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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
以下の（１）～（３）の条件を満たすカーボンナノチューブ集合体であって、前記カーボ
ンナノチューブ集合体１０ｍｇ、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム３０ｍｇおよび水１
０ｍＬの混合物を超音波ホモジナイザー処理し、続いて２００００Ｇにて遠心処理した後
、上清９ｍＬをサンプリングした時に、上清中のカーボンナノチューブ集合体の含有量が
０．３ｍｇ／ｍＬ以上となるカーボンナノチューブ集合体。
（１）粉末Ｘ線回折分析により２４°±２°に２θピークが存在する
（２）波長５３２ｎｍのラマン分光分析によるＧバンドとＤバンドの高さ比（Ｇ／Ｄ比）
が３０以上
（３）燃焼ピーク温度が５５０℃以上、７００℃以下である
【請求項２】
カーボンナノチューブ集合体を分散液とし、その分散液を塗布してフィルムとしたときの
光透過率が８５％以上、かつ、表面抵抗値が１×１０４Ω／□未満となる請求項１に記載
のカーボンナノチューブ集合体。
【請求項３】
透過型電子顕微鏡で観察した時に１００本中５０本以上のカーボンナノチューブが外径１
．５～２．０ｎｍの範囲に存在する請求項１または２に記載のカーボンナノチューブ集合
体。
【請求項４】
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走査型電子顕微鏡で観察したときにカーボンナノチューブのバンドル径の平均が２０ｎｍ
以下である請求項１から３のいずれかに記載のカーボンナノチューブ集合体。
【請求項５】
請求項１から４のいずれか記載のカーボンナノチューブ集合体を分散媒に分散させてなる
分散体。
【請求項６】
界面活性剤、導電性高分子および非導電性高分子から選択される一種以上を含有する請求
項５記載のカーボンナノチューブ集合体の分散体。
【請求項７】
カーボンナノチューブ集合体の濃度が０．０１重量％から２０重量％である請求項５また
は６記載のカーボンナノチューブ集合体の分散体。
【請求項８】
請求項１から４のいずれか記載のカーボンナノチューブ集合体を含む導電層が基材上に形
成された導電性フィルム。
【請求項９】
基材が透明基材であって、かつ導電性フィルムの表面抵抗が１×１０４Ω／□未満、かつ
、５５０ｎｍの波長の光透過率が以下の条件を満たす請求項８記載の導電性フィルム。
導電性フィルムの透過率／透明基材の光透過率＞０．８５。
【請求項１０】
請求項１から４のいずれか記載のカーボンナノチューブ集合体を用いたフィールドエミッ
ション材料。

【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集合体に関する。さらに詳しくは、カーボンナノチュ
ーブ集合体およびその分散体、透明導電性フィルム、およびフィールドエミッション材料
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カーボンナノチューブが最初に広く報告されたのは１９９１年である。カーボンナノチ
ューブは実質的にグラファイトの１枚面を巻いて筒状にした形状を有しており、１層に巻
いたものを単層カーボンナノチューブ、多層に巻いたものを多層カーボンナノチューブと
いう。多層カーボンナノチューブのなかでも特に２層に巻いたものを２層カーボンナノチ
ューブという。カーボンナノチューブは、自体が優れた真性の導電性を有し、導電性材料
として使用されることが期待されている。
【０００３】
　カーボンナノチューブの製造方法として、アーク放電法、レーザー蒸発法、化学気相成
長法などが知られている。化学気相成長法のなかでも、触媒を担体に担持して行う触媒化
学気相成長法が知られている。
【０００４】
　カーボンナノチューブの中で、単層カーボンナノチューブは、高グラファイト構造を有
しているために導電性や熱伝導性などの特性が高いことが知られている。しかしながら、
単層カーボンナノチューブは強固で非常に太いバンドル構造を有しているため、１本１本
のカーボンナノチューブが有しているナノ効果を発揮できず、各種用途展開が困難であっ
た。特に樹脂や溶媒への分散が非常に困難であるために、予想される高特性を発揮できず
、種々の用途への展開が妨げられているのが現状であった。特に透明導電性フィルム、成
型品、膜等への用途にカーボンナノチューブを用いて実用性能を発揮させることは困難で
あった。
【０００５】
　多層カーボンナノチューブの中でも層数の比較的少ない２～５層カーボンナノチューブ
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は、単層カーボンナノチューブの特性と多層カーボンナノチューブの両方の特性を有して
いるために、種々の用途において有望な素材として注目を集めている。その中でも２層カ
ーボンナノチューブは最も特性が良好と考えられており、いくつかの合成法が開発されて
きた。最近では純度の高い２層カーボンナノチューブの合成法として遠藤らの方法が知ら
れている（非特許文献１、２、３、特許文献１）。この方法は、主触媒として鉄塩を、副
触媒としてモリブデン酸塩を配置して炭素源を反応させて２層カーボンナノチューブを合
成している。またここで得られた２層カーボンナノチューブの用途としては、２層カーボ
ンナノチューブが高い熱安定性を有しているために、高電流で用いられるフィールドエミ
ッタとしての用途が記載されている。
【０００６】
　しかしながら、高品質な２層カーボンナノチューブは単層カーボンナノチューブと同様
にチューブ間の疎水性相互作用や、π電子間の相互作用から強固にバンドルを形成してお
り、カーボンナノチューブを分散するのは困難と考えられている。遠藤らの２層カーボン
ナノチューブも同様に強固に太いバンドルを形成していると考えられる。強固に太いバン
ドル構造を有している間接的証拠として、カーボンナノチューブ集合体の耐熱性が挙げら
れる。耐熱性が高いカーボンナノチューブ集合体は、より太いバンドル構造を形成してい
ると推測される（非特許文献３）。カーボンナノチューブの耐熱性は空気中での燃焼ピー
ク温度で判別できる。空気中での燃焼は酸素分子の攻撃による酸化反応と考えられる。１
本１本は同じカーボンナノチューブであったとしても、そのバンドルが太い、つまりより
多くのカーボンナノチューブが集合しているバンドルでは、内側のカーボンナノチューブ
は酸素の攻撃を受けにくいために酸化反応が起こりにくくなり、カーボンナノチューブ集
合体の燃焼ピーク温度は上昇する。逆にバンドルが細い、つまり少ないカーボンナノチュ
ーブが集合しているバンドルでは、内側のカーボンナノチューブも容易に酸素の攻撃を受
けるために、カーボンナノチューブ集合体の燃焼ピーク温度が低下すると考えられる。
【０００７】
　前記非特許文献１、２、３、特許文献１記載のカーボンナノチューブは同じ合成法で製
造されたものであり、非特許文献２に記載されているとおり、その燃焼ピーク温度は７１
７℃と高く、これらのカーボンナノチューブは強固に太いバンドルを形成していると考え
られ、高度の分散性が要求される場合には満足できるものではなかった。
【０００８】
　一方上記より層数の多い多層カーボンナノチューブは、一般に直径も太く、グラファイ
ト層に欠陥も多く、上記層数の少ないカーボンナノチューブよりもバンドルを組みにくい
ため、分散性には優れる。しかし、このような多層カーボンナノチューブは、品質に劣る
ため、特にすぐれた光透過率と表面抵抗が求められる透明導電性フィルム、成型品、膜等
への用途において実用性能を発揮させることは困難であった。
【特許文献１】特開２００５－３４３７２６号公報
【非特許文献１】Nature，ｖｏｌ．４３３，４７６（２００５）
【非特許文献２】Chemical Physics Letters，４１４（２００５）４４４－４４８
【非特許文献３】Journal of American Chemical Society，１２８（２００６）１２　　
６３６－１２６３７
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記のような事情に鑑みなされたものであり、高品質でありながら、従来よ
りもさらに分散性が良好で、すぐれた光透過率と表面抵抗を有するなど、カーボンナノチ
ューブ本来の特性を発揮し得るカーボンナノチューブ集合体を得ることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　発明者らは、鋭意検討を行った結果、高品質でありながら、多層でバンドルが細いカー
ボンナノチューブ集合体であれば、分散性が良好で、カーボンナノチューブの本来の特性
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を発揮しうる集合体が得られることを見出し、本発明に到ったものである。また、さらに
このカーボンナノチューブ集合体を分散体とすることで、分散性の良好な分散体が得られ
ることを見出した。多層カーボンナノチューブは分散性が比較的良好であるが、品質（グ
ラファイト化度）が悪いのが通常であるが、本発明は高品質のカーボンナノチューブ集合
体でありながら、多層でバンドルが細いため、分散性に優れるという特徴を有する。この
カーボンナノチューブ集合体の分散体を用いることで、非常に簡便に高導電性で透過性に
すぐれた導電性フィルムが得られること、および電子放出特性の良好なエミッション材料
が得られることを見出し、本発明に到ったものである。
【００１１】
　すなわち本発明は、以下の（１）～（３）の条件を満たすカーボンナノチューブ集合体
であって、前記カーボンナノチューブ集合体１０ｍｇ、ポリスチレンスルホン酸ナトリウ
ム３０ｍｇおよび水１０ｍＬの混合物を超音波ホモジナイザー処理し、続いて２００００
Ｇにて遠心処理した後、上清９ｍＬをサンプリングした時に、上清中のカーボンナノチュ
ーブ集合体の含有量が０．３ｍｇ／ｍＬ以上となるカーボンナノチューブ集合体。
（１）粉末Ｘ線回折分析により２４°±２°に２θピークが存在する。
（２）波長５３２ｎｍのラマン分光分析によるＧバンドとＤバンドの高さ比（Ｇ／Ｄ比）
が３０以上。
（３）燃焼ピーク温度が５５０℃以上、７００℃以下である。
【００１２】
　また、本発明は、上記のカーボンナノチューブ集合体を分散媒に分散させてなる分散体
を含む。
【００１３】
　また、本発明は、上記のカーボンナノチューブ集合体を含む導電層が基材上に形成され
た導電性フィルムを含む。
【００１４】
　また、本発明は、上記のカーボンナノチューブ集合体を用いたフィールドエミッション
材料を含む。
【００１５】
　また、本発明は、縦型流動床型反応器中、反応器の水平断面方向全面に、マグネシアに
鉄を担持した粉末状の触媒による流動床を形成し、該反応器内にメタンを鉛直方向に流通
させることにより該メタンを５００～１２００℃で該触媒に接触させ、カーボンナノチュ
ーブ集合体を製造する工程、および、得られたカーボンナノチューブ集合体を気相で酸化
処理を行った後に、さらに液相で酸化処理を行う工程を含むカーボンナノチューブ集合体
の製造方法を含む。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、高品質でありながら、多層を含み、バンドルが細いカーボンナノチュ
ーブとすることにより、高品質であるにもかかわらず、従来よりもさらに分散性が良好で
、すぐれた光透過率と表面抵抗を有するなど、カーボンナノチューブ本来の特性を発揮し
得るカーボンナノチューブ集合体が得られるようになった。特にこれを２層カーボンナノ
チューブを含む集合体とすることにより、直径が細く、分散性に優れたカーボンナノチュ
ーブが得られるようになった。さらに本発明のカーボンナノチューブ集合体を用いて分散
体とすることにより、分散性の良好なカーボンナノチューブ分散体が得られるようになっ
た。さらにこれを塗布することにより高導電性で透過性にすぐれた導電性フィルムおよび
電子放出特性の優れたエミッション材料が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、以下の（１）～（３）の条件を満たすカーボンナノチューブ集合体である。
（１）粉末Ｘ線回折分析により２４°±２°に２θピークが存在する。
（２）波長５３２ｎｍのラマン分光分析によるＧバンドとＤバンドの高さ比（Ｇ／Ｄ比）



(5) JP 5266907 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

が３０以上。
（３）燃焼ピーク温度が５５０℃以上、７００℃以下である。
【００１８】
　カーボンナノチューブはグラファイトの１枚面を巻いて筒状にした形状を有しており、
１層に巻いたものを単層カーボンナノチューブ、２層に巻いたものを２層カーボンナノチ
ューブ、多層に巻いたものを多層カーボンナノチューブという。本発明のカーボンナノチ
ューブ集合体は多層カーボンナノチューブを含む集合体である。そして本発明のカーボン
ナノチューブ集合体は、高品質でバンドル径が細いことが特徴の一つである。
【００１９】
　本発明においてカーボンナノチューブ集合体とは、複数のカーボンナノチューブが存在
している総体（集合体）を意味し、存在形態は特に限定されず、それぞれが独立で、ある
いは束状、絡まり合うなどの形態あるいはこれらの混合形態で存在していてもよい。また
、種々の層数、直径のものが含まれていてもよい。また、分散液や他の成分を配合した組
成物中、あるいは他の成分と複合した複合体中に含まれる場合でも複数のカーボンナノチ
ューブが含まれていればこれら複数のカーボンナノチューブについて、カーボンナノチュ
ーブ集合体が含まれていると解する。また、カーボンナノチューブ製造法由来の不純物（
例えば触媒）を含み得るが、実質的には炭素で構成されたものを示す。
【００２０】
　カーボンナノチューブ集合体の多層構造を判別するために粉末Ｘ線回折分析（ＸＲＤ）
が行われる。カーボンナノチューブ集合体を所定のサンプルホルダーに表面が平らになる
ように詰め、ＸＲＤ測定装置にセットし、例えば１．５°から８０°までＸ線源の照射角
度を変化させ測定する。Ｘ線源としては例えばＣｕＫα線が用いられる。ステップ幅は０
．０１０°、計測時間は１．０秒である。その時にピークが現れる２θを読みとることで
カーボンナノチューブ集合体の評価が可能である。グラファイトでは通常２θが２６°付
近にピークが検出され、これが層間回折によるピークであることが知られている。多層カ
ーボンナノチューブもグラファイト構造を有するため、この付近にグラファイト層間回折
によるピークが検出される。ただしカーボンナノチューブはグラファイトが円筒構造であ
るために、その値はグラファイトとは異なってくる。その値２θが２４°±２°であり、
この位置にピークが出現することで単層ではなく、多層構造を有している集合体を含んで
いることが判断できる。この位置に出現するピークは多層構造の層間回折によるピークで
あるため、カーボンナノチューブの層数を判断することが可能となる。単層カーボンナノ
チューブは層数が１枚しかないので、単層カーボンナノチューブのみでは２４°±２°の
位置にピークが出現しない。しかしながら、大半が単層カーボンナノチューブであっても
、多層カーボンナノチューブが混入している場合は、２θが２４°±２°の位置にピーク
が出現する場合がある。
【００２１】
　本発明のカーボンナノチューブ集合体は２θが２４°±２°の位置にピークが出現する
程度に多層カーボンナノチューブを含むものである。
【００２２】
　本発明のカーボンナノチューブ集合体は、上記のとおり多層を含むものであるが、その
層数は少ない方が好ましい。通常カーボンナノチューブの層数が少ない方が導電性および
光透過率に優れており、それを用いてフィルム状物を形成する場合に効率的に導電ネット
ワークを形成できる利点がある。また同様にカーボンナノチューブの層数が少なく、特に
２層を多く含む場合に、電子放出特性に優れており、フィールドエミッション材料とした
場合に低電圧で電子放出が可能となるため好ましい。
【００２３】
　カーボンナノチューブの層数は、上記ＸＲＤ測定にて検出される２４°±２°のピーク
の半値幅で評価することが可能である。このピークの半値幅が小さいほどカーボンナノチ
ューブの層数が多いと考えられる。逆にこのピークの半値幅が大きいほど、カーボンナノ
チューブの層数が少ないと考えられる。カーボンナノチューブの層数が多い場合、多くの
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層での回折により回折強度が高くなるため、ピークがシャープになり、ピークの半値幅が
小さくなると推測される。逆にカーボンナノチューブの層数が少ない場合、少ない層数で
の回折により回折強度が低くなるため、ピークがブロードになると推測される。本発明に
おいては、２θが２４°±２°の位置にピークが存在すると共にそのピークの半値幅が５
．０°から６．５°であることが好ましい。このピークの半値幅がこの範囲にある場合に
、多層カーボンナノチューブを含みながら、カーボンナノチューブの層数が少ない、特に
２層カーボンナノチューブを多く含んでいる集合体であることを示唆している。
【００２４】
　カーボンナノチューブ集合体の品質は、ラマン分光分析法により評価が可能である。ラ
マン分光分析法で使用するレーザー波長は種々あるが、ここでは５３２ｎｍを利用する。
ラマンスペクトルにおいて１５９０ｃｍ－１付近に見られるラマンシフトは、グラファイ
ト由来のＧバンドと呼ばれ、１３５０ｃｍ－１付近に見られるラマンシフトはアモルファ
スカーボンやグラファイトの欠陥に由来のＤバンドと呼ばれる。ＧバンドとＤバンドの高
さ比をＧ／Ｄ比として表す。このＧ／Ｄ比が高いカーボンナノチューブ集合体ほど、グラ
ファイト化度が高く、高品質である。ラマンＧ／Ｄ比は高いほど良いが、３０以上であれ
ば高品質カーボンナノチューブ集合体と言うことができる。Ｇ／Ｄ比の上限は、２００程
度である。Ｇ／Ｄ比は、好ましくは４０以上、２００以下であり、さらに好ましくは５０
以上、１５０以下である。またカーボンナノチューブのような固体のラマン分光分析法は
サンプリングによってばらつくことがある。そこで３カ所、別の場所をラマン分光分析す
ることが好ましい。ラマンＧ／Ｄ比はその相加平均をとることで表すことが好ましい。
【００２５】
　本発明のカーボンナノチューブ集合体の燃焼ピーク温度は５５０℃以上、７００℃以下
であることが必要である。好ましくは５５０℃以上、６５０℃以下、より好ましくは５６
０℃以上、６５０℃以下である。ここでいう燃焼ピーク温度は、示差熱分析装置にて測定
されるものである。示差熱分析装置としては、例えば島津製作所製　ＴＧＡ－６０などを
用いることができる。示差熱分析装置にサンプルおよびリファレンスとしてα―アルミナ
を白金皿に約１０ｍｇずつ、それぞれ秤量、設置し、空気中、１０℃／分の昇温速度にて
室温から９００℃まで昇温することでサンプルの燃焼ピーク温度を測定することができる
。燃焼ピーク温度は、カーボンナノチューブの品質、直径およびバンドルの太さと相関が
あると考えられる。すなわち、燃焼は酸素分子の攻撃による酸化反応と考えられるので、
カーボンナノチューブのグラファイト化度が低いと、あるいはカーボンナノチューブを構
成するグラフェンシートに欠陥が多いと、酸素分子の攻撃を受けやすくなるため、燃焼ピ
ークが低くなる。直径の太いカーボンナノチューブは、通常そのグラファイト化度が低く
なる傾向があるため、燃焼ピークが低くなる。
【００２６】
　また、直径の細いカーボンナノチューブは、通常バンドルを形成している。１本１本は
同じカーボンナノチューブであったとしても、そのバンドルが太いとバンドルの内側のカ
ーボンナノチューブは酸素の攻撃を受けにくいために、カーボンナノチューブ集合体の燃
焼ピーク温度は上昇する。逆にバンドルが細くなると、バンドルの内側のカーボンナノチ
ューブも容易に酸素の攻撃を受けやすくなるために、カーボンナノチューブ集合体の燃焼
ピーク温度が低下する。
【００２７】
　したがって、燃焼ピーク温度が７００℃より高いカーボンナノチューブ集合体は、品質
は高く、直径は細いものの、バンドルが太すぎて、バンドルの乖離が非常に困難となり、
溶媒や樹脂への分散が困難となる。燃焼ピーク温度が５５０℃より低いカーボンナノチュ
ーブ集合体は、品質が悪い、つまりグラファイト化度が低いために、種々の用途に展開し
たときに特性が向上しない。以上の点から燃焼ピーク温度は５５０℃以上、７００℃以下
であり、５５０～６５０℃であることが好ましく、５６０～６５０℃であることがより好
ましく、５６０～６４０℃であることが品質および分散性の点で好ましい。
【００２８】
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　以上の特性を有する本発明のカーボンナノチューブ集合体、すなわち多層を含むにもか
かわらず、高品質であり、バンドル径が比較的細いカーボンナノチューブ集合体は、カー
ボンナノチューブ１本１本が高品質であるために、導電性や電子放出特性などの特性が良
好であり、さらにバンドルが細いので溶媒や樹脂中でバンドルを容易に乖離することが可
能となり、１本１本の特性を反映させたカーボンナノチューブ集合体の分散体やその分散
体を塗布した導電性フィルムやフィールドエミッション材料として有用である。
【００２９】
　本発明のカーボンナノチューブ集合体は、分散性が良好であり、カーボンナノチューブ
集合体１０ｍｇ、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム３０ｍｇおよび水１０ｍＬの混合物
を超音波ホモジナイザー処理し、続いて２００００Ｇにて遠心処理した後、上清９ｍＬを
サンプリングした場合、上清に０．３ｍｇ／ｍＬ以上分散させることが可能である。この
条件での上清中のカーボンナノチューブ集合体含有量は、カーボンナノチューブ集合体の
分散性の指標となる。
【００３０】
　ポリスチレンスルホン酸ナトリウムは、カーボンナノチューブ集合体の分散剤として機
能する。ポリスチレンスルホン酸ナトリウムの水溶液を使用する場合は、濃度を勘案して
、ポリスチレンスルホン酸ナトリウムが固体重量として３０ｍｇになるように加え、水と
して合計１０ｍＬになるように分散液を調製することもできる。ポリスチレンスルホン酸
ナトリウムは、例えばアルドリッチ社から購入することができる。その分子量は種々ある
が、上記測定においては、市販の平均分子量２０万±２万のものを好ましく用いることが
できる。このようなポリスチレンスルホン酸ナトリウムは、例えばアルドリッチ社から購
入することができる。
【００３１】
　超音波ホモジナイザー処理とは、超音波ホモジナイザーを用いて出力２５Ｗ、氷冷下で
２０分間、カーボンナノチューブ集合体１０ｍｇ、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム３
０ｍｇおよび水１０ｍＬの混合物を分散処理することを示す。超音波ホモジナイザーとし
ては、例えば株式会社エスエムテー社製ＵＨ－６００Ｓなどを用いることができる。
【００３２】
　遠心処理は遠心分離器で２００００Ｇ、１５分間遠心分離操作することを示す。遠心分
離器としては、例えばＴＯＭＹ社製ＭＸ－３００などを用いることができる。
【００３３】
　なお、上清のサンプリングは遠心分離操作の後、３０分後に行うものとする。本発明の
カーボンナノチューブ集合体は分散性が良好であるので、上記操作の後、上清９ｍＬをサ
ンプリングした時に、上清中のカーボンナノチューブ集合体の含有量が０．３ｍｇ／ｍＬ
以上を達成することができ、好ましい態様においては、０．３ｍｇ／ｍＬ～０．５ｍｇ／
ｍＬを達成することができる。上清中のカーボンナノチューブ集合体量は、以下のように
して測定する。すなわち、上清９ｍＬをサンプリングして除き、残存したカーボンナノチ
ューブ集合体を含む１ｍＬの液体を、孔径１μｍのメッシュを有するフィルターを用いて
ろ過、水洗、乾燥して、カーボンナノチューブ集合体の重量を量る。１０ｍｇから、残存
したカーボンナノチューブ集合体の重量を減算した値が、上清９ｍＬ中に含まれるカーボ
ンナノチューブに相当し、これに基づき、１ｍＬあたりの含有量に換算する。この時の上
清中のカーボンナノチューブ集合体量が少ないときは、分散性の不良なカーボンナノチュ
ーブ集合体である。分散性が悪いと、その後分散液を各種用途に使用する際に、分散液中
のカーボンナノチューブ集合体濃度が希薄なために、フィルムに塗布する場合などにその
表面抵抗値を調整するのが困難になったり、また収量が低くなるためにコストが問題とな
ったりする。 
【００３４】
　本発明のカーボンナノチューブ集合体は、高品質であり、バンドル径が比較的細いため
、分散性に優れるものであり、カーボンナノチューブ集合体の分散液を基材に塗布してフ
ィルムとしたとき、光透過率が８５％以上、表面抵抗値が１×１０４Ω／□未満のものが
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得られ、好ましい態様においては、上記フィルムの光透過率で８５～８８％、表面抵抗で
１×１０２以上１×１０４Ω／□未満も達成可能である。なお、上記フィルムの光透過率
および表面抵抗値の値は、次の方法で製造したときの値とする。すなわち、カーボンナノ
チューブ集合体の分散液は次のように調製する。カーボンナノチューブ集合体１０ｍｇ、
ポリスチレンスルホン酸ナトリウム（重量平均分子量２０万±２万、アルドリッチ社製）
３０ｍｇおよび水１０ｍＬの混合物を超音波ホモジナイザー処理し、続いて２００００Ｇ
にて遠心処理した後、上清９ｍＬをサンプリングして分散液を調製する。この分散液３０
０μＬにメタノール／水（重量比１／１）をぬれ剤として３００μＬ添加後、ＰＥＴフィ
ルム（東レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３６）、光透過率９０．７％、１５ｃ
ｍ×１０ｃｍ）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚み１２μｍ）を用いて塗布し、風乾
した後、蒸留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で２分間乾燥させ、カーボンナノチューブ
集合体をフィルム上に固定化する。
【００３５】
　導電性フィルムの光透過率は、５５０ｎｍの光源を用いて基材も含めて測定する。
【００３６】
　導電性フィルムの導電性は、フィルムの表面抵抗値を測定して評価する。表面抵抗値は
、ＪＩＳＫ７１４９準処の４端子４探針法を用い、例えばロレスタＥＰ　ＭＣＰ－Ｔ３６
０（（株）ダイアインスツルメンツ社製）にて測定することが可能である。高抵抗測定の
際は、ハイレスターＵＰ　ＭＣＰ－ＨＴ４５０（ダイアインスツルメンツ製、１０Ｖ、１
０秒）を用いて測定することが可能である。
【００３７】
　本発明のカーボンナノチューブ集合体は、１本１本のカーボンナノチューブの直径が細
いことも好ましい。直径が細いことで１本１本のカーボンナノチューブの導電性、電子放
出性などの特性がよりいっそう高くなる。
【００３８】
　具体的には、透過型電子顕微鏡で観察した時に１００本中５０本以上のカーボンナノチ
ューブが外径１．５～２．０ｎｍの範囲にあることが好ましい。１００本中６０本以上の
カーボンナノチューブがこの範囲にあることがより好ましい。上記カーボンナノチューブ
の外径の測定は、次のようにして行う。カーボンナノチューブ集合体を透過型電子顕微鏡
で、倍率４０万倍で観察し、７５ｎｍ四方の視野の中で視野面積の１０％以上がカーボン
ナノチューブ集合体である視野中から任意に抽出した１００本のカーボンナノチューブに
ついて外径を測定し、評価する。一つの視野中で１００本の測定ができない場合は、１０
０本になるまで複数の視野から測定する。このとき、カーボンナノチューブ１本とは視野
中で一部カーボンナノチューブが見えていれば１本と計上し、必ずしも両端が見えている
必要はない。また視野中で２本と認識されても視野外でつながって１本となっていること
もあり得るが、その場合は２本と計上する。
【００３９】
　本発明のカーボンナノチューブ集合体は、バンドル径が細いことで溶媒などに対して分
散性が良好となる。中でも走査型電子顕微鏡で観察したときにカーボンナノチューブ集合
体のバンドル径の平均が２０ｎｍ以下であることが好ましく、特に１５～２０ｎｍである
ことが好ましい。このバンドル径は、走査型電子顕微鏡で６万倍で観察し、１μｍ四方の
視野の中で視野面積の１０％以上がカーボンナノチューブ集合体である視野中からバンド
ルを組んでいるもの５０本を任意に抽出し、その５０本のカーボンナノチューブのバンド
ルについてバンドル径を測定し、その相加平均を評価する。一つの視野中で５０本のバン
ドルが測定できない場合は、５０本になるまで複数の視野から測定する。このとき、カー
ボンナノチューブ集合体のバンドル１本とは、視野中で一部カーボンナノチューブ集合体
のバンドルが見えていれば１本と計上し、必ずしも両端が見えている必要はない。また視
野中で２本と認識されても視野外でつながって１本となっていることもあり得るが、その
場合は２本と計上する。なお、本発明のカーボンナノチューブは、通常、直径が数ｎｍで
あるので、走査型電子顕微鏡で倍率６万倍で観察した場合、バンドルを組んでいないカー
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ボンナノチューブは観察できない。倍率６万倍で観察することが可能なカーボンナノチュ
ーブ集合体は、通常、バンドル構造である。
【００４０】
　上記カーボンナノチューブ集合体は、分散媒に分散させて分散体とすることができる。
液体状の分散媒に分散させた時には分散液と呼ぶこともある。この分散液には、界面活性
剤、各種高分子材料等の添加剤を含有させることができる。
【００４１】
　上記界面活性剤やある種の高分子材料は、カーボンナノチューブ集合体の分散能や分散
安定化能等を向上させるのに役立つ。界面活性剤としては、イオン性界面活性剤と非イオ
ン性界面活性剤に分けられるが、本発明ではいずれの界面活性剤を用いることも可能であ
る。界面活性剤としては、例えば以下のような界面活性剤があげられる。かかる界面活性
剤は単独でもしくは２種以上を混合して用いることができる。
【００４２】
　イオン性界面活性剤は、陽イオン性界面活性剤、両イオン性界面活性剤および陰イオン
性界面活性剤にわけられる。陽イオン性界面活性剤としては、アルキルアミン塩、第四級
アンモニウム塩などがあげられる。両イオン性界面活性剤としては、アルキルベタイン系
界面活性剤、アミンオキサイド系界面活性剤などがあげられる。陰イオン性界面活性剤と
しては、ドデシルベンゼンスルホン酸等のアルキルベンゼンスルホン酸塩、ドデシルフェ
ニルエーテルスルホン酸塩等の芳香族スルホン酸系界面活性剤、モノソープ系アニオン性
界面活性剤、エーテルサルフェート系界面活性剤、フォスフェート系界面活性剤、カルボ
ン酸系界面活性剤などが挙げられる。中でも、分散能、分散安定能および高濃度化に優れ
ることから、芳香環を含むもの、すなわち芳香族系イオン性界面活性剤が好ましく、特に
アルキルベンゼンスルホン酸塩、ドデシルフェニルエーテルスルホン酸塩等の芳香族系イ
オン性界面活性剤が好ましい。
【００４３】
　非イオン性界面活性剤の例としては、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン
ソルビタン脂肪酸エステルなどの糖エステル系界面活性剤、ポリオキシエチレン樹脂酸エ
ステル、ポリオキシエチレン脂肪酸ジエチルなどの脂肪酸エステル系界面活性剤、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・ポリプロピレングリコールなどのエーテル系界面活性剤、ポリオキシアル
キレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシアルキレンノニルフェニルエーテル、ポリ
オキシアルキルジブチルフェニルエーテル、ポリオキシアルキルスチリルフェニルエーテ
ル、ポリオキシアルキルベンジルフェニルエーテル、ポリオキシアルキルビスフェニルエ
ーテル、ポリオキシアルキルクミルフェニルエーテル等の芳香族系非イオン性界面活性剤
があげられる。中でも、分散能、分散安定能、高濃度化に優れることから、芳香族系非イ
オン性界面活性剤が好ましく、中でもポリオキシエチレンフェニルエーテルが好ましい。
【００４４】
　導電性高分子もしくは非導電性高分子もカーボンナノチューブ集合体に添加できる。非
導電性高分子としては、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ポリス
チレンスルホン酸アンモニウム塩、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム塩等の水溶性ポリ
マー、カルボキシメチルセルロースナトリウム塩（Ｎａ－ＣＭＣ）、メチルセルロース、
ヒドロキシエチルセルロース、アミロース、シクロアミロース、キトサン等の糖類ポリマ
ー等がある。またポリチオフェン、ポリエチレンジオキシチオフェン、ポリイソチアナフ
テン、ポリアニリン、ポリピロール、ポリアセチレン等の導電性ポリマーおよびそれらの
誘導体も使用できる。なかでも、ポリスチレンスルホン酸アンモニウム塩、ポリスチレン
スルホン酸ナトリウム塩等の水溶性ポリマーを使用することによりカーボンナノチューブ
集合体の導電特性を効率的に発揮することができ好ましい。水を分散媒とするときは、ベ
ンゼン環と親水基を有する化合物を分散剤とすることが最も好ましい。その理由はベンゼ
ン環がカーボンナノチューブに、親水基が水にそれぞれ強い親和性を有しているからであ
る。そのことにより分散剤が有効に働きカーボンナノチューブを水へと分散させる。また
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親水基はイオン性のものがよく、親水基同士が反発してカーボンナノチューブを相互に乖
離させるからである。なかでも、ポリスチレンスルホン酸アンモニウム塩、ポリスチレン
スルホン酸ナトリウム塩等の水溶性ポリマーを使用することによりカーボンナノチューブ
集合体の導電特性を効率的に発揮することができ好ましい。
【００４５】
　カーボンナノチューブ集合体の分散媒は特に限定されない。水系溶媒でも良いし非水系
溶媒でも良い。非水系溶媒としては、炭化水素類（トルエン、キシレン等）、塩素含有炭
化水素類（メチレンクロリド、クロロホルム、クロロベンゼン等）、エーテル類（ジオキ
サン、テトラヒドロフラン、メチルセロソルブ等）、エーテルアルコール（エトキシエタ
ノール、メトキシエトキシエタノール等）、エステル類（酢酸メチル、酢酸エチル等）、
ケトン類（シクロヘキサノン、メチルエチルケトン等）、アルコール類（エタノール、イ
ソプロパノール、フェノール等）、低級カルボン酸（酢酸等）、アミン類（トリエチルア
ミン、トリメタノールアミン等）、窒素含有極性溶媒（Ｎ、Ｎ－ジメチルホルムアミド、
ニトロメタン、Ｎ－メチルピロリドン等）、硫黄化合物類（ジメチルスルホキシド等）な
どを用いることができる。
【００４６】
　これらのなかでも分散媒としては、水、アルコール、トルエン、アセトン、エーテルお
よびそれらを組み合わせた溶媒を含有する分散媒であることが好ましい。水系溶媒が必要
である場合、および後述するようにバインダーを用いる場合であって、そのバインダーが
無機ポリマー系バインダーの場合には、水、アルコール類、アミン類などの極性溶媒が使
用される。また、後述するようにバインダーとして常温で液状のものを用いる場合には、
それを分散媒として用いることもできる。また、後述するように水系溶媒とする場合、ぬ
れ剤としてアルコール等の液体を用いる場合このぬれ剤も分散媒としても機能するので、
分散媒として取り扱うものとする。
【００４７】
　上記分散液における各成分の好ましい配合割合は、以下のとおりである。　分散体中の
カーボンナノチューブ集合体の濃度は０．０１重量％以上、２０重量％以下であることが
好ましく、０．１～１０重量％であることが好ましい。
【００４８】
　界面活性剤、導電性高分および非導電性高分子から選ばれる添加剤の分散体中の含有量
としては、好ましくは、０．１～５０重量％、より好ましくは、０．２～３０重量％であ
る。上記添加剤とカーボンナノチューブ集合体の混合比（添加剤／カーボンナノチューブ
集合体）は、重量比で好ましくは０．１～２０、より好ましくは０．３～１０である。本
発明の分散体は、上記カーボンナノチューブ集合体、界面活性剤、導電性高分および非導
電性高分子から選ばれる添加剤、および分散媒以外の物質を含んでいてもかまわない。
【００４９】
　このようなカーボンナノチューブ集合体を含む導電層を基材上に形成することで導電性
フィルムを作ることができる。またカーボンナノチューブの高い導電性を利用し、カーボ
ンナノチューブ集合体の使用量を必要最小限とすることで、いっそう透明性を高めた導電
性フィルムを作成することも可能である。カーボンナノチューブ集合体を含む導電層が基
材上に形成する方法は特に限定しないが、上述したカーボンナノチューブ集合体の分散液
を調製後、基材上に塗布することが一般的である。具体的には上記カーボンナノチューブ
集合体の分散液を調製後、基材上に塗布することで導電性フィルムを形成することができ
る。
【００５０】
　カーボンナノチューブ集合体の分散液を塗布する方法は特に限定されない。公知の塗布
方法、例えば吹き付け塗装、浸漬コーティング、スピンコーティング、ナイフコーティン
グ、キスコーティング、グラビアコーティング、スクリーン印刷、インクジェット印刷、
パット印刷、他の種類の印刷、またはロールコーティングなどが利用できる。また塗布は
、何回行ってもよく、異なる２種類の塗布方法を組み合わせても良い。最も好ましい塗布
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方法は、ロールコーティングである。
【００５１】
　塗布厚み（ウエット厚み）は、塗布液の濃度にも依存するため、望む光透過率および表
面抵抗値が得られれば特に規定する必要はない。しかしその中でも０．１μｍから５０μ
ｍであることが好ましい。さらに好ましくは１μｍから２０μｍである。
【００５２】
　カーボンナノチューブ集合体の水系分散液を基材上に塗布する時、分散液中にぬれ剤を
添加しても良い。特に非親水性の基材に塗布する場合に、界面活性剤やアルコール等のぬ
れ剤を分散液中に添加することで、基材に分散液がはじかれることなく塗布することがで
きる。ぬれ剤としては、アルコールが好ましく、アルコールの中でもメタノールまたはエ
タノールが好ましい。メタノール、エタノールなどの低級アルコールは揮発性が高いため
に、塗布後の基材乾燥時に容易に除去可能である。場合によってはアルコールと水の混合
液を用いても良い。
【００５３】
　このようにしてカーボンナノチューブ集合体の分散液を塗布した導電性フィルムは、液
を基材に塗布した後、風乾、加熱、減圧などの方法により不要な分散媒を除去することが
できる。それによりカーボンナノチューブ集合体は、３次元編目構造を形成し、基材に固
定化される。その後、液中の成分である分散剤を適当な溶媒を用いて除去する。この操作
により、電荷の分散が容易になり、透明導電性フィルムの導電性が向上する。
【００５４】
　上記分散剤を除去するための溶媒としては、分散剤を溶解するものであれば特に制限は
なく、水性溶媒でも非水性溶媒でもよい。具体的には水性溶媒であれば、水、アルコール
類、アセトニトリルなどが挙げられ、非水性溶媒であれば、クロロホルム、トルエンなど
があげられる。
【００５５】
　上記のように液を塗布してカーボンナノチューブ集合体を含む透明導電性フィルムを形
成後、このフィルムを有機または無機透明被膜を形成しうるバインダー材料でオーバーコ
ーティングすることも好ましい。オーバーコーティングすることにより、さらなる電荷の
分散や移動に効果的である。
【００５６】
　また、本発明の透明導電性フィルムは、液中に有機または無機透明被膜を形成しうるバ
インダー材料を含有させ、適当な基材に塗布後、必要により加熱して塗膜の乾燥ないし焼
付（硬化）を行っても得ることができる。その際の加熱条件は、バインダー種に応じて適
当に設定する。バインダーが光または放射線硬化性の場合には、加熱硬化ではなく、塗布
後直ちに塗膜に光または放射線を照射することにより塗膜を硬化させる。放射線としては
電子線、紫外線、Ｘ線、ガンマー線等のイオン化性放射線が使用でき、照射線量はバイン
ダー種に応じて決定する。
【００５７】
　上記バインダー材料としては、導電性塗料に使用されるものであれば特に制限はなく、
各種の有機および無機バインダー、すなわち透明な有機ポリマーまたはその前駆体（以下
「有機ポリマー系バインダー」と称する場合もある）または無機ポリマーまたはその前駆
体（以下「無機ポリマー系バインダー」と称する場合もある）が使用できる。有機ポリマ
ー系バインダーは熱可塑性、熱硬化性、あるいは紫外線、電子線などの放射線硬化性のい
ずれであってもよい。適当な有機バインダーの例としては、ポリオレフィン系（ポリエチ
レン、ポリプロピレン等）、ポリアミド系（ナイロン６、ナイロン１１、ナイロン６６、
ナイロン６，１０等）、ポリエステル系（ポリエチレンテレフタレート、ポリブチレンテ
レフタレート等）、シリコーン系ポリマー、ビニル系樹脂（ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビ
ニリデン、ポリアクリロニトリル、ポリアクリレート、ポリスチレン誘導体、ポリ酢酸ビ
ニル、ポリビニルアルコール等）、ポリケトン、ポリイミド、ポリカーボネート、ポリス
ルホン、ポリアセタール、フッ素樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラニン樹脂、エポ
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キシ樹脂、ポリウレタン、セルロース系ポリマー、蛋白質類（ゼラチン、カゼイン等）、
キチン、ポリペプチド、多糖類、ポリヌクレオチドなどの有機ポリマー、ならびにこれら
のポリマーの前駆体（モノマーまたはオリゴマー）がある。これらは単に溶剤の蒸発によ
り、あるいは熱硬化、光硬化もしくは放射線照射による硬化により有機ポリマー系透明被
膜を形成することができる。
【００５８】
　有機ポリマー系バインダーとして好ましいのは、放射線もしくは光によりラジカル重合
硬化可能な不飽和結合を有する化合物であり、これはビニル基ないしビニリデン基を有す
るモノマー、オリゴマー、あるいはポリマーである。この種のモノマーとしてはスチレン
誘導体（スチレン、メチルスチレン等）、アクリル酸もしくはメタクリル酸またはそれら
の誘導体（アルキルアクリートもしくはメタクリレート、アリルアクリレートもしくはメ
タクリレート等）、酢酸ビニル、アクリロニトリル、イタコン酸等がある。オリゴマーあ
るいはポリマーは、主鎖に二重結合を有する化合物または直鎖の両末端にアクリロイルも
しくはメタクリロイル基を有する化合物が好ましい。この種のラジカル重合硬化性バイン
ダーは、高硬度で耐擦過性に優れ、透明度の高い導電膜を形成することができる。
【００５９】
　無機ポリマー系バインダーの例としては、シリカ、酸化錫、酸化アルミニウム、酸化ジ
ルコニウム等の金属酸化物のゾル、あるいは無機ポリマーの前駆体となる加水分解または
熱分解性の有機リン化合物および有機ボロン化合物、ならびに有機シラン化合物、有機チ
タン化合物、有機ジルコニウム化合物、有機鉛化合物、有機アルカリ土類金属化合物など
の有機金属化合物がある。加水分解性または熱分解性の有機金属化合物の具体的例は、ア
ルコキシドまたはその部分加水分解物、酢酸塩などの低級カルボン酸塩、アセチルアセト
ンなどの金属錯体である。
【００６０】
　これらの１種もしくは２種以上の無機ポリマー系バインダーを焼成すると、酸化物また
は複合酸化物からなるガラス質の無機ポリマー系透明被膜（もしくはマトリックス（液中
に配合する場合））を形成することができる。無機ポリマー系マトリックスは、一般にガ
ラス質であり、高硬度で耐擦過性に優れ、透明性も高い。
【００６１】
　バインダーの使用量は、オーバーコートをするのに十分な量、あるいは、液中に配合す
る場合には塗布に適した粘性を得るのに十分な量であればよい。少なすぎると塗布がうま
くいかず、多すぎても導電性を阻害し良くない。
【００６２】
　本発明で用いる分散媒としては、一般に前述したような溶媒を使用するが、光硬化性ま
たは放射線硬化性の有機ポリマー系バインダーの場合には、常温で液状のバインダーを選
択することにより、溶剤を存在させずに１００％反応性のバインダー、あるいはこれを非
反応性液状樹脂成分で希釈した無溶剤の分散媒として用いることができる。それにより、
被膜の硬化乾燥時に溶媒の蒸発が起こらず、硬化時間が大幅に短縮され、かつ溶媒回収操
作が不要となる。
【００６３】
　透明導電性フィルム形成用液は、上記のカーボンナノチューブ集合体と界面活性剤、分
散剤、溶媒、バインダーの他に、カップリング剤、架橋剤、安定化剤、沈降防止剤、着色
剤、電荷調整剤、滑剤等の添加剤を配合することができる。
【００６４】
　また、本発明の透明導電性フィルム形成用液には、別の導電性有機材料、導電性無機材
料、あるいはこれらの材料の組合せをさらに含むことができる。導電性有機材料としては
、バッキーボール、カーボンブラック、フラーレン、多種カーボンナノチューブ、ならび
にそれらを含む粒子を好ましく挙げることができる。
【００６５】
　導電性無機材料としては、アルミニウム、アンチモン、ベリリウム、カドミウム、クロ
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ム、コバルト、銅、ドープ金属酸化物、鉄、金、鉛、マンガン、マグネシウム、水銀、金
属酸化物、ニッケル、白金、銀、鋼、チタン、亜鉛、ならびにそれらを含む粒子があげら
れる。好ましくは、酸化インジウムスズ、酸化アンチモンスズ、およびそれらの混合物が
あげられる。
【００６６】
　これらの導電性材料を含有させて得たフィルム、あるいはオーバーコーティングして得
たフィルムは、電荷の分散、または移動に非常に有利である。また、これらカーボンナノ
チューブ集合体以外の導電性材料を含む層とカーボンナノチューブ集合体を含む層を積層
させてもよい。
【００６７】
　導電性フィルムの基材となるフィルムは特に限定されない。透明性が必要な時には、透
明フィルム、例えばＰＥＴフィルムを用いる。
【００６８】
　本発明の導電性フィルムは、基材と接着させたまま使用することもできるし、基材から
剥離させ、自立フィルムとして用いることもできる。自立フィルムを作製するには、透明
導電性フィルム上にさらに有機ポリマー系バインダーを塗布した後、基材を剥離すればよ
い。また、作製時の基材を熱分解により焼失あるいは溶融させ、別の基材に導電性フィル
ムを転写して用いることもできる。その際は、作製時の基材の熱分解温度が、転写基材の
熱分解温度よりも低いことが好ましい。
【００６９】
　本発明の導電性フィルムの厚さは、中程度の厚さから非常に薄い厚さまで種々の範囲を
とることができる。例えば、本発明のフィルムは約０．５ｎｍ～約１０００μｍの間の厚
さとしうる。好ましくは、フィルムの厚さは約０．００５～約１０００μｍ、より好まし
くは約０．０５～約５００μｍ、より好ましくは約１．０～約２００μｍ、さらに好まし
くは約１．０～約５０μｍである。
【００７０】
　かくして得られる本発明の導電性フィルムは、表面抵抗が１×１０４Ω／□未満であり
、かつ、５５０ｎｍの波長の光透過率が以下の条件を満たす。
導電性フィルムの透過率／透明基材の光透過率＞０．８５
【００７１】
　好ましくは、表面抵抗が１×１０２Ω／□以上、５×１０３Ω／□未満であり、かつ、
５５０ｎｍの波長の光透過率が以下の条件を満たす。
０．９９＞導電性フィルムの透過率／透明基材の光透過率＞０．９０。
【００７２】
　本発明のカーボンナノチューブ集合体は、樹脂中に分散させて分散体とすることもでき
る。この時、用いる樹脂には、特に制限が無く、熱可塑性樹脂および熱硬化性樹脂のいず
れも使用することができる。熱可塑性樹脂とは、加熱により溶融成形可能な樹脂を言う。
その具体例としてはポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ゴム変
性ポリスチレン樹脂、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレン（ＡＢＳ）樹脂、アクリ
ロニトリル－スチレン（ＡＳ）樹脂、ポリメチルメタクリレート樹脂、アクリル樹脂、ポ
リ塩化ビニル樹脂、ポリ塩化ビニリデン樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、エチレ
ンビニルアルコール樹脂、酢酸セルロース樹脂、アイオノマー樹脂、ポリアクリロニトリ
ル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアセタール樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、ポリ
乳酸樹脂、ポリフェニレンエーテル樹脂、変性ポリフェニレンエーテル樹脂、ポリカーボ
ネート樹脂、ポリサルホン樹脂、ポリフェニレンスルフィド樹脂、ポリエーテルイミド樹
脂、ポリエーテルサルフォン樹脂、ポリアリレート樹脂、熱可塑性ポリイミド樹脂、ポリ
アミドイミド樹脂、ポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリケトン樹脂、液晶ポリエステ
ル樹脂、フッ素樹脂、シンジオタクチックポリスチレン樹脂、環状ポリオレフィン樹脂な
どが挙げられる。これらの熱可塑性樹脂は１種または２種以上を併用して用いることがで
きる。熱硬化性樹脂とは、加熱または放射線や触媒などの手段によって硬化される際に実
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質的に不溶かつ不融性に変化し得る特性を持った樹脂である。その具体例としては、フェ
ノール樹脂、ユリア樹脂、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、アルキド樹脂、不飽和
ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂、ジアリルテレフタレート樹脂、エポキシ樹脂、
シリコーン樹脂、ウレタン樹脂、フラン樹脂、ケトン樹脂、キシレン樹脂、熱硬化性ポリ
イミド樹脂などが挙げられる。これらの熱硬化性樹脂は１種または２種以上を併用して用
いることができる。また、本発明の樹脂の主成分が熱可塑性樹脂の場合、熱可塑性樹脂の
特性を損なわない範囲で少量の熱硬化性樹脂を添加することや、逆に主成分が熱硬化性樹
脂の場合に熱硬化性樹脂の特性を損なわない範囲で少量の熱可塑性樹脂を添加することも
可能である。
【００７３】
　樹脂に添加するカーボンナノチューブは、好ましくは０．０１～５０重量％、より好ま
しくは０．０１～２０重量％、さらに好ましくは０．１～１０重量％である。添加量が多
すぎると、ベースとなる樹脂の特性が失われることがあるので、カーボンナノチューブの
添加量は所望の特性を付与するのに十分な量でかつ、少ないほど良い。
【００７４】
　上記分散体は、カーボンナノチューブを樹脂中に分散させることで製造できる。カーボ
ンナノチューブを樹脂中に分散させる方法に特に制限は無い。具体的な方法としては、樹
脂を溶媒に溶解させ、樹脂溶液とした状態でカーボンナノチューブを添加して攪拌および
混合して分散させた後、溶媒を除去して樹脂組成物を得る方法、熱可塑性樹脂を加熱溶融
した状態でカーボンナノチューブを添加し、ミキサーやニーダー、押出機などの溶融混練
機で分散させ樹脂組成物を得る方法、熱硬化性樹脂の場合では硬化前のモノマーやプレポ
リマーにカーボンナノチューブを添加して攪拌および混合して分散させ、次いで樹脂を硬
化させて樹脂組成物を得る方法、モノマー中にカーボンナノチューブを添加し攪拌および
混合して分散させ、次いで重合させて樹脂組成物を得る方法など、いずれの方法でも良い
。
【００７５】
　カーボンナノチューブ集合体の製造方法は、本願発明で規定したカーボンナノチューブ
集合体が得られる限り限定はないが、例えば以下のように製造される。
【００７６】
　縦型流動床反応器中、反応器の水平断面方向全面に、マグネシアに鉄を担持した粉末状
の触媒による流動床を形成し、該反応器内にメタンを鉛直方向に流通させ、該メタンを５
００～１２００℃で、該触媒に接触させ、カーボンナノチューブ集合体を製造した後、得
られたカーボンナノチューブ集合体を２種以上の酸化処理を行うことにより得られる。す
なわち、上記カーボンナノチューブの合成法により得られた、２層カーボンナノチューブ
を含有するカーボンナノチューブ集合体を、気相で酸化処理を行った後に、さらに液相で
酸化処理を行うことにより、本発明のカーボンナノチューブ集合体が得られる。
【００７７】
　触媒である鉄を、担体であるマグネシアに担持させることにより、鉄の粒径をコントロ
ールしやすく、また高密度で鉄が存在しても高温下でシンタリングが起こりにくい。その
ため、高品質なカーボンチューブを効率よく多量に合成することができる。さらに、マグ
ネシアは酸性水溶液に溶けるので、酸性水溶液で処理するだけでマグネシアおよび鉄の両
者を取り除くこともできるため、精製工程を簡便化することができる。
【００７８】
　マグネシアは、市販品を使用しても良いし、合成したものを使用しても良い。マグネシ
アの好ましい製法としては、金属マグネシウムを空気中で加熱する、水酸化マグネシウム
を８５０℃以上に加熱する、炭酸水酸化マグネシウム３ＭｇＣＯ３・Ｍｇ（ＯＨ）２・３
Ｈ２Ｏを９５０℃以上に加熱する等の方法がある。
【００７９】
　マグネシアの中でも軽質マグネシアが好ましい。軽質マグネシアとは、かさ密度が小さ
いマグネシアであり、具体的には０．２０ｇ／ｍＬ以下であることが好ましく、０．０５
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～０．１６ｇ／ｍＬであることが触媒の流動性の点から好ましい。かさ密度とは単位かさ
体積あたりの粉体質量のことである。以下にかさ密度の測定方法を示す。粉体のかさ密度
は、測定時の温度および湿度に影響されることがある。ここで言うかさ密度は、温度２０
±１０℃、湿度６０±１０％で測定したときの値である。測定は、５０ｍＬメスシリンダ
ーを測定容器として用い、メスシリンダーの底を軽く叩きながら、予め定めた容積を占め
るように粉末を加える。かさ密度の測定に際しては１０ｍＬの粉末を加えるものとするが
、測定可能な試料が不足している場合には、可能な限り１０ｍＬに近い量で行う。その後
、メスシリンダーの底を床面１ｃｍの高さから落とすことを２０回繰り返した後、目視に
て粉末が占める容積値の変化率が±０．２ｍＬ（試料が少ない場合は±２％）以内である
ことを確認し、詰める操作を終了する。もし容積値に目視にて±０．２ｍＬ（±２％）を
越える変化があれば、メスシリンダーの底を軽く叩きながら粉末を追加し、再度メスシリ
ンダーの底を床面１ｃｍの高さから落とすことを２０回繰り返し、目視にて粉末が占める
容積値に±０．２ｍＬ（±２％）を越える変化がないことを確認して操作を終了する。上
記の方法で詰めた一定量の粉末の重量を求めることを３回繰り返し、その平均重量を粉末
が占める容積で割った値（＝重量（ｇ）／体積（ｍＬ））を粉末のかさ密度とする。
【００８０】
　担体に担持する鉄は、０価の状態とは限らない。反応中は０価の金属状態になっている
と推定できるが、広く鉄を含む化合物または鉄種でよい。例えば、ギ酸鉄、酢酸鉄、トリ
フルオロ酢酸鉄、クエン酸アンモニウム鉄、硝酸鉄、硫酸鉄、ハロゲン化物鉄などの有機
塩または無機塩、エチレンジアミン４酢酸錯体やアセチルアセトナート錯体のような錯塩
などが用いられる。また鉄は微粒子であることが好ましい。微粒子の粒径は０．５～１０
ｎｍであることが好ましい。鉄が微粒子であると外径の細いカーボンナノチューブが生成
しやすい。
【００８１】
　マグネシアに鉄を担持させる方法は、特に限定されない。例えば、担持したい鉄の塩を
溶解させた非水溶液（例えばエタノール溶液）中または水溶液中に、マグネシアを含浸し
、攪拌や超音波照射などにより充分に分散混合した後、乾燥させる（含浸法）。さらに空
気、酸素、窒素、水素、不活性ガスおよびそれらの混合ガスから選ばれたガス中または真
空中で高温（３００～１０００℃）で加熱することにより、マグネシアに鉄を担持させて
もよい。
【００８２】
　鉄担持量は、多いほどカーボンナノチューブの収量が上がるが、多すぎると鉄の粒子径
が大きくなり、生成するカーボンナノチューブが太くなる。鉄担持量が少ないと、担持さ
れる鉄の粒子径が小さくなり、外径の細いカーボンナノチューブが得られるが、収率が低
くなる傾向がある。最適な鉄担持量は、マグネシアの細孔容量や外表面積、担持方法によ
って異なるが、マグネシアに対して０．１～２０重量％の鉄を担持することが好ましく、
特に０．２～１０重量％であることが好ましい。
【００８３】
　縦型流動床反応器とは、メタンが、鉛直方向（以下「縦方向」と称する場合もある）に
流通するように設置された反応器である。該反応器の一方の端部から他方の端部に向けた
方向にメタンが流通し、触媒層を通過する。反応器は、例えば管形状を有する反応器を好
ましく用いることができる。なお、上記において、鉛直方向とは、鉛直方向に対して若干
傾斜角度を有する方向をも含む（例えば水平面に対し９０°±１５°、好ましくは９０°
±１０°）。なお、好ましいのは鉛直方向である。なお、メタンの供給部および排出部は
、必ずしも反応器の端部である必要はなく、メタンが前記方向に流通し、その流通過程で
触媒層を通過すればよい。
【００８４】
　触媒は、縦型流動床反応器中、反応器の水平断面方向全面に存在させた状態にあり、反
応時には流動床を形成した状態とする。このようにすることにより、触媒とメタンを有効
に接触させることができる。横型反応器の場合、触媒とメタンを有効に接触させるため、
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メタンの流れに対して垂直方向で反応器の断面全面に存在させた状態にするには、重力が
かかる関係上、触媒を左右から挟み込む必要がある。しかし、カーボンナノチューブ集合
体の生成反応の場合、反応するに従って触媒上にカーボンナノチューブ集合体が生成して
、触媒の体積が増加するので、左右から触媒を挟みこむ方法は好ましくない。また、横型
で流動床を形成させることは難しい。本発明では反応器を縦型にし、反応器内にガスが透
過できる台を設置して、その上に触媒を置くことによって、触媒を両側から挟みこむこと
なく、反応器の断面方向に均一に触媒を存在させることができ、メタンを鉛直方向に流通
させる際に流動床を形成させることもできる。触媒を縦型流動床反応器の水平断面方向全
面に存在させた状態とは、水平断面方向に全体に触媒が広がっていて触媒底部の台が見え
ない状態を言う。このような状態の好ましい実施態様としては、例えば、次のような態様
がある。
【００８５】
　Ａ．反応器内にガスが透過できる触媒を置く台（セラミックスフィルターなど）を置き
、そこに所定の厚みで触媒を充填する。この触媒層の上下が多少凸凹してもかまわない（
図１（ａ））。図１（ａ）は、反応器１の中に触媒を置く台２が設置され、その上に触媒
３が反応器の水平断面方向全体に存在している状態を示す概念図である。
【００８６】
　Ｂ．Ａと同様の触媒を置く台上に、触媒以外の物体（充填材）と触媒を混ぜて充填する
。この触媒層は均一であることが好ましいが、上下が多少凸凹してもかまわない（図１（
ｂ））。図１（ｂ）は反応器１の中に触媒を置く台２が設置され、その上に触媒以外の物
体と触媒の混合物４が反応器の断面方向全体に存在している状態を示す概念図である。
【００８７】
　Ｃ．反応器上部から触媒を噴霧などで落とし、触媒粉末がガスを介して反応器水平断面
方向に均一に存在している状態（図１（ｃ））。図１（ｃ）は反応器１上部から噴霧した
触媒５が反応器水平断面方向全体に広がった触媒状態を示す概念図である。縦型流動床反
応器の一例としては上述Ｃのような触媒を反応器上部から噴霧などによって落とす態様や
、一般に沸騰床型と言われる触媒が流動する態様（上述ＡやＢに準ずる方法）が挙げられ
る。また固定床型の例としては上述ＡまたはＢのような態様が挙げられる。
【００８８】
　流動床型は、触媒を連続的に供給し、反応後の触媒とカーボンナノチューブ集合体を含
む集合体を連続的に取り出すことにより、連続的な合成が可能であり、カーボンナノチュ
ーブ集合体を効率よく得ることができ好ましい。また本発明では触媒の担体としてマグネ
シアを用いるが、マグネシアはその粒子特性（比重、かさ密度、表面電荷等）から、非常
に流動性が良く、特に流動床型反応器でカーボンナノチューブ集合体を合成することに適
している。マグネシア担体を触媒とした場合、流動床型でカーボンナノチューブ集合体を
合成すると、流動化状態が良好なことから長いカーボンナノチューブが生成しやすい。こ
こで定義する長いカーボンナノチューブとは平均の長さが１μｍ以上のカーボンナノチュ
ーブのことである。流動床型反応において流動性が良好なことから原料のメタンと触媒が
均一に効率よく接触するためにカーボンナノチューブ合成反応が均一に行われ、アモルフ
ァスカーボンなどの不純物による触媒被覆が抑制され、触媒活性が長く続くために、この
ような長いカーボンナノチューブが得られると考えられる。
【００８９】
　縦型反応器とは対照的に、横型反応器は横方向（水平方向）に設置された反応器内に、
石英板上に置かれた触媒が設置され、該触媒上をメタンが通過して接触、反応する態様の
反応装置を指す。この場合、触媒表面ではカーボンナノチューブが生成するが、触媒内部
にはメタンが到達しないためにほとんど反応しない。これに対して、縦型反応器では触媒
全体に原料のメタンが接触することが可能となるため、効率的に、多量のカーボンナノチ
ューブ集合体を合成することが可能である。
【００９０】
　反応器は耐熱性であることが好ましく、石英製、アルミナ製等の耐熱材質からなること
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が好ましい。
【００９１】
　反応器内に設置された触媒層の下部、もしくは上部からメタンを通過させて、触媒と接
触させ、反応させることによりカーボンナノチューブ集合体を生成する。
【００９２】
　触媒とメタンとを接触させる温度は、６００～９５０℃が好ましく、さらに好ましくは
７００℃～９００℃の範囲である。温度が６００℃よりも低いと、カーボンナノチューブ
集合体の収率が悪くなる。また温度が９５０℃よりも高いと、使用する反応器の材質に制
約があると共に、カーボンナノチューブ同士の接合が始まり、カーボンナノチューブの形
状のコントロールが困難になる。メタンを触媒に接触させながら反応器を反応温度にして
もよいし、熱による前処理終了後、反応器を反応温度にしてから、メタンの供給を開始し
ても良い。
【００９３】
　カーボンナノチューブ集合体を生成させる反応の前に、触媒に熱による前処理を行って
もよい。熱による前処理の時間は、特に限定しないが、長すぎるとマグネシア上で金属の
凝集が起こり、それに伴い外径の太いカーボンナノチューブが生成することがあるので、
１２０分以内が好ましい。前処理の温度は、触媒活性が発揮されれば反応温度以下でも構
わないし、反応温度と同じでも、反応温度以上でも構わない。熱による前処理を行うこと
により、触媒をより活性な状態にすることもある。
【００９４】
　熱による前処理、およびカーボンナノチューブ集合体を生成させる反応は、減圧もしく
は大気圧で行うことが好ましい。
【００９５】
　触媒とメタンの接触を減圧で行う場合は、真空ポンプなどで反応系を減圧にすることが
できる。また大気圧で前処理や反応を行う場合は、メタンと希釈ガスを混合した、混合ガ
スとして触媒と接触させてもよい。
【００９６】
　希釈ガスとしては、特に限定されないが、酸素ガス以外のものが好ましく使用される。
酸素は爆発の可能性があるので通常使用しないが、爆発範囲外であれば使用しても構わな
い。希釈ガスとしては、窒素、アルゴン、水素、ヘリウム等が好ましく使用される。これ
らのガスは、メタンの線速や濃度のコントロールおよびキャリヤガスとして効果がある。
水素は、触媒金属の活性化に効果があるので好ましい。アルゴンの如き分子量が大きいガ
スは、アニーリング効果が大きく、アニーリングを目的とする場合には好ましい。特に窒
素およびアルゴンが好ましい。
【００９７】
　本発明のカーボンナノチューブ集合体の製造方法においては、以上のようにカーボンナ
ノチューブ集合体を製造した後、カーボンナノチューブ集合体を気相で酸化処理を行い、
さらに液相で酸化処理を行う。気相での酸化処理の温度は３００～１０００℃が好ましく
、さらに好ましくは４００～９００℃である。カーボンナノチューブ集合体の気相での酸
化温度は雰囲気ガスに影響されるため、特に好ましい温度は雰囲気により異なる。具体的
には、例えば酸素と接触させる場合には４００～９００℃で行うのが好ましい。さらには
大気下、カーボンナノチューブ集合体の燃焼ピーク温度±５０℃の範囲内で焼成処理をす
ることが好ましい。また気相として酸素と不活性ガスなどの混合気体を用いる場合、酸素
濃度が高い場合には比較的低温で、酸素濃度が低い場合には比較的高温で酸化処理するこ
とが好ましい。また、酸素または酸素を含む混合気体を間欠的に接触させて酸化処理を行
うこともできるが、この場合は、酸素濃度が高くても、比較的高温（例えば５００～１２
００℃、好ましくはカーボンナノチューブの合成後に合成温度を維持した温度）で処理が
可能である。これは間欠的に酸素または酸素を含む混合気体を流すために、酸化が起きて
も、酸素を消費した時点ですぐに反応が停止するからである。通常は酸素濃度１～１０％
で７００～１０００℃で行うことがより好ましい。このようにすることで酸化反応を制御
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することが可能となる。
【００９８】
　前記カーボンナノチューブ集合体の燃焼ピーク温度は、カーボンナノチューブ集合体を
、大気下で熱分析することで測定が可能である。約１０ｍｇの試料を示差熱分析装置（例
えば島津製作所製　ＤＴＧ－６０）に設置し、空気中、１０℃／分の昇温速度にて室温か
ら９００℃まで昇温することにより、試料の燃焼時の発熱ピーク温度を求めることが可能
である。
【００９９】
　これにより求めた燃焼ピーク温度±５０℃の範囲で焼成処理することにより、製造した
カーボンナノチューブ集合体中の不純物や耐久性の低い単層カーボンナノチューブを除去
することが可能である。これにより２層以上のカーボンナノチューブの純度を向上させる
ことが可能である。このとき燃焼ピーク温度－５０℃未満で焼成処理を行っても、不純物
や単層カーボンナノチューブは焼成されないために、除去されず２層以上のカーボンナノ
チューブの純度は向上しない。また燃焼ピーク温度＋５０℃超で焼成処理を行っても、今
度は生成カーボンナノチューブ集合体全てが焼成されて消失してしまう。よってカーボン
ナノチューブ集合体の燃焼ピーク温度付近で焼成するのが好ましい。さらに好ましくは燃
焼ピーク温度±２０℃の範囲である。燃焼温度が低いときは燃焼処理時間を長く、燃焼温
度が高いときは焼成時間を短くするなどして、反応条件を調整することができる。よって
焼成処理時間は特に限定されないが、必要なカーボンナノチューブが全て消失してしまわ
ないよう、留意する。通常は５分から２４時間、好ましくは１０分から１２時間、さらに
好ましくは３０分から５時間である。焼成は大気下で行うことが好ましいが、酸素濃度を
調節した酸素／不活性ガス下で行っても良い。このときの酸素濃度は、酸素０．１％～１
００％の範囲で適宜設定して良い。また不活性ガスとしてはヘリウム、窒素、アルゴン等
が用いられる。
【０１００】
　気相で酸化処理を行った後、液相で酸化処理を行う。液相での酸化処理としては、混酸
（濃硫酸と濃硝酸の混合物）処理したり、過酸化水素処理する方法により行われる。
【０１０１】
　カーボンナノチューブ集合体を濃硫酸と濃硝酸との混酸で処理するとは、前記カーボン
ナノチューブ集合体を濃硫酸と濃硝酸の混合物と反応させることである。濃硫酸は濃度が
９０～９９重量％のもの、好ましくは９５～９８重量％のものを使用する。濃硝酸は濃度
が５５～７５重量％のもの、好ましくは６０～７０重量％のものを使用する。濃硫酸と濃
硝酸の混合比は特に規定しないが、濃硫酸／濃硝酸の比を１／１０～１０／１とすること
が好ましい。例えばカーボンナノチューブ集合体を濃硫酸／濃硝酸（３／１）混合溶液中
に０．０１重量％～１０重量％になるように混合し、０～１５０℃の温度にて０．５～４
８時間反応させる方法などが挙げられる。
【０１０２】
　また上記酸化処理した後、さらに塩基性化合物で処理してもよい。塩基性化合物で処理
することで残存混酸を減少させることができ、さらにアモルファスカーボンなどの不純物
に生成したと考えられるカルボキシル基などの酸性基を塩化し水溶性にすると考えられ、
よりカーボンナノチューブ集合体との分離が良くなると考えられる。つまり混酸処理され
た不純物の水溶性が増し、ろ過することでカーボンナノチューブ集合体と不純物が容易に
分離することが可能となる。塩基性化合物としては特に限定はしないが、水酸化ナトリウ
ム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、炭酸水素ナトリウム等の無機アルカリ塩やメチ
ルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ジメチルアミン、ジエチルアミン、ジプロピ
ルアミン、アンモニア、水酸化アンモニウム等のアミン類が好ましい。
【０１０３】
　このような２種以上の酸化処理を行うことで、生成物中のアモルファスカーボンなどの
不純物を選択的に除去することが可能となり、カーボンナノチューブの純度を向上するこ
とができる。
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【０１０４】
　これら酸化処理はカーボンナノチューブ集合体合成直後に行っても良いし、別の精製処
理後に行っても良い。例えば触媒として鉄／マグネシアを用いる場合、気相での酸化処理
後、塩酸等の酸により触媒除去のための精製処理を行ない、次に液相での酸化処理を行っ
ても良い。また、先に塩酸等の酸により触媒除去のための精製処理を行った後に、気相で
の酸化処理、つづいて液相での酸化処理を行ってもよい。
【０１０５】
　上記本発明のカーボンナノチューブ集合体はフィールドエミッション材料として有用で
ある。例えば、本発明のカーボンナノチューブ集合体をフィールドエミッションの電子源
に用いた場合、直径が細く、電荷の集中が起こりやすいので、印加電圧を低く抑えること
ができる。また高品質な多層、特に２層カーボンナノチューブであるため耐久性も良好で
あると推定できる。このようなカーボンナノチューブ集合体であるため、良好なエミッシ
ョン材料となると考えられる。
【実施例】
【０１０６】
　以下、実施例をあげて本発明をさらに具体的に説明する。ただし、本発明は以下の実施
例に限定されるものではない。実施例中、各種物性評価は以下の方法で行った。
【０１０７】
　［熱分析］
　約１０ｍｇの試料を示差熱分析装置（島津製作所製　ＤＴＧ－６０）に設置し、空気中
、１０℃／分の昇温速度にて室温から９００℃まで昇温した。そのときのＤＴＡ曲線から
発熱による燃焼ピーク温度を読みとった。
【０１０８】
　［ラマン分光分析］
　共鳴ラマン分光計（ホリバ　ジョバンイボン製　ＩＮＦ－３００）に粉末試料を設置し
、５３２ｎｍのレーザー波長を用いて測定を行った。測定に際しては３ヶ所、別の場所に
て分析を行い、Ｇ／Ｄ比はその相加平均を表した。
【０１０９】
　［粉末Ｘ線回折分析］
　粉末Ｘ線回折装置（理学電機株式会社製　ＲＩＮＴ２１００）に粉末試料を設置し、１
．５°から８０°まで操作し、分析を行った。Ｘ線源はＣｕＫα線である。ステップ幅は
０．０１０°、計測時間は１．０秒である。
【０１１０】
　［高分解能透過型電子顕微鏡写真］
　カーボンナノチューブ集合体１ｍｇをエタノール１ｍＬに入れて、約１５分間超音波バ
スを用いて分散処理を行った。分散した試料をグリッド上に数滴滴下し、乾燥した。この
ように試料の塗布されたグリッドを透過型電子顕微鏡（日本電子社製　ＪＥＭ－２１００
）に設置し、測定を行った。測定倍率は５万倍から５０万倍である。加速電圧は１２０ｋ
Ｖである。
【０１１１】
　［走査型電子顕微鏡写真］
　カーボンナノチューブ集合体１ｍｇをエタノール１ｍＬに入れて、約１５分間超音波バ
スを用いて分散処理を行った。分散した試料をグリッド上に数滴滴下し、乾燥した。この
ように試料の塗布されたグリッドを走査型電子顕微鏡（日本電子社製　ＪＳＭ－６３０１
ＮＦ）に設置し、測定を行った。測定倍率は１０００倍から６万倍である。加速電圧は５
ｋＶである。
【０１１２】
　［透明導電性フィルム作製］
　カーボンナノチューブ集合体分散液にメタノール／水をぬれ剤として添加後、ポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（東レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３
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６）、光透過率９０．７％）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚み１２μｍ）を用いて
塗布し、風乾した後、蒸留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で乾燥させカーボンナノチュ
ーブ集合体を固定化した。この時、各サンプルの比較をしやすいようにフィルムの光透過
率を８５％（透明導電性フィルム８５％／ＰＥＴフィルム９０．７％＝０．９４）に合わ
せるために、塗る回数を調整した（希薄濃度のものは２度塗り、３度塗りと重ね塗りを行
った）。
【０１１３】
　［光透過率測定］
　光透過率は、カーボンナノチューブ集合体塗布フィルムを分光光度計（日立製作所　Ｕ
－２１００）に装填し、波長５５０ｎｍでの光透過率を測定した。
【０１１４】
　［表面抵抗測定］
　表面抵抗値は、ＪＩＳＫ７１４９準処の４端子４探針法を用い、ロレスタＥＰ　ＭＣＰ
－Ｔ３６０（（株）ダイアインスツルメンツ社製）を用いて測定した。高抵抗測定の際は
、ハイレスターＵＰ　ＭＣＰ－ＨＴ４５０（ダイアインスツルメンツ製、１０Ｖ、１０秒
）を用いて測定した。
【０１１５】
　　＜実施例１＞
　（軽質マグネシアへの金属塩の担持）
　クエン酸アンモニウム鉄（和光純薬工業社製）５ｇをメタノール（関東化学社製）２５
０ｍＬに溶解した。この溶液に、軽質マグネシア（和光純薬工業社製、かさ密度は０．１
６ｇ／ｍＬであった）を５０ｇ加え、超音波洗浄機で６０分間処理し、４０℃から６０℃
で攪拌しながら乾燥してメタノールを除去し、軽質マグネシア粉末に金属塩が担持された
固体触媒を得た。
【０１１６】
　（カーボンナノチューブ集合体の合成）
　図２に示した縦型流動床反応器でカーボンナノチューブ集合体を合成した。
反応器１００は内径３２ｍｍ、長さは１２００ｍｍの円筒形石英管である。中央部に石英
焼結板１０１を具備し、石英管下方部には、不活性ガスおよび原料ガス供給ライン１０４
、上部には廃ガスライン１０５および、触媒投入ライン１０３を具備する。さらに、反応
器を任意温度に保持できるように、反応器の円周を取り囲む加熱器１０６を具備する。加
熱器１０６には装置内の流動状態が確認できるよう点検口１０７が設けられている。
【０１１７】
　触媒１２ｇを取り、密閉型触媒供給器１０２から触媒投入ライン１０３を通して、石英
焼結板１０１上に触媒１０８をセットした。次いで、原料ガス供給ライン１０４から窒素
ガスを１０００ｍＬ／分で供給開始した。反応器内を窒素ガス雰囲気下とした後、温度を
９００℃に加熱した（昇温時間３０分）。
【０１１８】
　９００℃に到達した後、温度を保持し、原料ガス供給ライン１０４の窒素流量を２００
０ｍＬ／分に上げ、石英焼結板上の固体触媒の流動化を開始させた。加熱炉点検口１０７
から流動化を確認した後、さらにメタンを９５ｍＬ／分（メタン濃度４．５ｖｏｌ％）で
反応器に供給開始した。該混合ガスを３０分供給した後、窒素ガスのみの流通に切り替え
、合成を終了させた。加熱を停止させ室温まで放置し、室温になってから反応器から触媒
とカーボンナノチューブを含有する集合体を取り出した。
【０１１９】
　（カーボンナノチューブ含有集合体の焼成、精製処理）
　上記で得られたカーボンナノチューブ集合体について、熱分析を行った結果、燃焼ピー
ク温度は４５８℃であった。
【０１２０】
　また、前記＜カーボンナノチューブの合成＞で得られたカーボンナノチューブ集合体３
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０ｇを磁性皿（１５０φ）に取り、マッフル炉（ヤマト科学社製、ＦＰ４１）にて大気下
、４５０℃まで１時間で昇温し、６０分保持した後、自然放冷した。さらに、上記のカー
ボンナノチューブ集合体から触媒を除去するため、次のように精製処理を行った。得られ
たカーボンナノチューブ集合体を５Ｎの塩酸水溶液に添加し、１時間攪拌した。孔径１μ
ｍのフィルターを用いて濾過して得られた回収物を、さらに５Ｎの塩酸水溶液に添加し、
１時間攪拌した。これを孔径１μｍのフィルターを用いて濾過し、数回水洗した後、濾過
物を１２０℃のオーブンで２時間乾燥した。
【０１２１】
　次に、精製されたカーボンナノチューブ集合体を、混酸（濃硫酸（濃度：９８重量％）
／濃硝酸（濃度：６１重量％）＝３／１）に添加し、８０℃にて１時間攪拌した後、孔径
１μｍのフィルターを用いてろ過して得られた回収物を１０％プロピルアミン水溶液に添
加し、室温で１時間攪拌した。孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、水洗し、回収物を
１２０℃で一晩乾燥することで、カーボンナノチューブ集合体を精製することができた。
【０１２２】
　上記で得られたカーボンナノチューブ集合体について、熱分析を行った結果、燃焼ピー
ク温度は６１９℃であった。
【０１２３】
　（カーボンナノチューブ集合体の共鳴ラマン分光分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブ集合体を、ラマン分光測定した。その結果
、図３に示すようにラマン分光分析でＧ／Ｄ比は５８（５３２ｎｍ）と、グラファイト化
度の高い高品質カーボンナノチューブであることがわかった。
【０１２４】
　（カーボンナノチューブ集合体の粉末Ｘ線回折分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブを含有する集合体を、粉末Ｘ線回折分析し
た。その結果、２θ＝２４．２°にピークが検出された。このピークの半値幅は５．５６
°であった。
【０１２５】
　（カーボンナノチューブ集合体の高分解能透過型電子顕微鏡分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブ集合体を高分解能透過型電子顕微鏡で観察
したところ、図４に示すように、カーボンナノチューブはきれいなグラファイト層で構成
されており、層数が２層のカーボンナノチューブが観察された。また観察されたカーボン
ナノチューブ集合体総本数（１００本）のうち５０本を２層のカーボンナノチューブが占
めていた。１００本のカーボンナノチューブのうち直径が１．５～２．０ｎｍのものが９
０本であった。
【０１２６】
　（カーボンナノチューブ集合体の走査型電子顕微鏡分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブ集合体を走査型電子顕微鏡で観察した写真
の一例を図５に示す。同様に観察してバンドルの平均直径を求めたところ、平均直径は１
８ｎｍであった。
【０１２７】
　（カーボンナノチューブ集合体分散液調製）
　５０ｍＬの容器に上記カーボンナノチューブ集合体１０ｍｇおよびポリスチレンスルホ
ン酸ナトリウム水溶液（アルドリッチ社製、３０重量％、重量平均分子量２０万）１００
ｍｇを量りとり、蒸留水９．９３ｍＬを加えて、超音波ホモジナイザー出力２５Ｗ、２０
分間で氷冷下分散処理しカーボンナノチューブ集合体液を調製した。調製した液には凝集
体は目視では確認できず、カーボンナノチューブ集合体は、よく分散していた。得られた
液を高速遠心分離機を使用し２００００Ｇ、１５分遠心し、その上清９ｍＬを採取した。
この時の残存液１ｍＬを孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、その後よく洗浄して得ら
れたろ過物を１２０℃乾燥機にて乾燥した。重量を測ったところ、６．０ｍｇであった。
よって４．０ｍｇ（４０％）のカーボンナノチューブ集合体が上清９ｍＬ中に分散してい
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ることがわかった。その上清濃度は０．４４ｍｇ／ｍＬであった。
【０１２８】
　（カーボンナノチューブ集合体を含む透明導電性フィルム）
　上記で得たカーボンナノチューブ集合体分散液３００μＬにメタノール／水（重量比１
／１）をぬれ剤として３００μＬ添加後、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィル
ム（東レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３６）、光透過率９０．７％、１５ｃｍ
×１０ｃｍ）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚み１２μｍ）を用いて塗布し、風乾し
た後、蒸留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で２分間乾燥させカーボンナノチューブ集合
体を固定化した。得られた塗布フィルムの表面抵抗値は６．５×１０２Ω／□、光透過率
は８５％（透明導電性フィルム８５％／ＰＥＴフィルム９０．７％＝０．９４）であり、
高い導電性および透明性を示した。
【０１２９】
　＜実施例２＞
　（軽質マグネシアへの金属塩の担持）
　実施例１と同様に行った。
【０１３０】
　（カーボンナノチューブ集合体の合成）
　実施例１と同様に行った。得られたカーボンナノチューブ集合体について、熱分析を行
った結果、燃焼ピークは４５８℃である。
【０１３１】
　（カーボンナノチューブ含有集合体の焼成、精製処理）
　カーボンナノチューブ集合体３０ｇを磁性皿（１５０φ）に取り、マッフル炉（ヤマト
科学社製、ＦＰ４１）にて大気下、４１０℃まで１時間で昇温し、６０分保持した後、自
然放冷した。さらに、上記のカーボンナノチューブ集合体から触媒を除去するため、次の
ように精製処理を行った。得られたカーボンナノチューブ集合体を５Ｎの塩酸水溶液に添
加し、１時間攪拌した。孔径１μｍのフィルターを用いてろ過して得られた回収物を、さ
らに５Ｎの塩酸水溶液に添加し、１時間攪拌した。これを孔径１μｍのフィルターを用い
てろ過し、数回水洗した後、濾過物を１２０℃のオーブンで２時間乾燥した。
【０１３２】
　次に、精製されたカーボンナノチューブ集合体を、混酸（濃硫酸（濃度：９８重量％）
／濃硝酸（濃度：６１重量％）＝３／１）に添加し、８０℃にて１時間攪拌した後、孔径
１μｍのフィルターを用いてろ過して得られた回収物を１０％プロピルアミン水溶液に添
加し、室温で１時間攪拌した。孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、水洗し、回収物を
１２０℃で一晩乾燥することで、カーボンナノチューブ集合体を精製することができた。
【０１３３】
　上記で得られたカーボンナノチューブ集合体について、熱分析を行った結果、燃焼ピー
ク温度は５６６℃であった。
【０１３４】
　（カーボンナノチューブ含有集合体の共鳴ラマン分光分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブ集合体を、ラマン分光測定した。その結果
、図６に示すようにラマン分光分析でＧ／Ｄ比は３２（５３２ｎｍ）と、グラファイト化
度の高い高品質カーボンナノチューブであることがわかった。
【０１３５】
　（カーボンナノチューブ集合体の粉末Ｘ線回折分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブを含有する集合体を、粉末Ｘ線回折分析し
た。その結果、２θ＝２４．３°にピークが検出された。このピークの半値幅は５．４６
°であった。
【０１３６】
　（カーボンナノチューブ含有集合体の高分解能透過型電子顕微鏡分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブ含有集合体を高分解能透過型電子顕微鏡で
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観察したところ、カーボンナノチューブはきれいなグラファイト層で構成されており、層
数が２層のカーボンナノチューブが観察された。またカーボンナノチューブ集合体総本数
のうち４８本を２層のカーボンナノチューブが占めていた。１００本のカーボンナノチュ
ーブのうち直径が１．５～２．０ｎｍのものが７０本であった。
【０１３７】
　（カーボンナノチューブ集合体の走査型電子顕微鏡分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブ集合体を走査型電子顕微鏡で観察したとこ
ろ、バンドルの平均直径が１９ｎｍのカーボンナノチューブが観察された。
【０１３８】
　（カーボンナノチューブ集合体分散液調製）
　５０ｍＬの容器に上記カーボンナノチューブ集合体１０ｍｇ、ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム水溶液（アルドリッチ社製、３０重量％、重量平均分子量２０万）１００ｍｇ
を量りとり、蒸留水９．９３ｍＬを加えて、超音波ホモジナイザー出力２５Ｗ、２０分間
で氷冷下分散処理しカーボンナノチューブ集合体液を調製した。調製した液には凝集体は
目視では確認できず、カーボンナノチューブ集合体はよく分散していた。得られた液を高
速遠心分離機を使用して２００００Ｇ、１５分遠心し、その上清９ｍＬを採取した。この
時の残存液１ｍＬを孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、その後よく洗浄して得られた
ろ過物を１２０℃乾燥機にて乾燥した。重量を測ったところ、６．６ｍｇであった。よっ
て３．４ｍｇ（３４％）のカーボンナノチューブ集合体が上清９ｍＬ中に分散しているこ
とがわかった。その上清濃度は０．３８ｍｇ／ｍＬであった。
【０１３９】
　（カーボンナノチューブ集合体を含む透明導電性フィルム）
　上記で得たカーボンナノチューブ集合体分散液３００μＬにメタノール／水（重量比１
／１）をぬれ剤として３００μＬ添加後、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィル
ム（東レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３６）、光透過率９０．７％、１５ｃｍ
×１０ｃｍ）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚み１２μｍ）を用いて塗布し、風乾し
た後、蒸留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で２分間乾燥させカーボンナノチューブ集合
体を固定化した。得られた塗布フィルムの表面抵抗値は１．２×１０３Ω／□、光透過率
は８５％（透明導電性フィルム８５％／ＰＥＴフィルム９０．７％＝０．９４）であり、
高い導電性および透明性を示した。
【０１４０】
　＜実施例３＞
　（軽質マグネシアへの金属塩の担持）
　実施例１と同様にして行った。
【０１４１】
　（カーボンナノチューブ集合体の合成および焼成）
　実施例１と同じ縦型流動床反応器を使用した。
【０１４２】
　触媒１２ｇを取り、触媒投入ライン１０３を通して、石英焼結板１０１上に触媒をセッ
トした。次いで、原料ガス供給ライン１０４から窒素ガスを１０００ｍＬ／分で供給開始
した。反応器内を窒素ガス雰囲気下とした後、温度を９００℃に加熱した（昇温時間３０
分）。
【０１４３】
　９００℃に到達した後、温度を保持し、ガス供給ライン１０４のアルゴン流量を２００
０ｍＬ／分に上げ、石英焼結板上の固体触媒の流動化を開始させた。加熱炉点検口１０７
から流動化を確認した後、さらにメタンを９５ｍＬ／分（メタン濃度４．５ｖｏｌ％）で
反応器に供給開始した。該混合ガスを３０分供給した後、窒素ガスのみの流通に切り替え
、合成を終了させた。
【０１４４】
　その後窒素をながしたまま、加熱を停止せず、空気（１５Ｌ）を１５分間にかけて間欠



(24) JP 5266907 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

的（１回１Ｌ）に供給し、焼成を行った。その後窒素を流したまま、室温まで放置し、室
温になってから反応器から触媒とカーボンナノチューブ集合体を含有する集合体を取り出
した。
【０１４５】
　（カーボンナノチューブ含有集合体の精製処理）
　カーボンナノチューブ集合体から触媒を除去するため、次のように精製処理を行った。
得られたカーボンナノチューブ集合体を５Ｎの塩酸水溶液に添加し、８０℃のウォーター
バス内で１時間攪拌した。これを孔径１μｍのフィルターを用いてろ過し、数回水洗した
後、濾過物を１２０℃のオーブンで２時間乾燥した。
【０１４６】
　次に、精製されたカーボンナノチューブ集合体を混酸（濃硫酸（濃度：９８重量％）／
濃硝酸（濃度：６１重量％）＝３／１）に添加し、８０℃にて１時間攪拌した後、孔径１
μｍのフィルターを用いてろ過して得られた回収物を１０％プロピルアミン水溶液に添加
し、室温で１時間攪拌した。孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、水洗し、回収物を１
２０℃で一晩乾燥することで、カーボンナノチューブ集合体を精製することができた。
【０１４７】
　上記で得られたカーボンナノチューブ集合体について、熱分析を行った結果、燃焼ピー
ク温度は６３６℃であった。
【０１４８】
　（カーボンナノチューブ含有集合体の共鳴ラマン分光分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブを含有する集合体を、ラマン分光測定した
。その結果、図７に示すようにラマン分光分析でＧ／Ｄ比は５０（５３２ｎｍ）と、グラ
ファイト化度の高い高品質カーボンナノチューブであることがわかった。
（カーボンナノチューブ集合体の粉末Ｘ線回折分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブを含有する集合体を、粉末Ｘ線回折分析し
た。その結果、２θ＝２４．０°にピークが検出された。このピークの半値幅は５．７９
°であった。
【０１４９】
　（カーボンナノチューブ含有集合体の高分解能透過型電子顕微鏡分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブ含有集合体を高分解能透過型電子顕微鏡で
観察したところ、カーボンナノチューブはきれいなグラファイト層で構成されており、層
数が２層のカーボンナノチューブが観察された。またカーボンナノチューブ集合体総本数
の５０％以上（５１本）を２層のカーボンナノチューブが占めていた。１００本のカーボ
ンナノチューブのうち直径が１．５～２．０ｎｍのものが７０本であった。
（カーボンナノチューブ集合体の走査型電子顕微鏡分析）
　上記のようにして得たカーボンナノチューブ集合体を走査型電子顕微鏡で観察した写真
の一例を図８に示す。同様に観察してバンドルの平均直径を求めたところ、平均直径は１
９ｎｍであった。
【０１５０】
　（カーボンナノチューブ集合体分散液調製）
　５０ｍＬの容器に上記カーボンナノチューブ集合体１０ｍｇ、ポリスチレンスルホン酸
ナトリウム水溶液（アルドリッチ社製、３０重量％、重量平均分子量２０万）１００ｍｇ
を量りとり、蒸留水９．９３ｍＬを加えて、超音波ホモジナイザー出力２５Ｗ、２０分間
で氷冷下分散処理しカーボンナノチューブ集合体液を調製した。調製した液には凝集体は
目視では確認できず、カーボンナノチューブ集合体はよく分散していた。得られた液を高
速遠心分離機を使用し２００００Ｇ、１５分遠心し、その上清９ｍＬを採取し、サンプル
管に入れ保管した。この時の残存液１ｍＬを孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、その
後よく洗浄して得られたろ過物を１２０℃乾燥機にて乾燥した。重量を測ったところ、５
．８ｍｇであった。よって４．２ｍｇ（４２％）のカーボンナノチューブ集合体が上清９
ｍＬ中に分散していることがわかった。その上清濃度は０．４７ｍｇ／ｍＬであった。
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【０１５１】
　（カーボンナノチューブ集合体を含む透明導電性フィルム）
　上記で得たカーボンナノチューブ集合体分散液３００μＬにメタノール／水（重量比１
／１）をぬれ剤として３００μＬ添加後、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィル
ム（東レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３６）、光透過率９０．７％、１５ｃｍ
×１０ｃｍ）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚み１２μｍ）を用いて塗布し、風乾し
た後、蒸留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で２分間乾燥させカーボンナノチューブ集合
体を固定化した。得られた塗布フィルムの表面抵抗値は７．０×１０２Ω／□、光透過率
は８５％（透明導電性フィルム８５％／ＰＥＴフィルム９０．７％＝０．９４）であり、
高い導電性および透明性を示した。
【０１５２】
　＜実施例４＞
　（電界電子放出源の作成）
　１００ｍＬビーカーに実施例１で得られた触媒を除去したカーボンナノチューブ集合体
（焼成、精製処理後のカーボンナノチューブ集合体）を５０ｍｇおよびアセトン１００ｍ
Ｌを入れ、超音波を３０分間照射した。本分散液を、これとは別に銅板を入れたビーカー
に入れ、静置してアセトンを自然蒸発させることにより、表面にカーボンナノチューブを
堆積させた銅板を得た。
【０１５３】
　（電界電子放出能の評価）
　得られた銅板は、フィールドエミッション素子のカソードとして用いることができる。
表面にカーボンナノチューブを堆積させた銅板をカソードにし、他の銅板をアノード電極
として、対向させて配置する。この２極管構造物を評価用チャンバーに導入し、電界電子
放出能を評価することができる。本実施例で得られたカーボンナノチューブは良好な電界
電子放出能を示すことが期待できる。
【０１５４】
　＜比較例１＞
　（カーボンナノチューブの分析）
　ナノテクポート社製２層カーボンナノチューブのラマンＧ／Ｄ比（５３２ｎｍ）は１４
、粉末Ｘ線回折分析により２４．６°にピークが観察され、燃焼ピーク温度は４９８℃で
あった。
【０１５５】
　（カーボンナノチューブ分散液調製）
　５０ｍＬの容器にナノテクポート社製、２層カーボンナノチューブ１０ｍｇ、ポリスチ
レンスルホン酸ナトリウム水溶液（アルドリッチ社製、３０重量％、重量平均分子量２０
万）１００ｍｇを量りとり、蒸留水９．９３ｍＬを加えて、超音波ホモジナイザー出力２
５Ｗ、２０分間で氷冷下分散処理しカーボンナノチューブ集合体液を調製した。得られた
液を高速遠心分離機で２００００Ｇ、１５分遠心、その上清９ｍＬを採取した。この時の
沈降物を孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、水洗し、乾燥して重量を測定したところ
、８．１ｍｇであった。よって１．９ｍｇ（１９％）のカーボンナノチューブ集合体が上
清９ｍＬ中に分散していることがわかった。その上清濃度は０．２１ｍｇ／ｍＬであった
。
【０１５６】
　（カーボンナノチューブを含む透明導電性フィルム）
　上記で得たカーボンナノチューブ分散液３００μＬにメタノール／水をぬれ剤（重量比
１／１）として３００μＬ添加後、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（東
レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３６）、光透過率９０．７％、１５ｃｍ×１０
ｃｍ）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚み１２μｍ）を用いて塗布し、風乾した後、
蒸留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で、１５ｃｍ×１０ｃｍ乾燥させカーボンナノチュ
ーブを固定化した。得られた塗布フィルムの表面抵抗値は２．８×１０９Ω／□、光透過
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率は９０．４％（透明導電性フィルム９０．４％／ＰＥＴフィルム９０．７％＝０．９９
）であった。
【０１５７】
　また上記と同様の方法でカーボンナノチューブを固定化したフィルムに対し、さらに以
上の塗布操作を計２回繰り返した。得られた塗布フィルムの表面抵抗値は１．０×１０７

Ω／□、光透過率は８５％（透明導電性フィルム８５％／ＰＥＴフィルム９０．７％＝０
．９４）であった。
【０１５８】
　＜比較例２＞
　（カーボンナノチューブの分析）
　ナノシル社製２層カーボンナノチューブのラマンＧ／Ｄ比（５３２ｎｍ）は９、粉末Ｘ
線回折分析により２４．３°にピークが観察され、燃焼ピーク温度は５０４℃であった。
【０１５９】
　（カーボンナノチューブ分散液調製）
　５０ｍＬの容器にナノシル社製、２層カーボンナノチューブ１０ｍｇ、ポリスチレンス
ルホン酸ナトリウム水溶液（アルドリッチ社製、３０重量％、重量平均分子量２０万）１
００ｍｇを量りとり、蒸留水９．９３ｍＬを加えて、超音波ホモジナイザー出力２５Ｗ、
２０分間で氷冷下分散処理しカーボンナノチューブ集合体液を調製した。得られた液を高
速遠心機で２００００Ｇ、１５分遠心し、その上清９ｍＬを採取した。この時の沈降物を
孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、水洗し、乾燥して重量を測定したところ、８．３
ｍｇであった。よって１．７ｍｇ（１７％）のカーボンナノチューブ集合体が上清９ｍＬ
中に分散していることがわかった。その上清濃度は０．１９ｍｇ／ｍＬであった。
【０１６０】
　（カーボンナノチューブを含む透明導電性フィルム）
　上記で得たカーボンナノチューブ分散液３００μＬにメタノール／水をぬれ剤（重量比
１／１）として３００μＬ添加後、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（東
レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３６）、光透過率９０．７％、１５ｃｍ×１０
ｃｍ）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚１２μｍ）を用いて塗布し、風乾した後、蒸
留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で２分間乾燥させカーボンナノチューブを固定化した
。得られた塗布フィルムの表面抵抗値は７．８×１０６Ω／□、光透過率は９０．１％（
透明導電性フィルム９０．１％／ＰＥＴフィルム９０．７％＝０．９９）であった。
【０１６１】
　また上記と同様の方法でカーボンナノチューブを固定化したフィルムに対し、さらに以
上の塗布操作を計３回繰り返した。得られた塗布フィルムの表面抵抗値は１．０×１０６

Ω／□、光透過率は８５％（透明導電性フィルム８５％／ＰＥＴフィルム９０．７％＝０
．９４）であった。
【０１６２】
　＜比較例３＞
　（カーボンナノチューブの分析）
　ナノテクポート社製単層カーボンナノチューブのラマンＧ／Ｄ比（５３２ｎｍ）は４、
粉末Ｘ線回折分析により２４．９°にピークが観察され、燃焼ピーク温度は５６４℃であ
った。
【０１６３】
　（カーボンナノチューブ分散液調製）
　５０ｍＬの容器にナノテクポート社製、単層カーボンナノチューブ１０ｍｇ、ポリスチ
レンスルホン酸ナトリウム水溶液（アルドリッチ社製、３０重量％、重量平均分子量２０
万）１００ｍｇを量りとり、蒸留水９．９３ｍＬを加えて、超音波ホモジナイザー出力２
５Ｗ、２０分間で氷冷下分散処理しカーボンナノチューブ集合体液を調製した。得られた
液を高速遠心機で２００００Ｇ、１５分遠心し、その上清９ｍＬを採取した。この時の沈
降物を孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、水洗し、乾燥して重量を測定したところ、
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８．０ｍｇであった。よって２．０ｍｇ（２０％）のカーボンナノチューブ集合体が上清
９ｍＬ中に分散していることがわかった。その上清濃度は０．２２ｍｇ／ｍＬであった。
【０１６４】
　（カーボンナノチューブを含む透明導電性フィルム）
　上記で得たカーボンナノチューブ分散液３００μＬにメタノール／水（重量比１／１）
をぬれ剤として３００μＬ添加後、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（東
レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３６）、光透過率９０．７％、１５ｃｍ×１０
ｃｍ）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚１２μｍ）を用いて塗布し、風乾した後、蒸
留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で２分間乾燥させカーボンナノチューブを固定化した
。以上の塗布操作を計２回繰り返した。得られた塗布フィルムの表面抵抗値は１．０×１
０５Ω／□、光透過率は８５％（透明導電性フィルム８５％／ＰＥＴフィルム９０．７％
＝０．９４）であった。
【０１６５】
　＜比較例４＞
　（カーボンナノチューブの分析）
　ナノシル社製単層カーボンナノチューブのラマンＧ／Ｄ比（５３２ｎｍ）は８、粉末Ｘ
線回折分析により２３．９°にピークが観察され、燃焼ピーク温度は５２０℃であった。
【０１６６】
　（カーボンナノチューブ分散液調製）
　５０ｍＬの容器にナノシル社製単層カーボンナノチューブ１０ｍｇ、ポリスチレンスル
ホン酸ナトリウム水溶液（アルドリッチ社製、３０重量％、重量平均分子量２０万）１０
０ｍｇを量りとり、蒸留水９．９３ｍＬを加えて、超音波ホモジナイザー出力２５Ｗ、２
０分間で氷冷下分散処理しカーボンナノチューブ集合体液を調製した。得られた液を高速
遠心分離機で２００００Ｇ、１５分遠心し、その上清９ｍＬを採取した。この時の沈降物
を孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、水洗し、乾燥して重量を測定したところ、８．
１ｍｇであった。よって１．９ｍｇ（１９％）のカーボンナノチューブ集合体が上清９ｍ
Ｌ中に分散していることがわかった。その上清濃度は０．２１ｍｇ／ｍＬであった。
【０１６７】
　（カーボンナノチューブを含む透明導電性フィルム）
　上記で得たカーボンナノチューブ分散液３００μＬにメタノール／水をぬれ剤（重量比
１／１）として３００μＬ添加後、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（東
レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３６）、光透過率９０．７％、１５ｃｍ×１０
ｃｍ）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚み１２μｍ）を用いて塗布し、風乾した後、
蒸留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で、１５ｃｍ×１０ｃｍ乾燥させカーボンナノチュ
ーブを固定化した。以上の塗布操作を計２回繰り返した。得られた塗布フィルムの表面抵
抗値は４．７×１０７Ω／□、光透過率は８５％（透明導電性フィルム８５％／ＰＥＴフ
ィルム９０．７％＝０．９４）であった。
【０１６８】
　＜比較例５＞
　（カーボンナノチューブの分析）
　バイエル社製多層カーボンナノチューブ（Ｂａｙｔｕｂｅ）のラマンＧ／Ｄ比（５３２
ｎｍ）は０．７、粉末Ｘ線回折分析により２５．３°にピークが観察され、燃焼ピーク温
度は５４４℃であった。
【０１６９】
　（カーボンナノチューブ分散液調製）
　５０ｍＬの容器にバイエル社製多層カーボンナノチューブ（Ｂａｙｔｕｂｅ）１０ｍｇ
、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム水溶液（アルドリッチ社製、３０重量％、重量平均
分子量２０万）１００ｍｇを量りとり、蒸留水９．９３ｍＬを加えて、超音波ホモジナイ
ザー出力２５Ｗ、２０分間で氷冷下分散処理しカーボンナノチューブ集合体液を調製した
。得られた液を高速遠心分離機で２００００Ｇ、１５分遠心し、その上清９ｍＬを採取し
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た。この時の沈降物を孔径１μｍのフィルターを用いてろ過、水洗し、乾燥して重量を測
定したところ、６．３ｍｇであった。よって３．７ｍｇ（３７％）のカーボンナノチュー
ブ集合体が上清９ｍＬ中に分散していることがわかった。その上清濃度は０．４１ｍｇ／
ｍＬであった。
【０１７０】
　（カーボンナノチューブを含む透明導電性フィルム）
　上記で得たカーボンナノチューブ分散液３００μＬにメタノール／水（重量比１／１）
をぬれ剤として３００μＬ添加後、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム（東
レ（株）社製（ルミラー（登録商標）　Ｕ３６）、光透過率９０．７％、１５ｃｍ×１０
ｃｍ）上にバーコーター（Ｎｏ．８、塗布厚み１２μｍ）を用いて塗布し、風乾した後、
蒸留水にてリンスし、６０℃乾燥機内で２分間乾燥させカーボンナノチューブを固定化し
た。得られた塗布フィルムの表面抵抗値は＞１．０×１０１２Ω／□、光透過率は８５％
（透明導電性フィルム８５％／ＰＥＴフィルム９０．７％＝０．９４）であった。
【０１７１】

【表１】

【産業上の利用可能性】
【０１７２】
　本発明によれば、高品質でありながら、多層を含み、バンドルが細いカーボンナノチュ
ーブとすることにより、高品質であるにもかかわらず、従来よりもさらに分散性が良好で
、すぐれた光透過率と表面抵抗を有するなど、カーボンナノチューブ本来の特性を発揮し
得るカーボンナノチューブ集合体が得られるようになった。特にこれを２層カーボンナノ
チューブを含む集合体とすることにより、直径が細く、分散性に優れたカーボンナノチュ
ーブが得られるようになった。さらに本発明のカーボンナノチューブ集合体を用いて分散
体とすることにより、分散性の良好なカーボンナノチューブ分散体が得られるようになっ
た。さらにこれを塗布することにより高導電性で透過性にすぐれた導電性フィルム、およ
び電子放出特性の優れたエミッション材料が得られる。
【図面の簡単な説明】
【０１７３】
【図１】図１は反応管断面に均一に触媒が存在している状態を示す。
【図２】図２は実施例で使用した流動床装置の概略図である。
【図３】図３は実施例１で得られたカーボンナノチューブのラマン分光分析チャートであ
る。
【図４】図４は実施例１で得られたカーボンナノチューブの高分解能透過型電子顕微鏡写
真である。
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【図５】図５は実施例１で得られたカーボンナノチューブの走査型電子顕微鏡写真である
。
【図６】図６は実施例２で得られたカーボンナノチューブのラマン分光分析チャートであ
る。
【図７】図７は実施例３で得られたカーボンナノチューブのラマン分光分析チャートであ
る。
【図８】図８は実施例１で得られたカーボンナノチューブの走査型電子顕微鏡写真である
。
【符号の説明】
【０１７４】
１　反応器
２　触媒を置く台
３　触媒
４　触媒以外の物体と触媒の混合物
５　触媒
１００　反応器
１０１　石英焼結板
１０２　密閉型触媒供給機
１０３　触媒投入ライン
１０４　原料ガス供給ライン
１０５　廃ガスライン
１０６　加熱器
１０７　点検口
１０８　触媒

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】
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