguchi et al.,Fullerodendron‑assisted Dispersion of Si
ngle‑walled Carbon Nanotubes viaNoncovalent Functionalization, Chem. Lett. 2005,
Vol.34, No.12, p.1608‑1609
【非特許文献６】池内亮太他，「アルキル鎖をコアに持つポリアミドアミンデンドリマー
を用いた単層カーボンナノチューブの可分散化」，2008年，第57回高分子討論会，No.2,p
.3183
【非特許文献７】Viviana Lovat et al., CarbonNanotube Substrates Boost Neuronal E
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lectrical Signaling, Nano Lett. 2005,Vol.5, No.6, p.1107‑1110
【非特許文献８】Ronald H. Schmidt et al., TheEffect of Aggregation on the Electr
ical Conductivity of Spin‑CoatedPolymer/Carbon Nanotube Composite Films, Langmui
r 2007, Vol.23, No.10, p.5707‑5712
【非特許文献９】Sumit Chaudhary et al.,Hierarchical Placement and Associated Opt
oelectronic Impact of Carbon Nanotubesin Polymer‑Fullerene Solar Cells, Nano Let
t. 2007, Vol.7, No.7, p.1973‑1979
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、分散性に優れた界面活性剤、
特にカーボンナノチューブ用分散剤として好適な新規デンドリマーを提供することを目的
とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記課題は、下記一般式（１）で示されるデンドリマーからなるカーボンナノチューブ
用分散剤を提供することによって解決される。
【化１】
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［式中、Ａは、主鎖の鎖長が２０〜３００である２価の脂肪族炭化水素基又は下記一般式
（２）で示される２価の有機基から選択されるコアユニットであり、
【化２】
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１

［式中、Ｒ

は炭素数４〜２０の２価の脂肪族炭化水素基であり、Ｒ

１

はそれぞれ同じで

も異なっていてもよく、ｎは１〜２０の整数である。］；
Ｂは、窒素原子又は３価の芳香族炭化水素基から選択される少なくとも１種からなる分岐
ユニットであり；
Ｃは、酸素原子又は２価の有機基から選択される少なくとも１種からなる延長ユニットで
あり；
Ｄは、アルコキシ基、エステル基、アミノ基、アミド基、水酸基及びその塩、カルボキシ
ル基及びその塩、メソゲン基、糖鎖、及びポリエチレングリコール鎖からなる群から選択
される少なくとも１種を含む１価の置換基からなる末端ユニットであり；
Ｘは、任意の構成単位であり、炭化水素基以外の２価の置換基である。］
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【００１２】
このとき、一般式（１）で示されるデンドリマーからなる分散剤を用いるカーボンナノ
チューブの分散方法も好適な実施態様である。
【発明の効果】
【００１３】
本発明により、一般式（１）で示される新規デンドリマーを提供することができる。こ
うして得られたデンドリマーは、分散性に優れているため界面活性剤として好適に用いら
れ、カーボンナノチューブ用分散剤としてより好適に用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】ＳＷＮＴｓ分散溶液を作製する際のフローチャートである。
【図２】ＳＷＮＴｓ分散溶液の写真である。
【図３】デンドリマーの種類を変えてＳＷＮＴｓを分散した際の可視近赤外吸収スペクト
ル図である。
【図４】単層カーボンナノチューブ薄膜のラマンスペクトル図である。
【図５】単層カーボンナノチューブ薄膜のＡＦＭ画像である。
【図６】ＳＷＮＴｓをＴＨＦ中で分散した際の可視近赤外吸収スペクトル図である。
【図７】ＭＷＮＴｓ分散溶液、及びＭＷＮＴｓ／ＰＶＡ複合膜を作製する際のフローチャ
ートである。
【図８】ＭＷＮＴｓ分散溶液の写真である。
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【図９】ＭＷＮＴｓを水中で分散した際の可視近赤外吸収スペクトル図である。
【図１０】ＭＷＮＴｓ／ＰＶＡ複合膜の写真である。
【図１１】ＭＷＮＴｓ／ＰＶＡ複合ゲルの写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
本発明のデンドリマーは、下記一般式（１）で示されるものであり、主鎖の鎖長が２０
〜３００である２価の脂肪族炭化水素基又は下記一般式（２）で示される２価の有機基か
ら選択されるコアユニットを有する。このようなコアユニットを有する下記一般式（１）
で示されるデンドリマーは新規化合物である。
【００１６】
【化３】
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［式中、Ａの両側にある括弧内の構造は分岐構成単位を表したものであり、該分岐構成単
位は繰返し結合されていてもよく、
Ａは、主鎖の鎖長が２０〜３００である２価の脂肪族炭化水素基又は下記一般式（２）で
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示される２価の有機基から選択されるコアユニットであり、
【化４】

［式中、Ｒ１は炭素数４〜２０の２価の脂肪族炭化水素基であり、Ｒ１はそれぞれ同じで
も異なっていてもよく、ｎは１〜２０の整数である。］；
Ｂは、窒素原子又は３価の芳香族炭化水素基から選択される少なくとも１種からなる分岐
ユニットであり；
Ｃは、酸素原子又は２価の有機基から選択される少なくとも１種からなる延長ユニットで
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あり；
Ｄは、アルコキシ基、エステル基、アミノ基、アミド基、水酸基及びその塩、カルボキシ
ル基及びその塩、メソゲン基、糖鎖、及びポリエチレングリコール鎖からなる群から選択
される少なくとも１種を含む１価の置換基からなる末端ユニットであり；
Ｘは、任意の構成単位であり、炭化水素基以外の２価の置換基である。］
【００１７】
上記一般式（１）において、Ａは、主鎖の鎖長が２０〜３００である２価の脂肪族炭化
水素基又は上記一般式（２）で示される２価の有機基から選択されるコアユニットである
。Ａがこのようなコアユニットであることにより、上記一般式（１）で示されるデンドリ
マーを界面活性剤として用いた際に優れた分散性を示すこととなる。特に、カーボンナノ
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チューブ用分散剤として用いた場合には、細いカーボンナノチューブや短いカーボンナノ
チューブを分散できるだけでなく、太いカーボンナノチューブや長いカーボンナノチュー
ブの分散性に優れるとともに、多層カーボンナノチューブの分散性にも優れる。このこと
は、本発明のデンドリマーが主鎖の鎖長が一定以上であるコアユニットを有することによ
り、カーボンナノチューブ表面との相互作用が強くなる効果を有し、その結果優れた分散
性を示すためであると本発明者らは推察している。
【００１８】
主鎖の鎖長が２０未満の場合、分散性が低下するおそれがあり、特に太いカーボンナノ
チューブや長いカーボンナノチューブの分散性が低下するおそれがあり、２２以上である
ことが好ましく、２５以上であることがより好ましく、２８以上であることが更に好まし
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い。
【００１９】
ここで、主鎖の鎖長が２０〜３００である２価の脂肪族炭化水素基としては、直鎖又は
分岐鎖のアルキレン基が好ましく用いられる。
【００２０】
また、主鎖の鎖長が２０〜３００である上記一般式（２）で示される２価の有機基にお
いて、Ｒ１は炭素数４〜２０の２価の脂肪族炭化水素基であり、Ｒ１は１種類の置換基で
あってもよく、複数種類の置換基を含んでいてもよく、ｎは１〜２０の整数である。Ｒ１
の炭素数が４未満の場合、分散性が低下するおそれがあり、６以上であることが好ましく
、８以上であることがより好ましい。炭素数４〜２０の２価の脂肪族炭化水素基としては
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、直鎖又は分岐鎖のアルキレン基が好ましく用いられる。このようなアルキレン基として
は、例えば、ブチレン基、イソブチレン基、ペンチレン基、ヘキシレン基、ヘプチレン基
、オクチレン基、ノニレン基、デシレン基、ウンデシレン基、ドデシレン基、トリデシレ
ン基、テトラデシレン基、ペンタデシレン基、ヘキサデシレン基、ヘプタデシレン基、オ
クタデシレン基、ノナデシレン基、エイコシレン基等が挙げられる。
【００２１】
上記一般式（１）において、Ａの両側にある括弧内の構造は分岐構造単位を表したもの
であり、分岐構造単位は、分岐ユニットであるＢと延長ユニットであるＣとが結合された
ＢＣ２構造を有するものである。この分岐構造単位は繰返し結合されていてもよく、この
分岐構造単位の繰返しが多いほど、分散性の向上が期待できると本発明者らは推察してい
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る。
【００２２】
上記一般式（１）における分岐構造単位において、Ｂは、窒素原子又は３価の芳香族炭
化水素基から選択される少なくとも１種からなる分岐ユニットである。Ｂがこのような分
岐ユニットであることにより、枝分かれ構造を有する本発明のデンドリマーが得られるこ
ととなる。分岐ユニットであるＢの好適な具体例としては以下に示されるものが挙げられ
る。
【００２３】
【化５】
40

【００２４】
また、上記一般式（１）における分岐構造単位において、Ｃは、酸素原子又は２価の有
機基から選択される少なくとも１種からなる延長ユニットである。延長ユニットであるＣ
の好適な具体例としては以下に示されるものが挙げられる。
【００２５】
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【化６】

10
【００２６】
また、上記一般式（１）で示される本発明のデンドリマーは、ＢＣ２構造を有する上記
分岐構造単位における延長ユニットＣに、前述の分岐ユニットＢが更に結合されてなる。
このように延長ユニットＣに結合された分岐ユニットＢは、ＢＣ２構造におけるＢの構造
と同じでも異なっていてもよいが、効率良く合成できる観点から同じ構造であることが好
ましい。
【００２７】
更に、上記一般式（１）で示される本発明のデンドリマーは、上記分岐構造単位におけ
る延長ユニットＣに結合された分岐ユニットＢに、末端ユニットであるＤが結合されてな
る。末端ユニットであるＤは、アルコキシ基、エステル基、アミノ基、アミド基、水酸基

20

及びその塩、カルボキシル基及びその塩、メソゲン基、糖鎖、及びポリエチレングリコー
ル鎖からなる群から選択される少なくとも１種を含む１価の置換基からなる。このように
、本発明では所望の末端ユニットであるＤをデンドリマー骨格に配置することができるた
め、種々の溶媒を用いた場合であっても分散質、特にカーボンナノチューブの分散性が良
好になるという利点を有する。末端ユニットであるＤは、水酸基及びその塩、カルボキシ
ル基及びその塩、糖鎖、ポリエチレングリコール鎖、アミノ基、エステル基及びメソゲン
基からなる群から選択される少なくとも１種であることが好ましい。水系の分散溶媒中で
分散させる観点からは、末端ユニットであるＤが水酸基及びその塩、カルボキシル基及び
その塩、ポリエチレングリコール鎖及びアミノ基からなる群から選択される少なくとも１
種であることがより好ましい。

30

【００２８】
上記アルコキシ基としては、直鎖又は分岐鎖の炭素数１〜６のアルコキシ基が挙げられ
、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基、イ
ソブトキシ基、ｓｅｃ−ブトキシ基、ｔｅｒｔ−ブトキシ基、ペンチルオキシ基、イソペ
ンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、ヘキシルオキシ基、イソヘキシルオキシ基等が
挙げられる。
【００２９】
上記エステル基としては、−ＣＯＯ−又は−ＯＣＯ−で示される基を含むものであり、
また、上記水酸基及びその塩、並びに上記カルボキシル基及びその塩の塩としては、カリ
ウム、ナトリウム、リチウム、セシウム、カルシウム及びバリウムからなる群から選択さ

40

れる少なくとも１種の金属の塩が好適に使用される。中でも、カリウム又はナトリウムか
ら選択される少なくとも１種の金属の塩がより好適に使用される。
【００３０】
上記メソゲン基とは、剛直で配向性の高い置換基を意味し、芳香族炭化水素基及び脂環
式炭化水素基からなる群から選択される少なくとも１種を２つ以上含む２価の置換基であ
ることが好ましい。メソゲン基の具体例としては、ビフェニル、ジフェニルエーテル、ス
チルベン、ジフェニルアセチレン、ベンゾフェノン、フェニルベンゾエート、フェニルベ
ンズアミド、１，２−ジフェニルプロペン、Ｎ−ベンジリデンベンゼンアミン、１，２−
ジベンジリデンヒドラジン、アゾベンゼン、２−ナフトエート、フェニル−２−ナフトエ
ート、ナフタレン、フルオレン、フェナントレン等の構造を含む２価の置換基が挙げられ
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る。末端ユニットからなるＤがメソゲン基を含む場合、基板への相互作用によるアンカリ
ングの観点からメソゲン基の末端がシアノ基もしくはメルカプト基であることが好ましい
。
【００３１】
上記糖鎖としては、各種糖がグリコシド結合でつながったものだけでなく、アルドン酸
やウロン酸に代表される糖が酸化されて得られる糖酸や、これらアルドン酸やウロン酸な
どの糖酸が脱水縮合して得られる糖酸ラクトン等が挙げられる。糖鎖の具体例としては、
グルコース、ガラクトース、マンノース、フルクトース、キシロースなどの単糖類；スク
ロース、マルトース、イソマルトース、ラクトース、トレハロース、セロビオース、パラ
チノースなどの二糖類；ラフィノース、ラクトスクロース、マルトトリオース、イソマル

10

トトリオース、スタキオースなどのオリゴ糖；エリスリトール、キシリトール、マンニト
ール、ソルビトール、マルチトールなどの糖アルコール；グルコン酸、ガラクトン酸、マ
ンノン酸などのアルドン酸；グルクロン酸、ガラクツロン酸、マンヌロン酸などのウロン
酸；グルコノラクトン、ガラクトノラクトン、マンノノラクトン、グルクロノラクトン、
ガラクツロノラクトン、マンヌロノラクトンなどの糖酸ラクトン等が挙げられる。
【００３２】
末端ユニットであるＤの好適な具体例としては以下に示されるものが挙げられる。
【００３３】
【化７】
20

30

［式中、Ｒ２は水素原子、炭素数１〜６のアルキル基、又は金属原子であり、Ｒ３は炭素

40

数１〜１４のアルキル基であり、Ｒ４は糖鎖又はポリエチレングリコール鎖であり、ｍは
１〜６の整数である。］
【００３４】
上記式中において、Ｒ２は水素原子、炭素数１〜６のアルキル基、又は金属原子である
。炭素数１〜６のアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソ
プロピル基、ブチル基、イソブチル基、ｓｅｃ−ブチル基、ｔｅｒｔ−ブチル基、ペンチ
ル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、ｔｅｒｔ−ペンチル基、ヘキシル基、イソヘキ
シル基等が挙げられる。中でも、Ｒ２としてはメチル基又はエチル基が好適に使用され、
メチル基がより好適に使用される。また、上記Ｒ２における金属原子としては、上述で例
示された金属原子と同様のものが好適に使用される。
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【００３５】
上記式中において、Ｒ３は炭素数１〜１４、好適には１〜６のアルキル基であり、Ｒ２
の説明のところで例示されたアルキル基と同様のものが挙げられる。中でも、Ｒ３として
は、メチル基、エチル基、ドデシル基、テトラデシル基が好適に使用される。
【００３６】
上記式中において、Ｒ４は糖鎖又はポリエチレングリコール鎖である。Ｒ４における糖
鎖としては、上述で例示された糖鎖と同様のものが挙げられる。中でも、グルコノラクト
ン等に代表される糖酸ラクトンが好適に使用される。
【００３７】
また、上記一般式（１）で示される本発明のデンドリマーは、コアユニットであるＡと

10

分岐ユニットであるＢとの間が任意の構成単位であるＸにより結合されていてもよい。Ｘ
は、炭化水素基以外の２価の置換基であり、具体例としては、−Ｏ−、−ＣＯ−、−ＣＯ
Ｏ−及び−ＯＣＯ−からなる群から選択される少なくとも１種が挙げられる。
【００３８】
以上説明したＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ及びＸで構成される一般式（１）で示されるデンドリマー
の種類としては、ポリアミドアミンデンドリマー、ポリフェニルエーテルデンドリマー、
ポリフェニルエステルデンドリマー、ポリアミドデンドリマー、ポリイミンデンドリマー
、ポリエーテルデンドリマー等が挙げられる。
【００３９】
一般式（１）で示される本発明のデンドリマーは、後述の実施例からも分かるように以

20

下のようにして得ることができる。例えば、主鎖の鎖長が３２であるジアミン化合物（Ｃ
３０（ＮＨ２）２）に対して、アクリル酸メチルを反応させて−０．５世代メチルエステ
ルデンドリマー（Ｃ３０−Ｇ０．５（ＣＯＯＭｅ）４）を得て、次いで、ジエチルアミン
と反応させて０世代ポリアミドアミンデンドリマー（Ｃ３０Ｇ０（ＮＨ２）４）を得て、
更にアクリル酸メチルと再度反応させることにより、本発明のデンドリマーである０．５
世代メチルエステルデンドリマー（Ｃ３０Ｇ０．５（ＣＯＯＭｅ）８）を得ることができ
る。また、得られた本発明のデンドリマーである０．５世代メチルエステルデンドリマー
に対して、ジエチルアミンとアクリル酸メチルとを用いた反応を繰返してデンドリマーを
成長させることにより、世代の数が増えた、即ち一般式（１）における分岐構造単位が繰
返されたデンドリマーを得ることができる。この分岐構造単位の繰返しが多いほど末端ユ

30

ニットであるＤの数を増やすことができ、分散性の向上が期待できると本発明者らは推察
している。
【００４０】
一般式（１）で示される本発明のデンドリマーは、界面活性剤として用いた場合に優れ
た分散性を示す。特にカーボンナノチューブ用分散剤として用いた場合には、細いカーボ
ンナノチューブや短いカーボンナノチューブを分散できるだけでなく、太いカーボンナノ
チューブや長いカーボンナノチューブの分散に優れ、また、多層カーボンナノチューブの
分散にも優れている。したがって、本発明のデンドリマーを用いる意義が大きい。
【００４１】
また、一般式（１）で示される本発明のデンドリマーを分散剤として用いるカーボンナ

40

ノチューブの分散方法も本発明の好適な実施態様であり、後述の実施例からも分かるよう
に、水中でも有機溶媒中でもカーボンナノチューブの均一分散が可能となる。こうして得
られるカーボンナノチューブ分散液に対して、スピンコート法等に代表される簡便な薄膜
形成方法を採用することにより、カーボンナノチューブ薄膜を容易に作製することができ
る。また、カーボンナノチューブとプラスチック材料との複合膜を作製することもできる
。
【００４２】
このように、本発明のデンドリマーは従来困難であった太いカーボンナノチューブや長
いカーボンナノチューブの薄膜形成が可能となるため、ＩＴＯ電極代替材料をはじめとす
る透明導電膜材料、太陽電池材料、燃料電池材料、プラスチック複合材料等に好適に用い
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ることができる。また、本発明のデンドリマーを用いることにより、溶液プロセスを用い
た薄膜形成が容易となるため、超薄膜と呼ばれる膜厚が１０ｎｍ以下の薄膜の作製が可能
となるとともに、薄膜表面の制御により従来困難であった多層膜の作製も可能となる。
【実施例】
【００４３】
以下、実施例を用いて本発明を更に具体的に説明する。実施例中、ＮＭＲはＪＥＯＬ製
「ＡＬ３００」（３００ＭＨｚ）、ＩＲはＴｈｅｒｍｏ Ｎｉｃｏｌｅｔ製「Ａｖａｔａ
ｒ３００Ｔ２」、ＭＡＬＤＩ−ＴＯＦ−ＭＳはＢｒｕｋｅｒ製「Ａｕｔｏｆｌｅｘ」、可
視近赤外吸収スペクトルはＳｈｉｍａｚｕ製「ＵＶ−３１５０」、ラマンスペクトルはＪ
ｏｂｉｎ−Ｙｖｏｎ製の装置を用いて測定した。また、原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）はＳｅ

10

ｉｋｏ製「ＳＰＡ４００−ＤＦＭ」を用いた。
【００４４】
（実施例１）
合成例１［主鎖の鎖長が32である末端Br化合物2の合成］
300 ml二口フラスコに1,10‑ジブロモデカン(22.50 g, 75 mmol)、K2CO3(22.77g, 165 m
mol)、DMF(150 ml)を入れ、アルゴンガスを封入しパラフィルムを巻き、65℃で加熱撹拌
した。その後、1,10‑デカンジオール1(5.22 g, 30 mmol)をDMF(50 ml)に溶かした溶液を
、2時間かけて滴下し、3日間、65℃で加熱攪拌した。室温まで冷ました後に、2%の塩酸(4
00 ml)を氷浴中で滴下した。その後、クロロホルムとイオン交換水で分液を行った。有機
層を抽出し、5%のNaOH水溶液(100 ml)で3回、イオン交換水(250 ml)で2回洗った。その後

20

、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ひだ折り濾紙を用いて濾別し、濾液をエヴァポレー
ターで濃縮し、溶媒を留去した。得られたオイル状の物を、ジエチルエーテル(10 ml)中
で攪拌し、析出してきた白色の粉末である化合物2(10.18 g)を収率56%で得た。化学反応
式を以下に示す。
【００４５】
【化８】

30
【００４６】
化合物2 :1H‑NMR (300 MHz, CDCl3)δ 1.25 (36H, s), 1.60 (8H, q), 1.86 (4H, q),
3.44 (4H, t, J = 6.6 Hz), 3.67(8H, t, J = 6.6 Hz);

13

C‑NMR (75 MHz, CDCl3) δ 26

.0, 28.1, 28.5, 28.6, 29.7, 29.8, 30.1, 32.6, 33.6, 72.6; IR (KBr): 3396, 3329,
2920, 2850, 1463, 1361, 1058, 1018, 615 cm

‑1

.

【００４７】
合成例２［主鎖の鎖長が32である末端NH2化合物3の合成］
100 mlナスフラスコに化合物2(66.10 mg, 0.11 mmol)とフタルイミドカリウム(59.90 m
g, 0.32 mmol)、DMF(10 ml)を量り入れ、70℃で2日間加熱攪拌した。室温まで冷ました後

40

、分液漏斗に移し、クロロホルムと食塩水で分液を行った。有機層を無水硫酸マグネシウ
ムで乾燥させ、ひだ折り濾紙を用いて濾別し、濾液をエヴァポレーターで溶媒を除去して
白色沈澱を得た。得られた沈殿物にメタノールを加えて超音波照射により懸濁させ、それ
を吸引濾過した後、真空乾燥を行うことで白色粉末のフタルイミド化合物を得た。さらに
フタルイミド化合物にベンゼン(10 ml)を加えて加熱しながら溶解させた後にエタノール(
10 ml)、ヒドラジン一水和物(H2NNH2・H2O; 1.50 ml)を加え、3時間還流させた。室温ま
で冷ました後、白色の沈殿物をひだ折り濾過により取り除き、濾液をエヴァポレーターに
より濃縮し、溶媒を留去した。その後、分液漏斗に移し、クロロホルム、イオン交換水を
用いて分液を行った。有機層を抽出し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ひだ折り濾紙
を用いて濾別し、濾液をエヴァポレーターにより濃縮した。その後、真空乾燥を行ったと
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ころ、白色固体の化合物3を得た(42.6 mg, 0.09 mmol, 収率 80%)。化学反応式を以下に
示す。
【００４８】
【化９】

10

【００４９】
合成例３［主鎖の鎖長が32である0.5世代末端メチルエステルデンドリマー6の合成］
化合物3(400 mg, 0.83 mmol)を精秤し、メタノール(30 ml)に溶かした溶液を100 mlナ
ス型フラスコに加えた。次に、アクリル酸メチル(1.40 ml, 16.5 mmol)を加え、45℃で3
日間攪拌を行った。その後、溶媒を留去し、カラムクロマトグラフィー(シリカ, eluent:

20

CHCl3:MeOH = 50:1)によって精製したところ、‑0.5世代末端メチルエステルデンドリマ
ー4(677 mg, 0.82 mmol, 収率 99%)を得た。次に、エチレンジアミン(7.77 ml)を100 ml
ナス型フラスコに入れ、合成したデンドリマー4(268 mg, 0.32 mmol)を精秤し、メタノー
ル(30 ml)に溶かした溶液をエチレンジアミン中に滴下し、室温で1日攪拌を行った。その
後、濃縮、ジエチルエーテルで再沈澱を行った得た化合物5に、メタノール(30 ml)を加え
溶液にし、アクリル酸メチル(2.20 ml)を加え、45℃で5日間攪拌を行った。その後、溶媒
を留去し、カラムクロマトグラフィー(シリカ, eluent: CHCl3:MeOH = 20:1)によって精
製を行ったところ、0.5世代末端メチルエステルデンドリマー6(273 mg, 0.17 mmol, 収率
52%)を得た。化学反応式を以下に示す。
【００５０】
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【化１０】

10

20

30
【００５１】
0.5世代末端メチルエステルデンドリマー6 :1H‑NMR (300 MHz, CDCl3) δ 1.26 (36H,
d), 1.46‑1.56 (12H, br), 2.35‑2.46 (28H, m), 2.52‑2.56 (8H, t, J = 6.0 Hz), 2.74
‑2.79 (24H, t, J = 6.6 Hz), 3.28‑3.30 (8H, m), 3.36‑3.41 (8H, t, J = 6.8 Hz), 3.
68 (24H, s), 7.23 (4H, br);

13

C‑NMR (75 MHz, CDCl3) δ 26.12, 26.15, 26.6, 27.6,

29.4, 29.54, 29.56, 29.6, 29.7, 32.6, 33.3, 37.0, 49.2, 49.6, 51.5, 53.0, 53.2,
70.90, 70.93, 172.2, 172.9; IR (ATR): 2929, 2854, 1737, 1657, 1650, 1438, 1259,
1198, 1176 cm‑1; MALDI‑TOF‑MS, for C82H152N10O22: m/z calcd, 1630.11 [MH+]; fou
nd, 1629.77.
【００５２】
合成例４［主鎖の鎖長が32である0.5世代末端カルボキシレートデンドリマー7の合成］
0.5世代末端メチルエステルデンドリマー6(34.4 mg, 0.02 mmol)をテトラヒドロフラン
(2 ml)に溶かし、遠沈管に入れ、KOH(85.5%)(10.9 mg, 0.19 mmol)をメタノール(3.2 ml)
に溶かしたもの(0.13 ml)を遠沈管に滴下し、室温で5時間攪拌し、留去することにより、
0.5世代末端カルボキシレートデンドリマー7(38.3 mg, 0.02 mmol, 収率 99%)を得た。化
学反応式を以下に示す。
【００５３】

40

(13)

JP 5294263 B2 2013.9.18

【化１１】

10

20

【００５４】
0.5世代末端カルボキシレートデンドリマー7 :1H‑NMR (300 MHz, CD3OD) δ 1.26 (36H
, s), 1.48‑1.50 (12H, br), 2.30‑2.36 (24H, m), 2.43 (4H, br), 2.60‑2.64 (8H, t,
J = 6.6 Hz), 2.72‑2.86 (16H, t, J = 7.5 Hz), 3.25‑3.30 (8H, m), 3.34‑3.38 (8H, t
, J = 6.6 Hz); IR (ATR): 3389, 2928, 2854, 1643, 1564, 1401 cm

30

‑1

.

【００５５】
（実施例２）
合成例５［主鎖の鎖長が76である末端Br化合物8の合成］
300 ml二口フラスコに化合物2(8.88 g, 14.5 mmol)、K2CO3(4.40 g, 31.9 mmol)、DMF(
150 ml)を入れ、アルゴンガスを封入しパラフィルムを巻き、65℃で加熱撹拌した。その
後、1,10‑デカンジオール1(1.15 g, 6.60 mmol)をDMF(30 ml)に溶かした溶液を、2時間か
けて滴下し、3日間、65℃で加熱攪拌した。室温まで冷ました後に、2%の塩酸(250 ml)を
氷浴中で滴下した。その後、クロロホルムとイオン交換水で分液を行った。有機層を抽出
し、5%のNaOH水溶液(100 ml)で3回、イオン交換水(100 ml)で2回洗った。その後、無水硫
酸マグネシウムで乾燥させ、ひだ折り濾紙を用いて濾別し、濾液をエヴァポレーターで濃
縮し、溶媒を留去した。得られた金色でオイル状の物を、(ジエチルエーテル:ヘキサン =
1:4)(100 ml)中で3時間攪拌し、上澄み溶液をデカンテーションにより取り除いた。その
後、少量のアセトンにとかし、ペンタン中、3日間、4℃で攪拌し、析出してきた粉末であ
る化合物8(5.50 g)を収率67%で得た。化学反応式を以下に示す。
【００５６】
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【化１２】

【００５７】
化合物8 :1H‑NMR (300 MHz, CDCl3) δ 1.23‑1.46 (84H, m), 1.62 (28H, m), 3.56 (4
H, t, J = 6.5 Hz), 4.05 (24H, t, J = 6.5 Hz);

13

C‑NMR (75 MHz, CDCl3) δ 26.0, 2

8.1, 28.7, 29.7, 30.2, 32.8, 33.7, 72.4; IR (KBr): 3332, 2918, 1738, 1469, 1259,
1057, 610 cm

10

‑1

.

【００５８】
合成例６［主鎖の鎖長が76である末端NH2化合物9の合成］
100 mlナスフラスコに化合物8(100 mg, 0.08 mmol)とフタルイミドカリウム(59.90 mg,
0.32 mmol)、DMF(10 ml)を量り入れ、70℃で2日間加熱攪拌した。室温まで冷ました後、
分液漏斗に移し、クロロホルムと食塩水で分液を行った。有機層を無水硫酸マグネシウム
で乾燥させ、ひだ折り濾紙を用いて濾別し、濾液をエヴァポレーターで溶媒を除去して白
色沈澱を得た。得られた沈殿物にメタノールを加えて超音波照射により懸濁させ、それを
吸引濾過した後、真空乾燥を行うことで白色粉末のフタルイミド化合物を得た。さらにフ
タルイミド化合物にベンゼン(10 ml)を加えて加熱しながら溶解させた後にエタノール(10

20

ml)、ヒドラジン一水和物(1.50 ml)を加え、3時間還流させた。室温まで冷ました後、白
色の沈殿物をひだ折り濾過により取り除き、濾液をエヴァポレーターにより濃縮し、溶媒
を留去した。その後、分液漏斗に移し、クロロホルム、イオン交換水を用いて分液を行っ
た。有機層を抽出し、無水硫酸マグネシウムで乾燥させ、ひだ折り濾紙を用いて濾別し、
濾液をエヴァポレーターにより濃縮した。その後、真空乾燥を行ったところ、白色固体の
化合物9を得た(71.5 mg, 0.07 mmol, 収率 80%)。化学反応式を以下に示す。
【００５９】
【化１３】
30

40
【００６０】
合成例７［主鎖の鎖長が76である0.5世代末端メチルエステルデンドリマー12の合成］
化合物9(300 mg, 0.28 mmol)を精秤し、メタノール(30 ml)に溶かした溶液を100 mlナ
ス型フラスコに加えた。次に、アクリル酸メチル(0.95 ml, 11.1 mmol)を加え、45℃で3
日間攪拌を行った。その後、溶媒を留去し、カラムクロマトグラフィー(シリカ, eluent:
CHCl3:MeOH = 50:1)によって精製したところ、‑0.5世代末端メチルエステルデンドリマ
ー10(391 mg, 0.28 mmol, 収率 99%)を得た。次に、エチレンジアミン(7.77 ml)を100 ml
ナス型フラスコに入れ、合成したデンドリマー10(391 mg, 0.28 mmol)を精秤し、メタノ
ール(30 ml)に溶かした溶液をエチレンジアミン中に滴下し、室温で1日攪拌を行った。そ
の後、濃縮、ジエチルエーテルで再沈澱を行って得た化合物11に、メタノール(30 ml)を
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加え溶液にし、アクリル酸メチル(2.20 ml, 25.5 mmol)を加え、45℃で5日間攪拌を行っ
た。その後、溶媒を留去し、カラムクロマトグラフィー(シリカ, eluent: CHCl3:MeOH =
20:1)によって精製を行ったところ、0.5世代末端メチルエステルデンドリマー12(267 mg,
0.12 mmol, 収率43%)を得た。化学反応式を以下に示す。
【００６１】
【化１４】

10

20

30

【００６２】
0.5世代末端カルボキシレートデンドリマー12 : IR (ATR): 2929, 2854, 1737, 1657,
1650, 1438, 1259, 1198, 1176 cm

‑1

.

【００６３】
合成例８［主鎖の鎖長が76である0.5世代末端カルボキシレートデンドリマー13の合成］
0.5世代末端メチルエステルデンドリマー12(50.0 mg, 0.02 mmol)をテトラヒドロフラ
ン(2 ml)に溶かし、遠沈管に入れ、KOH(85.5%)(10.9 mg, 0.19 mmol)をメタノール(3.2 m
l)に溶かしたもの(0.13 ml)を遠沈管に滴下し、室温で5時間攪拌し、留去することにより
、0.5世代末端カルボキシレートデンドリマー13(54.3 mg, 0.02 mmol, 収率 99%)を得た
。化学反応式を以下に示す。
【００６４】
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【化１５】

10

20

30
【００６５】
0.5世代末端カルボキシレートデンドリマー13 : IR (ATR): 3389, 2928, 2854, 1643,
1564, 1401 cm

‑1

.

【００６６】
［水中におけるSWNTs分散試験］
図１のフローチャートに示されるように、ねじ口試験管に単層カーボンナノチューブ1
mgと実施例１により得られたコアユニットにおける主鎖の鎖長が３２のポリエーテルから
なるデンドリマー（Ｃ３０Ｇ０．５（ＣＯＯＫ）８）1 μmol、D2O 10 mlを加えサンプル
を調製し、室温で、1時間超音波処理を行い、8000 Gで、40分間遠心分離を経て、図２で
示される黒色透明な上澄み溶液を作製した。得られた黒色透明な上澄み溶液中で分散され

40

たカーボンナノチューブについて、可視近赤外吸収スペクトルを用いた分析を行った。同
様に、主鎖の鎖長が６のアルキル鎖からなるデンドリマー（Ｃ６Ｇ０．５（ＣＯＯＫ）８
）、及び主鎖の鎖長が１０のアルキル鎖からなるデンドリマー（Ｃ１０Ｇ０．５（ＣＯＯ
Ｋ）８）を用いてカーボンナノチューブの分散試験を行い、可視近赤外吸収スペクトルを
用いた分析を行った。得られたスペクトルを図３に示す。更に、HiPcoチューブを用いて
塗布法により得られたカーボンナノチューブ薄膜のラマンスペクトル分析、及び原子間力
顕微鏡（ＡＦＭ）を用いた分析を行った。得られた結果を図４及び図５に示す。
【００６７】
図３の可視近赤外吸収スペクトルから分かるように、Ｃ６Ｇ０．５（ＣＯＯＫ）８、及
びＣ１０Ｇ０．５（ＣＯＯＫ）８と比べて、主鎖の鎖長が３２のポリエーテルからなる本
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発明のデンドリマー（Ｃ３０Ｇ０．５（ＣＯＯＫ）８）を用いた場合には、吸光度の値が
高く、分散状態が安定であることが分かる。また、図４のラマンスペクトル及び図５のＡ
ＦＭ画像から、本発明のデンドリマーを用いることで長いカーボンナノチューブや太いカ
ーボンナノチューブの分散が可能であることが確認された。
【００６８】
［有機溶媒（THF）中におけるSWNTs分散試験］
水中におけるSWNTs分散試験と同様にして、ねじ口試験管に単層カーボンナノチューブ1
mgと実施例１により得られたコアユニットにおける主鎖の鎖長が３２のポリエーテルか
らなるデンドリマー（Ｃ３０Ｇ０．５（ＣＯＯＫ）８）1 μmol、THF 10 mlを加えサンプ
ルを調製し、室温で、1時間超音波処理を行い、8000 Gで、40分間遠心分離を経て、黒色

10

透明な上澄み溶液を作製した。得られた黒色透明の上澄み溶液中で分散されたカーボンナ
ノチューブについて、可視近赤外吸収スペクトルを用いた分析を行ったところ、図６に示
されるようにSWNTsに特徴的なピークが観測された。このことは有機溶媒中にも、SWNTsの
分散が可能であること明らかとなった。また、メタノールなどへの分散も可能であった。
【００６９】
［MWNTs分散試験］
図７のフローチャートに示されるように、ねじ口試験管に多層カーボンナノチューブ（
MWNTs）5 mgと実施例１により得られたコアユニットにおける主鎖の鎖長が３２のポリエ
ーテルからなるデンドリマー（Ｃ３０Ｇ０．５（ＣＯＯＫ）８）1 μmol、H2O 10 mlを加
えサンプルを調製し、室温で、1時間超音波処理を行い、8000 Gで、40分間遠心分離を経

20

て、図８で示される黒色透明な上澄み溶液を作製した。得られた黒色透明な上澄み溶液中
で分散されたカーボンナノチューブについて、可視近赤外吸収スペクトルを用いた分析を
行った。得られたスペクトルを図９に示す。本発明のデンドリマーは、SWNTsの分散だけ
でなくMWNTsの分散も可能であることが分かる。
【００７０】
［MWNTs/PVA複合膜の作製］
MWNTs分散試験と同様にして黒色透明な上澄み溶液を得て、次いで、図７のフローチャ
ートに示されるように、多層カーボンナノチューブとポリビニルアルコールとの複合膜を
作製した。得られたMWNTs/PVA複合膜の写真を図１０に、MWNTs/PVA複合ゲルの写真を図１
１に示す。
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【図１】

【図２】
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【図３】
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【図５】
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【図７】
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【図９】

【図１０】
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