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カーボンナノチューブ 硫黄 

硫黄の導電性原子ワイヤー 



アウトライン 

ニーズ 

硫黄＝余剰資源 

原油の精製過程で発生 
処分に困っている現状 

シーズ 

導電性硫黄の開発 

☑ 新規性大 
☑ 高い耐熱性 
☑ 安価（硫黄） 

現状 

１．硫黄は余剰資源 
２．実証データの紹介 
３．想定される用途 
４．企業への期待 
５．その他、問合せ先など 



本研究の学術的な評価 
T. Fujimori et al. Nature Commun. 4: 2162 (2013), in press. 

オープン・アクセス 

http://www.nature.com/ncomms/index.html 



引用元 U.S. Geological Survey, 2013, Mineral commodity summaries 2013: U.S. Geological Survey, 198 p. 

総生産量 ～7,000万トン 
(2012年) 

硫黄の年間生産量 (2012年) 

320万トン/年 
（7位） 



硫黄は余剰資源 

～従来の用途～ 

安価な工業薬品 
（硫酸など） 

ゴムの加硫 

肥料 

しかし、 
国内生産量の約半分は 
中国等にそのまま輸出 
（肥料等に利用） 

サルファ―コンクリート、Li-S電池…etc 

硫黄の応用例は 
多岐に渡る 

従来にない機能性材料として 
利用できないか?? 



導電材料としての硫黄 

常温・常圧では絶縁体 

９０万気圧で金属化 

～従来法～ 

☑実用化の上で 
   現実的な条件ではない 

～新技術～ 
鋳型法 

カーボンナノチューブと 
硫黄の複合材料 

常圧で金属化 
☑ 省エネ合成法 
☑ 高い耐熱性 
  （空気中で300℃） 



鋳型法による導電性硫黄の合成 
arc-SWCNTs 
(d~1.5 nm) 

DWCNTs  
(dinner~0.7 nm) 

硫黄 (純度：99.9999%) 

①       合成方法   

開口CNTs 硫黄 

加熱処理@773 K, 48 h 

ガラス管 
(閉鎖系) 

真空 (<1 Pa) 

不要な硫黄の除去     ② 
（硫化炭素による洗浄）  ③       硫化炭素の除去 

          （真空脱気） 

S@SWCNT 
S@DWCNT 



構造 
高分解能電子顕微鏡 (double Cs-corrected) 
X線回折 (@SPring-8) 

硫黄の充填率 
元素マッピング 
熱重量分析 
X線光電子分光法 

金属化の確認  
ラマン分光法 
抵抗測定 

導電性硫黄に関する実証データ 



S@SWCNT 

S@DWCNT-zigzag- 

S@DWCNT-linear- 

0.32 nm 

二本の硫黄鎖 

ジグザグ構造 

直線構造 

1.1 nm 

0.68 nm 

0.60 nm 



0.33 ± 0.03 nm 

Line profiles 

Line profiles 

0.18 ± 0.02 nm 



高い規則性をもつ硫黄の原子ワイヤー 
0.279 nm 0.197 nm 

0.271 nm 0.192 nm 

S@SWCNT 

empty SWCNT 

S@DWCNT 

empty DWCNT 

X線回折パターン (@SPring-8) 



ξ 

ΔQ (FWHM) 

ξ = 2π / ΔQ 

in DWCNTs 
ξ = 90-160 nm 

in SWCNTs 
ξ = 35-45 nm 

非対称な回折線＝原子鎖の特徴 

 - ドメインサイズ@ 300 K - 

原子ワイヤーのサイズ評価：ドメインサイズ 
長い原子ワイヤー＝高い導電性の確保 



高い熱的安定性 - ジグザグ構造 - 
S@SWCNT 

S@DWCNT 

（真空中） 

真空中～500℃までジグザグ構造を保持 



S@SWCNT 

S@DWCNT 

 - 直線構造 - 

（真空中） 

真空中～500℃まで直線構造を保持 



CNT内部における硫黄の分布：元素マッピング 

STEM image 炭素 硫黄 
S@SWCNT 

S@DWCNT 
STEM image 炭素 硫黄 

高い充填率 

高い充填率 

炭素の位置＝硫黄の位置 

Ｓ＠ＳＷＣＮＴ 

Ｓ＠ＤＷＣＮＴ 



熱重量分析 (燃焼条件; He:O2=8:2) 

XPS 

Method S@SWCNT S@DWCNT 
XPS 16 wt% 8.8 wt% 
TG 12 wt% - 

硫黄の充填率 

酸素存在下 
～300℃まで安定 

酸素存在下 
～600℃まで安定 



増強された 
BWF 

増強された 
BWF 

ラマン分光法による金属化の証拠 

EF 



金属化した硫黄の原子ワイヤーがもたらす 
電気抵抗の変化 

V A 

“Buckypaper” 

V 

電極 

電極 

電子の流れ 



S@SWCNT 
empty SWCNT 

抵抗率 (Ω cm) 
温度 empty SWCNT S@SWCNT 
300 K 1.1×10-3 5.0×10-4 -55% 

2 K 1.5×10-2 2.0×10-3 -87% 



電子伝導パスの増加金属化の証拠 

d: 伝導パスの次元 

VRH モデル: 

empty SWCNT (d=2) 

S@SWCNT (d=3) 

2D 伝導パス 
(SWCNT バンドル) 

+1 伝導パス 
 (導電性硫黄に起因) 

e- 
Ｃ ① 

② 
Ｃ ③ 



VRH analysis 

empty DWCNT (d=3) 
S@DWCNT (d=3) 

3D 伝導パス 
(DWCNTs) Ｃ 

Ｃ 

Ｃ ① 
② 

③ 



想定される用途 

カーボンナノチューブをいかにして 
導電材料として応用展開できるか？ 

例えば… 
＊あと一歩、CNTだけでは導電性が不十分 
 導電性硫黄で補うことも可能 
  
 具体例：導電性コンポジット 
   太陽電池の透明電極など 
 
導電性硫黄のメリット 
＊一般的な金属は使用しない＆余剰資源の有効利用  



企業への期待 

◎炭素材料、特にカーボンナノチューブの導電材料としての利用を検
◎討している企業との共同研究を希望。 
 
◎現在は、高純度の硫黄を使用（純度99.9999%, 価格：1万円/25g）。 
◎未精製の硫黄原料（原油の精製過程で発生）を出発物質として、 
◎導電性硫黄の合成が再現していきたい。 
◎石油会社との連携に期待。 

“黄色いダイヤ”の復活 



本技術に関する知的財産権 

・ 発明の名称 
・ 出願番号 
・ 出願人 
・ 発明者 

： 導電性材料及びその製造方法 
： 特願2012-254806 
： 信州大学 
： 藤森利彦、金子克美 

お問い合わせ先 
信州大学エキゾチック・ナノカーボン拠点 
  藤森利彦 
   TEL: 026-269-5758 
   e-mail: t_fujimori@shinshu-u.ac.jp 
 
信州大学産学官連携推進本部 
  丸山育男コーディネーター（知財関連） 
   TEL: 026-269-5642 
   e-mail: imaruyama@shinshu-u.ac.jp 
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