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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　微細炭素繊維の凝集体を、両性イオン性界面活性剤を含有する水溶液に分散させた微細
炭素繊維分散液の製造方法であって、微細炭素繊維を分散させる分散工程において、分散
液のｐＨを５．５～６．５に保持することを特徴とする微細炭素分散液の製造方法。
【請求項２】
　前記分散工程において、メディアミルを用いることを特徴とする請求項１に記載の微細
炭素繊維分散液の製造方法。
【請求項３】
　前記メディアミルを用いて分散処理を行うに先立ち、回転撹拌により予備混合を行うこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の微細炭素繊維分散液の製造方法。
【請求項４】
　両親媒性物質を含有する水溶液がさらに水溶性ポリオール類を含有するものであること
を特徴とする請求項１～３のいずれか１つに記載の微細炭素繊維分散液の製造方法。
【請求項５】
　微細炭素繊維の凝集体を、両性イオン性界面活性剤を含有する水溶液に分散させた微細
炭素繊維分散液であって、微細炭素繊維を分散させる分散工程において、分散液のｐＨを
５．５～６．５に保持することで得られることを特徴とする両性イオン性界面活性剤を含
むｐＨ５．５～６．５の水溶液中に分散されている微細炭素分散液。
【請求項６】
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　分散液中の微細炭素が、粒度分布において９０％が０．２μｍ以内に入るものであるこ
とを特徴とする請求項５に記載の微細炭素繊維分散液。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カーボンナノチューブに代表される微細炭素繊維分散液の製造方法に関する
ものである。特に、均一かつ安定な微細炭素繊維分散液を調製することにより、カーボン
ナノチューブの特性を活かして、例えば、各種物質表面への導電性被膜、帯電防止被膜、
電磁波制御性被膜、高硬度ないし耐摩耗性被膜、着色被膜等の各種機能性被膜を良好な特
性をもって形成することに応用可能、あるいは、マトリックス材となる各種物質へカーボ
ンナノチューブを均一分散配合することに応用可能な、微細炭素繊維分散液の製造方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、カーボンナノチューブ（以下、「ＣＮＴ」とも記する。）に代表されるカーボン
ナノ構造体などの微細炭素繊維が開発されている。
【０００３】
　カーボンナノ構造体を構成するグラファイト層は、通常では規則正しい六員環配列構造
を有し、その特異な電気的性質とともに、化学的、機械的および熱的に安定した性質を持
つ物質である。従って、各種の用途において、種々の材料に、このような微細炭素繊維を
均一かつ安定に、分散配合等することにより、前記したような物性を生かすことができれ
ば、有望な導電性ないし制電性材料となり得る。さらに、導電性ないし制電性といった面
に限られず、着色性、物理的強度、化学的安定性、その他の面においても貢献することが
でき、多方面での応用用途が期待されるものである。
【０００４】
　しかしながら、一方で、このようなＣＮＴ、特に単層カーボンナノチューブは、構成原
子が全て表面原子であるため、隣接するＣＮＴ間のファンデルワールス力による凝集が生
じやすく、生成時点で既に、複数本のＣＮＴから成る強い凝集(バンドル）構造が形成さ
れてしまうことが知られている。従って、これをそのまま使用すると、分散媒体中におい
て分散が進まず性能不良をきたすおそれがある。このため樹脂等の皮膜形成成分に導電性
等の所定の特性を発揮させようとする場合には、かなりの添加量を必要とするものであっ
た。
【０００５】
　このような微細炭素繊維の分散性を改良するための技術としても、種々の研究が進めら
れており、例えば、（１）微細炭素繊維を超音波、各種撹拌装置等の物理的処理によって
分散媒体に分散させる方法（例えば、特許文献１等）、（２）微細炭素繊維を化学修飾し
て分散液を得る方法（例えば、特許文献２等）、（３）カーボンナノチューブを界面活性
剤等の各種分散剤を用いて分散させる方法（例えば、特許文献３参照）等各種のものが報
告されている。
【特許文献１】特開２００４－２５６９６４号公報
【特許文献２】特開２００６－２６５１５１号公報
【特許文献３】特開２００５－２６３６０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記したような従来の方法によっては、十分に良好かつ安定な分散性を
有するＣＮＴ分散液は得られていない。すなわち、（１）の方法においては、良好な分散
性を得ようとすると、ＣＮＴに高いせん断力が加わり、ＣＮＴの構造を必要以上に破壊し
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てしまう結果となる。
【０００７】
　また、（２）の方法においては、ＣＮＴが安定な物質であるために、化学修飾すること
自体が困難で、期待される程の分散性の向上は望めず、また、化学修飾を行うことで、Ｃ
ＮＴの特性を変化させてしまうという問題もある。
【０００８】
　また、（３）の方法では、ＣＮＴに対し良好な分散性を付与する分散剤が従来知られて
おらず、さらに（３）の方法において（１）の方法を併用した場合においては、ＣＮＴの
分散性を高めようと長時間の分散処理を行った場合には、かえって分散性が悪くなってし
まうといった現象が生じてしまったり、また、ＣＮＴの配合量が多い場合には、分散剤の
量を高めても、良好な分散性が得られず界面活性剤による泡立ちの問題が生じたり、上記
したようなＣＮＴの構造破壊の問題が起こるものであった。
【０００９】
　したがって、本発明は、微細炭素繊維のより安定かつ良好な分散液を効率よく製造する
、微細炭素繊維分散液の製造方法およびこれにより得られた微細炭素繊維分散液を提供す
ることを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決する本発明は、微細炭素繊維の凝集体を、両親媒性物質を含有する水溶
液に分散させた微細炭素繊維分散液の製造方法であって、微細炭素繊維を分散させる分散
工程において、分散液のｐＨを４．０～８．０に保持することを特徴とする微細炭素分散
液の製造方法である。
【００１１】
　本発明はまた、前記両親媒性物質が、両性イオン界面活性剤である微細炭素繊維分散液
の製造方法を示すものである。
【００１２】
　本発明はさらに、前記分散工程において、メディアミルを用いることを特徴とする微細
炭素繊維分散液の製造方法を示すものである。
【００１３】
　本発明はさらにまた、前記メディアミルを用いて分散処理を行うに先立ち、回転撹拌に
より予備混合を行うことを特徴とする微細炭素繊維分散液の製造方法を示すものである。
【００１４】
　本発明はまた、両親媒性物質を含有する水溶液がさらに水溶性ポリオール類を含有する
ものであることを特徴とする微細炭素繊維分散液の製造方法を示すものである。
【００１５】
　上記課題を解決する本発明はまた、微細炭素繊維の凝集体を、両親媒性物質を含有する
水溶液に分散させた微細炭素繊維分散液であって、微細炭素繊維を分散させる分散工程に
おいて、分散液のｐＨを４．０～８．０に保持することで得られることを特徴とする微細
炭素分散液である。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、極めて効率的にかつ安定して均一な微細炭素繊維分散液を調製するこ
とができるので、得られた微細炭素繊維分散液を、導電性被膜、帯電防止被膜、電磁波制
御性被膜、高硬度ないし耐摩耗性被膜、着色被膜等の各種機能性被膜の形成、あるいは、
マトリックス材となる各種物質へ微細炭素繊維の配合に適用した場合、微細炭素繊維が均
一かつ単分散化された製品を得ることができ、微細炭素繊維が本来有する優れた、導電性
、制電性、着色性、物理的強度、化学的安定性等の特性を最大限に発揮した、高機能、高
性能の製品を製造することが可能となり、各種の産業分野、医療分野、その他の分野にお
いて、大きな貢献を図ることができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１７】
　以下、本発明を好ましい実施形態に基づき詳細に説明する。
【００１８】
　本発明は、微細炭素繊維の凝集体を、両親媒性物質を含有する水溶液に分散させた微細
炭素繊維分散液の製造方法であって、微細炭素繊維を分散させる分散工程において、分散
液のｐＨを４．０～８．０、よりより好ましくは５．０～７．０、さらに好ましくは５．
５～６．５に保持することを特徴とするものである。
【００１９】
　ここで、本発明の炭素分散液の製造方法において、微細炭素繊維を分散させる分散工程
において、分散液のｐＨを上記所定の範囲内に保持することは、次のような理由によるも
のである。
【００２０】
　すなわち、まず、ＣＮＴ等の微細炭素繊維は、その単繊維、すなわち、一次粒子として
考慮した場合、例えば、カーボンブラック等の一次粒径がより大きな物質と比較して、そ
のアスペクト比から、非常に大きな比表面積を有する。
【００２１】
　一方で、ＣＮＴ等の微細炭素繊維は、自己凝集性の非常に高いため、通常、一次粒子状
態では存在せず、多くが凝集体（二次粒子）として存在する。
【００２２】
　従って、このような微細炭素繊維の分散液を調製しようとした場合、両親媒性物質の化
学的作用のみではその凝集状態を解くのに十分ではなく、撹拌処理などにより物理的にせ
ん断力を加え、一旦その凝集を解く必要がある。
【００２３】
　ここで、分散処理当初においては微細炭素繊維同士が凝集体を形成しているために見掛
け上の比表面積はある程度低いものであるが、分散処理が進み、撹拌処理によって凝集体
が解されてくると、微細炭素繊維はその本来の非常に大きな比表面積という特性を表わし
、これを分散媒体中で分散状態を維持する上で、当該微細炭素繊維へと付着するないしは
当該微細炭素繊維と分散媒体との界面に配置される両親媒性物質分子の量が多く必要とさ
れるようになる。
【００２４】
　さらに、撹拌処理においては、凝集が解される一方で微細炭素繊維自体の破断も避けら
れず、破断面が形成される結果、分散系内に存在する微細炭素繊維の比表面積は、分散処
理時間の経過と共に、さらに増大することとなる。
【００２５】
　このように微細炭素繊維の分散処理にあっては、分散質である微細炭素繊維が、両親媒
性物質のモル濃度のバランスに与える影響が非常に大きい。
【００２６】
　加えて、撹拌処理によって生じる微細炭素繊維の破断面には、－COOH、－OHといった活
性な官能基が多数出現することとなり、分散系のイオンバランスの不均衡化を進めること
となる。
【００２７】
　このように、分散処理時間の経過と共に、分散系内におけるＣＮＴの比表面積の増大、
およびイオンバランスの不均衡化が進むため、分散処理当初において分散媒中の両親媒性
物質濃度を所定のものとし、かつこの両親媒性物質が有効に働くような所定のｐＨ値に設
定していたとしても、微細炭素繊維を分散維持させることが困難となってしまう。
【００２８】
　本発明においては、この点を考慮し、これらの状態を見るパラメータとしてｐH値に着
目し、分散処理期間を通じて分散媒となる水溶液のｐＨ値を所定のものに維持することで
、極めて効率的にかつ安定して均一なＣＮＴ分散液を調製することを可能としたものであ
る。
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【００２９】
　次に、本発明に係る微細炭素繊維の製造方法において用いられる各材料および製造条件
につき、より詳細に説明する。
（微細炭素繊維）
　本発明の微細炭素繊維分散液の製造方法において、分散対象となる微細炭素繊維として
は、特に限定されるものではないが、主として、炭素の六員環配列構造を有する構造体で
あって、この構造体の三次元のディメンションのうち少なくとも１つの寸法がナノメート
ルの領域にある、たとえば、数～数１００ｎｍ程度のオーダーを有する、ものが代表的な
ものである。
【００３０】
　この炭素の六員環配列構造としては、代表的には、シート状のグラファイト（グラフェ
ンシート）を例示することができ、さらには、たとえば、炭素の六員環に五員環もしくは
七員環が組み合わされた構造等をも含むことができる。
【００３１】
　より具体的には、例えば、一枚のグラフェンシートが筒状に丸まってできる直径数ｎｍ
程度の単層カーボンナノチューブや、筒状のグラフェンシートが軸直角方向に積層した多
層カーボンナノチューブ、単層カーボンナノチューブの端部が円錐状で閉じたカーボンナ
ノホーンなどが例示される。さらに、このカーボンナノホーンが直径１００ｎｍ程度の球
状の集合体となったカーボンナノホーン集合体、炭素の六員環配列構造を有するカーボン
オニオン等や、炭素の六員環配列構造中に五員環が導入されたフラーレンやナノカプセル
等も包含される。これらの微細炭素繊維は、上記したような種類の単独体とすることも、
あるいは、２種以上の混合体とすることも可能である。また、本発明においては、このよ
うな微細炭素繊維を粉砕処理したものも用いることができる。
【００３２】
　これら、微細炭素繊維の製造方法としては、触媒金属超微粒子を触媒として炭化水素等
の有機化合物をＣＶＤ法で化学分解させ、生成炉内の微細炭素繊維核、中間生成物及び生
成物である繊維の滞留時間を短くして繊維（以下、中間体又は第１の中間体という）を得
た上で、高温熱処理することが、好ましい微細炭素繊維を製造する好適な方法である。
【００３３】
　これらの微細炭素繊維を得るため、具体的には、触媒の遷移金属または遷移金属化合物
および硫黄または硫黄化合物の混合物と、原料炭化水素を雰囲気ガスとともに３００℃以
上に加熱してガス化して生成炉に入れ、８００～１３００℃、好ましくは１０００～１３
００℃の範囲の一定温度で加熱して触媒金属の微粒子生成の改善と炭化水素の分解により
微細炭素繊維を合成する。生成した炭素繊維（中間体又は第１の中間体）は、未反応原料
、非繊維状炭化物、タール分および触媒金属を含んでいる。
【００３４】
　次に、中間体（第１の中間体）を圧縮成形することなく、粉体のままで１段または２段
で高温熱処理する。１段で行う場合は、中間体を雰囲気ガスとともに熱処理炉に送り、ま
ず８００～１２００℃の範囲の温度（好ましくは一定温度）に加熱して未反応原料やター
ル分などの揮発分を気化して除き、その後２４００～３０００℃の範囲の温度（好ましく
は一定温度）で繊維の多層構造の形成を改善すると同時に繊維に含まれる触媒金属を蒸発
させて除去し、精製された微細炭素繊維を得る。
【００３５】
　高温熱処理を２段で行う場合は、第１の中間体を雰囲気ガスとともに８００～１２００
℃の範囲の温度（好ましくは一定温度）に加熱保持された第１の熱処理炉に送り、未反応
原料やタール分などの揮発分を気化して除いた微細炭素繊維（以下、第２の中間体という
。）を得る。次に、第２の中間体を第２の２４００～３０００℃の範囲の温度（好ましく
は一定温度）に加熱保持された第２の熱処理炉に雰囲気ガスとともに送り、繊維の多層構
造の形成を改善すると同時に触媒金属を蒸発させて除去し、精製微細炭素繊維とする。第
２の熱処理炉における第２の中間体の加熱時間が、５～２５分、前記第２の加熱炉におい
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て、前記第２の中間体の嵩密度が５～２０ｋｇ／ｍ３未満、好ましくは５ｋｇ／ｍ３以上
、１５ｋｇ／ｍ３未満となるように調整することが望ましい。中間体の嵩密度が５ｋｇ／
ｍ３未満であると、粉体の流動性が悪く熱処理効率が低下するためであり、中間体の嵩密
度が２０ｋｇ／ｍ３以上であると熱処理効率は良いが、樹脂混合時の分散性が悪いためで
ある。
【００３６】
　また、生成炉は、縦型、高温熱処理炉は縦型でも横型でもよいが、中間体を降下させる
ことができる縦型が望ましい。
【００３７】
　以上の製法において、原料有機化合物としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの
炭化水素、一酸化炭素（ＣＯ）、エタノール等のアルコール類などが使用できる。雰囲気
ガスには、アルゴン、ヘリオム、キセノン等の不活性ガスや水素を用いることができる。
【００３８】
　また、触媒としては、鉄、コバルト、モリブデンなどの遷移金属あるいはフェロセン、
酢酸金属塩などの遷移金属化合物と硫黄あるいはチオフェン、硫化鉄などの硫黄化合物の
混合物を使用する。
【００３９】
　以上の製法によれば、筒状のグラフェンシートが軸直角方向に積層した構造の繊維状物
質において、筒を構成するシートが多角形の軸直交断面を有し、該断面の最大径が１５～
１００ｎｍであり、アスペクト比が１０５以下で、ラマン分光分析で５１４ｎｍにて測定
されるＩＤ／ＩＧが０．１以下である微細炭素繊維を得ることができる。
【００４０】
　この微細炭素繊維によれば、ラマン分光分析にて検出されるＤバンドが小さくグラフェ
ンシート内の欠陥が少ない微細炭素繊維を得ることができ、また、炭素繊維の軸直交断面
が多角形状となり、積層方向および炭素繊維を構成するグラフェンシートの面方向の両方
において緻密で欠陥の少ないものとなるため、曲げ剛性（ＥＩ）が向上し、結果、凝集し
難く、分散剤として用いる用途において、好ましい微細炭素繊維を得ることができる。
【００４１】
　なお、本発明に用いられる微細炭素繊維として更に好ましい微細炭素繊維としては、外
径１５～１００ｎｍの炭素繊維から構成される炭素繊維構造体であって、前記炭素繊維構
造体は、前記炭素繊維が複数延出する態様で、当該炭素繊維を互いに結合する粒状部を有
しており、かつ当該粒状部は前記炭素繊維の成長過程において形成されてなるものが挙げ
られる。
【００４２】
　この炭素繊維構造体を得るにおいては、上記した製法に加え、炭素源として、分解温度
の異なる少なくとも２つ以上の炭素化合物を用いることが望まれる。なお、ここで述べる
「少なくとも２つ以上の炭素化合物」とは、必ずしも原料有機化合物として2種以上のも
のを使用するというものではなく、原料有機化合物としては1種のものを使用した場合で
あっても、繊維構造体の合成反応過程において、例えば、トルエンやキシレンの水素脱ア
ルキル化（hydrodealkylation）などのような反応を生じて、その後の熱分解反応系にお
いては分解温度の異なる2つ以上の炭素化合物となっているような態様も含むものである
。
【００４３】
　原料となる炭化水素の熱分解反応は、主として触媒粒子ないしこれを核として成長した
粒状体表面において生じ、分解によって生じた炭素の再結晶化が当該触媒粒子ないし粒状
体より一定方向に進むことで、繊維状に成長する。しかしながら、上記した炭素繊維構造
体を得る上においては、このような熱分解速度と成長速度とのバランスを意図的に変化さ
せる、例えば上記したように炭素源として分解温度の異なる少なくとも２つ以上の炭素化
合物を用いることで、一次元的方向にのみ炭素物質を成長させることなく、粒状体を中心
として三次元的に炭素物質を成長させる。もちろん、このような三次元的な炭素繊維の成
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長は、熱分解速度と成長速度とのバランスにのみ依存するものではなく、触媒粒子の結晶
面選択性、反応炉内における滞留時間、炉内温度分布等によっても影響を受け、また、前
記熱分解反応と成長速度とのバランスは、上記したような炭素源の種類のみならず、反応
温度およびガス温度等によっても影響受けるが、概して、上記したような熱分解速度より
も成長速度の方が速いと、炭素物質は繊維状に成長し、一方、成長速度よりも熱分解速度
の方が速いと、炭素物質は触媒粒子の周面方向に成長する。従って、熱分解速度と成長速
度とのバランスを意図的に変化させることで、上記したような炭素物質の成長方向を一定
方向とすることなく、制御下に多方向として、三次元構造を形成することができるもので
ある。なお、生成する中間体において、繊維相互が粒状体により結合された前記したよう
な三次元構造を容易に形成する上では、触媒等の組成、反応炉内における滞留時間、反応
温度、およびガス温度等を最適化することが望ましい。
【００４４】
　さらに、特に限定されるわけではないが、この粒状部の粒径は、前記微細炭素繊維の外
径よりも大きいことが望ましい。このように炭素繊維相互の結合点である粒状部の粒径が
十分に大きなものであると、当該粒状部より延出する炭素繊維に対して高い結合力がもた
らされ、樹脂等のマトリックス中に当該炭素繊維構造体を配した場合に、ある程度のせん
弾力を加えた場合であっても、３次元的な構造を保持したままマトリックス中に分散させ
ることができる。なお、本明細書でいう「粒状部の粒径」とは、炭素繊維相互の結合点で
ある粒状部を１つの粒子とみなして測定した値である。
【００４５】
　この炭素繊維構造体によれば、再分散用炭素繊維集合塊を得るにおいて、疎な構造を有
したまま、分散媒体中に存在せしめることができるため、分散媒体中における炭素繊維構
造体の単分散化が容易となる。
【００４６】
（分散媒）
　上記したような微細炭素繊維を分散させるために、後述するような両親媒性物質を含有
する水溶液中を調製する上で使用する水としては、市水、工業用水、脱イオン水、蒸留水
等を用いることができるが、分散液のｐＨ値を安定に所定範囲とする上で、脱イオン水、
蒸留水を用いることが望ましく、さらに経済的見地から脱イオン水を用いることが可能で
ある。
【００４７】
　なお本発明において用いられる水溶液中には、分散媒としての機能を大きく阻害しない
範囲において、必要に応じて、ハイドレート（水和安定剤）を配合することは可能ではあ
る。水和安定剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、メタノール、エタノ
ール、プロパノールといったＣ１～Ｃ６程度の低級アルコール等のアルコール類、エチレ
ングリコール、プロピレングリコール、ブチレングリコール、イソプレングリコール、ペ
ンチレングリコール、ヘキシレングリコール、グリセロール、パンテノール、ポリエチレ
ングリコール、ポリプロピレングリコール等の水溶性ポリオール類、アルキルエチルエー
テル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、アルキルエーテル、アルキルエーテルエトキ
シレート、アルキルエトキシレート、酢酸メチル、酢酸エチル等のエステル類等を例示す
ることができる。
【００４８】
　使用する両親媒性物質の種類等によっても左右されるが、これらの水混和性の有機溶媒
のうち、水溶性ポリオール類、特にグリセロールは、水溶液中に配合されることによって
、分散化された微細炭素繊維の分散安定性を向上させ得るものであるため、実施形態によ
っては、これを添加することが好ましい。なお、その配合量としては、特に限定されるも
のではなく、また、使用される両親媒性物質の種類および量、分散させようとする微細炭
素繊維の種類および量等によっても左右されるが、例えば、使用される界面活性剤１００
質量部に対し、ポリオール０．０１～３０質量部、特に好ましくは０．２～１０質量部程
度である。
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【００４９】
（両親媒性物質）
　本発明において用いられる両親媒性物質としては、特に限定されるものではなく、陰イ
オン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、両性イオン界面活性剤、非イオン性界面活性剤等
の公知の各種の界面活性剤、さらに、分子中に親水基（ないしは親水団）および疎水基（
ないし疎水団）を有するその他の各種化合物を使用することが可能である。
【００５０】
　陰イオン界面活性剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、アルキルベン
ゼンスルホン酸塩、アルキルナフタレンスルホン酸塩、アルキルスルホン酸塩、ジアルキ
ルスルホコハク酸塩、アルキル硫酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸塩、ア
ルキルリン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸塩などを例示することがで
きる。
【００５１】
　陽イオン界面活性剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、テトラアルキ
ルアンモニウム塩、トリアルキルベンジルアンモニウム塩、アルキルピリジウム塩などを
例示することができる。
【００５２】
　両性イオン界面活性剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、２－メタク
ロイルオキシホスホリルコリン（MPC）のポリマーやポリペプチドなどの両性イオン高分
子、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルステアリルアンモニオ）－プロパンスルホネート、３－（Ｎ
，Ｎ－ジメチルステアリルアンモニオ）プロパンスルホネート、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチル
ミリスチルアンモニオ）プロパンスルホネート、３－［（３－コラミドプロピル）ジメチ
ルアンモニオ］プロパンスルフォネート（ＣＨＡＰＳ）、３－［（３－コラミドプロピル
）ジメチルアンモニオ］－２－ヒドロキシプロパンスルホネート（ＣＨＡＰＳＯ）、ｎ－
ドデシル－Ｎ,Ｎ'－ジメチル－３－アンモニオ－１－プロパンスルホネート、ｎ－ヘキサ
デシル－Ｎ,Ｎ'－ジメチル－３－アンモニオ－１－プロパンスルホネート、ｎ－オクチル
ホスホコリン、ｎ－ドデシルホスホコリン、ｎ－テトラデシルホスホコリン、ｎ－ヘキサ
デシルホスホコリン、ジメチルアルキルベタイン、パーフルオロアルキルベタイン及びＮ
，Ｎ－ビス（３－Ｄ－グルコナミドプロピル）－コラミド、レシチンなどを例示すること
ができる。
【００５３】
　非イオン性界面活性剤としては、特に限定されるものではないが、例えば、ポリオキシ
エチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル、ポリオキシ
エチレン多価アルコール脂肪酸部分エステル、ポリグリセリン脂肪酸エステルなどを例示
することができる。
【００５４】
　分散させようとする微細炭素繊維の種類等によっても左右されるが、上記したような本
発明に係る所定のｐH値においても、安定に界面活性作用を発揮し得るものであるとの点
から、一般的には、このうち、特に、両性イオン界面活性剤を用いることが好ましい。両
性イオン界面活性剤としては、上記に例示したもののうち、特に、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルステアリルアンモニオ）プロパンスルホネート、３－（Ｎ，Ｎ－ジメチルミリスチルア
ンモニオ）プロパンスルホネート、ｎ－ドデシル－Ｎ,Ｎ'－ジメチル－３－アンモニオ－
１－プロパンスルホネート、ｎ－ヘキサデシル－Ｎ,Ｎ'－ジメチル－３－アンモニオ－１
－プロパンスルホネート、ジメチルアルキルベタイン、パーフルオロアルキルベタインな
どが好ましく用いられる。
【００５５】
　なお、一般に両性イオン界面活性剤は、使用される系のｐＨ値にあまり影響されること
なく、界面活性作用を有するものであると言われているが、本発明者が研究を行った上に
おいては、微細炭素繊維の分散処理に関しては、このような両性イオン界面活性剤を用い
た場合であっても、分散系のｐＨ値の変動によって、微細炭素繊維の分散性にかなりの差
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異が生じることが判明しており、この点から上述したように分散処理工程において分散液
のｐＨ値を所定の範囲内に保持することが極めて重要であるとの結論に達したものである
。
【００５６】
　本発明において使用される水溶液中に配合される、両親媒性物質の量としては、特に限
定されるものではないが、分散させようとする微細炭素繊維に対して、分散処理期間を通
して、臨界ミセル濃度（ｃｍｃ）以上の量であることが望ましい。ここで上記したように
、微細炭素繊維の分散処理においては、微細炭素繊維が凝集状態にある初期段階と、分散
処理がある程度進み、撹拌により微細炭素繊維の凝集状態が解され、かつ微細炭素繊維が
破断された状態とでは、見掛け上での比表面積が大きく変動し、かつ－COOH、－OHといっ
た活性な官能基が生じることでイオンバランスも変動することから、分散系における臨界
ミセル濃度は、分散処理の進行に伴ってかなり変動（増大）する。
【００５７】
　このため、予め、これらの点を考慮して、水溶液中に配合される両親媒性物質の量は、
決定すべきであり、また、必要に応じて、分散処理の途中で、両親媒性物質を追添する等
の処理を行うことも可能である。
【００５８】
　なお、使用される両親媒性物質の種類および分散させようとする微細炭素繊維の種類等
によっても左右されるために、一概には規定できないが、最終的に得られる微細炭素繊維
分散液において、例えば、微細炭素繊維１００質量部に対し、両親媒性物質０．１～５０
質量部、好ましくは０．２～３０質量部程度の使用量となることが望ましい。両親媒性物
質の使用量が極端に少ないと良好な分散性は得られず、一方その使用量が極端に多いと経
済的でないのみならず、過剰な両親媒性物質が微細炭素繊維に付着することによって、微
細炭素繊維の特性を劣化させてしまう虞れがあるためである。
【００５９】
（分散処理工程）
　本発明においては、上記したような微細炭素繊維の凝集体を、両親媒性物質を含有する
水溶液に撹拌等によりせん断力を加えながら分散させるものであるが、この際の撹拌方法
としては、特に限定されるものではなく、従来、公知の各種の方法を単独であるいは複数
組み合わせて、採択することが可能である。例えば、自動式ないし手動式のシェイカー、
マグネティックスターラー、超音波振動子、その他、パドルおよびブレード等の各種攪拌
子を備えた攪拌機、ビーズミル等のメディアミル、スタティックミキサー等の静止型撹拌
機等を用いることが挙げられるが、このうち特に、メディアミルを用いて分散処理を行う
ことが望ましい。メディアミルは、微細炭素繊維凝集体に対し、均一かつ良好にせん断力
を加えることができ、微細炭素繊維凝集体の解砕および分散化を効率よく行えるためであ
る。
【００６０】
　本発明において分散処理に用いられ得るメディアミルは構造としては、特に限定される
ものではなく、各種の撹拌子形状を有する公知のメディアミルが適用できる。具体的には
、各種公知のビーズミル、アトライター、サンドミルなどが挙げられる。
【００６１】
　メディアミルに用いるビーズの粒子径としては、あまりに小さすぎると、カーボンナノ
構造体が微細に破断されてしまう虞れがあり、また、ビーズの持つ運動エネルギーが小さ
くなり、分散が進行しない恐れがある。また、取り扱いが困難となるため、ビーズの平均
直径が、０．０５ｍｍ以上であることが好ましく、０．１ｍｍ以上であることが特に好ま
しい。一方、ビーズが大きすぎると、単位体積あたりのビーズ個数が少なくなるため、微
細炭素繊維の凝集体の解砕が不十分となり分散効率が低下する虞れがある。このため、ビ
ーズの平均直径が、１．５ｍｍ以下であることが好ましく、１．０ｍｍ以下であることが
特に好ましい。
【００６２】
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　メディアミルに用いられる分散メディアとしてのビーズの材質は、分散系中に含まれる
微細炭素繊維、両親媒性物質、水等に対して不活性なものである限り特に限定されるもの
ではなく、例えば、アルミナ、ジルコニア等のセラミックス、鋼、クロム鋼などの金属、
ガラスなどを例示することができるが、このうち、製品中の不純物の存在、また、比重に
起因する運動エネルギーの大きさ等を考慮すると、ジルコニアビーズを用いることが好ま
しい。
【００６３】
　ビーズの形状も特に限定されるものではないが、一般的には球形状のものが使用される
。
【００６４】
　なお、メディアミルのベッセルに対するビーズの充填割合はベッセルや撹拌子の形態等
によって決定すればよく、特に限定されるものではないが、その割合が低すぎると微細炭
素繊維に対し十分なせん断作用を発揮できなくなる虞れがある。一方、その割合が高すぎ
ると、回転に大きな駆動力を必要とし、またビーズの磨耗による被処理媒体の汚染の増大
を引き起こす虞れがある。このため、ビーズの充填割合は、例えば、ベッセルの有効容積
の７０～８５容積％程度とすることが望ましい。
【００６５】
　さらに、本発明の好ましい実施形態においては、このようなメディアミルを用いた分散
処理を行うに先立ち、回転撹拌により予備混合を行うことが望ましい。これは、微細炭素
繊維の配合割合によっては、分散処理当初の分散系の粘度が高くなりすぎ、メディアミル
で良好に分散処理を行い得ない状態となるためである。
【００６６】
　このような予備混合の際の回転撹拌方法としては、具体的には、人の労力に撹拌する方
法（手ごね）、ドラム等の容器の回転ないし振とうによる方法、抵抗面積の少ないパドル
およびブレード等の各種攪拌子を用いての低速撹拌などを例示することができるが、特に
これらに限定されるものではない。
【００６７】
　このような予備混合は、特に限定されるものではないが、粉体状態にある微細炭素繊維
と両親媒性物質を含有する水溶液とが混じり合い、混合系がペーストゾル化して流動性を
得るものとなるまで行うことが望ましい。このようにペーストゾル化させることで、各微
細炭素繊維の周辺部に分散媒と両親媒性物質が均一に分布されることとなり、その後さら
に分散処理を行う過程で系全体で均一な撹拌を行うことが容易となるためである。
【００６８】
　なお、本発明者が実際に研究実験を行った際には、分散処理において、局所的に過大な
せん断力が加わる等して、一部においてでも系のバランスが崩れてしまうと、その部分に
おいて急激に分散の安定性が維持できなくなり、これがその他の部分に急速に伝播して、
結局、系全体の分散安定性が壊れ、凝集化する現象が観察されており、このような事態を
避ける上からも予備混合を行うことは有用である。
【００６９】
　また、本発明において、分散処理を行うに際しては、微細炭素繊維に対して、両親媒性
物質を含有する水溶液の所期の全量を、分散処理当初から混合することなく、分散処理時
間の経過と共に、ニないし多段階的にあるいは連続的に徐々に添加して行く方法を採るこ
とが可能である。特に、上記したような予備混合を行う場合には、予備混合時には、微細
炭素繊維に対する両親媒性物質を含有する水溶液の配合量を低くしておき、混合系がペー
ストゾル化し、メディアミル等を用いた本分散処理に移行する際に、両親媒性物質を含有
する水溶液を追加する方法を採ることが、より短時間かつ安定な分散処理を行う上で望ま
しい。
【００７０】
　しかして、本発明の製造方法においては、このようにしてた両親媒性物質を含有する水
溶液に微細炭素繊維を分散させる分散工程において、分散液のｐＨを４．０～８．０に保
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持する。使用する両親媒性物質によってもある程度左右されるが、概して、より好ましく
は５．０～７．０、さらに好ましくは５．５～６．５に保持することが望ましい。ｐＨ値
の変動は、分散処理において微細炭素繊維が破断され、－COOH、－OHといった活性な官能
基が微細炭素繊維表面に出現すること、また、微細炭素繊維の凝集が解されることによっ
て微細炭素繊維の見掛け比表面積が増加し、微細炭素繊維を水中に安定に保持するために
その界面付近に移動し吸着ないし結合して消費される両親媒性物質の量が増え、系内にお
ける両親媒性物質の遊離のないしは自己凝集ミセルの濃度が変動すること等に起因して起
こる。従って、ｐＨ値が上記所定の範囲にあれば、分散安定性に影響を及ぼすこれらの事
象における変化が一定限度内に保たれて、分散処理を安定かつ良好に進行させることがで
きるものであるため、分散処理工程において、ｐＨ値を制御するという比較的簡単な操作
によって、安定かつ良好な分散液を得ることができるものである。
【００７１】
　分散処理工程において、ｐＨ値を上記所定の範囲内に維持する上では、初期の水溶液の
ｐＨ値、両親媒性物質の濃度を所定のものとするのみならず、分散処理時間（撹拌が長期
化することによる見掛け比表面積が増加、官能基の増加）の調整、分散処理工程中におけ
る両親媒性物質の遊離のないしは自己凝集ミセルの濃度の変動に応じた、分散処理工程途
中における両親媒性物質の量の調整、あるいは、ｐＨ値調整のための中性水の添加、さら
に必要に応じて各種酸、アルカリ等のｐＨ調整剤の使用といった処理が有効である。
【００７２】
　なお、分散処理工程において、微細炭素繊維の分散媒である水に対する配合量としては
、分散処理における撹拌処理、および予備混合工程を設ける場合においてはその混合処理
が効率的に行い得るような配合割合であれば、特に限定されるわけではないが、例えば、
撹拌処理に際しては、微細炭素繊維１００質量部に対し水３０００～１００００質量部程
度、また予備混合処理においては、微細炭素繊維１００質量部に対し水１５００～６５０
０質量部程度の割合を例示することができる。
【００７３】
（微細炭素繊維分散液）
　上記したような分散処理を施すことによって得られる本発明に係る微細炭素分散液にお
いては、微細炭素繊維が十分に分散され、分散媒中で単繊維状で安定して分散されている
。このため、当該微細炭素繊維分散液を、導電性被膜、帯電防止被膜、電磁波制御性被膜
、高硬度ないし耐摩耗性被膜、着色被膜等の各種機能性被膜の形成、あるいは、マトリッ
クス材となる各種物質へ微細炭素繊維の配合に適用した場合、微細炭素繊維が均一かつ単
分散化された製品を得ることができ、微細炭素繊維が本来有する優れた、導電性、制電性
、着色性、物理的強度、化学的安定性等の特性を最大限に発揮した、高機能、高性能の製
品を製造することが可能となる。
【実施例】
【００７４】
　以下、本発明を実施例に基づきより具体的に説明する。
実施例１
　まず、両性界面活性剤３－（Ｎ，Ｎ’－ジメチルステアリルアンモニオ）プロパンスル
フォネート４．０ｇに対し脱イオン水９６０ｍｌ、グリセロール４０ｍｌの割合で添加し
て、界面活性剤溶液（ｐＨ　６．０８）を調製した。
【００７５】
　この界面活性剤溶液１０００ｍｌと、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）（ナノカーボン
テクノロジース（株）製ＭＷＶＮＴ－７）２０ｇとを、ボール入り胴体（ボール直径１５
ｍｍ）内に入れ、ある程度手によりかき混ぜた後、上記ボール入り胴体を回転架台（アサ
ヒ理化研究所　Ａｓ　ＯＮＥ）に乗せ１時間撹拌し、ペーストゾル状とした。この際の混
合物のｐＨは６．２０であった。
【００７６】
　次いで、ボールミル胴体から、ペーストゾル状となったＣＮＴ入り界面活性剤溶液を取
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り出し、ビーズミル（ダイノーミル：ジルコニアビーズ（直径０．３ｍｍ）、充填率８０
％）に入れ、約１８０分間撹拌した。なおこの分散処理の間、ＣＮＴ入り界面活性剤溶液
のｐＨは、分散処理開始直後でｐＨ６．２０、３０分経過後でｐＨ６．２９、６０分経過
後でｐＨ６．３６、１８０分経過後（撹拌終了時）でｐＨ６．２４と、ｐＨ６．０～６．
５の範囲に維持されていた。
【００７７】
　得られたＣＮＴ分散液（２．０ｗ／ｖ％）を観察したところ、分散液中でＣＮＴ凝集体
は観察されず、粒度分布装置（microtrac、日機装）を用いて粒度分布を調べたところ、
粒度分布は９０％が０．２μｍ以内に入るものであり、良好な分散性を有するものであっ
た。
【００７８】
　また、得られたＣＮＴ分散液をガラス基材の表面上に、合成例１で調製された微細炭素
繊維の分散液を、所定の塗布量（乾燥重量換算：１０ｍｇ／ｍ２）でスピンコートにより
コーティングし、８０℃で２分間風乾させた。コーティングされたＣＮＴ皮膜表面が乾燥
した状態で、この上部より樹脂溶液（フェノール樹脂、濃度5%、溶剤：メタノール）を同
様にスピンコートにより所定の塗布量（乾燥重量換算：　４００ｍｇ／ｍ２）でコーティ
ングし、380℃で10分間熱乾させた。この皮膜の表面抵抗率を測定したところ５Ω/□であ
った。
【００７９】
実施例２
　実施例１において、ＣＮＴ２０ｇに対し、界面活性剤溶液５００ｍｌを配合して、ボー
ル入り胴体（ボール直径１５０ｍｍ）内に入れ、ある程度手によりかき混ぜた後、上記ボ
ール入り胴体を回転架台（アサヒ理化研究所　Ａｓ　ＯＮＥ）に乗せ１時間撹拌し、ペー
ストゾル状とした後、このペーストゾルに残りの界面活性剤溶液５００ｍｌを添加し、ビ
ーズミルにて分散処理した以外は実施例１と同様にしてＣＮＴ分散液を調製した。分散液
のｐＨは、予備混合処理および分散処理の期間を通じて、ｐＨ６．０～６．５の範囲に維
持されており、予備混合処理を行ったことで、ビーズミルでの分散処理操作がより円滑に
進行した。
【００８０】
　得られたＣＮＴ分散液（２．０ｗ／ｖ％）を観察したところ、分散液中でＣＮＴ凝集体
は観察されず、粒度分布は９０％が０．２μｍ以内に入るものであり、良好な分散性を有
するものであった。
【００８１】
実施例３
　界面活性剤溶液として、両性界面活性剤３－（Ｎ，Ｎ’－ジメチルステアリルアンモニ
オ）プロパンスルフォネート４．０ｇに対し脱イオン水１０００ｍｌ割合で添加して調製
したもの（グリセロール添加なし）を用いた以外は、実施例１と同様にしてＣＮＴ分散液
を調製した。
【００８２】
　得られたＣＮＴ分散液（２．０ｗ／ｖ％）を観察したところ、分散液中でＣＮＴ凝集体
は観察されず、粒度分布は９０％が０．２μｍ以内に入るものであり、良好な分散性を有
するものであったが、実施例１において得られた分散液と比較すると若干分散性が劣るも
のであった。
【００８３】
実施例４および比較例１
　実施例３において、ボールミルによる撹拌時間をより長時間化させる以外は、実施例１
と同様にしてＣＮＴ分散液の調製を試みた。その結果、撹拌時間７時間前までは、ｐＨ値
が５．５～６．５の範囲内に維持され、ＣＮＴが分散液内において分散される傾向にあっ
たが、撹拌時間が７時間を越えるあたりでｐＨ値の大きな変動が生じ、ＣＮＴの凝集が発
生し、良好な分散状態を保持できなくなった。
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