
透明導電性薄膜とその製造方法 

筑波大学先端学際領域研究センター 

　　　　　　     教授　  赤阪　健 

東京学芸大学教育学部自然科学系　　　　　  

 准教授(JST-PRESTO研究員)前田　優 　 

1



透明導電性薄膜の用途 

　液晶ディスプレー 
　太陽電池 
　熱線反射ガラス 
　タッチパネル用フィルム（ゲーム機／携帯電話／ポータブルナビ） 
　（07年　103億円）　（12年予測　169億円）　富士経済より 

透明導電性薄膜の現状 

酸化インジウムに酸化錫を添加したITOが広く利用されている。 
特にディスプレーの需要拡大によって、5年間で電極向けインジウムの需要は
６倍*に、 2年間で価格は5倍**になっている。 
日本は、世界で最もインジウムを消費し、約70％を中国から輸入している。 
*1999-2004年 
**2003-2005年 

解決すべき課題 
　　次世代の透明導電性薄膜の創製！ 

需要の拡大！ 
　資源の枯渇！ 
　　価格の高騰！ 
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フラーレン・ナノチューブ系新炭素素材 

C60 
高次フラーレン 
金属内包フラーレン 

カーボンナノチューブ 
カーボンナノホーン 

かご状炭素ナノ集合体 

原子 クラスター 分子 固体結晶 
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Figure. SWNTのカイラルインデックス 
Figure. SWNTsの構造. 4



⇒限りない可能性ゆえ、21世紀の科学技術を担うと期待されている 

  鋼鉄ワイヤーの100倍の強度がある 

  導電性を示す 

  グラフェンシートの巻き方により金属性あるいは半導体としての電気特
性を有する。 

  電圧を掛けると、電子を放出する 

  水素を吸蔵する 

  物質を吸着する 

精製 加工 

製品化・実用化 5



 　導電樹脂　⇒　シリコンウエハー用フープ 

　　　　　　　　　ICチップ運搬用パッケージ 

　　　　　　　　　コピーのドラム 

　　　　　　　　　TVやPCの筐体　 

　　　　　　　　　極薄導電被膜　　 

 　複合金属　⇒　アルミ、ニッケル、鋼板、マグネシウム 

 　インク　　⇒　電着塗装（車等）、導電塗料（プリント基板） 

 　フィールドエミッションディスプレイ 

 　繊維、ファイバーへの練りこみ 
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1.　不純物（炭素系、金属触媒）が多く含まれる。 
2.　ナノチューブの性質が合成法に依存する。 
　　直径や長さの制御ができない。 
3.　容易にバンドル化する。 
4.　測定機器が限られている。 
　　    （構造解析が困難。） 
5. 金属と半導体の特性を持つSWNTsの 
　　選択的合成が困難 

SWNTs bundle 

◆ナノチューブの問題点 

分散性の制御と 
SWNTの分離 
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　 単層カーボンナノチューブ（SWNT；single-walled 
carbon nanotubes ）は様々な応用が期待されていますが、
固体で、溶媒には不溶のため用途が限られていました。 
　 温和な条件下で、高純度・高効率に SWNTの可溶化に成
功し、医薬品や溶液化学反応等への新たな道を開きます。 

○マッチングを想定する業界／用途利用分野 
　　　　・溶液化学反応の原料 
　　　　・医薬品そのもの及び合成原料（高品質複合材料） 
　　　　・水溶性SWNT医薬品 

○従来技術に対する新規性・優位性 

  本技術では、有機溶媒中で高収率、高純度なSWNTの分散
溶液の製造が可能となります。 

◆基盤技術：可溶性カーボンナノチューブの製造法 
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金属性ナノチューブ

非破壊かつ簡便に、
金属性ナノチューブを90％まで濃縮

カーボンナノチューブの分散制御法 
カーボンナノチューブの分離法

基盤技術カーボンナノチューブは
強固な束になっている。
さらには、金属性と半導体チューブ 
の混じりもの。

化学の力で解せるか？

アミンによる孤立分散化に成功
分離できるか？

透明導電性薄膜とその製造方法 
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○薄膜形成法の開発
　　・溶液プロセス（コスト削減）
　　・導電性と透過性の評価

透明導電性薄膜とその製造方法 

金属性SWNTsを利用した 
ITO代替透明導電性薄膜の創製 

金属性 
SWNT 

半導体 
SWNT coating coating 

本発明のポイント：
　フレキシブルなSWNTsを利用　　　　　　　 　　 →　柔軟性の付与
　金属性SWNTsの濃縮率を変えることが容易。 →　導電性と透過性の制御
　分離から製膜までが連続的なステップで簡便。　 →　生産性の向上
　揮発性のアミンと溶媒のみで分離-製膜。　　　　 →　他の物質との複合化も可能10



条件の最適化によって 
純度の低いSWNTsの精製・分離・製膜が可能に！ 

アミン 

超音波処理 遠心分離

上澄み

SWNTs 
（空気酸化処理後）

精製SWNTs 

沈殿

SWNTs 
炭素不純物
金属触媒
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Figure. 吸収スペクトル 

精製・分離・製膜が一連のプロセス 
にて可能に！ 
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Figure. 分散液の吸収スペクトル 
Wavelength (nm) 
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Figure. 精製前後のSWNTの電子顕微鏡写真 
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新技術の特徴

•  有機溶媒中にて高分散した状態で、金属性SWNTsの濃縮度を
調製。 

•  分散液をそのまま製膜。 
•  有機溶媒を用いることで、基盤との塗性が向上。 
•  精製・分散から一連の操作で製膜が可能。 
•  高透過率において金属性SWNTs濃縮試料の性能は、未濃縮試
料の５０倍以上の導電性を有する。 



実用化に向けた課題 

•  現在、ラボレベルにおける生成、分離、製
膜、物性評価を検証。 

•  今後実用化に向けた評価が必要。 

企業への期待 

•  透明導電性膜に限らず、導電性材料として
の活用。 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称： 
　　透明導電性薄膜とその製造方法 
• 出願番号  ：特願2007-181411 
• 出願人   ：JST 
• 発明者   ：前田　優、赤阪　健 
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お問い合わせ先

科学技術振興機構（ＪＳＴ） 
技術移転促進部　シーズ展開課 
　技術移転プランナー　坂本 和夫 

　ＴＥＬ　：０３－５２１４ － ７５１９ 
　ＦＡＸ　：０３－５２１４ － ８４５４ 
　e-mail：k2sakamo＠ ｊｓｔ.ｇｏ.ｊｐ 
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