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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させるためのドーパントであって、
以下の（ａ）または（ｂ）の物質であることを特徴とするドーパント：
（ａ）トリフェニルホスフィンオキシド；
（ｂ）１，３−ビス（ジフェニルホスフィン）プロパン、トリス（４−フルオロフェニル
）ホスフィン、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、ジフェニルホスフィン、
トリス（４−クロロフェニル）ホスフィン、１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタ
ン、（（フェニルホスフィンジイル）ビス（メチレン））ビス（ジフェニルホスフィン）
、ビス（（（ジフェニルホスフィノ）メチル）（フェニルホスフィノ））メタン、トリス
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（４−メトキシフェニル）ホスフィン、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェニルホ
スフィンまたはトリス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィン。
【請求項２】
カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させるためのドーパントであって、
以下の（ａ）の物質であることを特徴とするドーパント：
（ａ）リン元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス酸。
【請求項３】
上記π電子共役系の分子構造は、芳香環、炭素−炭素二重結合、炭素−酸素二重結合お
よび複素芳香環よりなる群から選ばれる少なくとも１種であることを特徴とする、請求項
２に記載のドーパント。
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【請求項４】
カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させるためのドーパント組成物であって
、
少なくとも、請求項１〜３のいずれか１項に記載のドーパントを含んでいることを特徴
とするドーパント組成物。
【請求項５】
請求項１〜３のいずれか１項に記載のドーパントと、カーボンナノチューブとを含有し
ていることを特徴とするカーボンナノチューブ−ドーパント複合体。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、ドーパントの選択方法、ドーパント組成物、カーボンナノチューブ−ドーパ
ント複合体の製造方法、シート状材料およびカーボンナノチューブ−ドーパント複合体に
関する。
【背景技術】
【０００２】
単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮＴ：single‑wall carbon nanotube）は、柔軟な軽
量エレクトロニクスの実現に向け、近年、盛んに研究されている。そして、ＳＷＮＴを用
いた素子材料が多数提案されている。
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【０００３】
ＳＷＮＴの極性（すなわち、ＳＷＮＴがｐ型導電性を示すかｎ型導電性を示すか）は、
ゼーベック係数の正負により判別することができる。ＳＷＮＴの多くは正のゼーベック係
数を示し、ｐ型導電性を示す（非特許文献１〜４）。しかし、特に、ロジック回路や熱電
変換素子をＳＷＮＴから構築する場合には、ｐ型導電性を示すＳＷＮＴ（ｐ型導電性ＳＷ
ＮＴ）およびｎ型導電性を示すＳＷＮＴ（ｎ型導電性ＳＷＮＴ）の両方が要求される。こ
のため、ｐ型導電性ＳＷＮＴをｎ型導電性ＳＷＮＴに転換することが求められる。
【０００４】
これまでに、例えば、窒素原子交換やアルカリ金属ドーピングなどによってｐ型導電性
ＳＷＮＴをｎ型導電性ＳＷＮＴに転換できることが報告されている（例えば、非特許文献
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６、特許文献１、３、４および５を参照）。
【０００５】
非特許文献５および７には、ポリエチレンイミンをＳＷＮＴにドーピングすることによ
って、ｐ型導電性ＳＷＮＴをｎ型導電性ＳＷＮＴに転換できることが開示されている。
【０００６】
特許文献２には、ＳＷＮＴをチャネルに用いた電界効果型トランジスタにおけるチャネ
ルＳＷＮＴのｎ型ドーパントとして、（ＣＨ３）３Ｃ−基、（ＣＨ３）２ＣＨ−基、ＣＨ
３ＣＨ２−基またはＣＨ３−基等の電子供与性基を有するものを用いることが開示されて

いる。
【０００７】
特許文献６には、ニコチンアミドおよびニコチンアミド系化合物をＳＷＮＴ用のｎ型ド
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ーパントとして使用できることが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】日本国公表特許公報「特表２００８−５２３２５４号（２００８年

７月

３日公表）」
【特許文献２】日本国公開特許公報「特開２００９−６５０５７号（２００９年

３月２

６日公開）」
【特許文献３】日本国公開特許公報「特開２０１１−４９１８８号（２０１１年
０日公開）」

３月１
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【特許文献４】日本国公表特許公報「特表２０１０−５３７４１０号（２０１０年１２月
２日公表）」
【特許文献５】日本国公開特許公報「特開２００８−１０３３２９号（２００８年

５月

１日公開）」
【特許文献６】日本国公開特許公報「特開２００９−２９２７１４号（２００９年１２月
１７日公開）」
【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】J. Vavro et al, PHYSICA LREVIEW LETTERS, 2003, VOL. 90, NO. 6, 0
65503‑1‑065503‑4.
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【非特許文献２】D. Kim et al, ACS Nano, 2010, VOL. 4, NO. 1, 513‑523.
【非特許文献３】Q. Yao et al, ACS Nano, 2010, VOL. 4, NO. 4, 2445‑2451.
【非特許文献４】K. Choi et al, PLOS ONE, 2012, VOL. 7, Issue. 9, e44977, 1‑8.
【非特許文献５】Y. Ryu et al, Carbon, 2011, 49, 4745‑4751.
【非特許文献６】R. Czerw et al, Nano Lett., 2001, VOL. 1, NO. 9, 457‑460.
【非特許文献７】M. Shim et al., J.Am. Chem. Soc., 2001, 123, 11512‑11513.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
しかしながら、ｐ型導電性ＳＷＮＴをｎ型導電性ＳＷＮＴに変換する方法は未だ体系化
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されていない。つまり、いくつかのｎ型ドーパントは報告されているものの、これら公知
のｎ型ドーパントの性質的または構造的な類似物質が必ずしもｎ型ドーパントになり得る
わけではない。このため、新規ｎ型ドーパントの開発には試行錯誤的な方法を採用せざる
を得ない。このような試行錯誤的な方法は、新規ｎ型ドーパントを開発するまでに多大な
費用、時間および労力を必要とし、極めて非効率的である。よって、ｎ型ドーパントとし
て使用し得る物質の選択にあたり、信頼性の高い選択方法が求められている。
【００１１】
また、従来のｎ型導電性ＳＷＮＴの製造方法では、例えば、化学蒸着（例えば、特許文
献３）、加熱（例えば、特許文献６）等を行う必要があり操作が簡便ではないため、ｎ型
導電性ＳＷＮＴを大量に生産することは容易ではない。よって、より簡便かつ効率のよい
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ｎ型導電性ＳＷＮＴの製造方法が求められている。
【００１２】
本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、信頼性の高いｎ型
ドーパントの選択方法を提供すること、および簡便かつ効率のよいｎ型導電性ＳＷＮＴの
製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
本発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を重ねた結果、周期表第１５族元素
（例えば、窒素元素、リン元素、ヒ素元素）を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有す
るルイス塩基を、ＳＷＮＴ表面にπ−πスタッキングを介して吸着させることにより、Ｓ
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ＷＮＴの多数キャリアが正孔から電子へと変化することを初めて見出した。電子対供与部
位としての周期表第１５族元素と、π電子共役系の分子構造とを併せ持つルイス塩基とい
う観点でｎ型ドーパントとして使用できる物質を選択するという報告はこれまでにない。
本発明は、かかる新規知見に基づいて完成されたものである。
【００１４】
すなわち、本発明にかかるドーパントの選択方法は、カーボンナノチューブのゼーベッ
ク係数を変化させるドーパントの選択方法であって、
上記ドーパントとして、以下の（ａ）または（ｂ）の物質を選択する工程を含んでいる
ことを特徴としている：
（ａ）周期表第１３族元素または周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構
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造を有するルイス酸；
（ｂ）周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス塩基。
【００１５】
また、本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法は、カーボ
ンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法であって、ドーパントと、カーボンナノチ
ューブとを液中で接触させる接触工程を包含しており、上記ドーパントは、上記カーボン
ナノチューブの伝導帯端の準位をαｅＶとした場合に（α−１）ｅＶ以上（α＋０．５）
ｅＶ以下の範囲のＨＯＭＯ準位を有するドーパントであり、上記接触工程では、上記カー
ボンナノチューブを液中にせん断分散させながら、上記カーボンナノチューブと上記ドー
パントとを接触させることを特徴としている。
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【発明の効果】
【００１６】
本発明にかかるドーパントの選択方法によれば、（i）電子対受容部位としての周期表
第１３族元素または周期表第１５族元素と、π電子共役系の分子構造とを併せ持つルイス
酸、または（ii）電子対供与部位としての周期表第１５族元素と、π電子共役系の分子構
造とを併せ持つルイス塩基、という観点でドーパントとなる物質を選択するので、カーボ
ンナノチューブのゼーベック係数を変化させるドーパントを、高い信頼性をもって効率よ
く選択することができる。
【００１７】
また、本発明にかかるドーパントの選択方法によって選択されたドーパントは、π電子
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共役系の分子構造を有しているので、ＳＷＮＴ表面にπ−πスタッキングを介して効率よ
く吸着することができる。このため、従来のドーパントよりも、より効率的にＳＷＮＴに
対して電子を供与または受容するドーパントとなり得る。従って、かかるドーパントを用
いれば、ｐ型導電性ＳＷＮＴをｎ型導電性ＳＷＮＴに効率よく変換し得るので、従来のド
ーパントを用いた場合に必要であった化学蒸着、加熱等を行う必要がなく、簡便に且つ効
率よくｎ型導電性ＳＷＮＴの製造することができる。また、かかるドーパントを用いるこ
とによって、簡便かつ効率よくｎ型導電性ＳＷＮＴを製造することができるので、ｎ型導
電性ＳＷＮＴを大量に生産することも可能となる。
【００１８】
本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法は、ドーパントと
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、カーボンナノチューブとを液中で接触させる接触工程を包含しており、上記接触工程で
は、上記カーボンナノチューブを液中にせん断分散させながら、上記カーボンナノチュー
ブと上記ドーパントとを接触させる。そのため、ドーパントとカーボンナノチューブとを
十分に接触させることができる。そして、ドーパントは、上記カーボンナノチューブの伝
導帯端の準位をαｅＶとした場合に（α−１）ｅＶ以上（α＋０．５）ｅＶ以下の範囲の
ＨＯＭＯ準位を有するドーパントであるため、カーボンナノチューブのゼーベック係数を
変化させるドーパントとなる。従って、簡便に且つ効率よくカーボンナノチューブ−ドー
パント複合体を製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
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【図１】実施例および参考例においてドーパントとして用いた物質の構造を示した図であ
る。
【図２】実施例１〜３、５〜１５、１８〜３３、参考例１〜３および比較例３において得
られたシート状のＳＷＮＴ構造体のゼーベック係数を示した図である。
【図３】実施例１６で得られたシート状のＳＷＮＴ構造体の導電率およびゼーベック係数
を示した図である。
【図４】実施例で使用したそれぞれのドーパントの最高占有軌道（ＨＯＭＯ）準位と、そ
のドーパントをドープして得られた実施例のそれぞれのシート状のＳＷＮＴ構造体のゼー
ベック係数との関係を示した図である。
【図５】カーボンナノチューブの伝導帯端の準位とドーパントのＨＯＭＯ準位との関係の
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一例を示す模式図である。
【図６】実施例においてドーパントとして用いた物質の構造を示した図である。
【図７】実施例および参考例においてドーパントとして用いた物質の構造を示した図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
以下、本発明の実施の形態について、詳細に説明する。ただし、本発明はこれに限定さ
れるものではなく、記述した範囲内で種々の変形を加えた態様で実施できるものである。
また、本明細書中に記載された学術文献および特許文献の全てが、本明細書中において参
考として援用される。なお、本明細書において特記しない限り、数値範囲を表す「Ａ〜Ｂ
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」は、「Ａ以上、Ｂ以下」を意味する。
【００２１】
〔１．ドーパント選択方法〕
本発明にかかるドーパントの選択方法（以下、「本発明のドーパント選択方法」ともい
う。）は、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させるドーパントを選択する方
法であって、以下の（ａ）または（ｂ）の物質を選択する工程（以下、「選択工程」と称
する。）を含んでいる：
（ａ）周期表第１３族元素または周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構
造を有するルイス酸；
（ｂ）周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス塩基。
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【００２２】
ここで、本明細書中、上記カーボンナノチューブは、金属型、半導体型または半金属型
の性質を有するものであり得る。上記カーボンナノチューブが半導体型である場合は、ｐ
型導電性またはｎ型導電性のどちらの性質を有しているものであってもよい。また、上記
カーボンナノチューブは、単層であっても多層であってもよい。
【００２３】
上記「ゼーベック係数」とは、ゼーベック効果を示す回路の、高温接合点と低温接合点
の間の温度差に対する、開放回路電圧の比をいう（「マグローヒル科学技術用語大辞典
第３版」より）。ゼーベック係数は、カーボンナノチューブの極性を判別するための指標
となり得る。具体的には、例えば、ゼーベック係数が正の値を示すカーボンナノチューブ
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は、ｐ型導電性を有しているといえる。これに対して、ゼーベック係数が負の値を示すカ
ーボンナノチューブは、ｎ型導電性を有しているといえる。ゼーベック係数は、例えば、
後述する実施例で用いたゼーベック効果測定装置（ＭＭＲ社製）等を用いて測定すること
ができる。
【００２４】
また、ゼーベック係数は、カーボンナノチューブの導電性とも相関がある。具体的には
、例えば、ゼーベック係数の絶対値が大きいカーボンナノチューブは、ゼーベック係数の
絶対値が小さいカーボンナノチューブよりも導電性が高いといえる。なお、上記「導電性
」は、導電率（Ｓ／ｃｍ；Ｓは抵抗（Ω）の逆数）で表され、導電率が高ければ導電性が
高く、導電率が低ければ導電性が低いといえる。導電率は、例えば、後述する実施例で用
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いたロレスタＧＰ（三菱化学アナリテック社製）等を用いて測定することができる。
【００２５】
上記「ゼーベック係数を変化させる」とは、ゼーベック係数を正の値から負の値に変化
させること、または、ゼーベック係数の絶対値を増加または減少させることが意図される
。よって、上記「カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させるドーパント」とは
、かかるドーパントを用いてドープされたカーボンナノチューブにおけるゼーベック係数
を正の値から負の値に変化させ得るドーパント、または、かかるドーパントを用いてドー
プされたカーボンナノチューブにおけるゼーベック係数の絶対値を、ドーピング前と比較
して増加または減少させ得るドーパントが意図される。本明細書では、かかるドーパント
を、単にｐ型ドーパントまたはｎ型ドーパントと称する場合がある。
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【００２６】
上記選択工程は、上記（ａ）または（ｂ）の物質に該当する物質をカーボンナノチュー
ブのゼーベック係数を変化させるドーパントとして選択する工程である。
【００２７】
上述したように、本発明者らは、周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子
構造を有するルイス塩基を、ＳＷＮＴ表面にπ−πスタッキングを介して吸着させること
により、ＳＷＮＴの多数キャリアが正孔から電子へと変化することを初めて見出した。そ
して、かかる知見をもとにさらなる鋭意検討を重ねた結果、電子対供与部位としての周期
表第１５族元素と、π電子共役系の分子構造とを併せ持つルイス塩基という観点でｎ型ド
ーパントとして使用できる物質を選択し得ること、および電子対受容部位としての周期表
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第１３族元素または周期表第１５族元素と、π電子共役系の分子構造とを併せ持つルイス
酸という観点でｐ型ドーパントとして使用できる物質を選択し得ることを初めて見出した
。
【００２８】
本発明のドーパント選択方法における選択工程は、この新規知見に基づいて、カーボン
ナノチューブのゼーベック係数を変化させるドーパントとなり得る物質を選択する工程で
ある。すなわち、本発明のドーパント選択方法における選択工程では、カーボンナノチュ
ーブのゼーベック係数を変化させるドーパントとしてｐ型ドーパントを選択する場合は、
上記（ａ）の物質に該当する物質を選択すればよい。これに対して、カーボンナノチュー
ブのゼーベック係数を変化させるドーパントとしてｎ型ドーパントを選択する場合は、上
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記（ｂ）の物質に該当する物質を選択すればよい。
【００２９】
以下に上記（ａ）または（ｂ）の物質について説明する。
【００３０】
（１−１．物質（ａ））
周期表第１３族元素または周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を
有するルイス酸（物質（ａ））について具体的に説明する。
【００３１】
上記「ルイス酸」は、ルイスによって提出された電子の授受に基づく酸・塩基の理論に
基づき、電子対を受けるものをいう。すなわち、上記ルイス酸は、電子対受容体として機
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能するものをいう。
【００３２】
上記「周期表第１３族元素」は、III族元素とも言い換えられる。上記周期表第１３族
元素としては、具体的には、ホウ素（Ｂ）元素、アルミニウム（Ａｌ）元素、ガリウム（
Ｇａ）元素、インジウム（Ｉｎ）元素またはタリウム（Ｔｌ）元素を挙げることができ、
好ましくは、ホウ素（Ｂ）元素である。本発明において選択されるルイス酸は、上記周期
表第１３族元素を、少なくとも１つ含んでいればよいが、２つ以上の元素を含んでいても
よい。また、上記周期表第１３族元素の一種類を単独で含有していてもよく、複数種を組
み合わせて含有していてもよい。
【００３３】
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上記「周期表第１５族元素」は、Ｖ族元素とも言い換えられる。上記周期表第１５族元
素としては、具体的には、窒素（Ｎ）元素、リン（Ｐ）元素、ヒ素（Ａｓ）元素、アンチ
モン（Ｓｂ）元素、ビスマス（Ｂｉ）元素を挙げることができ、好ましくは、窒素（Ｎ）
元素、リン（Ｐ）元素である。本発明において選択されるルイス酸は、上記周期表第１５
族元素を、少なくとも１つ含んでいればよいが、２つ以上の元素を含んでいてもよい。ま
た、上記周期表第１５族元素の一種類を単独で含有していてもよく、複数種を組み合わせ
て含有していてもよい。
【００３４】
上記「π電子共役系」は、多重結合が２つ以上共役している系であり、多重結合のπ電
子が単結合を通して相互作用し非局在化している系をいう。上記「π電子共役系の分子構
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造」は、かかるπ電子共役系を含む分子構造であれば特に限定されないが、例えば、芳香
環（例えばベンゼン環、π電子共役系を含む５員環）、炭素−炭素二重結合、炭素−酸素
二重結合、複素芳香環（例えば、ベンゼン環に含まれる６つのＣ−Ｈ結合のうち少なくと
も１つが窒素原子に置換された構造）等を挙げることができる。
【００３５】
ここで、上記「ベンゼン環に含まれる６つのＣ−Ｈ結合のうち少なくとも１つが窒素原
子に置換された構造」としては、ベンゼン環に含まれる６つのＣ−Ｈ結合のうち１〜３個
が窒素原子によって置換された構造であることが好ましい。また、ベンゼン環に含まれる
６つのＣ−Ｈ結合の窒素原子によって置換される部位は特に限定されない。例えば、上記
「ベンゼン環に含まれる６つのＣ−Ｈ結合のうち少なくとも１つが窒素原子に置換された
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構造」がトリアジンである場合、１，２，３−トリアジン、１，２，４−トリアジンまた
は１，３，５−トリアジンであり得る。もちろん、複素芳香環は、π電子共役系を含む５
員環であって、環構造に窒素原子または硫黄原子を含む５員環であってもよい。
【００３６】
本発明において選択されるルイス酸は、上記π電子共役系の分子構造を、少なくとも１
つ含んでいればよいが、２つ以上含んでいてもよい。また、上記π電子共役系の分子構造
の一種類を単独で含有していてもよく、複数種を組み合わせて含有していてもよい。
【００３７】
本発明において選択されるルイス酸は、周期表第１３族元素または周期表第１５族元素
を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス酸であれば特に限定されない。この
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ようなルイス酸としては、具体的には、例えば、フェニルボロン酸、トリフェニルホスフ
ィンオキシド、カルバゾール、２，６−ジフェニルピリジン、１，３，５−トリアジン、
ピラジン、キノリン、トリフェニルアミン、ピリジン等を挙げることができるが、本発明
はこれらに限定されない。また、上記ルイス酸の例としては、ピリミジン、９Ｈ−カルバ
ゾ−４−オール、テトラシアノキノジメタン、９Ｈ−カルバゾ−２−オール、テトラチア
フルバレン、イミダゾールおよびポリアニリンも挙げられる。
【００３８】
（１−２．物質（ｂ））
周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス塩基（物質（
ｂ））について具体的に説明する。
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【００３９】
上記「ルイス塩基」は、ルイスによって提出された電子の授受に基づく酸・塩基の理論
に基づき、ルイス酸に電子対を与えて化学結合を形成するものをいう。すなわち、上記ル
イス塩基は、電子対供与体として機能するものをいう。
【００４０】
上記「周期表第１５族元素」および「π電子共役系の分子構造」については、上記「１
−１．物質（ａ）」の項で説明したとおりであるので説明を省略する。
【００４１】
本発明において選択されるルイス塩基は、周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役
系の分子構造を有するルイス塩基であれば特に限定されない。このようなルイス塩基とし
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ては、具体的には、例えば、ポリビニルピロリドン、ポリビニルピリジン、フェナントロ
リン、インドール、トリフェニルホスフィンおよび１，３−ビス（ジフェニルホスフィン
）プロパン等を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されない。また、上記ルイ
ス塩基の例としては、トリス（４−フルオロフェニル）ホスフィン、１，２−ビス（ジフ
ェニルホスフィノ）エタン、ジフェニルホスフィン、トリス（４−クロロフェニル）ホス
フィン、１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタン、（（フェニルホスフィンジイル
）ビス（メチレン））ビス（ジフェニルホスフィン）、ビス（（（ジフェニルホスフィノ
）メチル）（フェニルホスフィノ））メタン、トリス（４−メトキシフェニル）ホスフィ
ン、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェニルホスフィンおよびトリス（４−メトキ
シ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィンも挙げられる。
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【００４２】
本発明のドーパント選択方法では、上記以外の工程が設けられていてもよく、上記以外
の工程の内容は限定されない。
【００４３】
本発明のドーパント選択方法によれば、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化
させるドーパントを、高い信頼性をもって効率よく選択することができる。
【００４４】
（１−３．ドーパントのＨＯＭＯ準位）
本発明のドーパント選択方法では、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させ
るドーパントとして、カーボンナノチューブの伝導帯端の準位をαｅＶとした場合に（α
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−１）ｅＶ以上（α＋０．５）ｅＶ以下の範囲のＨＯＭＯ準位を有するドーパントを選択
してもよい。換言すれば、本発明のドーパント選択方法では、カーボンナノチューブの伝
導帯端の準位よりも１ｅＶ深いＨＯＭＯ準位から０．５ｅＶ浅いＨＯＭＯ準位の範囲のＨ
ＯＭＯ準位を有するドーパントを選択してもよい。上記ＨＯＭＯ準位に基づくドーパント
の選択方法によっても、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させるドーパント
を、高い信頼性をもって効率よく選択することができる。上記ＨＯＭＯ準位を有するドー
パントとしては、例えば上述の物質（ａ）及び（ｂ）が挙げられる。
【００４５】
図５は、カーボンナノチューブの伝導帯端の準位とドーパントのＨＯＭＯ準位との関係
の一例を示す模式図である。図５の（ａ）は、ｐ型導電性のカーボンナノチューブのバン
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ド構造を示している。ここで、カーボンナノチューブの伝導帯端（伝導帯の底）１は約−
４．６５ｅＶを示している。従って、上記ＨＯＭＯ準位に基づくドーパントの選択方法に
基づけば、−５．６５ｅＶ以上−４．１５ｅＶ以下のＨＯＭＯ準位を有するドーパントが
選択される。例えば図５の（ａ）に示されるドーパントのＨＯＭＯ準位２は−４．８５ｅ
Ｖである。従って、当該ドーパントは、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化さ
せる好適なドーパントとして選択される。
【００４６】
図５の（ａ）においてカーボンナノチューブのバンドギャップ（伝導帯と価電子帯との
間）には欠陥準位が存在し、そのためホール（正孔）が生じている。上記ドーパントによ
るドーピングが行われると、図５の（ｂ）に示すように、ドーパントの電子がホールへと
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供給される。そして、ホールが消失すると、ドーパントが有する残りの電子は、図５の（
ｃ）に示すように伝導体端へと供給される。その結果、ｐ型導電性であったカーボンナノ
チューブは、ｎ型導電性へと変化する。つまり、ドーピングにより、カーボンナノチュー
ブのゼーベック係数が変化する。ドーパントのＨＯＭＯ準位が上述の範囲であれば、図５
の（ａ）〜（ｃ）に示す過程によってカーボンナノチューブのゼーベック係数を好適に変
化させることができる。
【００４７】
カーボンナノチューブの伝導帯端の準位としては特に限定されないが、例えば、−４．
８ｅＶ以上−３．０ｅＶ以下であることが好ましく、−４．７ｅＶ以上−４．０ｅＶ以下
であることがより好ましい。
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【００４８】
例えば、上記ＨＯＭＯ準位に基づくドーパントの選択方法に基づけば、カーボンナノチ
ューブの伝導帯端の準位が−４．８ｅＶである場合は、−５．８ｅＶ以上−４．３ｅＶ以
下のＨＯＭＯ準位を有するドーパントが選択され得る。また、カーボンナノチューブの伝
導帯端の準位が−３．０ｅＶである場合は、−４．０ｅＶ以上−２．５ｅＶ以下のＨＯＭ
Ｏ準位を有するドーパントが選択され得る。そして、カーボンナノチューブの伝導帯端の
準位が−４．８ｅＶ以上−３．０ｅＶ以下である場合は、−５．８ｅＶ以上−２．５ｅＶ
以下のＨＯＭＯ準位を有するドーパントが選択され得るといえる。
【００４９】
−５．８ｅＶ以上−２．５ｅＶ以下のＨＯＭＯ準位を有するドーパントとしては、例え
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ば、ポリビニルピロリドン、インドール、トリフェニルホスフィン、１，３−ビス（ジフ
ェニルホスフィン）プロパン、カルバゾール、トリフェニルアミン、９Ｈ−カルバゾ−４
−オール、９Ｈ−カルバゾ−２−オール、テトラチアフルバレン、トリス（４−フルオロ
フェニル）ホスフィン、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、ジフェニルホス
フィン、トリス（４−クロロフェニル）ホスフィン、１，４−ビス（ジフェニルホスフィ
ノ）ブタン、（（フェニルホスフィンジイル）ビス（メチレン））ビス（ジフェニルホス
フィン）、ビス（（（ジフェニルホスフィノ）メチル）（フェニルホスフィノ））メタン
、トリス（４−メトキシフェニル）ホスフィン、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フ
ェニルホスフィンおよびトリス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィン
等が挙げられる。
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【００５０】
また、例えば、上記ＨＯＭＯ準位に基づくドーパントの選択方法に基づけば、カーボン
ナノチューブの伝導帯端の準位が−４．７ｅＶである場合は、−５．７ｅＶ以上−４．２
ｅＶ以下のＨＯＭＯ準位を有するドーパントが選択され得る。また、カーボンナノチュー
ブの伝導帯端の準位が−４．０ｅＶである場合は、−５．０ｅＶ以上−３．５ｅＶ以下の
ＨＯＭＯ準位を有するドーパントが選択され得る。そして、カーボンナノチューブの伝導
帯端の準位が−４．７ｅＶ以上−４．０ｅＶ以下である場合は、−５．７ｅＶ以上−３．
５ｅＶ以下のＨＯＭＯ準位を有するドーパントが選択され得るといえる。
【００５１】
−５．７ｅＶ以上−３．５ｅＶ以下のＨＯＭＯ準位を有するドーパントとしては、例え
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ば、ポリビニルピロリドン、インドール、トリフェニルホスフィン、カルバゾール、９Ｈ
−カルバゾ−４−オール、テトラチアフルバレン、トリス（４−フルオロフェニル）ホス
フィン、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、ジフェニルホスフィン、トリス
（４−クロロフェニル）ホスフィン、１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタン、（
（フェニルホスフィンジイル）ビス（メチレン））ビス（ジフェニルホスフィン）、ビス
（（（ジフェニルホスフィノ）メチル）（フェニルホスフィノ））メタン、トリス（４−
メトキシフェニル）ホスフィン、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェニルホスフィ
ンおよびトリス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィン等が挙げられる
。
【００５２】
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〔２．カーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法〕
本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法（以下、「本発明
の製造方法」ともいう。）は、上述した本発明のドーパントの選択方法によって選択され
たドーパントと、カーボンナノチューブとを接触させる接触工程を包含していることを特
徴としている。接触工程を経たカーボンナノチューブにはドーパントが吸着されている、
すなわち、カーボンナノチューブ−ドーパント複合体となっている。本発明の製造方法は
、カーボンナノチューブ−ドーパント複合体をシート状に成型する成型工程をさらに包含
していてもよい。
【００５３】
本発明の製造方法では、上記以外の工程が設けられていてもよく、上記以外の工程の内
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容は限定されない。
【００５４】
（２−１．接触工程）
接触工程は、上述した本発明のドーパント選択方法によって選択されたドーパントと、
カーボンナノチューブとを接触させることによってカーボンナノチューブとドーパントと
の複合体を形成する工程である。なお、上記「本発明のドーパントの選択方法」および「
カーボンナノチューブ」については、上記「１．ドーパント選択方法」の項で説明したと
おりであるので、説明を省略する。
【００５５】
カーボンナノチューブとドーパントとを接触させることができればよく、その方法は特
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に限定されないが、例えば、ドーパントを溶解させた溶液にカーボンナノチューブを添加
し、懸濁することによって両者を液中で接触させることができる。ドーパントとカーボン
ナノチューブとを十分に接触させる観点から、接触工程では、カーボンナノチューブを液
中に分散させながら、カーボンナノチューブとドーパントとを接触させることが好ましい
。特に、カーボンナノチューブを液中にせん断分散させながら、カーボンナノチューブと
ドーパントとを接触させることが好ましい。さらには、均質化装置を用いてカーボンナノ
チューブを液中に分散させながら、カーボンナノチューブとドーパントとを接触させるこ
とが好ましい。均質化装置を用いてカーボンナノチューブを液中に分散させることによっ
てドーパントがカーボンナノチューブに接触し易くなり、その結果、ドーパントとカーボ
ンナノチューブとを十分に接触させることができる。
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【００５６】
上記「均質化装置」としては、カーボンナノチューブを液中で均質に分散させることが
できる装置であれば特に限定されないが、例えば、ホモジナイザー、超音波ホモジナイザ
ー等の公知の手段を用いることができる。なお、本明細書中において、単に「ホモジナイ
ザー」と表記した場合は、「撹拌ホモジナイザー」が意図される。
【００５７】
均質化装置の運転条件としては、カーボンナノチューブを液中に分散させることができ
る条件であれば特に限定されないが、均質化装置として、例えば、ホモジナイザーを用い
る場合は、カーボンナノチューブを含むドーパント溶液を、ホモジナイザーの撹拌速度（
回転数）２００００ｒｐｍにて、室温（２３℃）にて１０分間懸濁することによって、カ
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ーボンナノチューブを液中に分散させることができる。
【００５８】
ドーパントを溶解させる溶媒としては、例えば、ジメチルスルホキシド、ジメチルホル
ムアミド等を用いることができるが、本発明はこれらに限定されない。
【００５９】
カーボンナノチューブと接触させるドーパントの量は、特に限定されないが、後述する
実施例に示したように、カーボンナノチューブに対するドーパントの量を増加させると、
ドーパント添加前のカーボンナノチューブのゼーベック係数と比較したときの、得られた
カーボンナノチューブ−ドーパント複合体におけるゼーベック係数の変化量が大きくなる
傾向がある。このため、ドーピングの効果を得るために、カーボンナノチューブ１ｇあた
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り０．００１〜５００ｍｇのドーパントを添加することが好ましく、０．００１〜１００
ｍｇのドーパントを添加することがより好ましく、０．００１〜１０ｍｇのドーパントを
添加することが特に好ましい。
【００６０】
（２−２．成型工程）
成型工程は、上記接触工程を経たカーボンナノチューブをシート状に成型し、シート状
のカーボンナノチューブ−ドーパント複合体を得る工程である。
【００６１】
ここで、上記「シート状」は、フィルム状または膜状とも言い換えられる。「シート状
に成型する」とは、得られたカーボンナノチューブ−ドーパント複合体を１μｍ〜１００
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０μｍの厚みの膜に成型することが意図される。
【００６２】
カーボンナノチューブ−ドーパント複合体をシート状に成型する方法としては、特に限
定されないが、例えば、カーボンナノチューブ−ドーパント複合体の懸濁液を、０．１〜
２μｍ孔のメンブレンフィルターを用いて吸引ろ過を行い、得られた膜を真空下、５０〜
１５０℃にて、１〜２４時間乾燥させることにより、シート状に成型することができる。
【００６３】
本発明の製造方法では、接触工程の後で成型工程を行うので、溶媒中に分散させた１つ
１つのカーボンナノチューブにドーパントを十分に吸着させることができる。その結果、
成型工程の後で接触工程を行った場合のシート状材料が、シート表面近傍のみのカーボン
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ナノチューブしかドープされていないのに対して、本発明の製造方法では、シート内部の
カーボンナノチューブまでが均一にドープされたシート状材料を得ることができる。この
ため、例えば、シート内にドープされたｎ型カーボンナノチューブと未ドープのｐ型カー
ボンナノチューブが存在することによってゼーベック効果の相殺が起こる虞がない。
【００６４】
本発明のドーパントの選択方法によって選択されたドーパントは、π電子共役系の分子
構造を有しているので、カーボンナノチューブ表面にπ−πスタッキングを介して効率よ
く吸着することができる。このため、従来のドーパントよりも、より効率的にカーボンナ
ノチューブに対して電子を供与または受容することができる。本発明の製造方法は、本発
明のドーパントの選択方法によって選択されたドーパントをカーボンナノチューブと接触
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させるので、簡便に且つ効率よくカーボンナノチューブ−ドーパント複合体を製造するこ
とができる。よって、本発明の製造方法によれば、簡便に且つ効率よくカーボンナノチュ
ーブのゼーベック係数を変化させることができる。
【００６５】
〔３．シート状材料〕
本発明にかかるシート状材料（以下、「本発明のシート状材料」ともいう。）は、上述
した本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法によって製造さ
れたことを特徴としている。なお、上記「本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパ
ント複合体の製造方法」については、上記「２．カーボンナノチューブ−ドーパント複合
体の製造方法」の項で説明したとおりであるので、説明を省略する。
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【００６６】
本発明のシート状材料は、本発明の製造方法によって製造されるので、上述したように
、シート内部のカーボンナノチューブまでが均一にドープされている。このため、例えば
、シート内にドープされたｎ型カーボンナノチューブと未ドープのｐ型カーボンナノチュ
ーブが存在することによってゼーベック効果の相殺が起こる虞がない。
【００６７】
〔４．ドーパント組成物〕
本発明にかかるドーパント組成物（以下、「本発明のドーパント組成物」ともいう。）
は、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させるためのドーパント組成物であっ
て、少なくとも、上述した本発明のドーパントの選択方法によって選択されたドーパント
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を含有していればよい。なお、上記「本発明のドーパントの選択方法」については、上記
「１．ドーパント選択方法」の項で説明したとおりであるので、説明を省略する。
【００６８】
上記本発明のドーパントの選択方法によって選択されたドーパントとは、すなわち、以
下の（ａ）または（ｂ）の物質である：
（ａ）周期表第１３族元素または周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構
造を有するルイス酸；
（ｂ）周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス塩基。
【００６９】
本発明のドーパント組成物は、上記ルイス塩基が、特表２０１０−５３７４１０および
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特開２００９−２９２７１４に記載のトリフェニルホスフィン、アニリン、ベンジルアミ
ン、ポリビニルピロリドン、Ｎ−メチルピロリドン、ポリアニリン、ニコチンアミドおよ
びニコチンアミド系化合物である場合を除くものであることが好ましい。
【００７０】
このような上記ルイス塩基としては、例えば、ポリビニルピリジン、フェナントロリン
、インドールおよび１，３−ビス（ジフェニルホスフィン）プロパン等を挙げることがで
きる。また、上記ルイス塩基の例としては、トリス（４−フルオロフェニル）ホスフィン
、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、ジフェニルホスフィン、トリス（４−
クロロフェニル）ホスフィン、１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタン、（（フェ
ニルホスフィンジイル）ビス（メチレン））ビス（ジフェニルホスフィン）、ビス（（（
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ジフェニルホスフィノ）メチル）（フェニルホスフィノ））メタン、トリス（４−メトキ
シフェニル）ホスフィン、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェニルホスフィンおよ
びトリス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィンも挙げられる。これら
の物質は一種類を単独で含有していてもよく、複数種を組み合わせて含有していてもよい
。
【００７１】
また、本発明にかかるドーパント組成物では、上記ドーパントは、周期表第１３族元素
または周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス酸である
ことが好ましい。
【００７２】

10

本発明のドーパント組成物は、上記ルイス酸として、具体的には、例えば、フェニルボ
ロン酸、トリフェニルホスフィンオキシド、カルバゾール、２，６−ジフェニルピリジン
、１，３，５−トリアジン、ピラジン、キノリン、トリフェニルアミンおよびピリジンよ
りなる群から選ばれる少なくとも１種を含有し得る。また、上記ルイス酸の例としては、
ピリミジン、９Ｈ−カルバゾ−４−オール、テトラシアノキノジメタン、９Ｈ−カルバゾ
−２−オール、テトラチアフルバレン、イミダゾールおよびポリアニリンも挙げられる。
【００７３】
本発明のドーパント組成物は、必要に応じて、本発明のドーパントの選択方法によって
選択されたドーパント以外の物質が含まれていてもよい。このような物質としては、ドー
パントの働きを阻害しないものであれば特に限定されない。また、本発明のドーパント組
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成物には、複数の種類のドーパントが含有されていてもよい。
【００７４】
本発明のドーパントの選択方法によって選択されたドーパントは、π電子共役系の分子
構造を有しているので、カーボンナノチューブ表面にπ−πスタッキングを介して効率よ
く吸着することができる。本発明のドーパント組成物は、少なくとも、本発明のドーパン
トの選択方法によって選択されたドーパントを含有しているので、従来のドーパントより
も、より効率的にカーボンナノチューブに対して電子を供与または受容することができる
。よって、本発明のドーパント組成物を用いれば、カーボンナノチューブのゼーベック係
数を簡便に且つ効率よく変化させることができる。
【００７５】
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また、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させるためのドーパントであって
、本発明に係るドーパントの選択方法によって選択されたことを特徴とするドーパントそ
のものも本発明に含まれる。
【００７６】
〔５．カーボンナノチューブ−ドーパント複合体〕
本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体（以下、「本発明のカーボン
ナノチューブ−ドーパント複合体」ともいう。）は、上述した本発明のドーパントの選択
方法によって選択されたドーパントと、カーボンナノチューブとを含有していることを特
徴としている。なお、上記「本発明のドーパントの選択方法」および「カーボンナノチュ
ーブ」については、上記「１．ドーパント選択方法」の項で説明したとおりであるので、
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説明を省略する。
【００７７】
上記本発明のドーパントの選択方法によって選択されたドーパントとは、すなわち、以
下の（ａ）または（ｂ）の物質である：
（ａ）周期表第１３族元素または周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構
造を有するルイス酸；
（ｂ）周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス塩基。
【００７８】
本発明のカーボンナノチューブ−ドーパント複合体は、上記ルイス塩基が、特表２０１
０−５３７４１０および特開２００９−２９２７１４に記載のトリフェニルホスフィン、
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アニリン、ベンジルアミン、ポリビニルピロリドン、Ｎ−メチルピロリドン、ポリアニリ
ン、ニコチンアミドおよびニコチンアミド系化合物である場合を除くものであることが好
ましい。
【００７９】
このような上記ルイス塩基としては、例えば、ポリビニルピリジン、フェナントロリン
、インドールおよび１，３−ビス（ジフェニルホスフィン）プロパン等を挙げることがで
きる。また、上記ルイス塩基の例としては、トリス（４−フルオロフェニル）ホスフィン
、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、ジフェニルホスフィン、トリス（４−
クロロフェニル）ホスフィン、１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタン、（（フェ
ニルホスフィンジイル）ビス（メチレン））ビス（ジフェニルホスフィン）、ビス（（（
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ジフェニルホスフィノ）メチル）（フェニルホスフィノ））メタン、トリス（４−メトキ
シフェニル）ホスフィン、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェニルホスフィンおよ
びトリス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィンも挙げられる。これら
の物質は一種類を単独で含有していてもよく、複数種を組み合わせて含有していてもよい
。
【００８０】
また、本発明のカーボンナノチューブ−ドーパント複合体では、上記ドーパントは、周
期表第１３族元素または周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有す
るルイス酸であることが好ましい。
【００８１】
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本発明のカーボンナノチューブ−ドーパント複合体は、上記ルイス酸として、具体的に
は、例えば、フェニルボロン酸、トリフェニルホスフィンオキシド、カルバゾール、２，
６−ジフェニルピリジン、１，３，５−トリアジン、ピラジン、キノリン、トリフェニル
アミンおよびピリジンよりなる群から選ばれる少なくとも１種を含有し得る。また、上記
ルイス酸の例としては、ピリミジン、９Ｈ−カルバゾ−４−オール、テトラシアノキノジ
メタン、９Ｈ−カルバゾ−２−オール、テトラチアフルバレン、イミダゾールおよびポリ
アニリンも挙げられる。
【００８２】
本発明のカーボンナノチューブ−ドーパント複合体では、カーボンナノチューブ１ｇあ
たりのドーパントの含有量は、特に限定されないが、後述する実施例に示したように、カ
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ーボンナノチューブに対するドーパントの量を増加させると、ドーパント添加前のカーボ
ンナノチューブのゼーベック係数と比較したときの、得られたカーボンナノチューブ−ド
ーパント複合体におけるゼーベック係数の変化量が大きくなる傾向がある。このため、ド
ーピングの効果を得るために、本発明のカーボンナノチューブ−ドーパント複合体では、
カーボンナノチューブ１ｇあたり０．００１〜５００ｍｇのドーパントが含まれているこ
とが好ましく、０．０１〜１００ｍｇのドーパントが含まれていることがより好ましく、
０．１〜１０ｍｇのドーパントが含まれていることが特に好ましい。
【００８３】
本発明のカーボンナノチューブ−ドーパント複合体は、上記以外の物質が含まれていて
もよく、上記以外の物質の種類は限定されない。
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【００８４】
本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【００８５】
本発明は以下のように構成することも可能である。
【００８６】
本発明にかかるドーパントの選択方法は、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変
化させるドーパントの選択方法であって、
上記ドーパントとして、以下の（ａ）または（ｂ）の物質を選択する工程を含んでいる
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ことを特徴としている：
（ａ）周期表第１３族元素または周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構
造を有するルイス酸；
（ｂ）周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス塩基。
【００８７】
本発明にかかるドーパントの選択方法では、上記周期表第１３族元素は、ホウ素元素で
あり得る。
【００８８】
本発明にかかるドーパントの選択方法では、上記周期表第１５族元素は、窒素元素また
はリン元素であり得る。
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【００８９】
本発明にかかるドーパントの選択方法では、上記π電子共役系の分子構造は、ベンゼン
環、炭素−炭素二重結合、炭素−酸素二重結合およびベンゼン環に含まれる６つのＣ−Ｈ
結合のうち少なくとも１つが窒素原子に置換された構造よりなる群から選ばれる少なくと
も１種であり得る。
【００９０】
本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法は、上述した本発
明にかかるドーパントの選択方法によって選択されたドーパントと、カーボンナノチュー
ブとを接触させる接触工程を包含していることを特徴としている。
【００９１】
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本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法では、上記接触工
程では、均質化装置を用いて上記カーボンナノチューブを液中に分散させながら、上記カ
ーボンナノチューブと上記ドーパントとを接触させることが好ましい。
【００９２】
本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法では、上記均質化
装置は、ホモジナイザーまたは超音波ホモジナイザーであり得る。
【００９３】
本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法では、上記接触工
程を経たカーボンナノチューブをシート状に成型する成型工程をさらに包含していてもよ
い。
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【００９４】
本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法では、上記カーボ
ンナノチューブは、ｐ型導電性またはｎ型導電性を有しているものであり得る。
【００９５】
本発明にかかるシート状材料は、上述した本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドー
パント複合体の製造方法によって製造されたことを特徴としている。
【００９６】
本発明にかかるドーパント組成物は、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化さ
せるためのドーパント組成物であって、
少なくとも、上述した本発明にかかるドーパントの選択方法によって選択されたドーパ
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ントを含んでいることを特徴としている。
【００９７】
本発明にかかるドーパント組成物では、上記ドーパントは、周期表第１３族元素または
周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス酸であることが
好ましい。
【００９８】
本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体は、上述した本発明にかかる
ドーパントの選択方法によって選択されたドーパントと、カーボンナノチューブとを含有
していることを特徴としている。
【００９９】
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本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体では、上記ドーパントは、周
期表第１３族元素または周期表第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有す
るルイス酸であることが好ましい。
【０１００】
また、本発明は、以下のように構成することも可能である。
【０１０１】
本発明にかかるドーパントの選択方法では、上記π電子共役系の分子構造は、芳香環、
炭素−炭素二重結合、炭素−酸素二重結合および複素芳香環よりなる群から選ばれる少な
くとも１種であり得る。
【０１０２】
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本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法では、上記接触工
程を経たカーボンナノチューブをシート状に成型し、シート状のカーボンナノチューブ−
ドーパント複合体を得る成型工程をさらに包含していてもよい。
【０１０３】
本発明にかかるドーパントは、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化させるた
めのドーパントであって、本発明にかかるドーパントの選択方法によって選択されたこと
を特徴としている。
【０１０４】
本発明にかかるドーパントでは、上記ドーパントは、周期表第１３族元素または周期表
第１５族元素を含み、且つπ電子共役系の分子構造を有するルイス酸であってもよい。
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【０１０５】
本発明にかかるドーパント組成物は、カーボンナノチューブのゼーベック係数を変化さ
せるためのドーパント組成物であって、少なくとも、本発明にかかるドーパントを含んで
いることを特徴としている。
【０１０６】
本発明にかかるカーボンナノチューブ−ドーパント複合体の製造方法は、ドーパントと
、カーボンナノチューブとを液中で接触させる接触工程を包含しており、上記ドーパント
は、上記カーボンナノチューブの伝導帯端の準位をαｅＶとした場合に（α−１）ｅＶ以
上（α＋０．５）ｅＶ以下の範囲のＨＯＭＯ準位を有するドーパントであり、上記接触工
程では、上記カーボンナノチューブを液中にせん断分散させながら、上記カーボンナノチ
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ューブと上記ドーパントとを接触させることを特徴としている。
【実施例】
【０１０７】
以下、本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明は実施例によって限定される
ものではない。
【０１０８】
〔実施例１〕
ドーパント分子としてフェニルボロン酸を用いた。図１の（ａ）に示したように、フェ
ニルボロン酸は、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１０９】
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単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮＴ）（５ｍｇ）を、５重量％のフェニルボロン酸を
溶解させたジメチルスルホキシド（１０ｍＬ）にホモジナイザー（ウルトラタラックス社
製）を用いて懸濁させた。具体的には、ホモジナイザーの撹拌速度（回転数）２００００
ｒｐｍにて、室温（２３℃）にて１０分間懸濁することによって、ＳＷＮＴを液中に分散
させた。
【０１１０】
得られた懸濁液を、０．２ｍｍ孔のメンブレンフィルターを用いて吸引ろ過を行い、得
られた膜を真空下、８０℃、１２時間乾燥することにより、シート状のＳＷＮＴ構造体を
得た。
【０１１１】
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〔実施例２〕
ドーパント分子としてポリビニルピロリドンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシ
ート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｂ）に示したように、ポリビニルピロリ
ドンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１１２】
〔実施例３〕
ドーパント分子としてポリビニルピリジンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシー
ト状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｃ）に示したように、ポリビニルピリジン
は、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１１３】

10

〔実施例４〕
ドーパント分子としてフェナントロリンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート
状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｄ）に示したように、フェナントロリンは、
本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１１４】
〔実施例５〕
ドーパント分子としてインドールを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳ
ＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｅ）に示したように、インドールは、本発明のドー
パント選択方法によって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１１５】
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〔実施例６〕
ドーパント分子としてトリフェニルホスフィンを用いた以外は、実施例１と同様にして
シート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｆ）に示したように、トリフェニルホ
スフィンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１１６】
〔実施例７〕
ドーパント分子として１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパンを用いた以外は
、実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｇ）に示した
ように、１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパンは、本発明のドーパント選択方
法によって選択されたルイス塩基に該当する。
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【０１１７】
〔実施例８〕
ドーパント分子としてトリフェニルホスフィンオキシドを用いた以外は、実施例１と同
様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｈ）に示したように、トリフ
ェニルホスフィンオキシドは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸
に該当する。
【０１１８】
〔実施例９〕
ドーパント分子としてカルバゾールを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状の
ＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｉ）に示したように、カルバゾールは、本発明の
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ドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１１９】
〔実施例１０〕
ドーパント分子として２，６−ジフェニルピリジンを用いた以外は、実施例１と同様に
してシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｊ）に示したように、２，６−ジ
フェニルピリジンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当す
る。
【０１２０】
〔実施例１１〕
ドーパント分子として１，３，５−トリアジンを用いた以外は、実施例１と同様にして
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シート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｋ）に示したように、１，３，５−ト
リアジンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１２１】
〔実施例１２〕
ドーパント分子としてピラジンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷ
ＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｌ）に示したように、ピラジンは、本発明のドーパン
ト選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１２２】
〔実施例１３〕
ドーパント分子としてキノリンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷ
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ＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｍ）に示したように、キノリンは、本発明のドーパン
ト選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１２３】
〔実施例１４〕
ドーパント分子としてトリフェニルアミンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシー
ト状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｎ）に示したように、トリフェニルアミン
は、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１２４】
〔実施例１５〕
ドーパント分子としてピリジンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷ
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ＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｏ）に示したように、ピリジンは、本発明のドーパン
ト選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１２５】
〔参考例１〕
ドーパント分子としてポリエチレンイミンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシー
ト状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｐ）に示したように、ポリエチレンイミン
は、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸およびルイス塩基のどちら
にも該当しないが、ｎ型ドーパントとして公知の物質である（非特許文献５および７を参
照）ため参考として用いた。
【０１２６】
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〔参考例２〕
ドーパント分子としてテトロニック１１０７（ＢＡＳＦ）を用いた以外は、実施例１と
同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図１の（ｑ）に示したように、テト
ロニック１１０７は、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸およびル
イス塩基のどちらにも該当しないが、参考例１から容易に類推されるドーパントであるこ
とから参考として用いた。
【０１２７】
〔比較例１〕
ドーパントを添加しなかった以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体
を得た。
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【０１２８】
〔実施例１８〕
ドーパント分子として９Ｈ−カルバゾ−４−オールを用いた以外は、実施例１と同様に
してシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ａ）に示したように、９Ｈ−カル
バゾ−４−オールは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当す
る。
【０１２９】
〔実施例１９〕
ドーパント分子としてテトラシアノキノジメタンを用いた以外は、実施例１と同様にし
てシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ｂ）に示したように、テトラシアノ
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キノジメタンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１３０】
〔実施例２０〕
ドーパント分子として９Ｈ−カルバゾ−２−オールを用いた以外は、実施例１と同様に
してシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ｃ）に示したように、９Ｈ−カル
バゾ−２−オールは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当す
る。
【０１３１】
〔実施例２１〕
ドーパント分子としてテトラチアフルバレンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシ
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ート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ｄ）に示したように、テトラチアフルバ
レンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１３２】
〔実施例２２〕
ドーパント分子としてイミダゾールを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状の
ＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ｅ）に示したように、イミダゾールは、本発明の
ドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１３３】
〔実施例２３〕
ドーパント分子としてポリアニリンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状の
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ＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ｆ）に示したように、ポリアニリンは、本発明の
ドーパント選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１３４】
〔実施例２４〕
ドーパント分子としてトリス（４−フルオロフェニル）ホスフィンを用いた以外は、実
施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ｇ）に示したよう
に、トリス（４−フルオロフェニル）ホスフィンは、本発明のドーパント選択方法によっ
て選択されたルイス塩基に該当する。
【０１３５】
〔実施例２５〕
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ドーパント分子として１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタンを用いた以外は、
実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ｈ）に示したよ
うに、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタンは、本発明のドーパント選択方法に
よって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１３６】
〔実施例２６〕
ドーパント分子としてジフェニルホスフィンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシ
ート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ｉ）に示したように、ジフェニルホスフ
ィンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１３７】
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〔実施例２７〕
ドーパント分子としてトリス（４−クロロフェニル）ホスフィンを用いた以外は、実施
例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図６の（ｊ）に示したように
、トリス（４−クロロフェニル）ホスフィンは、本発明のドーパント選択方法によって選
択されたルイス塩基に該当する。
【０１３８】
〔実施例２８〕
ドーパント分子として１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタンを用いた以外は、
実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図７の（ａ）に示したよ
うに、１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタンは、本発明のドーパント選択方法に
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よって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１３９】
〔実施例２９〕
ドーパント分子として（（フェニルホスフィンジイル）ビス（メチレン））ビス（ジフ
ェニルホスフィン）を用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を
得た。なお、図７の（ｂ）に示したように、（（フェニルホスフィンジイル）ビス（メチ
レン））ビス（ジフェニルホスフィン）は、本発明のドーパント選択方法によって選択さ
れたルイス塩基に該当する。
【０１４０】
〔実施例３０〕
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ドーパント分子としてビス（（（ジフェニルホスフィノ）メチル）（フェニルホスフィ
ノ））メタンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。
なお、図７の（ｃ）に示したように、ビス（（（ジフェニルホスフィノ）メチル）（フェ
ニルホスフィノ））メタンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス塩
基に該当する。
【０１４１】
〔実施例３１〕
ドーパント分子としてトリス（４−メトキシフェニル）ホスフィンを用いた以外は、実
施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図７の（ｄ）に示したよう
に、トリス（４−メトキシフェニル）ホスフィンは、本発明のドーパント選択方法によっ
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て選択されたルイス塩基に該当する。
【０１４２】
〔実施例３２〕
ドーパント分子としてビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェニルホスフィンを用い
た以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図７の（ｅ）
に示したように、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェニルホスフィンは、本発明の
ドーパント選択方法によって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１４３】
〔実施例３３〕
ドーパント分子としてトリス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィン
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を用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図７の
（ｆ）に示したように、トリス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィン
は、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１４４】
〔実施例３４〕
ドーパント分子としてピリミジンを用いた以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳ
ＷＮＴ構造体を得た。なお、図７の（ｈ）に示したように、ピリミジンは、本発明のドー
パント選択方法によって選択されたルイス酸に該当する。
【０１４５】
〔参考例３〕

40

ドーパント分子として還元ベンジルビオロゲンを用いた以外は、実施例１と同様にして
シート状のＳＷＮＴ構造体を得た。なお、図７の（ｇ）に中性のベンジルビオロゲンを示
す。還元ベンジルビオロゲンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス
酸およびルイス塩基のどちらにも該当しないが、ｎ型ドーパントとして公知の物質である
ため参考として用いた。
【０１４６】
〔比較例３〕
ドーパントを添加しなかった以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体
を得た。
【０１４７】

50

(20)

JP 5768299 B2 2015.8.26

＜ＳＷＮＴ構造体の評価１＞
実施例１〜１５、１８〜３３、参考例１〜３および比較例１、３において得られたＳＷ
ＮＴ構造体のゼーベック係数を、ゼーベック効果測定装置（ＭＭＲ社製）を用いて評価し
た。評価は、３１０Ｋ（ゼーベック効果測定装置の表示温度）にて行った。
【０１４８】
結果を図２に示す。図２は、実施例１〜３、５〜１５、１８〜３３、参考例１〜３およ
び比較例３において得られたシート状のＳＷＮＴ構造体のゼーベック係数を示した図であ
る。
【０１４９】
カーボンナノチューブの極性はゼーベック係数の正負により判別することができる。比
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較例１のＳＷＮＴ構造体は、およそ４０μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示したことから
、ｐ型導電性であると判断された。また、比較例３のＳＷＮＴ構造体は、およそ４９．３
５μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示したことから、ｐ型導電性であると判断された。
【０１５０】
ルイス塩基性の強い１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパンをドーパントとし
て用いた場合（実施例７）のみならず、ポリビニルピロリドン（実施例２）、ポリビニル
ピリジン（実施例３）、トリフェニルホスフィン（実施例６）等の比較的ルイス塩基性の
弱い分子群をドーパントとして用いた場合にもＳＷＮＴ構造体は負のゼーベック係数を与
え、これらのＳＷＮＴ構造体はｎ型導電性であることが明らかになった。
【０１５１】
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また、ルイス塩基であるフェナントロリン（実施例４）またはインドール（実施例５）
をドーパントとして用いた場合にもＳＷＮＴ構造体は負のゼーベック係数を与え、これら
のＳＷＮＴ構造体はｎ型導電性であることが明らかになった。なお、フェナントロリン（
実施例４）およびインドール（実施例５）は、どちらもルイス塩基性の弱いルイス塩基で
あり、フェナントロリン（実施例４）は、インドール（実施例５）よりもルイス塩基性が
弱い。
【０１５２】
さらに、ルイス塩基であるトリス（４−フルオロフェニル）ホスフィン（実施例２４）
、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン（実施例２５）、ジフェニルホスフィン
（実施例２６）、トリス（４−クロロフェニル）ホスフィン（実施例２７）、１，４−ビ
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ス（ジフェニルホスフィノ）ブタン（実施例２８）、（（フェニルホスフィンジイル）ビ
ス（メチレン））ビス（ジフェニルホスフィン）（実施例２９）、ビス（（（ジフェニル
ホスフィノ）メチル）（フェニルホスフィノ））メタン（実施例３０）、トリス（４−メ
トキシフェニル）ホスフィン（実施例３１）、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェ
ニルホスフィン（実施例３２）、およびトリス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニ
ル）ホスフィン（実施例３３）をドーパントとして用いた場合にもＳＷＮＴ構造体は負の
ゼーベック係数を与え、これらのＳＷＮＴ構造体はｎ型導電性であることが明らかになっ
た。
【０１５３】
これらの結果から、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス塩基をドー
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パントとして用いることによって、ＳＷＮＴ構造体のゼーベック係数の値を正から負に変
化させ得ることが確認できた。また、本発明のドーパント選択方法によって選択されたル
イス塩基をドーパントとして用いることによって、ドーピングしていない未処理のＳＷＮ
Ｔ構造体と比較して、ゼーベック係数の絶対値を変化させ得ることが確認できた。
【０１５４】
一方、ルイス酸であるフェニルボロン酸（実施例１）、トリフェニルホスフィンオキシ
ド（実施例８）、カルバゾール（実施例９）、２，６−ジフェニルピリジン（実施例１０
）、１，３，５−トリアジン（実施例１１）、ピラジン（実施例１２）、キノリン（実施
例１３）、トリフェニルアミン（実施例１４）またはピリジン（実施例１５）をドーパン
トとして用いた場合には、ＳＷＮＴ構造体は正のゼーベック係数を与え、これらのＳＷＮ
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Ｔ構造体はｐ型導電性であることが明らかになった。
【０１５５】
さらに、ルイス酸である９Ｈ−カルバゾ−４−オール（実施例１８）、テトラシアノキ
ノジメタン（実施例１９）、９Ｈ−カルバゾ−２−オール（実施例２０）、テトラチアフ
ルバレン（実施例２１）、イミダゾール（実施例２２）、およびポリアニリン（実施例２
３）をドーパントとして用いた場合にも、ＳＷＮＴ構造体は正のゼーベック係数を与え、
これらのＳＷＮＴ構造体はｐ型導電性であることが明らかになった。
【０１５６】
具体的には、比較例１のＳＷＮＴ構造体は、およそ４０μＶ／Ｋの正のゼーベック係数
を示すのに対して、フェニルボロン酸（実施例１）をドーパントとして用いた場合には、
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ＳＷＮＴ構造体は、およそ５６μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示した。
【０１５７】
また、トリフェニルホスフィンオキシド（実施例８）をドーパントとして用いた場合に
は、ＳＷＮＴ構造体は、およそ２．０μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示した。
【０１５８】
また、カルバゾール（実施例９）をドーパントとして用いた場合には、ＳＷＮＴ構造体
は、およそ８７．９μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示した。
【０１５９】
また、２，６−ジフェニルピリジン（実施例１０）をドーパントとして用いた場合には
、ＳＷＮＴ構造体は、およそ４６．２μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示した。
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【０１６０】
また、１，３，５−トリアジン（実施例１１）をドーパントとして用いた場合には、Ｓ
ＷＮＴ構造体は、およそ３３．４μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示した。
【０１６１】
また、ピラジン（実施例１２）をドーパントとして用いた場合には、ＳＷＮＴ構造体は
、およそ５２．３μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示した。
【０１６２】
また、キノリン（実施例１３）をドーパントとして用いた場合には、ＳＷＮＴ構造体は
、およそ４１．７μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示した。
【０１６３】
また、トリフェニルアミン（実施例１４）をドーパントとして用いた場合には、ＳＷＮ
Ｔ構造体は、およそ３３．５μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示した。
【０１６４】
また、ピリジン（実施例１５）をドーパントとして用いた場合には、ＳＷＮＴ構造体は
、およそ４０．９μＶ／Ｋの正のゼーベック係数を示した。
【０１６５】
ＳＷＮＴ構造体のゼーベック係数の測定結果を表１〜３にまとめた。
【０１６６】
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【表１】
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【０１６７】
【表２】
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【表３】

【０１６９】
これらの結果から、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス酸をドーパ
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ントとして用いることによって、ドーピングしていない未処理のＳＷＮＴ構造体と比較し
て、ゼーベック係数の絶対値を変化させ得ることが確認できた。
【０１７０】
〔実施例１６〕
ドーパントの濃度をそれぞれ１重量％、２重量％、３重量％、４重量％または５重量％
に変更した以外は、実施例６と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。
【０１７１】
実施例１６において得られたそれぞれのＳＷＮＴ構造体の導電率およびゼーベック係数
を評価した。導電率はロレスタＧＰ（三菱化学アナリテック社製）、ゼーベック係数はゼ
ーベック効果測定装置（ＭＭＲ社製）をそれぞれ用いて評価した。比較対象として、比較
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例１のＳＷＮＴ構造体を用いた。
【０１７２】
結果を図３に示す。図３は、実施例１６で得られたシート状のＳＷＮＴ構造体の導電率
およびゼーベック係数を示した図である。図中の丸は導電率（図中の左向きの矢印が指す
グラフの左軸を参照）を表し、四角はゼーベック係数（図中の右向きの矢印が指すグラフ
の右軸を参照）を表している。図３に示したように、ドーパントとして添加したトリフェ
ニルホスフィンの濃度が高くなるにつれて、ゼーベック係数の値は正から負に変化した。
また、トリフェニルホスフィンの濃度が高くなるにつれて、ゼーベック係数の値はより小
さくなる（ゼーベック係数の絶対値はより大きくなる）傾向が認められた。さらには、ゼ
ーベック係数の絶対値が大きいほど、導電率が高くなる傾向が認められた。この結果から
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、ドーピングによってＳＷＮＴ構造体のゼーベック係数の絶対値を変化させることによっ
て、ＳＷＮＴ構造体の導電率を変化させ得ることが確認できた。なお、トリフェニルホス
フィンの濃度が２重量％のときにゼーベック係数が一度上昇するのは、一般的に同一材料
中で導電率はキャリア密度に比例し、ゼーベック係数はキャリア密度に反比例するため、
これらはトレードオフの関係にある。すなわち同一材料で導電率が減少するとき、ゼーベ
ック係数は増加するためであると考えられた。
【０１７３】
〔実施例１７〕
ドーパント分子として１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパンを用い、ドーパ
ント溶液における１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパンの濃度を０．１重量％
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とした以外は、実施例１と同様にしてシート状のＳＷＮＴ構造体を得た。
【０１７４】
具体的には、単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮＴ）（５ｍｇ）を、０．１重量％の１
，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパンを溶解させたジメチルスルホキシド（１０
ｍＬ）にホモジナイザー（ウルトラタラックス社製）を用いて懸濁させた。ホモジナイザ
ーの運転条件は、具体的には、撹拌速度（回転数）２００００ｒｐｍ、１０分間、室温（
２３℃）にて行った。
【０１７５】
得られた懸濁液を、０．２ｍｍ孔のメンブレンフィルターを用いて吸引ろ過を行い、得
られた膜を真空下、８０℃、１２時間乾燥することにより、シート状のＳＷＮＴ構造体を
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得た。なお、図１の（ｇ）に示したように、１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロ
パンは、本発明のドーパント選択方法によって選択されたルイス塩基に該当する。
【０１７６】
〔比較例２〕
ドーパント分子として１，３−ビス（ジフェニルホスフィノ）プロパンを用いた。
【０１７７】
単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮＴ）（５ｍｇ）をジメチルスルホキシド（１０ｍＬ
）に懸濁させた懸濁液を、０．２ｍｍ孔のメンブレンフィルターを用いて吸引ろ過を行い
、得られた膜を真空下、８０℃、１２時間乾燥することにより、シート状のＳＷＮＴ構造
体を得た。
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【０１７８】
得られたシート状のＳＷＮＴ構造体を、０．１重量％の１，３−ビス（ジフェニルホス
フィノ）プロパンを溶解させたジメチルスルホキシド（１０ｍＬ）に２３℃にて１０分間
浸漬することでシート状のＳＷＮＴ構造体をドープした。
【０１７９】
＜ＳＷＮＴ構造体の評価２＞
比較例１、比較例２および実施例１７で得られたそれぞれのＳＷＮＴ構造体のゼーベッ
ク係数を、ゼーベック効果測定装置（ＭＭＲ社製）を用いて評価した。
【０１８０】
結果を表４に示す。
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【０１８１】
【表４】

【０１８２】
表４に示したように、本発明の製造方法（実施例１７）では、ＳＷＮＴにドーピング処
理を行った後で、シート状に成型するので、シート内部のカーボンナノチューブまでが均
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一にドープされたシート状材料を得ることができる。このため、シート内にドープされた
ｎ型カーボンナノチューブと未ドープのｐ型カーボンナノチューブが存在することによっ
てゼーベック効果の相殺が起こる虞がない。
【０１８３】
これに対して、比較例２のＳＷＮＴ構造体では、ＳＷＮＴをシート状に成型した後でド
ーピング処理を行うので、ドープされたｎ型カーボンナノチューブと未ドープのｐ型カー
ボンナノチューブがシート内に存在することによるゼーベック効果の相殺が起こり、ＳＷ
ＮＴ構造体全体としてドーピング処理の効果が十分に得られないことが確認された。
【０１８４】
＜ＳＷＮＴ構造体の評価３＞
実施例１、２、４〜１５、１８〜３４、および参考例１、２で使用したそれぞれのドー
パントの最高占有軌道（ＨＯＭＯ）準位（ｅＶ）を、密度汎関数法（Density Functional
Theory, DFT）によって計算した。具体的には、公知の量子化学計算ソフトGaussian 03W
（Gaussian社製）を用いて、B3LYP 6‑31G(d)の計算方法に従って計算した。
【０１８５】
計算結果を表５〜７に示した。なお、実施例３、参考例３及び比較例３は導電率および
ゼーベック係数のみ示した。また、実施例３４はＨＯＭＯ準位のみを示した。
【０１８６】
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【表５】
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【０１８７】
【表６】
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【表７】

【０１８９】
それぞれのドーパントの最高占有軌道（ＨＯＭＯ）準位と、そのドーパントをドープし
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て得られた実施例１、２および５〜１５、１８〜３３のそれぞれのシート状のＳＷＮＴ構
造体のゼーベック係数との関係を図４に示した。
【０１９０】
図４に示したように、ドーパントの最高占有軌道（ＨＯＭＯ）準位と、ドーパントをド
ープして得られたＳＷＮＴ構造体のゼーベック係数との間には相関があることが明らかに
なった。また、図４において特に点線で囲った領域に含まれるドーパントは、ｎ型ドーパ
ントとして好適に使用できる。
【０１９１】
ここで、例えば、カーボンナノチューブの伝導帯端の準位が−４．８ｅＶ以上−３．０
ｅＶ以下である場合は、−５．８ｅＶ以上−２．５ｅＶ以下のＨＯＭＯ準位を有するポリ
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ビニルピロリドン、インドール、トリフェニルホスフィン、１，３−ビス（ジフェニルホ
スフィン）プロパン、カルバゾール、トリフェニルアミン、９Ｈ−カルバゾ−４−オール
、９Ｈ−カルバゾ−２−オール、テトラチアフルバレン、トリス（４−フルオロフェニル
）ホスフィン、１，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、ジフェニルホスフィン、
トリス（４−クロロフェニル）ホスフィン、１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタ
ン、（（フェニルホスフィンジイル）ビス（メチレン））ビス（ジフェニルホスフィン）
、ビス（（（ジフェニルホスフィノ）メチル）（フェニルホスフィノ））メタン、トリス
（４−メトキシフェニル）ホスフィン、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェニルホ
スフィンおよびトリス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィンがドーパ
ントとして好適に使用され得る。
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【０１９２】
また、例えば、カーボンナノチューブの伝導帯端の準位が−４．７ｅＶ以上−４．０ｅ
Ｖ以下である場合は、−５．７ｅＶ以上−３．５ｅＶ以下のＨＯＭＯ準位を有するポリビ
ニルピロリドン、インドール、トリフェニルホスフィン、カルバゾール、９Ｈ−カルバゾ
−４−オール、テトラチアフルバレン、トリス（４−フルオロフェニル）ホスフィン、１
，２−ビス（ジフェニルホスフィノ）エタン、ジフェニルホスフィン、トリス（４−クロ
ロフェニル）ホスフィン、１，４−ビス（ジフェニルホスフィノ）ブタン、（（フェニル
ホスフィンジイル）ビス（メチレン））ビス（ジフェニルホスフィン）、ビス（（（ジフ
ェニルホスフィノ）メチル）（フェニルホスフィノ））メタン、トリス（４−メトキシフ
ェニル）ホスフィン、ビス（ジフェニルホスフィノメチル）フェニルホスフィンおよびト
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リス（４−メトキシ−３，５−ジメチルフェニル）ホスフィンがドーパントとして好適に
使用され得る。
【産業上の利用可能性】
【０１９３】
カーボンナノチューブは、電界効果トランジスタ、熱電変換素子等の多様なデバイス構
築のツールとなり得るので、本発明は、カーボンナノチューブを利用する種々広範な産業
において利用可能である。
【符号の説明】
【０１９４】
１

カーボンナノチューブの伝導帯端の準位
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２

ドーパントのＨＯＭＯ準位

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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