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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲル化媒体に対して重量比で５％以上のナノカーボン材料（高分子電解質塩の形態を除
く）と、ゲル化媒体としての液体状態にある置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単
環および／または置換基を有していてもよい芳香族複素単環（塩の形態であってもよいが
イオン液体は除く）を、撹拌混合（超音波照射による撹拌混合を除く）することによるこ
とを特徴とするナノカーボン材料含有ゲルの製造方法（但しゲル化媒体に対するナノカー
ボン材料の配合割合は両者を撹拌混合することでゲル化する配合割合とする）。
【請求項２】
　置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環がベンゼン、トルエン、アニリン、ニト
ロベンゼン、スチレン、フェノール、クロロベンゼン、安息香酸、ベンゾニトリルから選
択される少なくとも１種であることを特徴とする請求項１記載の製造方法。
【請求項３】
　置換基を有していてもよい芳香族複素単環がピリジンであることを特徴とする請求項１
記載の製造方法。
【請求項４】
　ナノカーボン材料が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乃至３のい
ずれかに記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、カーボンナノチューブなどのナノカーボン材料を含有するゲルの製造方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　カーボンナノチューブは、電気伝導性、熱伝導性、機械的強度などの点において優れた
特性を有する次世代の炭素素材として、エレクトロニクス分野をはじめとする様々な分野
における利用が期待されていることは周知の通りである。しかしながら、カーボンナノチ
ューブは、ファンデルワールス力などの作用に起因して容易かつ不可逆に凝集（バンドル
化）し、それによって特性の低下や加工性の低下をきたすことがその実用化の障壁になっ
ている。この問題を解決するための方法の研究開発はこれまでにも精力的に行われている
。問題解決のポイントは、凝集を引き起こす要因ともいえるカーボンナノチューブが有す
るπ表面がもたらすカーボンナノチューブ相互間に働くπ－π相互作用にいかに対処する
かという点にある。そこで、カーボンナノチューブの表面を化学処理することでπ表面を
変質させてしまう方法が提案されているが、この方法には、カーボンナノチューブの表面
の化学処理によってカーボンナノチューブ本来の特性が低下してしまう問題がある。また
、これとは別な方法として、カーボンナノチューブの表面に対して親和性の高い界面活性
剤などを分散剤としてカーボンナノチューブとともに溶媒（水系溶媒や有機溶媒など）に
添加し、溶媒中においてカーボンナノチューブとカーボンナノチューブの間に分散剤分子
を介在させることで、カーボンナノチューブ相互間に働くπ－π相互作用を軽減乃至遮断
する方法が提案されている。この方法は、カーボンナノチューブを、その本来の特性を低
下させることなく溶媒中に分散させることができる点において優れている。しかしながら
、カーボンナノチューブと分散剤の会合には平衡論が成立しているため、両者の会合は動
的で可逆な現象であるのに対し、カーボンナノチューブ同士の会合（即ち凝集）は沈殿を
ともなうため、動的で不可逆な現象である。そのため、溶媒中にカーボンナノチューブと
分散剤を共存させることによってカーボンナノチューブ同士の会合を一時的に抑制するこ
とができても、カーボンナノチューブ同士の会合を完全に止めることはできないので、時
間の経過とともにカーボンナノチューブが再凝集してしまう問題がある。また、カーボン
ナノチューブは溶媒中に分散しているため、加工の場面において、溶媒をどのように取り
扱うかという問題や、溶媒を取り扱う際にカーボンナノチューブが再凝集してしまう問題
がある。
【０００３】
　近年、上記の従来の方法が有する問題がない新たな方法として、イオン液体（常温溶融
塩や単に溶融塩などとも称される常温で溶融状態を呈する塩）の存在下でカーボンナノチ
ューブにせん断力を加えて細分化することによってカーボンナノチューブ含有ゲルを得る
方法が特許文献１において提案されている。この方法は、カーボンナノチューブとイオン
液体を混合して乳鉢ですりつぶすといった簡単な手法でナノチューブをゲル中に分散させ
ることができる点や、ゲルゆえに加工性が高い点などから、非常に利用価値に優れる方法
として評価されている。しかしながら、特許文献１に記載の通り、この方法には、１．イ
オン液体の存在下で、２．カーボンナノチューブに、３．せん断力を加えて細分化する、
という３要素が必須であり、このうち１要素が欠けてもゲルは得られないとされているこ
とから、汎用性に劣る側面がある。具体的には、ゲル化媒体としてイオン液体の使用が必
須である以上、限られた物質群からゲル化媒体を選択せざるを得ない。加えて、イオン液
体は電気伝導性を有するので、この方法は、ゲルが電気伝導性を有していることが好都合
である分野での利用には適しているが、ゲルが電気伝導性を有しない方が都合がよい分野
での利用には適さない。また、カーボンナノチューブ以外のナノカーボン材料、例えばカ
ーボンナノファイバーやグラフェンではゲルは得られない。さらに、カーボンナノチュー
ブにせん断力を加えて細分化する操作は、実験室レベルでは簡単に行うことができても、
工業規模では、特許文献１には湿式粉砕装置やニーダータイプの混練機が使用できるとの
記載はあるものの、必ずしも簡単に行うことができない。
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【０００４】
　そこで本発明者らの研究グループは、特許文献１に記載の方法よりも優れた方法を開発
すべく、鋭意検討を重ねてきた。その結果、特許文献１に記載の方法においてカーボンナ
ノチューブ含有ゲルを得るために必須とされている３要素は必ずしも必須ではなく、イオ
ン液体のような塩の形態でない物質であってもゲル化媒体となり得ることを見出した。そ
して、様々な物質についてゲル形成能を調べてみたところ、ゲル形成能を有する物質の共
通点として、常温で液体状態であるかまたは加熱によって溶融する物質であるということ
（物理化学的性質条件）と、芳香族炭化水素単環や芳香族複素単環を分子内にあわせて２
個以上有する物質（芳香族炭化水素単環や芳香族複素単環は縮合していてもよい）である
ということ（化学構造条件）を見出した。さらに、こうしたゲル形成能を有する物質を液
体状態や溶融状態にてカーボンナノチューブと攪拌混合するだけでゲル化し、この現象は
カーボンナノチューブに特有のものではなく、カーボンナノチューブ以外のナノカーボン
材料でも起こることを見出し、これらの研究成果をまとめて特許文献２において公開した
。本発明者らの研究グループが提案した特許文献２に記載の方法によれば、特許文献１に
記載の方法に比較してゲル化媒体を広範囲な物質群から選択することができる。しかしな
がら、特許文献２に記載の方法をもってしてもゲル化媒体の選択には少なからず制約があ
ると言わざるを得ず、より広範囲な物質群からゲル化媒体を選択できればより望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３６７６３３７号公報
【特許文献２】国際公開第２０１１／０５５７７６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで本発明は、新たなゲル化媒体を利用した、カーボンナノチューブ以外のナノカー
ボン材料にも適用でき、極めて簡単な手法で行うことができるナノカーボン材料含有ゲル
の製造方法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】
【０００７】
　本発明者らは、上記の点に鑑みてさらに検討を重ねた結果、全く意外にも、特許文献２
に記載の方法におけるゲル化媒体に要求される化学構造条件を満たさないことでゲル化媒
体になり得ないと特許文献２において判定されているベンゼンやアニリンが、ナノカーボ
ン材料との配合割合を適切に調整することでゲル化媒体になり得ること、さらに、特許文
献２に記載の方法におけるゲル化媒体に要求される化学構造条件を満たす常温で固体状態
の物質を、この物質に対して溶解能を有する液体物質に溶解することで得られる溶液も、
ゲル化媒体になり得ることを見出した。
【０００８】
　上記の知見に基づいてなされた本発明のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法は、請求
項１記載の通り、ゲル化媒体に対して重量比で５％以上のナノカーボン材料（高分子電解
質塩の形態を除く）と、ゲル化媒体としての液体状態にある置換基を有していてもよい芳
香族炭化水素単環および／または置換基を有していてもよい芳香族複素単環（塩の形態で
あってもよいがイオン液体は除く）を、撹拌混合（超音波照射による撹拌混合を除く）す
ることによることを特徴とする（但しゲル化媒体に対するナノカーボン材料の配合割合は
両者を撹拌混合することでゲル化する配合割合とする）。
　また、請求項２記載の製造方法は、請求項１記載の製造方法において、置換基を有して
いてもよい芳香族炭化水素単環がベンゼン、トルエン、アニリン、ニトロベンゼン、スチ
レン、フェノール、クロロベンゼン、安息香酸、ベンゾニトリルから選択される少なくと
も１種であることを特徴とする。
　また、請求項３記載の製造方法は、請求項１記載の製造方法において、置換基を有して
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いてもよい芳香族複素単環がピリジンであることを特徴とする。
　また、請求項４記載の製造方法は、請求項１乃至３のいずれかに記載の製造方法におい
て、ナノカーボン材料がカーボンナノチューブであることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、新たなゲル化媒体を利用した、カーボンナノチューブ以外のナノカー
ボン材料にも適用でき、極めて簡単な手法で行うことができるナノカーボン材料含有ゲル
の製造方法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例９におけるＴＥＭグリッド上のＳＷＮＴｓのＴＥＭ画像である。
【図２】実施例１０におけるＴＥＭグリッド上のＭＷＮＴｓのＴＥＭ画像である。
【図３】実施例２１におけるＴＥＭグリッド上のＭＷＮＴｓのＴＥＭ画像である。
【図４】同、ＳＥＭ試料台上のＭＷＮＴｓのＳＥＭ画像である。
【図５】同、ガラス基板上に形成したＭＷＮＴｓ分散複合樹脂膜の外観である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
（１）本発明の第１のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法
　ナノカーボン材料と、ゲル化媒体としての液体状態にある置換基を有していてもよい芳
香族炭化水素単環および／または置換基を有していてもよい芳香族複素単環（塩の形態で
あってもよいがイオン液体は除く）を、撹拌混合することによることを特徴とするもので
ある（但しゲル化媒体に対するナノカーボン材料の配合割合は両者を撹拌混合することで
ゲル化する配合割合とする）。
　以下、その詳細を説明する。
【００１２】
（ナノカーボン材料）
　本発明の第１のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法の適用対象となるナノカーボン材
料としては、カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバー、グラファイト、グラフェ
ン、カーボンナノホーン、ピーポッド、フラーレンなどの、大きさ（カーボンナノチュー
ブにおいては直径、カーボンナノファイバーにおいては繊維径）がナノメートルスケール
の炭素素材が例示される。カーボンナノチューブは、単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮ
Ｔｓ）であってもよいし、多層カーボンナノチューブ（ＭＷＮＴｓ）であってもよいし、
これらの混合物であってもよい。
【００１３】
（ゲル化媒体）
　本発明の第１のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法に用いるゲル化媒体は、液体状態
にある置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環および／または置換基を有していて
もよい芳香族複素単環（塩の形態であってもよいがイオン液体は除く）である。ゲル化媒
体は単一の物質を用いてもよいし複数種類の物質を混合して用いてもよい。
【００１４】
　芳香族炭化水素単環とは、芳香族性を有する炭化水素単環を意味し、その代表例として
はベンゼンが挙げられる。芳香族炭化水素単環の員数は５～１０が望ましい。環の員数が
小さすぎても大きすぎてもナノカーボン材料と効果的な相互作用を示すことが困難になる
ことでゲル形成能が低下する。
【００１５】
　芳香族複素単環とは、芳香族性を有する複素単環を意味し、窒素原子、酸素原子、硫黄
原子などのヘテロ原子を１個以上含むものであればどのようなものであってもよい（ヘテ
ロ原子を２個以上含む場合は同じへテロ原子を含んでもよいし異なるヘテロ原子を含んで
もよい）。その具体例としては、窒素原子を含む芳香族複素単環であるピロール、イミダ
ゾール、ピラゾール、トリアゾール、テトラゾール、ピリジン、ピラジン、ピリミジン、
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ピリダジン、トリアジン、酸素原子を含む芳香族複素単環であるフラン、硫黄原子を含む
芳香族複素単環であるチオフェン、リン原子を含む芳香族複素単環であるホスホール、窒
素原子と酸素原子を含む芳香族複素単環であるオキサゾールやイソオキサゾール、窒素原
子と硫黄原子を含む芳香族複素単環であるチアゾールやイソチアゾールなどが挙げられる
。芳香族複素単環の員数は５～１０が望ましい。環の員数が小さすぎても大きすぎてもナ
ノカーボン材料と効果的な相互作用を示すことが困難になることでゲル形成能が低下する
。
【００１６】
　芳香族炭化水素単環や芳香族複素単環が分子内に有していてもよい置換基は特に限定さ
れるものではない。置換基の具体例としては、アルキル基（メチル基、エチル基、イソプ
ロピル基、ｔ－ブチル基、シクロヘキシル基、ドデシル基などの炭素数が１～２０の直鎖
状または分岐鎖状または環状のアルキル基）、低級アルケニル基（ビニル基、アリル基、
２－ブテニル基、１－メチルアリル基などの炭素数が２～１０の直鎖状または分岐鎖状の
アルケニル基）、低級アルキニル基（エチニル基、２－プロピニル基、２－ブチニル基、
３－ブチニル基などの炭素数が２～１０の直鎖状または分岐鎖状のアルキニル基）、トリ
フルオロメチル基、低級アルコキシ基（メトキシ基、エトキシ基などの炭素数が１～１０
の直鎖状または分岐鎖状のアルコキシ基）、ハロゲン（塩素、臭素など）、ニトロ基、水
酸基、アミノ基、モノ低級アルキルアミノ基（モノメチルアミノ基などの炭素数が１～１
０の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基でモノ置換されたアミノ基）、ジ低級アルキルア
ミノ基（ジメチルアミノ基などの炭素数が１～１０の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基
でジ置換されたアミノ基）、トリ低級アルキルシリル基（トリメチルシリル基などの炭素
数が１～１０の直鎖状または分岐鎖状のアルキル基でトリ置換されたシリル基）、ヒドロ
キシ低級アルキル基（ヒドロキシメチル基、ヒドロキシエチル基などの炭素数が１～１０
の直鎖状または分岐鎖状のヒドロキシアルキル基）、低級アルコキシカルボニル基（メト
キシカルボニル基、エトキシカルボニル基などのアルコキシ部分が炭素数が１～１０の直
鎖状または分岐鎖状であるアルコキシカルボニル基）、低級アルケニルオキシカルボニル
基（ビニルオキシカルボニル基、アリルオキシカルボニル基などのアルケニル部分が炭素
数が２～１０の直鎖状または分岐鎖状であるアルケニルオキシカルボニル基）、低級アシ
ル基（アセチル基、プロピオニル基などの炭素数が２～１０の直鎖状または分岐鎖状であ
るアシル基）、ハロゲン化アシル基（塩化アシル基、臭化アシル基など）、ホルミル基、
アセタール化ホルミル基（エチレンアセタール化ホルミル基、プロピレンアセタール化ホ
ルミル基など）、イソシアネート基、シアノ基、カルボニル基、カルバモイル基、低級ア
ルキルカルバモイル基（メチルカルバモイル基などのアルキル部分が炭素数が１～１０の
直鎖状または分岐鎖状であるアルキルカルバモイル基）、低級アルキルスルホニル基（メ
チルスルホニル基などのアルキル部分が炭素数が１～１０の直鎖状または分岐鎖状である
アルキルスルホニル基）、低級アルコキシスルホニル基（メトキシスルホニル基などのア
ルコキシ部分が炭素数が１～１０の直鎖状または分岐鎖状であるアルコキシスルホニル基
）、スルファモイル基、低級アルキルスルファモイル基（メチルスルファモイル基などの
アルキル部分が炭素数が１～１０の直鎖状または分岐鎖状であるアルキルスルファモイル
基）、ジ低級アルキルホスホリル基（ジメチルホスホリル基など）、ジ低級アルコキシホ
スホリル基（ジメトキシホスホリル基など）、ジアミノホスホリル基、ボロニル基などが
挙げられる。アルキル基、低級アルケニル基、低級アルキニル基は、置換基を有していて
もよい（置換基としては上記の置換基の中のこれら以外の置換基が挙げられる）。芳香族
炭化水素単環や芳香族複素単環が分子内に有していてもよい置換基の個数は１つであって
もよいし２つ以上であってもよい。芳香族炭化水素単環や芳香族複素単環が分子内に置換
基を２つ以上有する場合、置換基の種類は同じであってもよいし異なっていてもよい。ま
た、２つの置換基が一緒になって炭素数が３～１０のアルキレン基、アルケニレン基、ア
ルキニレン基を形成してもよい（これらは置換基を有していてもよいし鎖の途中にヘテロ
原子を含んでいてもよい）。さらに、２つの置換基が一緒になって－ＣＨ＝ＣＨ－ＣＯ－
Ｏ－、－ＮＨ－Ｎ＝Ｎ－、－ＣＨ２－ＣＨ２－ＮＨ－などを形成してもよい。



(6) JP 6132389 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

【００１７】
　置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や置換基を有していてもよい芳香族複素
単環は、塩の形態、例えば、ナトリウム塩やカルシウム塩などのアルカリ金属塩、マグネ
シウム塩やカルシウム塩などのアルカリ土類金属塩、塩酸塩や硫酸塩などの無機酸塩、ク
エン酸塩や酢酸塩などの有機酸塩、４級アンモニウム塩などであってもよい。
【００１８】
　置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環としては、例えば、ベンゼン、トルエン
、アニリン、ニトロベンゼン、スチレン、フェノール、クロロベンゼン、安息香酸、ベン
ゾニトリルなどを好適に用いることができる。また、置換基を有していてもよい芳香族複
素単環としては、ピリジンなどを好適に用いることができる。しかしながら、好適に用い
ることができる置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や置換基を有していてもよ
い芳香族複素単環は、これらの物質に限定されるわけではない。
【００１９】
（ナノカーボン材料とゲル化媒体の攪拌混合）
　本発明の第１のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法においてゲル化媒体として用いる
置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や置換基を有していてもよい芳香族複素単
環が液体状態にて行う限り、どのような方法で行ってもよい。具体的には、手動または電
動によるメノウ乳鉢と乳棒を使用した混合、超音波照射、攪拌子を使用した攪拌、振とう
攪拌、粉砕機による高速振動といった機械的手法を採用することができる。特筆すべきは
、特許文献１に記載の方法において必須とされているせん断力は必ずしも必要でないこと
である。なお、本発明の第１のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法においてゲル化媒体
として用いる置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や置換基を有していてもよい
芳香族複素単環は、常温（室温を意味し具体的には１５℃～２５℃が例示される）で液体
状態のものが多いので、そうしたものの場合、常温でそのままゲル化媒体としてナノカー
ボン材料と撹拌混合することができる。置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や
置換基を有していてもよい芳香族複素単環が常温で固体状態であって液体状態でない場合
、これらの物質に対して溶解能を有する液体物質、例えば、水、有機溶媒、これらの混合
溶媒などを用いて溶解することで液体状態にしてゲル化媒体として用いればよい。有機溶
媒としては、メタノールやエタノールやイソプロパノールなどのアルコール、エチレング
リコールやプロピレングリコールなどのポリアルコール、アセトン、アセトニトリル、エ
ーテル、ヘキサン、酢酸エチルなどを用いることができる。ゲル化媒体として用いる溶液
中には、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や置換基を有していてもよい芳香
族複素単環が、３０重量％以上含まれていることが望ましく、５０重量％以上含まれてい
ることがより望ましい。置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や置換基を有して
いてもよい芳香族複素単環が塩の形態である場合、常温で固体状態のものが多いが、こう
した場合もこれらの物質に対して溶解能を有する液体物質を用いて溶解することで液体状
態にしてゲル化媒体として用いればよい。また、加熱によって溶融させることで液体状態
（溶融状態）にできるものはそうしてゲル化媒体として用いればよい。加熱の程度は、物
質の融点に依存するため、個々の物質によって異なるが、本発明の第１のナノカーボン材
料含有ゲルの製造方法において用いるゲル化媒体は有機物質であることに鑑みれば、その
上限は通常３００℃である。また、常温で液体状態である置換基を有していてもよい芳香
族炭化水素単環や置換基を有していてもよい芳香族複素単環は、これらの物質に対して溶
解能を有する液体物質を用いて希釈してゲル化媒体として用いることもできる。この場合
、ゲル化媒体として用いる溶液中には、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や
置換基を有していてもよい芳香族複素単環が、３０重量％以上含まれていることが望まし
く、５０重量％以上含まれていることがより望ましい。
【００２０】
　置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や置換基を有していてもよい芳香族複素
単環が、例えばスチレンのように、それ自体同士が重合することによって合成樹脂などの
高分子物質となることができる物質の場合、ナノカーボン材料と撹拌混合してゲルを得た
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後に重合させることで、ナノカーボン材料を含む高分子組成物を得ることができる。また
、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環や置換基を有していてもよい芳香族複素
単環が、その他の物質と重合することによって合成樹脂などの高分子物質となることがで
きる物質の場合、ゲルを製造する途中やゲルを製造した後にその他の物質を混合し、重合
させることで、ナノカーボン材料を含む高分子組成物を得ることができる。置換基を有し
ていてもよい芳香族炭化水素単環や置換基を有していてもよい芳香族複素単環が常温で固
体状態である物質の場合、この物質に対して溶解能を有する液体物質として、この物質と
重合することによって合成樹脂などの高分子物質となることができる物質を用いると、両
者を混合して得られるゲル化媒体は重合性を有するので、ナノカーボン材料と撹拌混合し
てゲルを得た後に２つの物質を重合させることによってナノカーボン材料を含む高分子組
成物を得ることができる。こうした組み合わせの具体例としては、ポリエチレンテレフタ
レート樹脂の原料となるテレフタル酸ジメチル（常温で固体状態）とエチレングリコール
の組み合わせなどが挙げられる。
【００２１】
　ナノカーボン材料とゲル化媒体の配合割合は、両者を撹拌混合することでゲル化する配
合割合である限りどのような配合割合であってもよいが、両者を撹拌混合することでゲル
化する配合割合は用いるゲル化媒体によって異なるため、一律に規定することはできない
。しかしながら、ナノカーボン材料とゲル化媒体を撹拌混合することでゲル化する配合割
合は、概ね、ゲル化媒体に対するナノカーボン材料の重量比が０．５％からであり、望ま
しくは１％以上、より望ましくは３％以上、さらに望ましくは４．５％以上である。ゲル
化媒体に対するナノカーボン材料の重量比が少なすぎると、ゲル化媒体がナノカーボン材
料に対して相対的に過剰となることでゲル化しにくくなる。一方、ゲル化媒体に対するナ
ノカーボン材料の配合割合が多すぎると、ゲル化媒体がナノカーボン材料に対して相対的
に不足することでゲルの状態を維持しにくくなる（軟性を失って乾いた粘土のような状態
になりやすい）。従って、ゲル化媒体に対するナノカーボン材料の重量比は５０％以下が
望ましく、４０％以下がより望ましく、３０％以下がさらに望ましい。
【００２２】
（２）本発明の第２のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法
　ナノカーボン材料と、ゲル化媒体としての、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素
単環、置換基を有していてもよい芳香族複素単環から選択される少なくとも１種を分子内
にあわせて２個以上有する常温で固体状態の物質を、この物質に対して溶解能を有する液
状物質に溶解することで得られる溶液を、攪拌混合することによることを特徴とするもの
である。
　以下、その詳細を説明する。
【００２３】
（ナノカーボン材料）
　本発明の第２のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法の適用対象となるナノカーボン材
料としては、カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバー、グラファイト、グラフェ
ン、カーボンナノホーン、ピーポッド、フラーレンなどの、大きさ（カーボンナノチュー
ブにおいては直径、カーボンナノファイバーにおいては繊維径）がナノメートルスケール
の炭素素材が例示される。カーボンナノチューブは、単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮ
Ｔｓ）であってもよいし、多層カーボンナノチューブ（ＭＷＮＴｓ）であってもよいし、
これらの混合物であってもよい。
【００２４】
（ゲル化媒体）
　本発明の第２のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法に用いるゲル化媒体は、置換基を
有していてもよい芳香族炭化水素単環、置換基を有していてもよい芳香族複素単環から選
択される少なくとも１種を分子内にあわせて２個以上有する常温で固体状態の物質を、こ
の物質に対して溶解能を有する液体物質に溶解することで得られる溶液である。芳香族炭
化水素単環、芳香族複素単環、これらが有していてもよい置換基の詳細については上述の
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通りである。ゲル化媒体は単一の溶液を用いてもよいし複数種類の溶液を混合して用いて
もよい。
【００２５】
　置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環、置換基を有していてもよい芳香族複素
単環から選択される少なくとも１種を分子内にあわせて２個以上有する常温で固体状態の
物質が有する芳香族炭化水素単環や芳香族複素単環の分子内における存在形態は特に限定
されるものではなく、互いが直接的に結合して存在してもよいし、他の原子（炭素原子、
窒素原子、酸素原子、硫黄原子、リン原子など）を介して結合して存在してもよい。また
、これらは、縮合環の構成単環として互いが縮合して存在してもよいし、直接的に結合し
て存在してもよいし、他の原子を介して結合して存在してもよい。縮合環の具体例として
は以下のものが挙げられる。
Ａ．芳香族炭化水素縮合環：６員環同士
　ナフタレン、フェナントレン、ピレン、アセナフテン、アセナフチレン、アントラセン
、ベンゾ［ａ］アントラセン、ベンゾ［ａ］ピレン、ベンゾ［ｅ］ピレン、ベンゾ［ｂ］
フルオランテン、ベンゾ［ｇ，ｈ，ｉ］ペリレン、ベンゾ［ｊ］フルオランテン、ベンゾ
［ｋ］フルオランテン、クリセン、ジベンゾ［ａ，ｈ］アントラセン、フルオランテン、
フルオレン、インデノ［１，２，３－ｃ，ｄ］ピレン、テトラセン、トリフェニレン、テ
トラフェン、ペンタセン、ピセン、ペリレン
Ｂ．ヘテロ原子を有する芳香族縮合環：５員環＋６員環
　ベンゾフラン、イソベンゾフラン、インドール、イソインドール、ベンゾチオフェン、
ベンゾ（ｃ）チオフェン、ベンゾホスホール、ベンゾイミダゾール、プリン、インダゾー
ル、ベンゾオキサゾール、ベンゾイソオキサゾール、ベンゾチアゾール
Ｃ．ヘテロ原子を有する芳香族縮合環：６員環＋６員環
　キノリン、イソキノリン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、アクリジン
Ｄ．その他
　例えばシクロペンタジエニルアニオンとシクロヘプタトリエニウムイオンが縮合して構
成されるアズレン（５員環＋７員環）
【００２６】
　置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環、置換基を有していてもよい芳香族複素
単環から選択される少なくとも１種を分子内にあわせて２個以上有する常温で固体状態の
物質は、塩の形態、例えば、ナトリウム塩やカルシウム塩などのアルカリ金属塩、マグネ
シウム塩やカルシウム塩などのアルカリ土類金属塩、塩酸塩や硫酸塩などの無機酸塩、ク
エン酸塩や酢酸塩などの有機酸塩、４級アンモニウム塩などであってもよい。
【００２７】
　置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環、置換基を有していてもよい芳香族複素
単環から選択される少なくとも１種を分子内にあわせて２個以上有する常温で固体状態の
物質に対して溶解能を有する液体物質としては、例えば、水、有機溶媒、これらの混合溶
媒などが挙げられる。有機溶媒としては、メタノールやエタノールやイソプロパノールな
どのアルコール、エチレングリコールやプロピレングリコールなどのポリアルコール、ア
セトン、アセトニトリル、エーテル、ヘキサン、酢酸エチルなどを用いることができる。
ゲル化媒体として用いる溶液中には、置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環、置
換基を有していてもよい芳香族複素単環から選択される少なくとも１種を分子内にあわせ
て２個以上有する常温で固体状態の物質が、３０重量％以上含まれていることが望ましく
、５０重量％以上含まれていることがより望ましい。
【００２８】
　置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環、置換基を有していてもよい芳香族複素
単環から選択される少なくとも１種を分子内にあわせて２個以上有する常温で固体状態の
物質が、それ自体同士が重合することによって合成樹脂などの高分子物質となることがで
きる物質の場合、この物質に対して溶解能を有する液体物質を用いて溶解してゲル化媒体
としてからナノカーボン材料と撹拌混合してゲルを得た後に重合させることで、ナノカー
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ボン材料を含む高分子組成物を得ることができる。また、置換基を有していてもよい芳香
族炭化水素単環、置換基を有していてもよい芳香族複素単環から選択される少なくとも１
種を分子内にあわせて２個以上有する常温で固体状態の物質が、その他の物質と重合する
ことによって合成樹脂などの高分子物質となることができる物質の場合、ゲルを製造する
途中やゲルを製造した後にその他の物質を混合し、重合させることで、ナノカーボン材料
を含む高分子組成物を得ることができる。置換基を有していてもよい芳香族炭化水素単環
、置換基を有していてもよい芳香族複素単環から選択される少なくとも１種を分子内にあ
わせて２個以上有する常温で固体状態の物質に対して溶解能を有する液体物質として、こ
の物質と重合することによって合成樹脂などの高分子物質となることができる物質を用い
ると、両者を混合して得られるゲル化媒体は重合性を有するので、ナノカーボン材料と撹
拌混合してゲルを得た後に２つの物質を重合させることによってナノカーボン材料を含む
高分子組成物を得ることができる。こうした組み合わせの具体例としては、ビスフェノー
ルＡ型エポキシ樹脂の原料となるビスフェノールＡ（常温で固体状態）とエピクロルヒド
リンの組み合わせをはじめとする、各種のビスフェノール型エポキシ樹脂の原料となるモ
ノマー成分の組み合わせなどが挙げられる。
【００２９】
（ナノカーボン材料とゲル化媒体の攪拌混合）
　本発明の第２のナノカーボン材料含有ゲルの製造方法において用いるゲル化媒体が液体
状態にて行う限り、どのような方法で行ってもよい。具体的には、手動または電動による
メノウ乳鉢と乳棒を使用した混合、超音波照射、攪拌子を使用した攪拌、振とう攪拌、粉
砕機による高速振動といった機械的手法を採用することができる。特筆すべきは、特許文
献１に記載の方法において必須とされているせん断力は必ずしも必要でないことである。
ナノカーボン材料とゲル化媒体の配合割合は、ゲル化媒体に対するナノカーボン材料の重
量比が０．１％以上が望ましく、０．５％以上がより望ましく、１％以上がさらに望まし
い。ゲル化媒体に対するナノカーボン材料の重量比が少なすぎると、得られるゲルのナノ
カーボン材料含有量が少なくなる。一方、ゲル化媒体に対するナノカーボン材料の配合割
合が多すぎると、ゲル化媒体がナノカーボン材料に対して相対的に不足することでゲルの
状態を維持しにくくなる（軟性を失って乾いた粘土のような状態になりやすい）。従って
、ゲル化媒体に対するナノカーボン材料の重量比は３０％以下が望ましく、２５％以下が
より望ましく、２０％以下がさらに望ましい。
【００３０】
　本発明の第１の製造方法および第２の製造方法によって製造されるナノカーボン材料含
有ゲルは、ゲルゆえに加工性が高いので、各種の高分子物質（例えばポリビニルアルコー
ル樹脂、ポリエステル樹脂、ビスフェノール樹脂など）に分散させることでナノカーボン
材料を含む高分子組成物を調製した後（高分子物質へのゲルの分散はゲルを製造する途中
やゲルを製造した後に高分子物質を混合することで行うこともできるし高分子物質を調製
する途中にゲルを混合することで行うこともできる）、塗布、射出、押出といった様々な
手法で加工し、実用に供することができる。従って、インク、塗料、プラスチック、ゴム
などをはじめとする各種の物品にナノカーボン材料を組み込むといったことが容易となり
、ナノカーボン材料の用途展開が多彩になる。とりわけ、本発明の第１の製造方法によっ
て製造されてなるナノカーボン材料含有ゲルは、有機溶媒などとして安価に入手が可能な
ベンゼンなどをゲル化媒体として用いることができるので、製造コストを抑えることがで
きるという利点がある。加えて、ベンゼンなどは揮発性が高いので、例えばゲルを基材の
表面に塗布した後、減圧下や常圧下でゲルからゲル化媒体を抜去することで、ナノカーボ
ン材料からなる構造体を基材の表面に形成することができる。さらに、ナノカーボン材料
とゲル化媒体からゲルを製造する際にナノカーボン材料とは異なる機能性材料を系内に添
加した場合、得られるゲルは、ナノカーボン材料とその他の機能性材料の両者を含有する
複合素材として利用することができる。従って、本発明によれば、機能性素材としてのナ
ノカーボン材料の利用可能性を、従来技術では達成しえなかった分野や用途にまで広げる
ことができる。
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【実施例】
【００３１】
　以下、本発明を実施例によって詳細に説明するが、本発明は以下の記載によって何ら限
定して解釈されるものではない。なお、以下の実施例における実験は全て室温で行った。
【００３２】
実施例１：
　トルエン４０２．９ｍｇをバイアルにとり、超音波照射しながらＳＷＮＴｓ（カーボン
ナノテクノロジー社製、以下同じ）５５．２ｍｇ（前者に対して１３．７ｗｔ％）を添加
すると、内容物がゲル化した。内容物がゲルであることの確認は、バイアルを反転させて
もバイアルの底の内容物が維持されたままである（流動性がない）ことと外観観察で行っ
た。
【００３３】
実施例２：
　トルエン５００．０ｍｇをバイアルにとり、超音波照射しながらＭＷＮＴｓ（Ｔｈｏｍ
ａｓ　Ｓｗａｎ社製、以下同じ）４５．１ｍｇ（前者に対して９．０ｗｔ％）を添加する
と、内容物がゲル化した（実施例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。
【００３４】
実施例３：
　トルエン１１５．０ｍｇを、メノウ乳鉢にとったＭＷＮＴｓ７．０ｍｇ（前者に対して
６．１ｗｔ％）に、乳棒を用いて混合しながら添加すると、内容物がゲル化した（実施例
１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。このゲルにトルエン１１５．０ｍｇを
乳棒を用いて混合しながら添加すると、ゲルはマイクロピペットを用いてマイクロチュー
ブに移し替えることができる程度に軟化したが、ＭＷＮＴｓの凝集（バンドル化）は認め
られなかった。
【００３５】
実施例４：
　スチレン３９３．７ｍｇをバイアルにとり、超音波照射しながらＭＷＮＴｓ３９．４ｍ
ｇ（前者に対して１０．０ｗｔ％）を添加すると、内容物がゲル化した（実施例１と同様
にして内容物がゲルであることを確認）。
【００３６】
実施例５：
　ベンゼン１３０．０ｍｇをメノウ乳鉢にとり、乳棒を用いて混合しながらＭＷＮＴｓ５
．０ｍｇ、５．３ｍｇ、５．４ｍｇを順次添加すると（合計１５．７ｍｇ：前者に対して
１２．１ｗｔ％）、内容物がゲル化した（実施例１と同様にして内容物がゲルであること
を確認）。このゲルにベンゼン１３０．０ｍｇを乳棒を用いて混合しながら添加すると、
ゲルはマイクロピペットを用いてマイクロチューブに移し替えることができる程度に軟化
したが、ＭＷＮＴｓの凝集は認められなかった。
【００３７】
実施例６：
　アニリン１０８．４ｍｇをメノウ乳鉢にとり、乳棒を用いて混合しながらＭＷＮＴｓ５
．１ｍｇ（前者に対して４．７ｗｔ％）を添加すると、内容物がゲル化した（実施例１と
同様にして内容物がゲルであることを確認）。このゲルにアニリン１０８．４ｍｇを乳棒
を用いて混合しながら添加すると、ゲルはマイクロピペットを用いてマイクロチューブに
移し替えることができる程度に軟化したが、ＭＷＮＴｓの凝集は認められなかった。
【００３８】
実施例７：
　アニリン塩酸塩（結晶）６１．０７５ｇを水１５０ｍＬに溶解させてアニリン塩酸塩水
溶液を得た。その一部（１００μＬ：アニリン塩酸塩含有量は４９．７ｍｇ）をゲル化媒
体としてマクロピペットを用いてメノウ乳鉢に移し替え、乳棒を用いて混合しながらＭＷ
ＮＴｓ６．１ｍｇ（ゲル化媒体に対して６．１ｗｔ％）を添加すると、内容物がゲル化し
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た（実施例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。
【００３９】
実施例８：
　フェノール（結晶）１．０２３９ｍｇをバイアルにとり、蒸留水１００μＬを加えた後
、バイアルを手でよく振って結晶を溶解させてフェノール水溶液を得た。その一部（９５
．５μＬ：フェノール含有量は０．９４６ｍｇ）をゲル化媒体としてマクロピペットを用
いてメノウ乳鉢に移し替え、乳棒を用いて混合しながらＭＷＮＴｓ５．６ｍｇ（ゲル化媒
体に対して６．０ｗｔ％）を添加すると、内容物がゲル化した（実施例１と同様にして内
容物がゲルであることを確認）。
【００４０】
実施例９：
　ニトロベンゼン１２３．０ｍｇをメノウ乳鉢にとり、乳棒を用いて混合しながらＳＷＮ
Ｔｓ５．８ｍｇ（前者に対して４．７ｗｔ％）を添加すると、内容物がゲル化した（実施
例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。このゲルにニトロベンゼン１２３．
０ｍｇを乳棒を用いて混合しながら添加すると、ゲルは軟化したが、ＳＷＮＴｓの凝集は
認められなかった。軟化したゲルをマイクロピペットを用いてＴＥＭグリッド（ＨＩＧＨ
　ＧＲＡＤＥ　Ｃｕ／Ｒｈ　ＨＲ－２６　４００ｍｅｓｈ、Ｍａｘｔａｆｏｒｍ社製、以
下同じ）に塗布し、１日間自然乾燥してニトロベンゼンを抜去した後、透過型電子顕微鏡
（ＴＥＭ）画像を得た。その結果、ＳＷＮＴｓは、そのほとんどが１本～２０本程度の束
状（その太さは３ｎｍ～５０ｎｍ程度）になってゲル媒体であるニトロベンゼン中に分散
され、立体的な３次元の網目構造を形成していたことがわかった（図１参照）。ＳＷＮＴ
ｓとニトロベンゼンを撹拌混合することでゲル化し、ＳＷＮＴｓがニトロベンゼン中で安
定に保持されるのは、ＳＷＮＴｓがニトロベンゼン中でこうした３次元の網目構造を形成
することで、ＳＷＮＴｓ同士の動的な会合が効果的に抑制されるためであると推察された
。
【００４１】
実施例１０：
　ニトロベンゼン１２３．０ｍｇをメノウ乳鉢にとり、乳棒を用いて混合しながらＭＷＮ
Ｔｓ３．６ｍｇ（前者に対して２．９ｗｔ％）を添加すると、内容物がゲル化した（実施
例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。このゲルにニトロベンゼン１２３．
０ｍｇを乳棒を用いて混合しながら添加すると、ゲルは軟化したが、ＭＷＮＴｓの凝集は
認められなかった。軟化したゲルをマイクロピペットを用いてＴＥＭグリッドに塗布し、
１日間自然乾燥してニトロベンゼンを抜去した後、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）画像を得
た。その結果は実施例９のＳＷＮＴｓと同様であり、ＭＷＮＴｓも、そのほとんどが１本
～２０本程度の束状（その太さは３ｎｍ～５０ｎｍ程度）になってゲル媒体であるニトロ
ベンゼン中に分散され、立体的な３次元の網目構造を形成していたことがわかった（図２
参照）。
【００４２】
実施例１１：
　トルエンのかわりにクロロベンゼンを用いること以外は実施例１と同様の操作を行なっ
たところ、内容物がゲル化した（実施例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）
。
【００４３】
実施例１２：
　トルエンのかわりに安息香酸を用いること以外は実施例１と同様の操作を行なったとこ
ろ、内容物がゲル化した（実施例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。
【００４４】
実施例１３：
　トルエンのかわりにベンゾニトリルを用いること以外は実施例１と同様の操作を行なっ
たところ、内容物がゲル化した（実施例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）
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。
【００４５】
実施例１４：
　トルエンのかわりにピリジンを用いること以外は実施例１と同様の操作を行なったとこ
ろ、内容物がゲル化した（実施例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。
【００４６】
（実施例１～実施例１４のまとめと考察）
　本発明の第１の製造方法によれば、ゲル化媒体に対してナノカーボン材料を重量比で５
％以上含んでなるナノカーボン材料含有ゲルを製造することができる。ナノカーボン材料
が高含有のゲルは、インク、塗料、プラスチック、ゴムなどをはじめとする各種の物品に
所定量のナノカーボン材料を組み込んで機能性を付与したい場合などに有用である。また
、ゲル化媒体をゲルに追加添加することでナノカーボン材料の凝集を引き起こすことなく
ゲルの粘性を容易に低下できることは、ゲルの取り扱い性の向上に寄与する。この実施例
においてゲル化媒体として用いているベンゼン、アニリン、ベンゾニトリル、ピリジンは
、特許文献２に記載の方法におけるゲル化媒体に要求される化学構造条件を満たさないこ
とでゲル化媒体になり得ないと特許文献２において判定されているものである。その根拠
は、これらの物質に対してＳＷＮＴｓを３．５ｗｔ％添加した場合に内容物がゲル化しな
かったことによる。しかしながら、これらの物質も、これらの物質に対するＳＷＮＴｓの
添加量を増やすことでゲル化媒体として機能し、内容物がゲル化することがこの実施例に
よってわかった。即ち、特許文献２に記載の方法におけるゲル化媒体に要求される化学構
造条件を満たさない芳香族炭化水素単環や芳香族複素単環であっても、本質的にゲル形成
能を有しないのではないということである。これらの物質も、特許文献２に記載の方法に
おけるゲル化媒体に要求される化学構造条件を満たす物質（芳香族炭化水素単環や芳香族
複素単環を分子内にあわせて２個以上有する物質）よりもゲル形成能は低いものの、ゲル
形成能を有している。ゲル形成能が低いことには有利な点がある。それは、ゲル形成能が
高いゲル化媒体を用いた場合、ゲル化媒体に対するナノカーボン材料の添加量が少なくて
もゲル化をもたらすので、高含量のゲルを得にくい側面を有するが、ゲル形成能が低いゲ
ル化媒体を用いた場合、ゲル化媒体に対するナノカーボン材料の添加量が多くなければゲ
ル化をもたらさないので、結果として高含量のゲルを得やすいという利点である。本発明
の第１の製造方法によれば、ゲル化媒体に対してナノカーボン材料を重量比で５％以上、
望ましくは１０％以上含んでなるナノカーボン材料含有ゲルを製造することができること
には、こうしたゲル化媒体の特質が関与していると考えられる。
【００４７】
実施例１５：
　ニトロベンゼン１２３．０ｍｇをメノウ乳鉢にとり、乳棒を用いて混合しながら市販の
グラファイト電極をメノウ乳鉢で乳棒を用いて微細に粉砕したもの５１．９ｍｇ（前者に
対して４２．２ｗｔ％）を添加すると、内容物がゲル化した（実施例１と同様にして内容
物がゲルであることを確認）。
【００４８】
実施例１６：
　エピクロルヒドリン１０ｍＬをバイアルにとり、ビスフェノールＡ５．０１５２ｇを加
えた後、ボルテックスミキサーと超音波照射によって両者をよく混ぜ合わすことでビスフ
ェノールＡ型エポキシ樹脂のモノマー溶液を得た。その一部（５８１．０ｍｇ）をマイク
ロピペットを用いて別のバイアルに移し替え、超音波照射しながらＭＷＮＴｓ６．０ｍｇ
（モノマー溶液に対して１．０ｗｔ％）を添加すると、内容物がゲル化した（実施例１と
同様にして内容物がゲルであることを確認）。
【００４９】
実施例１７：
　ゲル化媒体としてベンゼン環を有する各種の物質とＭＷＮＴｓをメノウ乳鉢にとり、乳
棒を用いてすりつぶし混合することでＭＷＮＴｓ含有ゲルを得た（実施例１と同様にして
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に対するＭＷＮＴｓの重量比を表１に示す。
【００５０】
【表１】

【００５１】
実施例１８：
　ゲル化媒体としてベンゼン環を有する各種の物質とＭＷＮＴｓをマイクロチューブまた
はバイアルにとって混合し、超音波分散させることでＭＷＮＴｓ含有ゲルを得た（実施例
１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。用いたゲル化媒体の種類と得られたゲ
ルのゲル化媒体に対するＭＷＮＴｓの重量比を表２に示す。
【００５２】
【表２】

【００５３】
実施例１９：
　ゲル化媒体としてピリジン環またはベンゼン環を有する常温で固体状態である各種の物
質の溶液とＭＷＮＴｓをメノウ乳鉢にとり、乳棒を用いてすりつぶし混合することでＭＷ
ＮＴｓ含有ゲルを得た（実施例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。用いた
ゲル化媒体の種類と得られたゲルのゲル化媒体に対するＭＷＮＴｓの重量比を表３に示す
。
【００５４】
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【表３】

【００５５】
実施例２０：
　ゲル化媒体としてベンゼン環またはピロール環を有する各種の物質とＭＷＮＴｓをメノ
ウ乳鉢にとり、乳棒を用いてすりつぶし混合することでＭＷＮＴｓ含有ゲルを得た（実施
例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。用いたゲル化媒体の種類と得られた
ゲルのゲル化媒体に対するＭＷＮＴｓの重量比を表４に示す。
【００５６】
【表４】

【００５７】
実施例２１：
　市販の重合度５００のポリビニルアルコール樹脂９９６ｍｇと水１９ｍＬを３００ｍＬ
のビーカー内でホットプレートを用いて加熱混合し、ポリビニルアルコール樹脂の５ｗｔ
％水溶液を得た。このポリビニルアルコール樹脂水溶液２ｍＬをバイアルにとったアニリ
ン塩酸塩（結晶）３００ｍｇに加え、ボルテックスミキサーによって両者をよく混ぜ合わ
せた。得られたアニリン塩酸塩を含むポリビニルアルコール樹脂水溶液４００μＬをゲル
化媒体としてＭＷＮＴｓ８．０ｍｇ（ゲル化媒体に対して２．０ｗｔ％）とともにメノウ
乳鉢にとり、乳棒を用いてすりつぶし混合することでＭＷＮＴｓ含有ゲルを得た（実施例
１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。このゲルをマイクロピペットを用いて
ＴＥＭグリッドに塗布し、１週間自然乾燥した後、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）画像を得
た。また、このゲルをマイクロピペットを用いてＳＥＭ試料台（ＬＫ２２Ｔ／Ｔｙｐｅ－
ＢＡ、φ１０×７、日新ＥＭ社製）に塗布し、１週間自然乾燥した後、走査型電子顕微鏡
（ＳＥＭ）画像を得た。図３にＴＥＭ画像を示し、図４にＳＥＭ画像を示す。ＴＥＭ画像
から明らかなように、ＭＷＮＴｓは、そのほとんどが数本程度の束状（その太さは３ｎｍ
～１０ｎｍ程度）になってゲル媒体であるアニリン塩酸塩を含むポリビニルアルコール樹
脂水溶液中に分散され、立体的な３次元の網目構造を形成していたことがわかった。また
、ＳＥＭ画像から明らかなように、ＭＷＮＴｓは、そのほとんどが緻密な網目（その太さ
は３ｎｍ～１０ｎｍ程度）になってゲル媒体であるアニリン塩酸塩を含むポリビニルアル
コール樹脂水溶液中に分散され、立体的な３次元網目構造を形成していたことがわかった
。このゲルをガラス基板に塗布してから硬化させることで、基板上にＭＷＮＴｓ分散複合
樹脂膜を形成することができた。その外観を図５に示す。
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【００５８】
実施例２２：
　ゲル化媒体としてピリジン環またはベンゼン環を有する各種の物質とＭＷＮＴｓからＭ
ＷＮＴｓ含有ゲルを得た（実施例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。用い
たゲル化媒体の種類と得られたゲルのゲル化媒体に対するＭＷＮＴｓの重量比と製法を表
５に示す。
【００５９】
【表５】

【００６０】
実施例２３：
　ゲル化媒体としてのスチレンを含む市販のＦＲＰ（繊維強化プラスチック）樹脂（スチ
レン架橋型不飽和ポリエステル樹脂）とＭＷＮＴｓ（ゲル化媒体に対して５．０ｗｔ％）
をメノウ乳鉢にとり、乳棒を用いてすりつぶし混合することでＭＷＮＴｓ含有ゲルを得た
（実施例１と同様にして内容物がゲルであることを確認）。得られたＭＷＮＴｓ含有ゲル
（透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）画像によりゲル化媒体中にＭＷＮＴｓが分散されているこ
とを確認）をガラス基板に塗布してから硬化させることで７５ｍｍ×５ｍｍ×０．１５ｍ
ｍの試料片を作製し、４探針法にてその体積抵抗値を測定したところ、０．８１５Ω・ｃ
ｍであった。以上の結果から、このＭＷＮＴｓ含有ゲルは、電気伝導性を有する機能性高
分子であることがわかった。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、新たなゲル化媒体を利用した、カーボンナノチューブ以外のナノカーボン材
料にも適用でき、極めて簡単な手法で行うことができるナノカーボン材料含有ゲルの製造
方法を提供することができる点において産業上の利用可能性を有する。
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