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(57)【要約】
【課題】　導電性付与能力に優れ、容易に樹脂又はゴム等に分散可能であるカーボンブラ
ック複合体及び、その製造方法を提供する。
【解決手段】　マイクロトラックによる粒度分布測定の中央値が５μｍ以下、濃度が１．
０質量％以上１０質量％以下の繊維状炭素スラリーを、炭化水素と１５００℃以上の非酸
化雰囲気下で熱処理する繊維状炭素と非繊維状炭素のカーボンブラック複合体の製造方法
。
繊維状炭素を機械的微細処理及び/又は化学的微細処理することが好ましい。機械的微細
処理にビーズミル、振動ミル、ボールミル、ロットミル、ディスクミル又はミキサーを用
いることが好ましい。化学的微細処理が分散剤処理及び/又は酸処理であることが好まし
い。
【選択図】　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
マイクロトラックによる粒度分布測定の中央値が５μｍ以下、濃度が１．０質量％以上１
０質量％以下の繊維状炭素スラリーを、炭化水素と１５００℃以上の非酸化雰囲気下で熱
処理する繊維状炭素と非繊維状炭素のカーボンブラック複合体の製造方法。
【請求項２】
繊維状炭素を機械的微細処理及び/又は化学的微細処理する請求項１に記載のカーボンブ
ラック複合体の製造方法。
【請求項３】
機械的微細処理がビーズミル、振動ミル、ボールミル、ロットミル、ディスクミル又はミ
キサーを用いることを特徴とする請求項２に記載のカーボンブラック複合体の製造方法。
【請求項４】
化学的微細処理が分散剤処理及び/又は酸処理である請求項２に記載のカーボンブラック
複合体の製造方法。
【請求項５】
非繊維状炭素がアセチレンブラックである請求項１～４のいずれか一項に記載のカーボン
ブラック複合体の製造方法。
【請求項６】
繊維状炭素の直径が２００ｎｍ以下である請求項１～５のいずれか一項に記載のカーボン
ブラック複合体の製造方法。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カーボンブラック複合体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ゴム、樹脂等にカーボンブラックを含有させ、導電性を付与させるということが
行われている。特にアセチレンブラックは炭素粒子の連鎖構造を有するため、一般のカー
ボンブラックと比較して導電性の付与能力に優れている。
　しかしながら、近年、樹脂等の本来の特性を低下させずに高い導電性を付与することが
出来る導電剤が求められており、この要求を満たすためには、導電付与効果が一段と優れ
たカーボンブラックを開発する必要がある。
【０００３】
　このような問題に対して、導電剤にカーボンナノチューブを用いることが提案されてい
るが、分散性が悪く、非常に高価である。
　また、アセチレンブラックの反応場でカーボンナノチューブを生成させるという提案が
なされている（特許文献１）が、アセチレンブラックとカーボンナノチューブを同じ生成
場で製造するため、安定した物性の生成物を作製し続けることが難しい。
　さらに、カーボンナノチューブを生成した後、アセチレンブラックと複合化させる方法
も提案がなされている（特許文献２，３，４）が、カーボンナノチューブの凝集による物
性の低下がおこることがあり、凝集体を解砕するために樹脂等を長時間混練を行うと、樹
脂等の本来の特性を低下させることがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】ＷＯ／２００７／０１３６７８
【特許文献２】特開２０１０-３１２１４号公報
【特許文献３】特開２０１０-７７３１３号公報
【特許文献４】特開２０１０-２４８３９７号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、導電性付与能力に優れ、容易に樹脂又はゴム等に分散可能であるカー
ボンブラック複合体及び、その製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明は、上記の課題を解決するために、以下の手段を採用する。
（１）マイクロトラックによる粒度分布測定の中央値が５μｍ以下、濃度が１．０質量％
以上１０質量％以下の繊維状炭素スラリーを、炭化水素と１５００℃以上の非酸化雰囲気
下で熱処理する繊維状炭素と非繊維状炭素のカーボンブラック複合体の製造方法。
（２）繊維状炭素を機械的微細処理及び/又は化学的微細処理する前記（１）に記載のカ
ーボンブラック複合体の製造方法。
（３）機械的微細処理がビーズミル、振動ミル、ボールミル、ロットミル、ディスクミル
又はミキサーを用いることを特徴とする前記（２）に記載のカーボンブラック複合体の製
造方法。
（４）化学的微細処理が分散剤処理及び/又は酸処理である前記（２）に記載のカーボン
ブラック複合体の製造方法。
（５）非繊維状炭素がアセチレンブラックである前記（１）～（４）のいずれか一項に記
載のカーボンブラック複合体の製造方法。
（６）繊維状炭素の直径が２００ｎｍ以下である前記（１）～（５）のいずれか一項に記
載のカーボンブラック複合体の製造方法。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明のカーボンブラック複合体は、従来のカーボンブラックよりも導電性付与能力に
優れており、樹脂、ゴム等に容易に分散させることが出来る。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明のカーボンブラック複合体は、繊維状炭素とカーボンブラックが連結しているも
のである。
　連結とは単なる接触ではなく、炭素質で物理的に融着していることを意味し、通常の機
械的操作では容易に分離されることなく、連結された繊維状炭素とカーボンブラック間で
接触抵抗なしで電子が自由に移動できるものである。そのため、樹脂等と混合した際もカ
ーボンブラック複合体のまま存在し、良好な分散性が得られると同時に高導電性が保たれ
る。繊維状炭素単独では、樹脂等の他の材料と混合する場合、配向や繊維同士の絡み合い
のため、良好な分散性を得ることが困難であり、導電性にバラツキが生じる。カーボンブ
ラックと繊維状炭素を単純に混合した場合は形状が異なるため更にバラツキが大きくなる
が、本発明のカーボンブラック複合体は導電性の安定性に優れていることが特長の一つで
ある。ここで繊維状炭素は１～５０質量％であることが好ましい。繊維状炭素が１質量％
未満であると、十分な導電性が得られず、５０質量％を超えるとカーボンブラックとの連
結が十分でなくなると同時に、繊維状炭素の凝集などのため分散性が著しく低下する。
【０００９】
　本発明のカーボンブラック複合体で使用される繊維状炭素とは、炭素繊維（カーボンフ
ァイバー）、気相成長炭素繊維（ＶＧＣＦ）、カーボンナノチューブ、カーボンナノファ
イバー等である。本発明においては繊維状炭素を適宜選択可能であるが、繊維状炭素は直
径が２００ｎｍ以下であることが好ましい。
【００１０】
　本発明のカーボンブラック複合体は、繊維状炭素を炭化水素の熱分解中に導入する方法
で製造される。この製造方法を用いることでカーボンブラック複合体のＪＩＳ　Ｋ　１４
６９に規定される灰分を１．０質量％以下にすることが出来る。
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【００１１】
　本発明のカーボンブラック複合体に用いる繊維状炭素は、炭化水素の熱分解温度以上の
高温場に供給し、熱処理することにより生成することができる。炭化水素の熱分解温度は
、特に５００～１０００℃であることが好ましい。炭化水素として、例えばメタン、エタ
ン、プロパン、ブタン等の飽和炭化水素、例えばエチレン、プロピレン、ブテン、ブタジ
エン等の２重結合を有する不飽和炭化水素、アセチレン、プロピン、ブチン等の３重結合
を有する不飽和炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素等を用いる
ことが出来る。また、一酸化炭素や二酸化炭素等も使用できる。中でも、一酸化炭素を使
用したものは、直径が３０ｎｍ以下と非常に細かく、表面に欠陥を持つため、アセチレン
ブラックと結合しやすく作製される複合体も小粒子径になるため特に好ましい。
【００１２】
　繊維状炭素化触媒、助触媒としては、Ｃｏ，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｍｏ，Ｓ，Ｖ，Ｃｒ等の微粒
子及びそれらの酸化物を用いることが出来る。
【００１３】
本発明のカーボンブラック複合体におけるカーボンブラックは、炭化水素の熱分解温度以
上の高温場で生成することが好ましく、特に１８００～２２００℃で生成することが好ま
しい。炭化水素として、例えばメタン、エタン、プロパン、ブタン等の飽和炭化水素、例
えばエチレン、プロピレン、ブテン、ブタジエン等の２重結合を有する不飽和炭化水素、
アセチレン、プロピン、ブチン等の３重結合を有する不飽和炭化水素、ベンゼン、トルエ
ン、キシレン等の芳香族炭化水素等を用いることが出来る。中でもエチレン、アセチレン
、ブタジエンは、自己発熱分解反応であるため、反応炉の中心部分でも高温を維持でき、
繊維状炭素の欠陥に吸着されやすいため好ましく、特にアセチレンが好ましい。また、炭
化水素の供給量は０．６～６ｍ３／ｈであることが好ましい。
【００１４】
　本発明のカーボンブラック複合体における球状炭素粒子、繊維状炭素のスラリーを製造
するときの溶媒としては、メタノール、エタノール等のアルコール類や、ベンゼン、トル
エン、キシレン等の芳香族炭化水素等、また、分散剤の使用や酸処理を行うことにより、
水を使用することも出来る。
【００１５】
　本発明のカーボンブラック複合体における繊維状炭素スラリーを製造するときは、ビー
ズミル、振動ミル、ボールミル、ロットミル、ディスクミルまたはヘンシェルミキサー、
プラネタリーミキサー等で機械的に微粉砕若しくは分散したものを用いることが好ましく
、特にビーズミル、振動ミル、ボールミルを使用することが好ましい。また、プレ分散を
ボール（直径１～１０ｍｍ）を使用し、その後、ビーズ（直径０．１～１ｍｍ）を使用す
ることが好ましい。ミルに使用するボール及びビーズはアルミナ、ジルコニア等の摩耗に
強いセラミックスであることが好ましい。また、前処理として分散剤及び/又は酸処理に
よる処理を行うと、溶媒への分散性が向上するため好ましい。
【００１６】
　上記界面活性剤は、陰イオン性界面活性剤、陽イオン性界面活性剤、両性界面活性剤、
非イオン性界面活性剤を用いることが出来る。特に、トリトンＸ－１００、ドデジル硫酸
ナトリウム、ドデジルベンゼンスルホン酸ナトリウムはカーボンナノチューブの分散に優
れた効果を示すため好ましい。
【００１７】
　上記酸処理方法として、塩酸、硫酸、硝酸等の酸により表面改質を行うことが出来る。
また、酸素雰囲気下による燃焼やオゾン処理を行うことで表面改質を行うことも出来る。
【００１８】
　上記スラリーの粒度分布は粒度分布の中央値が５μｍ以下であることが好ましく、特に
２μｍ以下であることが好ましい。スラリー濃度は１．０質量％以上１０質量％以下であ
ることが好ましい。特に有機溶媒を使用する場合は、有機溶媒が熱分解してカーボンブラ
ックとなるためスラリー濃度は５．０質量％以上１０質量％以下であることが好ましい。
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【００１９】
　本発明のカーボンブラック複合体の粒度分布は、粒度分布の中央値が５μｍ以下である
ことが好ましく、特に３μｍ以下であることが好ましい。
【実施例】
【００２０】
　次に実施例により本発明の具体的態様を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの例に
よって限定されるものではない。
（実施例１～３）
　繊維状炭素は以下の方法で作製した。炭素源として一酸化炭素、触媒として酸化コバル
ト、酸化マンガンの混合粉を使用した。作製方法としては石英皿に触媒を敷き反応炉内に
設置し、窒素、水素の混合ガス雰囲気で置換した後、常温から５７０℃まで昇温し、５７
０℃で触媒の還元処理を行った。その後、一酸化炭素を導入し繊維状炭素を生成した。
次に、作製した繊維状炭素をエタノールに加え、直径６ｍｍのアルミナボールを使用して
振動ミルで６０分間プレ分散を行い、その後、直径０．３ｍｍのジルコニアビーズを使用
してビーズミルで９０分間分散させて、繊維状炭素が５質量％で粒度分布の中央値が１μ
ｍのスラリーを作製した。
その後、２０００℃に加熱した反応炉（炉長２ｍ、炉直径０．２ｍ）の炉頂に設置された
二本のノズル（一流体ノズル，二流体ノズル）の一方の二流体ノズル｛外径（窒素ガスラ
イン）：２ｍｍ，内径（スラリーライン）：１．５ｍｍ｝から上記カーボンスラリーをス
ラリー流量３，６，１２Ｌ／時間で噴霧し、もう一方の一流体ノズル（内径：１０ｍｍ）
からアセチレンガスを０．３ｍ３／時間で流し、複合化を行った。生成されたカーボンブ
ラック複合体は炉下部に直結されたバグフィルターから捕集した。このときのカーボンブ
ラック複合体の粒度を表１に示す。また、それらについての評価結果を表１に示す。
【００２１】
　実施例４，５，６として実施例１に記載された方法で繊維状炭素をエタノールに加え、
振動ミルで６０分間プレ分散を行い、その後、直径０．３ｍｍのジルコニアビーズを使用
してビーズミルで３０分間分散させて、カーボンが１，３，１０質量％で粒度分布の中央
値が１μｍのスラリーを作製した。また、比較例１，２として、実施例４，５の方法に基
づきカーボンが０．５，１２質量％で粒度分布の中央値が１μｍのスラリーを作製した。
その後、２０００℃に加熱した反応炉（炉長２ｍ、炉直径０．２ｍ）の炉頂に設置された
二本のノズル（一流体ノズル，二流体ノズル）の一方の二流体ノズル｛外径（窒素ガスラ
イン）：２ｍｍ，内径（スラリーライン）：１．５ｍｍ｝から上記カーボンスラリーをス
ラリー流量３Ｌ／時間と、窒素ガス流量：３６ｍ３／時間で噴霧し、もう一方の一流体ノ
ズル（内径：１０ｍｍ）からアセチレンガスを０．０６，０．１８，０．６０ｍ３／時間
で流し、複合化を行った。比較例１，２として、アセチレンガスを０．０３，０．７２ｍ
３／時間で流し、複合化を行った。生成されたカーボンブラック複合体は炉下部に直結さ
れたバグフィルターから捕集した。
【００２２】
　実施例７，８として、実施例１の方法で繊維状炭素を生成して、水溶媒で分散剤として
ドデジルベンゼンスルホン酸ナトリウムを繊維状炭素と質量比で１：１になるように混ぜ
て、粒度分布の中央値が１μｍの繊維状炭素のスラリーを作製した。その後、実施例１の
アセチレン反応炉にアセチレンガスを炉頂に設置された２本のノズルの一方の二流体ノズ
ル｛外径（窒素ガスライン）：２ｍｍ，内径（スラリーライン）：１．５ｍｍ｝から上記
スラリーを３，１２Ｌ／時間で噴霧し、もう一方の一流体ノズル（内径：１０ｍｍ）から
アセチレンガスを０．５，１．８ｍ３／時間で流し、複合化を行った。
【００２３】
　実施例９として、実施例１の方法に基づき炭素源として、アセチレンを導入せずエタノ
ールのみとして、複合化を行った。
【００２４】
　実施例１０，１１として、実施例１の方法に基づきカーボンブラック生成温度を１７０
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きカーボンブラック生成温度を１４００℃にして複合化を行った。
【００２５】
　実施例１２，１３として、実施例１の方法に基づきスラリーの粒度分布の中央値が２，
５μｍになるようにして複合化を行った。また、比較例４として、実施例１の方法に基づ
きスラリーの粒度分布の中央値が７μｍになるようにして複合化を行った。
【００２６】
　比較例５については、実施例１に記載された方法で繊維状炭素を作製し、スラリーとは
しないで、スクリューフィーダーで１６０ｇ／時間で反応炉（炉長２ｍ、炉直径０．２ｍ
）の炉頂に設置された２本のノズルの一方から供給し、もう一方からはアセチレンガス（
純度９９％）を流量０．６ｍ３／時間で供給し、２０００℃で熱分解してカーボンブラッ
クを生成し複合化を行った。
【００２７】
各物性の評価方法を以下に示す。
（１）繊維状炭素の直径については透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）により、倍率３万倍で１
００本測定し、その平均径を求めた。
（２）粉体抵抗はＪＩＳ　Ｋ　１４６９に従い測定した。
（３）粒度分布は、測定サンプルが粉体の場合には、０．０５ｇをエタノール３０ｍｌに
投入し、超音洗浄機（アズワン社製、商品名「ＵＳ　ＣＬＥＡＮＥＲ　ＵＳ－１Ｒ」）で
５分間処理した後、マイクロトラック（日機装社製、商品名「ＭＴ３３００ＥＸII」）に
より測定した。測定サンプルがスラリーの場合には、そのままマイクロトラック（日機装
社製、商品名「ＭＴ３３００ＥＸII」）により測定した。このとき循環器の溶媒はエタノ
ールまたはスラリーで使用した溶媒を使用し、測定サンプルが適正濃度になるまで調整し
た。
（４）コンパウンド体積固有抵抗値測定による導電性評価
　実施例１～３のカーボンブラック複合体１０質量部をＰＳ樹脂（東洋スチレン社製、商
品名「Ｇ２００」）９０質量部に配合し、混練機（東洋精機製作所社製、商品名「ラボプ
ラストミル」）を用いて、ブレード回転数３０ｒｐｍ、温度２２０℃で２分間混練した。
この混練物を２００℃に加熱し、９．８×１０６Ｐａの圧力で加圧成形して２×２０×９
０ｍｍの試験片を作製し、デジタルマルチメーター（横河電機社、商品名「デジタルマル
チメータ　７５６２」）を用い、ＳＲＩ２３０１に準じて体積固有抵抗を測定した。
【００２８】
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【００２９】
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【表２】

 
【００３０】
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【表３】

 
【００３１】
　表１から表３に、実施例と比較例のスラリー、複合化条件、複合体の物性について示す
。表１から表３より、本発明の実施例によって得られたカーボンブラック複合体は、比較
例１～５によって得られたカーボンブラック複合体と比べて短時間の混練でコンパウンド
抵抗が低くなり、従来のカーボンブラック複合体より優れた導電性付与効果を発揮した。
本発明により、導電性付与能力に優れた分散されたカーボンブラック複合体を連続的に製
造方法することが可能となった。
【産業上の利用可能性】
【００３２】
　本発明のカーボンブラック複合体は樹脂、ゴムへの導電性付与剤の他に、一次電池、二
次電池、燃料電池、キャパシタ等の電池用導電剤等として利用することが出来る。
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