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(57)【要約】
【課題】低コストで酸化グラフェンを提供可能とすべく、製造時間が短くまた少ない硫酸
で作製可能な酸化薄片化黒鉛及びその製造方法を提供する。
【解決手段】本発明の酸化薄片化黒鉛の製造方法は、六角形の格子状に並んだ炭素原子で
構成された炭素シートの積層体である黒鉛に、硫酸と、硝酸ナトリウムと、過マンガン酸
カリウムを加えて酸化させることにより、黒鉛から炭素シートの剥離を生じさせて、黒鉛
から剥離した１層または複数層の炭素シートから成る酸化薄片化黒鉛を製造するものであ
って、黒鉛を酸化させる前に、黒鉛にマイクロ波を照射する工程を有するものとする。ま
た、この方法で作成された酸化薄片化黒鉛とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
六角形の格子状に並んだ炭素原子で構成された炭素シートの積層体である黒鉛に、硫酸
と、硝酸ナトリウムと、過マンガン酸カリウムを加えて酸化させことにより、前記黒鉛か
ら剥離させた１層または複数層の炭素シートから成る酸化薄片化黒鉛において、
酸化させる前の黒鉛にマイクロ波を照射している酸化薄片化黒鉛。
【請求項２】
六角形の格子状に並んだ炭素原子で構成された炭素シートの積層体である黒鉛に、硫酸
と、硝酸ナトリウムと、過マンガン酸カリウムを加えて酸化させることにより、前記黒鉛
から前記炭素シートの剥離を生じさせて、前記黒鉛から剥離した１層または複数層の炭素

10

シートから成る酸化薄片化黒鉛を製造する製造方法において、
硫酸と、硝酸ナトリウムと、過マンガン酸カリウムとで酸化させる前に、前記黒鉛にマ
イクロ波を照射する工程を有する酸化薄片化黒鉛の製造方法。
【請求項３】
前記のマイクロ波を照射する工程では、１回のマイクロ波の照射時間を20秒以内として
、１回、または複数回照射する請求項２に記載の酸化薄片化黒鉛の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、黒鉛を酸化させて製造する酸化薄片化黒鉛及びその製造方法に関するもので
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あり、いわゆる酸化グラフェン及びその製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
従来、黒鉛から酸化グラフェンを製造する方法として、Hummers−Offeman法が多用され
ている。
【０００３】
黒鉛は、六角形の格子状に並んだ炭素原子で構成された炭素シートの積層体となってお
り、Hummers−Offeman法によって黒鉛を酸化させることにより各炭素シートを酸化させ、
酸化にともなって嵩高となることを利用して各炭素シートを個々に分離させ、酸化グラフ
ェンとしている。
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【０００４】
なお、「酸化グラフェン」は、酸化された１層の炭素シートに対する呼称して使用する
ものであり、黒鉛を酸化させた場合に、必ずしも１層の炭素シートとなるとは限らず、複
数の炭素シートが重なった状態となることもあり、このような酸化された炭素シートが１
層または複数層となっている状態を、本発明では「酸化薄片化黒鉛」と呼ぶこととする。
【０００５】
Hummers−Offeman法では、一般的に、硝酸ナトリウムと、硫酸と、過マンガン酸カリウ
ムとからなる混合液に粉末状の黒鉛を投入することにより黒鉛を酸化させ、酸化薄片化黒
鉛を生じさせている。
【０００６】
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具体的には、以下の工程となっている。
＜第１工程＞
硝酸ナトリウムと、硫酸と、過マンガン酸カリウムとからなる混合液に粉末状の黒鉛を
投入して一次液を作製し、この一次液を約２０℃として、７日間緩やかに撹拌する。
＜第２工程＞
５質量％硫酸水溶液に、一次液を約１時間かけて撹拌しながら投入し、さらに２時間撹
拌して、一次液を薄めた二次液を作製する。
＜第３工程＞
二次液に３０質量％水溶液の過酸化水素を加えて２時間撹拌し、遠心分離を行って上澄
みを除去し、水を加えて液量を調整した三次液を作製する。この三次液は、酸化薄片化黒
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鉛の分散液となっている。
＜第４工程＞
三次液に対して、３質量％硫酸と0.5質量％過酸化水素の混合水溶液を用いた遠心分離
を行い、さらに水を用いた遠心分離を繰り返し行って、上澄みの導電率が300μS/cmなる
まで精製して、酸化グラフェンの分散液としている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００７】
このように、Hummers−Offeman法では、第１工程だけでも７日以上の日数を要すること
となっており、実用性が極めて低い製造方法となっていた。
【０００８】
そこで、より短時間で酸化グラフェンを得る製造方法として、黒鉛に前処理を施して炭
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素シートに分離させやすくした製造方法が提案されている（例えば、非特許文献１参照。
）。
【０００９】
具体的には、まず、前処理として、以下の処理を行っている。
＜前処理１＞
粉末状の黒鉛に硫酸と過硫酸塩(K2S2O8)を加えて80℃に昇温した前処理一次液を作製す
る。
＜前処理２＞
前処理一次液にリン酸(P2O5)を少しずつ加え、80℃で３時間撹拌して前処理二次液を作
製する。
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＜前処理３＞
発熱に注意しながら、前処理二次液を水に注いで前処理三次液を作製する。
＜前処理４＞
前処理三次液の濾過及び洗浄を行って乾燥させ、粉末状の酸化処理した黒鉛を作製して
いる。説明の便宜上、上記の前処理によって得られた黒鉛を、「酸化処理済み黒鉛」と呼
ぶ。
【００１０】
次いで、本処理として、以下の処理を行っている。
＜本処理１＞
酸化処理済み黒鉛をビーカーに入れ、さらに硫酸を加えて４℃に冷却して、本処理一次
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液を作製する。
＜本処理２＞
本処理一次液に硝酸ナトリウム（NaNO3）を少しずつ加えて本処理二次液を作製する。
＜本処理３＞
本処理二次液に過マンガン酸カリウム（KMnO4）を加えて、10分間撹拌して、本処理三
次液を作製する。
＜本処理４＞
本処理三次液の温度を35℃とし、その温度を維持しながら２時間撹拌し、その後、ビー
カーを水で冷却して、本処理三次液を撹拌しながら水を１滴ずつ所定量加えて、本処理四
次液を作製する。
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＜本処理５＞
本処理四次液を30分間撹拌し、所定量の水を加え、さらに過酸化水素（H2O2）を少しず
つ加えて本処理五次液を作製する。
＜本処理６＞
本処理五次液を90℃として30分間撹拌し、所定量の水を加えて希釈しながら、遠心分離
を繰り返し行って、上澄みが中性になったところで終了する。
【００１１】
上記の本処理によって、酸化グラフェンの分散液を作製することができ、酸化グラフェ
ンの作製に要する時間の大幅な削減が可能となっている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００３−００００００号公報
【非特許文献】
【００１３】
【非特許文献１】J. Am. Chem. Soc. 2008, 5856
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
しかしながら、前処理によって酸化処理済み黒鉛をあらかじめ作製する場合でも、実験
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室レベルの少量の作製でありながら少なくとも数時間が必要であって、しかも、硫酸等を
用いた複数工程での処理が必要であって、必ずしも簡便ではなく、製造コストの低減が困
難となっていた。
【００１５】
そのため、酸化グラフェンの低コスト化が困難であって、有望な機能性材料でありなが
ら、コストが見合わず、利用が進まないという問題があった。
【００１６】
本発明者らは、このような現状に鑑み、より低コストで酸化グラフェンを提供可能とす
る製造方法を開発すべく研究を行って、本発明を成すに至ったものである。
【課題を解決するための手段】
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【００１７】
本発明の酸化薄片化黒鉛は、六角形の格子状に並んだ炭素原子で構成された炭素シート
の積層体である黒鉛に、硫酸と、硝酸ナトリウムと、過マンガン酸カリウムを加えて酸化
させることによって黒鉛から剥離させた１層または複数層の炭素シートで構成するもので
あって、酸化させる前の黒鉛にマイクロ波を照射しているものである。
【００１８】
また、本発明の酸化薄片化黒鉛の製造方法では、六角形の格子状に並んだ炭素原子で構
成された炭素シートの積層体である黒鉛に、硫酸と、硝酸ナトリウムと、過マンガン酸カ
リウムを加えて酸化させることにより、黒鉛から炭素シートの剥離を生じさせて、黒鉛か
ら剥離した１層または複数層の炭素シートから成る酸化薄片化黒鉛を製造するものであっ
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て、硫酸と、硝酸ナトリウムと、過マンガン酸カリウムとで酸化させる前に、黒鉛にマイ
クロ波を照射する工程を有するものである。
【００１９】
さらに、本発明の酸化薄片化黒鉛の製造方法では、マイクロ波を照射する工程において
、連続した１回のマイクロ波の照射時間を20秒以内として、1回、または複数回照射する
ものである。
【発明の効果】
【００２０】
本発明によれば、硫酸と、硝酸ナトリウムと、過マンガン酸カリウムを黒鉛に加えて酸
化させることにより酸化薄片化黒鉛を作製する際に、硫酸と、硝酸ナトリウムと、過マン
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ガン酸カリウムとで酸化させる前の黒鉛にマイクロ波を照射しておくことにより、黒鉛に
予備的な酸化処理を施すことなく硫酸等による酸化処理だけで黒鉛から炭素シートの剥離
を生じさせることができ、処理時間の短縮だけでなくコスト削減が可能であって、安価な
酸化薄片化黒鉛、すなわち酸化グラフェンを提供することができる。
【００２１】
特に、本発明によって硫酸の使用量を大きく低減できることからも、製造コストの低減
を図ることができるだけでなく、作製した酸化薄片化黒鉛から硫酸の硫黄成分を分離・除
去するために行う洗浄処理の労力を軽減することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
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本発明の酸化薄片化黒鉛及びその製造方法は、六角形の格子状に並んだ炭素原子で構成
された炭素シートの積層体である黒鉛から炭素シートを剥離させる本処理の前に、炭素シ
ートの剥離を促すための前処理を行っているものであって、この前処理をマイクロ波の照
射処理としているものである。以下において、具体的な実施例に基づいて、本発明を詳説
する。
【実施例】
【００２３】
まず、黒鉛は、適宜の粉砕処理等によって粉末状としていることが望ましく、できるだ
け微細な粉末としておくことにより、後述する本処理での炭素シートの剥離を生じさせや
すくすることができる。本実施例では、和光純薬株式会社から販売されているグラファイ
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ト粉末を用いた。このグラファイト粉末は、平均粒径が約45μｍであった。
【００２４】
＜前処理＞
前処理として、マイクロ波の照射処理を行った。具体的には、230Ｗの電子レンジを用
いてマイクロ波の照射処理を行った。
【００２５】
すなわち、黒鉛を乳鉢に入れて軽くかき混ぜ、黒鉛同士がくっついて塊状となった黒鉛
がない状態として、乳鉢を電子レンジに入れた。
【００２６】
電子レンジのスイッチを入れると、数秒程度で電子レンジ内に火花が飛び始めるので、
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火花が飛び始めたところで電子レンジを強制停止させた。
【００２７】
本実施例では、この電子レンジのスイッチのオン−オフ（強制停止）を３回繰り返した
。マイクロ波の照射時間は累計で１分程度まででよく、必要に応じて複数回繰り返してマ
イクロ波の照射処理を行うことが望ましいが、照射時間によっては１回だけであってもよ
い。特に黒鉛の粒径が大きい場合には、マイクロ波の照射時間を長くする方がよく、逆に
、黒鉛の粒径が小さい場合には、マイクロ波の照射時間は短くてもよい。また、マイクロ
波を照射する際には、不活性雰囲気とした方が望ましく、例えば電子レンジ内に窒素ガス
を充満させて電子レンジのスイッチのオン−オフ操作を行ってもよい。
【００２８】
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本実施例でのマイクロ波の照射時間は10秒弱程度であり、１回のマイクロ波の照射時間
は、長くても20秒程度までが望ましい。なお、照射するマイクロ波の出力が小さい場合に
は、さらに長時間の照射を行ってもよい。
【００２９】
前処理は、このマイクロ波の照射処理だけでよく、実質的に数分で前処理を完了するこ
とができ、作業時間を大幅に短縮することができる。マイクロ波の照射処理が施された黒
鉛を、説明の便宜上、「前処理済み黒鉛」と呼ぶ。
【００３０】
次いで、前処理済み黒鉛から炭素シートを剥離させる本処理を行うが、本処理は、従来
技術の項で説明した非特許文献に記載の本処理の方法と同じである。以下において、本実
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施例の本処理を詳細に説明する。
【００３１】
＜本処理１＞
3.6ｇの前処理済み黒鉛をビーカーに入れ、さらに92mLの硫酸を加えて４℃に冷却して
、本処理一次液を作製する。
【００３２】
＜本処理２＞
本処理一次液に４ｇの硝酸ナトリウム（NaNO3）を少しずつ加えて本処理二次液を作製
する。
【００３３】
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＜本処理３＞
本処理二次液に12ｇの過マンガン酸カリウム（KMnO4）を加えて、10分間撹拌して、本
処理三次液を作製する。
【００３４】
＜本処理４＞
本処理三次液の温度を35℃とし、その温度を維持しながら２時間撹拌し、その後、ビー
カーを水で冷却して、本処理三次液を撹拌しながら184mLの水を１滴ずつ所定量加えて、
本処理四次液を作製する。
【００３５】
＜本処理５＞
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本処理四次液を30分間撹拌し、100mLの水を加え、さらに20mLの過酸化水素（H2O2）を
少しずつ加えて本処理五次液を作製する。
【００３６】
＜本処理６＞
本処理五次液を90℃として30分間撹拌し、300mLの水を加えて希釈しながら、遠心分離
を行う。上澄みが中性になるまで遠心分離を繰り返し行い、上澄みが中性になったところ
で完了としている。
【００３７】
このようにして、黒鉛から剥離した酸化薄片化黒鉛が分散した水溶液を作製することが
でき、酸化薄片化黒鉛を適宜の用途に用いることができる。
【手続補正書】
【提出日】平成24年4月3日(2012.4.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１１−０７９７００号公報
【手続補正書】
【提出日】平成24年7月18日(2012.7.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
六角形の格子状に並んだ炭素原子で構成された炭素シートの積層体である黒鉛に、硫酸
と、硝酸ナトリウムと、過マンガン酸カリウムを加えて酸化させることにより、前記黒鉛
から剥離させた１層または複数層の炭素シートから成る酸化薄片化黒鉛において、
酸化させる前の黒鉛にマイクロ波を照射している酸化薄片化黒鉛。

20

