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(57)【要約】
【課題】フラーレンを主成分とした、より大きい比表面
積を有する多孔性ポリマーの製造方法および多孔性ポリ
マーを提供する。
【解決手段】複数の水酸化フラーレンを、２以上の官能
基を有する架橋剤で架橋反応させる。このとき、１つの
水酸化フラーレンに付加された架橋剤の平均数が２以上
５以下となるよう、架橋反応させることが好ましい。ま
た、架橋反応は、エステル化反応またはエーテル化反応
であることが好ましい。これにより、３次元の架橋構造
を有し、フラーレンの含有量が５０ｗｔ％より大きい多
孔性ポリマーが得られる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の水酸化フラーレンを、２以上の官能基を有する架橋剤で架橋反応させることによ
り、３次元の架橋構造を有し、フラーレンの含有量が５０ｗｔ％より大きい多孔性ポリマ
ーを得ることを特徴とする多孔性ポリマーの製造方法。
【請求項２】
溶媒中に前記複数の水酸化フラーレンと前記架橋剤とを加えて加熱することにより、架
橋反応させることを特徴とする請求項１記載の多孔性ポリマーの製造方法。
【請求項３】
前記溶媒は、有機溶媒であることを特徴とする請求項２記載の多孔性ポリマーの製造方
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法。
【請求項４】
前記複数の水酸化フラーレンをエステル化反応させることにより、前記多孔性ポリマー
を得ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の多孔性ポリマーの製造方
法。
【請求項５】
前記複数の水酸化フラーレンをエーテル化反応させることにより、前記多孔性ポリマー
を得ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の多孔性ポリマーの製造方
法。
【請求項６】
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１つの水酸化フラーレンに付加された架橋剤の平均数が２以上５以下となるよう、架橋
反応させることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の多孔性ポリマーの製
造方法。
【請求項７】
複数の水酸化フラーレンが３次元的に架橋された構造を有し、フラーレンの含有量が５
０ｗｔ％より大きいことを特徴とする多孔性ポリマー。
【請求項８】
１つの水酸化フラーレンに付加された架橋剤の平均数が２以上５以下であることを特徴
とする請求項７記載の多孔性ポリマー。
30

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、フラーレンを主成分とする多孔性ポリマーの製造方法および多孔性ポリマー
に関する。
【背景技術】
【０００２】
フラーレン（Ｃ６０）は、炭素原子のみで構成される最小のクラスターで、一つの粒子
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として見なすこともできる。フラーレンは、熱安定性を有し、非常に安定した構造を有し
ている。また、フラーレン分子の表面は、吸着能、水素化触媒能、ラジカル捕集能など多
くの機能を有している。しかし、フラーレン結晶は、ファンデルワールス力により面心立
方格子構造をとるため、結晶中に存在するフラーレン分子の殆どは、その表面が外部に露
出していない。このため、その優れた表面機能を十分に発揮することができない。実際、
フラーレン１分子の比表面積を計算すると、2625 m2/g と非常に大きいが、フラーレン結
晶の比表面積をガス吸着により測定すると、ほぼ0 m2/gになっている。
【０００３】
そこで、フラーレン結晶のような密な構造ではなく、フラーレン同士の間に空間が生じ
るよう、架橋分子を介してフラーレン同士を連結したポリマー構造にすることにより、比
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表面積の大きい材料が得られると考えられる。従来、フラーレンを架橋分子で連結したポ
リマーとして、鎖状の架橋分子でフラーレン同士を連結したもの（例えば、非特許文献１
乃至５参照）や、フラーレンを組み入れた２次元の有機金属錯体（例えば、非特許文献６
参照）、フラーレン薄膜（例えば、特許文献１参照）、フラーレンを含み、３次元規則構
造を有する多孔性の共有結合性有機構造体（例えば、非特許文献７参照）などが報告され
ている。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１０−２２９０２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
しかしながら、非特許文献１乃至５に記載のポリマーは、鎖状の架橋分子の含有割合が
大きいため、比表面積が小さくなってしまうという課題があった。非特許文献６に記載の
２次元の有機金属錯体や、特許文献１に記載のフラーレン薄膜では、２次元での比表面積
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は大きくとも、それらを積層して３次元構造にしたときにまで大きい比表面積を保持する
のは困難であるという課題があった。非特許文献７に記載の３次元規則構造を有する多孔
性の共有結合性有機構造体は、比表面積が 494 m2/gと比較的大きいが、組成式がC(60+54
)O42Si12H72であり、フラーレンの含有量が僅か29.4

wt%であるため、フラーレンが主成

分の多孔質材料にはなっていないという課題があった。
【０００７】
本発明は、このような課題に着目してなされたもので、フラーレンを主成分とした、よ
り大きい比表面積を有する多孔性ポリマーの製造方法および多孔性ポリマーを提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
上記目的を達成するために、本発明に係る多孔性ポリマーの製造方法は、複数の水酸化
フラーレンを、２以上の官能基を有する架橋剤で架橋反応させることにより、３次元の架
橋構造を有し、フラーレンの含有量が５０ｗｔ％より大きい多孔性ポリマーを得ることを
特徴とする。
【０００９】
本発明に係る多孔性ポリマーは、複数の水酸化フラーレンが３次元的に架橋された構造
を有し、フラーレンの含有量が５０ｗｔ％より大きいことを特徴とする。
【００１０】
本発明に係る多孔性ポリマーの製造方法は、本発明に係る多孔性ポリマーを製造するこ
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とができる。本発明に係る多孔性ポリマーの製造方法は、架橋反応により、フラーレン同
士の間に空間を有する３次元の架橋構造を有し、フラーレンの含有量が５０ｗｔ％より大
きい多孔性ポリマーを得ることができる。こうして得られた本発明に係る多孔性ポリマー
は、フラーレン同士の間に空間を有し、フラーレンの含有量も大きいため、従来のものよ
り大きい比表面積を有している。本発明に係る多孔性ポリマーは、比表面積が大きいため
、例えば、吸着剤やガス貯蔵剤、触媒などとして利用することができる。
【００１１】
本発明に係る多孔性ポリマーの製造方法は、溶媒中に前記複数の水酸化フラーレンと前
記架橋剤とを加えて加熱することにより、架橋反応させることが好ましい。この場合、容
易に比表面積の大きい多孔性ポリマーを得ることができる。溶媒は、例えば有機溶媒など
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、架橋反応を促進するものであればいかなるものであってもよい。また、架橋反応として
、例えば、複数の水酸化フラーレンをエステル化反応またはエーテル化反応させることに
より、多孔性ポリマーを得てもよい。
【００１２】
エステル化反応させたときの一般的な反応例を、図１に示す。図１に示すエステル化反
応では、反応の際に発生する塩酸を除去するために、塩基存在下で反応を行っている。水
酸化フラーレンをエステル化反応させたときの具体的な反応例を、図２に示す。図２に示
す一例では、架橋剤としてテレフタロイルクロリド（Terephthaloyl chloride）を用いて
いる。図２に示すように、エステル化反応により、フラーレン同士の間に空間を有し、比
表面積が大きい多孔性ポリマーのフラーレンポリエステルを得ることができる。
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【００１３】
本発明に係る多孔性ポリマーの製造方法は、１つの水酸化フラーレンに付加された架橋
剤の平均数が２以上５以下となるよう、架橋反応させることが好ましい。本発明に係る多
孔性ポリマーは、１つの水酸化フラーレンに付加された架橋剤の平均数が２以上５以下で
あることが好ましい。この場合、フラーレンの含有量が50 wt%より大きく、フラーレンを
主成分とする、大きい比表面積を有する多孔性ポリマーを得ることができる。例えば、図
２に示すエステル化反応では、１つの水酸化フラーレン分子に付加された架橋剤の個数が
２，３，４，５の場合、フラーレンの含有量は、それぞれ81.5、74.5、68.7、63.7 wt%で
あり、フラーレンが主成分である多孔性ポリマーを得ることができる。
【００１４】
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本発明に係る多孔性ポリマーの製造方法は、水酸化フラーレンと架橋剤との配合比を２
：１〜１：４とし、80 ℃〜120 ℃で１日以上加熱を行ってエステル化反応させることが
好ましい。この場合、比表面積が大きい多孔性ポリマーを得ることができる。特に、２日
以上加熱を行うことが好ましい。この場合、より大きい比表面積を有し、全細孔容積も大
きい多孔性ポリマーを得ることができる。
【００１５】
また、本発明に係る多孔性ポリマーの製造方法は、水酸化フラーレンと架橋剤との配合
比を２：１〜１：４とし、密封した状態で、150 ℃〜200 ℃で15分以上加熱を行ってエス
テル化反応させることが好ましい。この場合、比表面積が大きい多孔性ポリマーを得るこ
とができる。特に、架橋剤がテレフタロイルクロリドから成り、水酸化フラーレンと架橋
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剤との配合比が２：１〜１：１であることが好ましい。この場合、より大きい比表面積を
有し、全細孔容積も大きい多孔性ポリマーを得ることができる。また、架橋剤が1,3,5‑ベ
ンゼントリカルボニルトリクロリドから成り、50 分以上加熱を行うことが好ましい。こ
の場合、より大きい比表面積を有する多孔性ポリマーを得ることができる。
【発明の効果】
【００１６】
本発明によれば、フラーレンを主成分とした、より大きい比表面積を有する多孔性ポリ
マーの製造方法および多孔性ポリマーを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
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【図１】本発明に係る多孔性ポリマーの製造方法に関する、エステル化反応させたときの
反応例を示す反応式である。
【図２】本発明に係る多孔性ポリマーの製造方法の、水酸化フラーレンをエステル化反応
させたときの反応例を示す反応式である。
【図３】本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法に関する、水酸化フラーレンの
熱重量分析（ＴＧ）結果を示すグラフである。
【図４】本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法に関する、水酸化フラーレンの
フーリエ変換型赤外分光（ＦＴ−ＩＲ）測定結果を示すスペクトルである。
【図５】本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法に関する、水酸化フラーレンの
昇温脱離法（ＴＰＤ）による放出ガスの脱離率の測定結果を示すグラフである。
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【図６】本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法に関する、水酸化フラーレンの
Ｎ２吸脱着等温線（‑196 ℃）を示すグラフである。
【図７】本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法により得られたフラーレンポリ
エステルの、Ｎ２吸脱着等温線（‑196 ℃）を示すグラフである。
【図８】本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法により得られたフラーレンポリ
エステルの、1:4 (4)の試料のフーリエ変換型赤外分光（ＦＴ−ＩＲ）測定結果を示すス
ペクトルである。
【図９】本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法で、マイクロ波合成装置を用い
てフラーレンポリエステルを合成したときの、（ａ）tere 1:4(20)の反応後、（ｂ）tri
1:4(20)の反応後、（ｃ）tere 1:2(60)の反応前、（ｄ）tere 1:2(60)の反応後、（ｅ）t
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ri 1:2(60)の反応前、（ｆ）tri 1:2(60)の反応後の状態を示す図面である。
【図１０】本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法で、マイクロ波合成装置を用
い、架橋剤として（ａ）テレフタロイルクロリド、（ｂ）1,3,5‑ベンゼントリカルボニル
トリクロリドを用いて得られたフラーレンポリエステルの、Ｎ２吸脱着等温線（‑196 ℃
）を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
実施例等に基づいて、本発明の実施の形態について説明する。
本発明の実施の形態の多孔性ポリマーは、本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造
方法により製造される。すなわち、本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法は、

40

複数の水酸化フラーレンを、２以上の官能基を有する架橋剤で架橋反応させる。これによ
り、複数の水酸化フラーレンが３次元的に架橋された構造を有し、フラーレンの含有量が
50 wt%より大きい、本発明の実施の形態の多孔性ポリマーを得ることができる。
以下では、まず、原料である水酸化フラーレンの分析を行い、次にその水酸化フラーレ
ンを用いて多孔性ポリマーの製造を行った。
【００１９】
［水酸化フラーレンの分析］
原料の水酸化フラーレンとして、フロンティアカーボン株式会社製「nanom spectra」
を用いた。この水酸化フラーレンの組成は、C(OH)n・mH2Oであり、ｎ個の水酸基とｍ個の
水和水を有している。
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【００２０】
＜元素分析＞
水酸化フラーレンに対して、有機元素分析によりＣＨＮ比の分析を行った。その結果を
、表１に示す。ここで、Ｎの含有量は、0.3 wt%以下と非常に少なかったため、ゼロとみ
なしている。また、水酸化フラーレンには、無機不純物（灰分）が含まれないため、元素
分析の結果から得られるＣおよびＨの含有量を 100から差し引くことにより、Ｏの含有量
を求めている。表１に示す結果から、水酸化フラーレンの元素組成は、C60(OH)8.5・6.1
H2Oと求められた。また、水和水の質量は、全体の約11.2 ％であることが確認された。
【００２１】
【表１】
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【００２２】
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＜熱重量分析（ＴＧ）＞
水酸化フラーレンの灰分の有無や水和水の量を見積もるために、空気流通下で熱重量分
析を行った。その結果を、図３に示す。図３に示すように、試料の水酸化フラーレンを加
熱していくと、230 ℃までは水和水の脱離と思われる重量減少が緩やかに生じる。230 ℃
までの重量減少は、13 wt%であり、元素分析から見積もった水和水の量とほぼ一致してい
る。なお、元素分析の結果と完全に一致しないのは、水和水の量が保存状態によって若干
変化するためであると考えられる。
【００２３】
230 ℃から300 ℃にかけて重量減少は無くなるが、300 ℃に到達すると急激な重量減少
が生じる。このとき、温度プロファイルに小さいピークが発生している。温度を試料セル
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に接触した熱電対で測定しているため、このピークは試料が急激に発熱したことを示して
いる。重量減少の原因として、隣接水酸基が脱水縮合してＣ−Ｏ−Ｃのエポキシ環が生じ
ている可能性が考えられるが、脱水縮合は吸熱反応であるため、エポキシのみが生じてい
るのであれば、試料は発熱しない。このため、生じたエポキシのＣ−Ｏ結合が一瞬で切れ
、気相の酸素が付加する酸化反応（発熱反応）が同時に生じているものと考えられる。
【００２４】
さらに温度が上昇して350℃に達すると、再び急激な重量減少が生じ、温度プロファイ
ルに小さいピークが発生している。その後、重量減少が継続して全ての試料が燃焼してい
ることから、350℃で燃焼反応が始まっているものと考えられる。燃焼後の試料の重量は
ほぼ０になっており、測定後に取り出した試料セルには、灰などの残渣の存在は確認され
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なかった。このことから、水酸化フラーレンに無機不純物（灰分）は含まれていないこと
が確認された。
【００２５】
＜フーリエ変換型赤外分光（ＦＴ−ＩＲ）測定＞
水酸化フラーレンのＦＴ−ＩＲ測定を行った。測定は、ＫＢｒペレットによる透過法で
行った。測定では、まず、ＫＢｒを150 ℃で３時間の真空乾燥を行った後、6 MPaで１分
間加圧してペレット状にし、バックグラウンド測定を行った。次に、水酸化フラーレン約
1.5 mgを乾燥させたＫＢｒと混合し、150 ℃で３時間の真空乾燥を行った。なお、水酸化
フラーレンの含有量は、0.5 wt%である。乾燥後、真空引きしながら、6 MPaで１分間加圧
してペレット状にし、測定を行った。測定結果を、図４に示す。

50

(7)

JP 2017‑141335 A 2017.8.17

【００２６】
図４に示すように、水酸化フラーレンに一般的な、1040、1380、1620、3400 cm‑1のピ
ークが確認された。これらはそれぞれ、Ｃ−Ｏ伸縮、Ｃ−Ｏ−Ｈ変角、Ｃ＝Ｃ環伸縮、Ｏ
−Ｈ伸縮に由来するピークである。加えて、1720 cm‑1にもピークが確認された。このピ
ークは、フラーレンが過度に酸化された際に生じるヘミケタールが開裂して生じたケトン
のＣ＝Ｏ伸縮、もしくは隣接ＯＨ基からのピナコール（Pinacol）転移により生じたケト
ンのＣ＝Ｏ伸縮に由来するピークである。
【００２７】
＜昇温脱離法（ＴＰＤ）によるガス分析＞
ＦＴ−ＩＲでヘミケタールやケトンの存在が示唆されたため、水酸化フラーレンに含ま
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れる含酸素官能基の定量分析を、ＴＰＤによるガス分析により行った。ＴＰＤは、1800
℃まで昇温可能な高感度真空ＴＰＤシステムにて実施した（Ishii et.al., Carbon, 2014
, 80, p.135‑145 参照）。四重極形質量分析計にて検出した放出ガスの脱離率（Desorpti
on rate）のパターンを、図５に示す。図５に示すmass2、mass18、mass28、mass44は、そ
れぞれＨ２、Ｈ２Ｏ、ＣＯ、ＣＯ２に対応している。
【００２８】
図５に示すように、Ｈ２Ｏは、100〜700 ℃程度の範囲で脱離することが確認された。
Ｈ２Ｏ放出は、水和水の放出および隣接ＯＨ基の脱水縮合による放出によるものである。
また、ＣＯ放出は、200〜900 ℃の広い温度範囲に渡っていることが確認された。このこ
とから、様々な形態の官能基からＣＯが放出されていると考えられる。これらは、脱水縮
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合により生じたエポキシＣ−Ｏ−Ｃ、孤立−ＯＨ基、ケトンＣ＝Ｏからの放出と考えられ
る。さらに、200〜700 ℃の範囲で、ＣＯ２放出が検出された。これは、ヘミケタールお
よび類似のＯ−Ｃ＝Ｏ構造からの脱離であると考えられる。
【００２９】
ＣＯ放出パターンが広い温度範囲に渡っている点と、ＣＯ２放出が観測されたことから
、ＦＴ−ＩＲで示唆されたように、用いた水酸化フラーレンは過度に酸化されており、ヘ
ミケタール構造等、乱雑な構造が存在していると考えられる。しかし、多量の水酸基を有
することは間違いないため、図２に示す反応による高分子合成は可能である。
【００３０】
＜Ｎ２吸脱着測定＞
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水酸化フラーレンの比表面積を測定するために、マイクロトラックベル製「BELSORP‑mi
ni II」を用いて、Ｎ２吸脱着測定を行った。試料の水酸化フラーレンは、測定前に150
℃で、３時間の真空乾燥を行った。比表面積は、ＢＥＴ法を用いて算出し、ＢＥＴ法適用
範囲を、Ｐ／Ｐ０＝0.01〜0.05とした。得られたＮ２吸脱着等温線（‑196 ℃）を、図６
に示す。
【００３１】
図６に示すように、ＩＵＰＡＣ（国際純正・応用化学連合）の定義で、Ｉ型の等温線を
示しており、2 nm以下のサイズの細孔をもつ、ミクロ多孔性物質であることが確認された
。このことから、水酸化フラーレンは、フラーレン（Ｃ６０）と異なり、固体状態で最密
充填をしておらず、分子間に僅かな隙間が存在しているものと考えられる。これは、ＯＨ
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基や水和水の間に生じる水素結合の影響であると考えられる。
【００３２】
水酸化フラーレンのＢＥＴ比表面積は、110 m2/gであった。水酸化フラーレンそのもの
にも細孔が存在するが、その比表面積はＣ６０の比表面積である2625 m2/gよりは大幅に
小さいことが確認された。このことから、水酸化フラーレンの表面のほとんどは露出して
いないと考えられる。
【実施例１】
【００３３】
複数の水酸化フラーレンをエステル化反応させることにより、フラーレンポリエステル
の合成を行った。まず、バイアル瓶に、溶媒のピリジン5 ml、水酸化フラーレン（Ｆ−Ｏ
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Ｈ）、架橋剤のテレフタロイルクロリド（以下、「tere」と呼ぶ）を入れ、オーブンで10
0 ℃に加熱し、ポリマーを合成した。このとき、表２に示すように、反応時間や配合量を
様々に変化させて合成を行った。合成されたポリマーは、沈殿物として得られる。得られ
た沈殿物に溶媒を加えて遠心分離（14000 rpm、１分間）し、上澄みを捨てて再び溶媒を
加えて遠心分離をする、という操作を繰り返すことにより、沈殿物を洗浄した。溶媒とし
て水とエタノールとを用い、それぞれ４回以上繰り返して洗浄を行った。最後にエタノー
ルで洗浄後、100 ℃で３時間の真空乾燥を行うことにより、粉末状のフラーレンポリエス
テルを得た。
【００３４】
【表２】
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【００３５】
＜Ｎ２吸脱着測定＞
マイクロトラックベル製「BELSORP‑mini II」を用いて、合成したフラーレンポリエス
テルのＮ２吸脱着測定を行った。比表面積は、ＢＥＴ法を用いて算出し、ＢＥＴ法適用範
囲を、Ｐ／Ｐ０＝0.01〜0.05とした。前処理条件として、150 ℃で、３時間の真空乾燥を
行った。
【００３６】
得られたＮ２吸脱着等温線（‑196 ℃）を、図７に示す。図７に示すように、いずれの
試料も、ＩＵＰＡＣの定義でＩ型の等温線をしており、ミクロ多孔質であることが確認さ
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れた。吸脱着等温線から求めたＢＥＴ比表面積（ＳＢＥＴ）および全細孔容積を、表３に
示す。なお、全細孔容積は、Ｐ／Ｐ０＝0.96の吸着量から求めた。表３に示すように、Ｆ
−ＯＨ：tere＝１：４、反応時間４日間のものが最も比表面積が大きく、494〜558 m2/g
であった。
【００３７】
【表３】
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【００３８】
＜ＦＴ−ＩＲ測定＞
得られたポリマーのうち、1:4 (4)の試料についてＦＴ−ＩＲ測定を行った。測定手順
は、図４に示す水酸化フラーレンのＦＴ−ＩＲ測定と同様である。測定結果を、図８に示
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す。なお、比較のため、tereの測定も行い、その結果も図８に示す。また、図４に示す水
酸化フラーレン（Ｆ−ＯＨ）の測定結果も、合わせて示す。
【００３９】
図８に示すように、tereは、1728 cm‑1、1789 cm‑1に、酸ハロゲン化合物に典型的な２
つのピークを示していることが確認された。前者のピークはフェルミ共鳴吸収、後者のピ
ークはＣ＝Ｏ伸縮である。また、得られたポリマーは、Ｆ−ＯＨに見られるνＣ−Ｏ、δ
Ｃ−Ｏ−Ｈ、νＣ＝Ｃ、νＣ＝Ｏ、νＯ−Ｈのピークを全て示しているが、νＣ−Ｏ、
δ Ｃ−Ｏ−ＨおよびνＯ−Ｈの強度が若干減少していることが確認された。これは、水
酸基の一部がエステル化したことを示している。また、tere由来のピークは殆ど見られな
いことから、Ｆ−ＯＨが主成分のポリマーが得られていることがわかる。
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【００４０】
以上の結果から、本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法により、水酸化フラ
ーレンと架橋剤との配合比を１：２〜１：４とし、100 ℃で１〜４日間加熱を行ってエス
テル化反応させることにより、比表面積が大きいフラーレンポリエステルが得られた。特
に、反応時間を２日以上とすることにより、より大きい比表面積を有し、全細孔容積も大
きいフラーレンポリエステルが得られた。
【実施例２】
【００４１】
マイクロ波合成装置を用いて複数の水酸化フラーレンをエステル化反応させることによ
り、フラーレンポリエステルの合成を行った。まず、密閉容器に、溶媒のピリジン5 ml、
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水酸化フラーレン（Ｆ−ＯＨ）、架橋剤を入れ、マイクロ波合成装置（アントンパール社
製「Monowave300」）で180 ℃に加熱してポリマーの合成を行った。このとき、表４に示
すように、反応時間や配合量、架橋剤の種類を変えて合成を行った。架橋剤としては、テ
レフタロイルクロリド（tere）と1,3,5‑ベンゼントリカルボニルトリクロリド（以下、「
tri」と呼ぶ）の２つを用いた。
【００４２】
【表４】
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【００４３】
いくつかの試料について、反応前後の状態を図９（ａ）〜（ｆ）に示す。図９に示すよ
うに、反応前は水酸化フラーレンおよび架橋剤が溶媒に分散・溶解しているが、反応後に
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は合成されたポリマーが沈殿していることが確認された。なお、溶液の吸光度による濃度
測定から、約50 mgの水酸化フラーレンは、室温でピリジン5 mlに完全に溶解することを
確認している。また、tereおよびtriのいずれに関しても、反応に用いた最大量をピリジ
ン5 mlに混合しても、180 ℃に加熱後には完全に溶解し、室温に冷却しても再結晶化しな
いことを確認している。このことから、表４に示す反応において、基質は液相に存在して
いるといえる。
【００４４】
各試料の反応後、沈殿物に溶媒を加えて遠心分離（14000 rpm、１分間）し、上澄みを
捨て同様の操作を繰り返すことにより、沈殿物を洗浄した。溶媒として水、エタノールを
２回、水、アセトンを２回、エタノールを１回用いて、この順で洗浄を行った。エタノー
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ル除去後、100 ℃で３時間の真空乾燥を行うことにより、粉末状のフラーレンポリエステ
ルを得た。
【００４５】
＜Ｎ２吸脱着測定＞
マイクロトラックベル製「BELSORP‑mini II」を用いて、合成したフラーレンポリエス
テルのＮ２吸脱着測定を行った。比表面積は、ＢＥＴ法を用いて算出し、ＢＥＴ法適用範
囲を、Ｐ／Ｐ０＝0.01〜0.05とした。前処理条件として、150 ℃で、３時間の真空乾燥を
行った。
【００４６】
得られたＮ２吸脱着等温線（‑196 ℃）を、図１０に示す。また、吸脱着等温線から求
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めたＢＥＴ比表面積（ＳＢＥＴ）および全細孔容積を、表５に示す。図１０（ａ）に示す
ように、tereを架橋剤として、それぞれ反応時間20分および60分で合成したtere 1:4(20)
およびtere 1:4(60)のＮ２吸脱着等温線はほぼ一致しており、表５に示すように、ＢＥＴ
比表面積および全細孔容積もほぼ同じであることが確認された。このことから、tereを用
いた場合には、反応が20分でほぼ完了していることがわかる。
【００４７】
【表５】
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【００４８】
一方、図１０（ｂ）に示すように、ｔｒｉを架橋剤として、それぞれ反応時間20分およ
び60分として合成したtri 1:4(20)およびtri 1:4(60)のＮ２吸脱着等温線は大きく異なっ
ており、表５に示すように、ＢＥＴ比表面積は後者の方が101 m2/g高くなっていることが
確認された。このことから、triを用いた場合には、反応は20分ではまだ完了していない
といえる。このようなtereとtriでの反応速度の違いは、立体障害によるものと考えられ
る。すなわち、triの方がＣ６０同士の距離が接近するため、立体障害の影響が大きく、
重合に時間がかかったものと考えられる。
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【００４９】
表５に示すように、tereを用い、その配合量を低減させて合成したtere 1:1(60)および
tere 2:1(60)では、ＢＥＴ比表面積がさらに増加し、最大で657 m2/gとなっていることが
確認された。これは、フラーレンの比表面積 2625 m2/gの約25 ％に達している。また、
表４に示すように、tere 2:1(60)で、収率が60 ％と最大になることも確認された。
【００５０】
＜Ｈ２吸着量測定＞
フラーレンを構成する炭素は、黒鉛の炭素に比べてsp3性を帯びているため、ラジカル
との相互作用が大きいと考えられる。そこで、合成したフラーレンポリエステルにＰｔナ
ノ粒子を担持して、水素スピルオーバーによる水素ラジカル吸着量を測定した。一般に、
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多孔性の炭素にＰｔナノ粒子を担持してＨ２ガスに接触させると、Ｈ２はＰｔ上で解離吸
着され、水素ラジカルが炭素担体へと移動して炭素上に貯蔵される。このため、フラーレ
ンポリエステルでは、水素ラジカルの貯蔵量が通常の炭素よりも大きいと考えられる。
【００５１】
水素ラジカルの吸着量を、本発明者等が開発した方法で測定した（Nishihara, H et.al
., The Journal of Physical Chemistry C 2014, 118, (18), p.9551‑9559参照）。具体
的な手順を以下に示す。
１．Ｐｔ未担持の炭素の比表面積を窒素吸脱着測定により求める。これを SC [m2/g]と
する。
２．Ｐｔ担持した炭素の比表面積を窒素吸脱着測定により求める。これを SCPt [m2/g]
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とする。
３．Ｐｔ未担持の炭素の温度Ｔ [℃]におけるＨ２吸脱着等温線を測定する。等温線は
、ほぼ直線で近似でき、その近似曲線を V = aP + b とする。V [cm3(STP)/g]は圧力 P [
kPa]における吸着量、a, bはそれぞれ定数である。
【００５２】
４．Ｐｔ担持した炭素の温度Ｔ [℃]におけるＨ２吸脱着等温線を測定する。この等温
線において、圧力 P [kPa]における全吸着量を Vtotal [cm3(STP)/g]とする。10 kPa以下
では化学吸着が生じるため、それ以上の圧力領域の線形近似曲線をひき、切片 Vchem [cm
3

(STP)/g]を求める。VchemがＰｔへの水素化学吸着量に相当する。一方、圧力 Pにおいて

Ｐｔ担持した炭素に物理吸着するＨ２の量（Vphys [cm3(STP)/g]）を、以下の式で求める
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。
Vphys = (SCPt/SC)×(aP + b)
ここで、比表面積 SC、SCPtとして、ＢＥＴ比表面積を用いる。
５．次に、10 kPa以上の領域について、以下の式によって圧力 P における水素ラジカ
ル貯蔵量 Vspill [cm3(STP)/g]を求める。なお、Vspill、Vtotal、Vphysは Pの関数であ
る。
Vspill = Vtotal − Vchem − Vphys
【００５３】
まず、tri1:2(60)のフラーレンポリエステルに、以下の手順でＰｔナノ粒子を担持した
。約300 mgのtri1:2(60)を秤量し、Ｐｔナノコロイド溶液（田中貴金属製、Ｐｔ濃度350
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mg/l、粒径２〜３ nm）を加えた。Ｐｔナノコロイド溶液の量は、Ｐｔ担持量が 1 wt%に
なるよう調節した。混合液を５分間、45 kHzの超音波で処理し、フラスコに移して徐々に
減圧し、試料から気泡が発生しなくなったところで密閉し、室温で１５時間撹拌した。撹
拌後の溶液は、80 ℃で１２時間、150 ℃で６時間真空乾燥することにより粉末試料を得
た。これを、Pt/tri1:2(60)とする。
【００５４】
比較のため、多孔性の炭素の代表例として、ライオン株式会社製のケッチェンブラック
EC600JD（以降、「KB」と呼ぶ）にも、同様の手順でＰｔ担持を行った。得られた試料をP
t/KBとする。KBは、1348 m2/gと大きい比表面積を有している。
【００５５】

40

Pt/tri1:2(60)とPt/KBの25 ℃、100 kPaにおける水素ラジカル吸着量を、上記の方法で
測定したところ、それぞれ15.7 μmol/g、6.6 μmol/gとなり、Pt/tri1:2(60)の方が2.4
倍ほど多く水素ラジカルを貯蔵できることが確認された。このことから、Pt/tri1:2(60)
は、多孔性炭素よりもラジカル捕集能に優れているといえる。
【００５６】
以上の結果から、本発明の実施の形態の多孔性ポリマーの製造方法により、水酸化フラ
ーレンと架橋剤との配合比を２：１〜１：４とし、密封した状態で、180 ℃で20〜60 分
間加熱を行ってエステル化反応させることにより、比表面積が大きいフラーレンポリエス
テルが得られた。架橋剤がtereの場合、水酸化フラーレンと架橋剤との配合比を２：１〜
１：１とすることにより、より大きい比表面積を有し、全細孔容積も大きいフラーレンポ
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リエステルが得られた。また、収率も高くなった。架橋剤がtriの場合、反応時間を60 分
間にすることにより、より大きい比表面積を有するフラーレンポリエステルが得られた。
【実施例３】
【００５７】
表６に示すように、水酸化フラーレン50 mgに、22.7 mgのジブロモプロパン（架橋剤）
と溶媒4 mlとを加え、マイクロ波合成装置を用いて、180 ℃に加熱して架橋反応させた。
反応後の沈殿物に、溶媒を加えて遠心分離（14000 rpm、１分間以上）し、上澄みを捨て
同様の操作を繰り返すことにより、沈殿物を洗浄した。溶媒としてメタノールを２回、精
製水を２回、エタノールを２回、アセトンを２回用いて、この順で洗浄を行った。溶媒を
除去後、100 ℃で３時間の真空乾燥を行うことにより、粉末状のフラーレンポリマーを得

10

た。
【００５８】
【表６】
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【００５９】
表６に示すように、架橋剤としてジブロモプロパンを用いたとき、エーテル結合により
、ＢＥＴ比表面積 227 m2/gのポリエーテルが得られた。また、架橋剤としては、芳香族
のみならず、脂肪族も利用できることが確認された。さらに、溶媒は、ピリジンに限定さ
れず、ＤＭＳＯも可能であることが確認された。塩基としては、ピリジンに限定されず、
水素化ナトリウムも可能であることが確認された。
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