
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
カーボンナノチューブとイオン性液体とから成ることを特徴とするゲル状組成物。
【請求項２】
カーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブであることを特徴とする請求項１に記
載のゲル状組成物。
【請求項３】
請求項１のカーボンナノチューブとイオン性液体とから成るゲル状組成物を製造する方法
であって、イオン性液体の存在下にカーボンナノチューブをせん断力を加えて細分化する
工程を含むことを特徴とする方法。
【請求項４】
前記細分化工程の生成物を遠心分離に供することを特徴とする請求項３に記載のゲル状組
成物の製造方法。
【請求項５】
請求項１のカーボンナノチューブとイオン性液体とから成るゲル状組成物を加工する方法
であって、当該ゲル状組成物に外力を加えた流動状態において、その組成物を印刷し、塗
布し、押出し、または射出して、所定の形状を形成する工程、および前記イオン性液体を
溶解し得る溶媒または吸収し得る吸収材に、前記形状を接触させてイオン性液体を除去す
る工程を含むことを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
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【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、分子ナノテクノロジーの技術分野に属し、特に、カーボンナノチューブ由来で
加工性の優れた新規な材料に関する。
【０００２】
【従来の技術】
カーボンナノチューブは、金属的な性質から半導体までの多様で優れた電気的特性を有し
、また、大きな表面積や機械強度特性などから、電気電子材料から高性能樹脂補強材など
に至る各種の分野において、次世代先端材料として注目が集まり、世界的な規模で実用化
研究が進行中である。
【０００３】
しかし、カーボンナノチューブは、 1本１本のチューブではなく、大きな束状で存在して
おり、加工性の悪いことが実用化の障害になっている。加工性の改良法としてカーボンナ
ノチューブの表面を化学処理して分散性を改良する試みもされているが、その処理により
カーボンナノチューブの特性が損なわれる問題が指摘されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は、カーボンナノチューブを、その特性を損なうことなく容易に加工するこ
とができるような新しい技術を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、上記の目的を達成するために検討を重ねた結果、イオン性液体を利用するこ
とによって、きわめて加工性の優れた組成物が得られることを発見し、本発明を導き出し
たものである。
【０００６】
かくして、本発明に従えば、カーボンナノチューブとイオン性液体とから成るゲル状組成
物が提供される。
また、本発明は、このようなカーボンナノチューブとイオン性液体とから成るゲル状組成
物を製造する方法であって、イオン性液体の存在下に、カーボンナノチューブをせん断力
を加えて細分化する工程を含み、好ましくは、その細分化工程の生成物を遠心分離に供す
る工程を含む方法を提供する。
【０００７】
本発明に従えば、さらに、上記のカーボンナノチューブとイオン性液体とから成るゲル状
組成物を加工する方法であって、当該ゲル状組成物に外力を加えた流動状態において、そ
の組成物を印刷し、塗布し、押出し、または射出して、所定の形状を形成する工程、およ
び前記イオン性液体を溶解し得る溶媒または吸収し得る吸収材に、前記形状を接触させて
イオン性液体を除去する工程を含む方法も提供される。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明は、物理的操作のみで加工性のきわめて優れているカーボンナノチューブ含有材料
（組成物）の調製を可能にした特異な技術を提供するものであり、１．カーボンナノチュ
ーブと、２．イオン性液体とを、３．せん（剪）断力下に細分化する、という３要素が必
須であり、そのうちの１要素が欠けても本発明のゲル状組成物を得ることはできない。
【０００９】
すなわち、（１）カーボンナノチューブとイオン性液体をせん断力を加えることなく、単
に攪拌混合するだけではゲル状組成物は生成しない。（２）また、同じ炭素系材料でも、
カーボンナノチューブではなく、グラファイト、 C6 0、活性炭などではゲル状組成物は生
成しない。（３）さらに、通常の有機溶媒やイオン性液体の前駆体を用いてカーボンナノ
チューブをせん断力下に細分化してもゲル状組成物は得られない（後述の比較例参照）。
【００１０】
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このようにして、本発明に従い、カーボンナノチューブとイオン性液体とから成るゲル状
組成物を製造するには、先ず、イオン性液体の存在下にカーボンナノチューブをせん断力
を加えながら細分化する。
この細分化工程において、せん断力を付与する手段は特に限定されるものではなく、例え
ば、実験室におけるような小規模の製造の場合は手動または自動の乳鉢ですり潰すことに
よってもよく、また、多量の製造を目的とする場合には、ボールミル、ローラーミル、振
動ミルなどの高せん断力を付与することができる湿式粉砕装置を使用することができる。
さらに、ニーダータイプの混練機も使用可能である。細分化に要する時間も特に限定され
るものではなく、用途に応じて必要な細分化に応じて適宜変更できるが、一般的には 5分
間～ 1時間程度である。
【００１１】
以上のような工程により、黒色のペースト状生成物が得られる。この黒色ペースト状生成
物は、そのまま本発明に従う組成物として使用することもできるが、一般的には、遠心分
離に供されることが好ましい。すなわち、この遠心分離工程により、ゲル状組成物の形成
に関与しない余剰のイオン性液体が除去される。
【００１２】
カーボンナノチューブとイオン性液体とから成る本発明のゲル状組成物の生成メカニズム
や構造については未だ不明の点もあるが、各種の分析結果から大略次のように理解される
（後述の実施例参照）。
（１）せん断力下における細分化処理は、カーボンナノチューブの化学的変性を引き起こ
すことはなく、カーボンナノチューブの相互のからみ合いを減少させて、その束を細くす
る物理的形状変化をもたらす。
（２）ゲルの形成は、カーボンナノチューブのからみ合いに因るものではなく、からみ合
いの減少したカーボンナノチューブの表面に「カチオン－π」相互作用により結合したイ
オン性液体の分子がイオン結合を介してカーボンナノチューブの束どうしを結びつけるこ
とにより、形成される架橋構造（三次元網目構造）に起因するものと推測される。
【００１３】
本発明において用いられるイオン性液体（ ionic liquid）とは、よく知られているように
、常温溶融塩または単に溶融塩などとも称されるものであり、常温（室温）を含む幅広い
温度域で溶融状態を呈する塩である。
【００１４】
本発明においては、従来より知られた各種のイオン性液体を使用することができるが、常
温（室温）または可及的に常温に近い温度において液体を呈し安定なものが好ましい。本
発明において用いられるのに好適なイオン性液体としては、下記の一般式（Ｉ）～（ IV）
で表わされるカチオン（好ましくは、第４級アンモニウムイオン）と、陰イオン（Ｘ－ ）
より成るものを例示することができる。
【００１５】
【化１】
　
　
　
　
　
　
【００１６】
【化２】
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【００１７】
【化３】
　
　
　
【００１８】
【化４】
　
　
　
【００１９】
上記の式（Ｉ）～（ IV）において、Ｒは炭素数 10以下のアルキル基またはエーテル結合を
含み炭素と酸素の合計数が 10以下のアルキル基を表わし、式（Ｉ）においてＲ 1は炭素数
１～４のアルキル基または水素原子を表わし、特に炭素数１のメチル基が好ましい。式（
Ｉ）において、ＲとＲ 1は同一ではないことが好ましい。式（ III）および（ IV）において
、Ｘは１から４の整数である。
【００２０】
陰イオン（Ｘ－ ）としては、テトラフルオロホウ酸、ヘキサフルオロリン酸、ビス（トリ
フロロメチルスルホニル）イミド酸、過塩素酸、トリス（トリフロロメチルスルホニル）
炭素酸、トリフロロメタンスルホン酸、ジシアンアミド、トリフロロ酢酸又は有機カルボ
ン酸またはハロゲンのイオンより選ばれた少なくとも１種が例示できる。
【００２１】
本発明が適用されるカーボンナノチューブは、よく知られているように、グラフェンシー
トが筒形に巻いた形状から成る炭素系材料であり、その周壁の構成数から単層ナノチュー
ブ（ＳＷＣＮＴ）と多層ナノチューブ（ＭＷＣＮＴ）とに大別され、また、グラフェンシ
ートの構造の違いからカイラル（らせん）型、ジグザグ型、およびアームチェア型に分け
られるなど各種のものが知られている。本発明は、このような所謂カーボンナノチューブ
と称されるものであれば、いずれのタイプのカーボンナノチューブにも適用することがで
きるが、一般的には、アスペクト比が大きい（すなわち、細くて長い）単層ナノチューブ
がゲルを形成し易く、したがって、本発明はＳＷＣＮＴからゲル状組成物を得るのに特に
適している。実用に供されるカーボンナノチューブの好適な例として、一酸化炭素を原料
とし比較的量産が可能なＨｉＰｃｏ（ Carbon Nanotechnologies社から入手できる）が挙
げられるが、勿論、これに限定されるものではない。
【００２２】
カーボンナノチューブとイオン性液体の比率は、簡単な試験により知ることができ、細分
化工程後、遠心分離に供したときに黒色のペースト状生成物（カーボンナノチューブ＋イ
オン性液体）から透明なイオン性液体が分離されるような充分量のイオン性液体をカーボ
ンナノチューブに対して用いる。カーボンナノチューブとイオン性液体の種類にもよるが
、一般的には、重量比で、カーボンナノチューブに対して 100倍以上のイオン性液体を使
用する。
【００２３】
また、カーボンナノチューブの純度が悪くなる程、ゲル形成能が低下するので、使用する
カーボンナノチューブは合成時の触媒残存物のような不純物が可及的に少ないものが好ま
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しい。一般的には、純度 70％程度以上のカーボンナノチューブを用いるとゲル形成が効率
的に行なわれるので好ましいが、カーボンナノチューブの純度は用途に応じて高純度のも
のから比較的低い純度のものまで適宜選択することができる。
【００２４】
本発明のゲル状組成物は、カーボンナノチューブが微細に分散した状態から成る稀有の材
料であり、そして、非揮発性で不燃性であり、熱的安定性が高いというイオン性液体に由
来する特徴も有する。
カーボンナノチューブとイオン性液体とから成る本発明のゲル状組成物の更なる特筆すべ
き性質は、そのままでは形態保持性があるが、外力を加えると流動性を示すということで
ある。
【００２５】
したがって、本発明の組成物は、この特性を利用し、注射器、ジェット噴射プリンターや
バーコーター、スプレーコーターまたはその他の適当な器具・装置を用いて該組成物を印
刷し、塗布し、押出し、または射出して所定の形状〔平面的（二次元的）な点や線、文字
、パターン、図形等、および繊維状物や、立体的（三次元的）な成型物等〕を形成し、そ
の後、その形状からイオン性液体を除去するという成形（成型）加工が可能となる。所定
の形状からのイオン性液体の除去は、そのイオン性液体を溶解し得る溶媒（例えば、水、
アルコール等）に接触する（例えば、その溶媒に浸漬して抽出除去したり、その溶媒で洗
浄する）か、または、イオン性液体を吸収し得る吸収材（例えば、濾紙や濾布）に接触さ
せることにより実施され、これによって、カーボンナノチューブから成る当該形状が保持
される。かくして、本発明のゲル状組成物は、カーボンナノチューブを含有する新しいタ
イプの塗料、プリント材料、被膜材料、成形（成型）体材料、半導体や金属的特性を生か
した電子デバイス材料、ミクロ医薬医療材料等として広範な用途が期待される。
【００２６】
【実施例】
本発明の特徴を更に具体的に説明するため、以下に実施例を示すが、本発明はこの実施例
によって制限されるものではない。

単層カーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ： Carbon Nanotechnologies社製、純度 95％以上
） 1重量部とイオン性液体１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムテトラフロオロボレイ
ト（ＢＭＩＢＦ 4：図１参照） 200重量部を自動乳鉢に加えて、室温で 15分磨り潰したとこ
ろ、黒色のペースト状物が得られた。このペーストを遠心分離（ 9,100gで 3時間）したと
ころ、カーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）を約 1重量％含有するイオン性液体との黒色
ゲル状組成物と透明なイオン性液体に分離された。
他のイオン性液体、すなわち、１－エチル－３－メチルイミダゾリウム・テトラフルオロ
ボレイト（ＥＭＩＢＦ 4）、１－ヘキシル－３－メチルイミダゾリウム・テトラフルオロ
ボレイト（ＨＭＩＢＦ 4）、１－ブチル－３－メチルイミダゾリウム・ビス（トリフルオ
ロメチルスルホニル）イミド（ＢＭＩＴｆ 2Ｎ）、および１－ブチル－３－メチルイミダ
ゾリウム・ヘキサフルオロホスフェート（ＢＭＩＰＦ 6）（図１参照）を用いて同様にゲ
ル状組成物を調製した。イオン性液体としてＥＭＩＢＦ 4およびＨＭＩＢＦ 4を用いた場合
には、ＢＭＩＢＦ 4の場合と同様にカーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）を約 1重量％含有
するゲル状組成物が得られた。ＢＭＩＴｆ 2ＮおよびＢＭＩＰＦ 6を使用した場合には、ゲ
ルの形成は更に効率的に行なわれ、約 0.5重量％のカーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）
でゲル状組成物を得ることができた。
これらのゲル状組成物を注射器に入れて糸状に押出すことができたので、ガラス板上に押
出し描画した。その後、描画物に濾紙を当接したところ濾紙にイオン性液体が吸収され、
黒色の描画物は安定に保持されていた。
【００２７】

比較のために、上述したようなイオン性液体の代わりに、汎用有機溶媒であるジクロロベ
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ンゼン、エタノール、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド（ＤＭＦ）、または、イオン性液体
の前駆体に相当する１－メチルイミダゾールを用いてカーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ
）を実施例１と同様に自動乳鉢で高いせん断力下室温で２時間以上細分化したが、いずれ
もゲルは生成しなかった。
さらに、炭素系材料として、カーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）の代わりに、グラファ
イト（ 1～ 2μｍ、 Aldrich製）、活性炭またはＣ 6 0（純度 99.9％、ＴＣＩ製）を用いて実
施例１と同様に高いせん断力下に細分化処理を試みたが、ゲル形成はいずれも認められな
かった。
【００２８】

（１）電子顕微鏡観察と光学スペクトル測定：
実施例１で得られたゲル状組成物（イオン性液体：ＢＭＩＢＦ 4）を脱イオン水に分散さ
せた場合のカーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）のＴＥＭ（透過型電子顕微鏡）像を図２
のａに示す。比較のために、エタノールで超音波処理したのみのゲル形成前のカーボンナ
ノチューブ（ＨｉＰｃｏ）のＴＥＭ像を図２のｂに示す。せん断力下に細分化処理が行な
われてゲルが形成されると、カーボンナノチューブのからみ合いが減少してその束が細く
なっていることが分かる。
また、このゲル状組成物を石英プレート間に挟んで測定した電子吸収スペクトルを図３の
ａに示す。単層カーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）について報告されている電子スペク
トル、すなわち、半導体性ナノチューブに由来する 730～ 1000nmおよび 1100～ 1700nmのス
ペクトル、ならびに金属性ナノチューブに由来する 540～ 680nmのスペクトルが認められる
。さらに、当該ゲル組成物のラマンスペクトル（励起波長： 488nm）を図３のｂに示す。
よく知られたカーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）のラマンスペクトルが観察されている
（ 1588cm- 1および 201cm- 1）。これらの結果から、せん断力下における細分化処理は、カ
ーボンナノチューブの化学的変性を引き起こさず、物理的形状変化をもたらすにすぎない
ことが理解される。
【００２９】
（２）動的粘弾性測定：
カーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ） 15mgとイオン性液体（ＢＭＩＢＦ 4） 2.0mLとを自動
乳鉢に加えて室温で 1時間磨り潰した後、遠心分離（ 9,100g× 1時間）に供して得られたゲ
ル状組成物について動的粘弾性の測定を行なった。その結果を図４に示す。
付与するひずみ（γ）が小さいときに（γ＝ 0.01、 0.1）、Ｇ '（貯蔵弾性率）にプラトー
領域が見られることから、このゲル状組成中に弾性網目構造が形成されているとともに、
ひずみが大きくなると（γ＝ 1.0）、Ｇ 'およびＧ ''（損失弾性率）が著しく低下して角振
動数に応じて変化していることからゲルの破壊が生じることが理解される。図４に示され
るように、付与するひずみがかなり小さくても（γ＜ 1.0）、貯蔵弾性率Ｇ 'が角振動数（
ω）に依存していることから、ゲルを構成する網目構造はカーボンナノチューブのからみ
合いのような強いものではなく、比較的弱い物理的な相互作用に因るものであることが推
測される。
【００３０】
（３）熱分析およびＸ線回折測定：
実施例１で調製した 0.5重量％のカーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）を含有するゲル状
組成物（イオン性液体：ＢＭＩＴｆ 2Ｎ）について示差走査熱量計（ＤＳＣ）分析および
Ｘ線回折（ＸＲＤ）測定を行なった。
ＤＳＣ分析の結果を図５のａに示す。－ 52℃における発熱ピークと－ 4℃における吸熱ピ
ークとの間の中間相について行なったＸＲＤ測定の結果を図５のｂに示す。これらのＤＳ
Ｃ分析およびＸＲＤ測定の結果は、低温に於いて多結晶構造を形成するイオン性液体ＢＭ
ＩＴｆ 2Ｎのみについて行なったＤＳＣ分析およびＸＲＤ測定の結果（図６のａおよびｂ
）とは、全く異なっている。また、ここで用いたカーボンナノチューブがＸ線回折を示さ
ないことは確認されている。したがって、図５のｂに示されるように単純なＸＲＤ回折パ
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ターンが得られるのは、イオン性液体が広い領域にわたって単一の様式で分子配列してい
ることに因るものと考えられる。そして、図５のｂに示すｄの値（ 4.60Å）は、結晶ＥＭ
ＩＰＦ 6について報告されているイミダゾリウムイオンがイオン対を形成する場合の面間
距離（ 4.53Å）にほぼ一致する。
これらの（２）および（３）の結果から、本発明のゲル状組成物におけるゲルの形成は、
からみ合いの減少したカーボンナノチューブの表面に「カチオン－π」相互作用により結
合したイオン性液体の分子がイオン結合を介して互いに配列してカーボンナノチューブど
うしを結びつけることにより形成される三次元網目構造に因るものと推測される。
【００３１】

実施例１のカーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）に代えて金属触媒残渣を 20重量％含有す
る純度の低いカーボンナノチューブを用いる以外は実施例１と同一条件でゲル状組成物の
調製を行ったところ、カーボンナノチューブを約 2.5重量％含有するイオン性液体との黒
色ゲル状組成物を得た。
【００３２】

実施例１のカーボンナノチューブ（ＨｉＰｃｏ）に代えてレーザー法で製造されたグラフ
ァイトを 30重量％含有する純度の低いカーボンナノチューブを用いる以外は実施例１と同
一条件でゲル状組成物の調製を行ったところ、カーボンナノチューブを約 1.5重量％含有
するイオン性液体との黒色ゲル状組成物を得た。
【００３３】
【発明の効果】
以上の記述から明らかなように、本発明に従えば、カーボンナノチューブをイオン性液体
の存在下にせん断力を加えて細分化するという簡単な方法により、カーボンナノチューブ
とイオン性液体とから成るゲル状組成物が得られる。得られるゲル状組成物は、加工性に
優れ、単に外力を加えた流動状態で印刷、塗布、押出または射出等の手段で所定の形状を
形成した後、溶媒や吸収材でイオン性液体を除去するだけでよい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明において用いられるのに好適なイオン性液体の例の化学構造式を示す。
【図２】カーボンナノチューブとイオン性液体とから成る本発明のゲル状組成物の透過型
顕微鏡（ＴＥＭ）像（ａ）をゲル形成前のカーボンナノチューブのＴＥＭ像（ｂ）と比較
して示す。
【図３】本発明のゲル状組成物について測定した電子吸収スペクトル（ａ）とラマンスペ
クトル（ｂ）を例示する。
【図４】本発明のゲル状組成物について測定した動的粘弾性の測定結果を例示する。
【図５】本発明のゲル状組成物について行なった示差走査熱量計（ＤＳＣ）分析およびＸ
線回折（ＸＲＤ）測定の結果を例示する。
【図６】比較のためにイオン性液体のみについて行なったＤＳＣ分析およびＸＲＤ測定の
結果を示す。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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