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樟脳の熱CVDによる透明導電膜の研究開発 



研究背景 

○希少金属インジウムは、液晶テレビ等の透明電極ITO等に利用 
 ・日本のインジウム使用量：2100ｔ（2010年） 
 ・最近、特定産出国に依存し、価格高騰 
 ・ITOは、衝撃に弱く、湾曲するだけでクラック発生 
 
   新しい透明電極が必要 
 
○ITO代替として、グラフェン透明電極の開発の必要性 
○グラフェンのCVD成長による大面積化に成功 
 （2006年中部大学、世界初） 
 知財：特許第4804272，出願日 H18.8.26，登録日 H23.8.19 
 論文：Chemical Physical Letters 430 (2006) 56-59 他 



CVDによるグラフェン膜の研究開発 

Planer nano-graphenes from camphor by CVD  
CVDで樟脳を原料に作製した平面グラフェン（中部大、世界初） 
  P.Somnai and M.Umeno et al., Chemical Physics Letters 430, 56, (2006).  
 
Science Direct TOP 25 Hottest Articles (Oct – Dec 2006). 
サイエンスダイレクトによる注目論文トップ２５に（2006.10-12） 
  その後、中部大グラフェン透明電極関係論文12編発表 特許1件 特許出
願2件 

    Atomically thin graphene film by Prof. Geim, Prof. Novoselov and 
coworkers, Science 306, 666, (2004).  2010年 Nobel Prize (in physics) 

研究開発成果 



2010.03.02 



 カーボン源である樟脳（カンファ，C10H16O）は、もともと５員環と６員環から
成り、メチル基のカーボンを含む構造となっており、樟脳の分子構造はグラ
フェン構造を作る上で都合よくできていて、分子構造として大量の水素原子と
１つの酸素原子を有しているため、グラフェン構造を容易に形成できる構造に
なっている。 

 低抵抗化は、gold chloride（AuCl3）、thionyl chloride（SOCl2）等の化学ドー
ピングで導電率の向上をはかり、シート抵抗10Ω/□は実現できると考えてい
ます。 

樟脳によるグラフェンの生成  



Camphor (Plant 

based derivatives) 

Molecular structure of camphor  

樟脳によるグラフェンのCVD成膜 

Pyrolysis 

800-1000 0C/Ar 

Graphene 

constructed carbon 

Schematic diagram of the CVD method 

• P.Somani, M.Umeno et al. Phys. Chem. Lett. 430, 56-59, 2006 

• G.Kalita, K.Waita, M.Umeno et al. J. of mat. Chem. DOI:10.1039/C0JM01352H, 2010. 

TEM image of few layer graphene 

XRD study of graphene on Ni 



800 ºC/Argon 
Camphor 

Pyrolysis/ Ni  Large area 

 graphene sheet  Camphor (C10H16O) 

グラフェンの新しい成膜プロセス 

Syntheses of large area sheets on substrate Production of graphene soot without substrate 

グラフェン結晶の成長機構 

Hexagonal ring 

pentagonal ring 
Graphene 

P. Somani, M.Umeno Chem. Phys. Lett. (2006) and G.Kalita, M.Umeno et al. Material letters, In press (2010) 
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樟脳によるニッケル基板上のグラフェン成膜 

Raman of graphene sheet having different number of layers 

TEM study showing different number of layer which can be controlled with deposition conditions 

Thin layer of 

graphene  

3 graphene 

layers 

12 graphene 

layers 7 graphene 

layers 

4 graphene 

layers 



グラフェン透明導電膜とその成膜方法 

Ni/Cu 

Few layer of graphene 

Graphene sheet 

Graphene sheet 

Glass/Plastic 

Transfer to 

 arbitrary substrate 

Etching of graphene 

sheet in HNO3 solution 

or FeNO3 

Graphene sheet 

Graphene sheet 

Ni/Cu 

Graphene were deposited on Ni/SiO2/Si, Ni foil or 

Cu foil and transferred to arbitrary substrates 

Polymethyl-

methacrylate (PMMA) 

PMMA 

PMMA 

G.Kalita, K.Wakita, M.Umeno et al., Materials Lett., vol.64 Issue 20, 2180-2183, 2010 

A transparent electrode fabricate transferring the 

synthesis graphene film by chemical etching process 
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グラフェン透明導電膜の光電特性 

Transmittance of the graphene 

constructed carbon films with different 

thickness on glass substrate 

Sheet resistance (Rs) and conductivity 

of the thin film on glass substrates 

(nm) 

(nm) 

G.Kalita, K.Waita, M.Umeno et al., J. of mat. Chem. DOI:10.1039/C0JM01352H, 2010. 



(a) 

(c) 
(b) 

TEM image of monolayer and bi-layer graphene 
Transmittance of transferred graphene film 

synthesized on Cu from camphor 

銅基板上の樟脳による単層および二層グラフェン 

Raman of monolayer graphene sheet 

G 

D 

2D 

Fabricated flexible transparent electrode 

Transmittance (%) 

at 550 nm = 88% 

Rs = 680 Ωcm 



     透明膜 
性能 ITO SnO2 ZnO グラフェン 

低抵抗 ◎ × 
元々の抵抗率 

が高い 

△ 
ITOと比べ 
高抵抗率 

◎ 

可視光透過性 ◎ ◎ ◎ ◎ 

耐久性 ○ ◎ × 
酸,アルカリに弱 

◎ 

パターンニング 
容易性 

◎ × 
エッチングが困難 

△ 
脆く劣化が早い 

○ 

成膜容易性 ◎ △ 
安定な成膜ができ

ない 

◎ ◎ 

成膜方法 真空成膜 
(高コスト) 

CVD (欠陥多) 
真空成膜 (課題多) 

真空成膜 
(高コスト) 

･常圧熱CVD (低コスト) 
･マイクロ波プラズマ 

CVD (高速成膜) 

原材料価格 × 
In (レアメタル)  

◎ ◎ 樟脳 ◎ 

大面積化 ○ ○ ○ ◎ 

各種の透明電極膜の特徴比較 

新技術の特徴、従来技術・競合技術との比較 



CO2 

C 

グラフェン 

フラーレン 

カーボンナノチューブ 大面積グラフェン 

1.7×1017 W 

ディスプレイデバイス タッチパネル 

透明電極 

カーボン系太陽電池 

研究開発 

製品 

資源 

低炭素社会は、カーボンの活用から 

樟脳（カンファ） 

想定される用途 

In 

インジウムフリー 

安価で環境にもやさしいグラフェン製品 

将来はCO2を原料にして 

http://www.tps.co.jp/products/handheld_mobile/default.asp
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:NTT_DoCoMo_FOMA_P706imu_open.jpg


想定される用途 

• 本技術の特長を活かすためには、透明
導電膜製造等に適用することで、大面
積化メリットが大きいと考えらえる。 

• 上記以外に、低コスト化の効果が得ら
れることも期待される。 

• また、達成された透明電極に着目すると、
液晶テレビ等の各種ディスプレイばかり
でなく、太陽電池の高効率化やバイオ・
DNAチップといった分野や用途に展開
することも可能と思われる。 



実用化に向けた課題 

• 樟脳によるプラズマCVDによる良質な
成膜に成功したが、今後はその大量生
産方式を確立することが課題である。 

• ロールツーロール方式による大面積グ
ラフェン膜の成膜法の確立することであ
る。 

• ロールツーロール方式によるグラフェン
成膜中の膜質検査方式の確立も課題
の一つである。 
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想定される技術移転 

 グラフェン透明導電膜は、希少金属フリー
のカーボン系のグラフェンを用いていて、地
球環境にやさしく大面積化と低コスト化がは
かれるので、ディスプレイ分野（世界市場 10

兆円）、スマートフォン・携帯電話分野（5兆
円）、電子出版デバイス分野（1千億円）、太
陽電池分野（5千億円）およびDNAチップ等
への適用が考えられ、今後は、企業との共同
研究等を通して、実用化をはかりたい。是非、
ご支援・ご協力をお願いいたします。 



お問い合わせ先 

 〒487-8501 愛知県春日井市松本町1200 

中部大学 学術総合研究院 

   梅野 正義 客員教授 

 TEL：0568-51-9244（代表番号） 
     0568-51-1111（内線4218） 
 FAX：0568-51-9056 
 E-Mail：umeno@solan.chubu.ac.jp 
研究支援センター コーディネーター 
   木本 博 教授 
 TEL：0568-51-4852 
 E-Mail：kimoto@isc.chubu.ac.jp 
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