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２次元・単原子層電極“グラフェン”の発見と電池技術への応用  

リチウム電池 燃料電池 キャパシター 

The Nobel Prize in Physics 2010  

A. K. Geim  K. S. Novoselov 

(Univ. Manchester, UK) 

革新的物性 
 

２次元単原子層シート 
 

大きな電子移動度  

 （2x105 cm2/Vs） 
 

高い電気・熱伝導性 

   (103-104 S/m) 
 

高比表面積 

 (両面で 2600 m2/g) 
 

巨大な電気二重層 
 

特異な電子構造 
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高性能電極材料としてのグラフェンの利用（東北大成果） 

J. Phys. Chem. C., 2012, 116, 12475  

SnS2-clusters  

Nano Letters, 2009, 9, 2255 

Pt -clusters  

Eletrochimica Acta., 2012, 68, 146 

PANI 

Nano-Graphene 

J. Mater. Chem., 2011, 21, 16216  

15 nm

Nano Letters, 2009, 9, 72  

SnO2-nanocrystals  

Nano-Graphene (Zig-zag) 

Submitted., 2012 

グラフェン表面へナノ活物質担持 グラフェンの再積層と３次元化 ナノサイズのグラフェン 
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グラフェン作製法 

• ボトムアップ型 (成膜): 量産性に乏しい 

– 化学気相成長法,熱分解法, etc. 

• トップダウン型 (グラファイトからの剥離) 

– 機械的剥離法: 再現性・量産性に乏しい 

– 化学的処理法 (Modified Hummers’ method): 量産性が高い、品質が低い 

– 超臨界流体剥離法 
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キャリア移動度 > Si (約2桁高い) 

耐電流密度 > Cu (約2桁高い) 

熱伝導性 > Si (約1桁高い) 

ヤング率 > Si (約1桁高い) 

表面積 2630 m2/g 

優れたガス・バリア性 
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Hummers 法 （単原子層シートから多層の再積層体へ） 

多層グラフェン 単原子層の酸化グラフェンとして剥離 

   還元処理 
   （H2NNH2、NH3) 

 酸化処理＋超音波 
   （KMnO4、H2SO4) 出発物質 

グラファイト 

出発原料 

グラファイト 

超臨界流体  
(EtOH, NMP, DMF) 

超臨界流体法 （グラファイトの直接剥離）  

超臨界流体中でのグラフェンへの直接剥離    多層グラフェン 

1 hr @350-450C〬  

グラフェンの剥離作製プロセス（Hummers法/超臨界流体法） 

   収率＜50％ 
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100 nm 

5 nm 

5 nm 

200 nm 

100 nm 

ＴＥＭによる構造観察 

・単原子層シートの酸化グラフェン  （左上） 

・再積層した多層グラフェン （積層数：4-20 層） 

原料グラファイト + KMnO4 

H2SO4, H2O2 

超音波処理 （室温、>1時間）  

還元： 
hydrazine hydrate at RT for 24 h  

グラフェン 

Hummers プロセス 

還元後 

酸化グラフェン グラフェン 

Hummers法によるグラフェン合成 
酸化グラフェン （単層） → グラフェン （多層） 

酸化グラフェン 

グラフェン 

多層グラフェン  （断面） 

多層グラフェン  （断面） 

グラフェン 

（乾燥後） 

酸化グラフェン 
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0.21 nm 

0.213 nm 

0.246 nm 

1 nm 

0.25 nm 

Hummers法によるグラフェン合成 

80 kV HRTEM image  

(FEI-Titan 80-300) 
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•グラフェン素材のキログラム級生産を目的に気相ではなく
液相または高密度流体プロセスを用いた製造方法 

•グラファイト結晶からの剥離処理による製造方法であり量
産化に適した作製プロセス 

•Hummers法のような酸化プロセスを経由しないため低
欠陥密度の高品質素材が製造可能 

•酸化剤・還元剤などを用いないためにプロセスコストが低
廉であり環境に優しい製造法を提供できる 

•キログラム級の量産化が実現すれば、リチウムイオン電池、
燃料電池、太陽電池などエネルギーデバイス以外に軽量
高強度構造部材、熱流体、放射性廃棄物除染など広
範囲な環境エネルギー分野に応用できる 

新技術のポイント 
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従来技術とその問題点 

これまで報告されているグラフェン製造法には、主に①気
相で原料ガスから化学的に合成するＣＶＤ法と、②グ
ラファイト結晶から機械的に剥離させるスコッチテープ法
や液相中での酸化処理で剥離させるHummers法等
があるが、 

・ ＣＶＤ法では高温での熱化学反応が必要    

・ Hummers法では高濃度欠陥が導入される 

・ 上記既存プロセスでは量産化が難しい 

等の製造法の問題があり、高品質品の量産化が出来
ないため、広範囲な産業利用の障害となっている 
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グラファイト結晶 

Super Critical Fluid  

(EtOH, NMP and DMF) 

SCF 

Chem. Eur. J., 2010, 16, 6488 

Appl.Phys. Lett., 2012, 100, 233110   

300- 450C〬 

6- 38 MPa  

超臨界流体合成の特長 

超臨界流体を用いた高品質グラフェンの量産化プロセス開発 

 高い拡散性 

 高い溶解度 

 大きな反応速度 

 反応性の高温高圧流体 

グラフェンの量産化 

超臨界流体による 

グラファイトの直接剥離 多層グラフェン 

（1-10層） 

Exfoliation 

酸化プロセスが入らないので、 

欠陥フリーで合成出来る 
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(c) 

(i) 

(a) 

(g) (h) 

(f) (e) (d) 

500 nm 200 nm 
200 nm 

グラフェンの合成溶媒  

(a) DMF, (b EtOH, (c)NMP 

 

(d-f) 多層グラフェン 

(g-i) 電子線回折像 

 Chem. – Eur. J., 2010, 16, 6488-6494  

超臨界流体プロセスで作製されたグラフェンの構造 

NMP DMF (b) EtOH 

グラフェンシートの低抵抗性
（良質性）を確認 

ＮＩＭＳ共同研究* 
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（超臨界流体法）単層/２層のナノグラフェンAFM測定 

シートサイズ→ 30-50 nm 程度 

Monolayer/ d = 0.28 nm 
 

Bilayer/     d = 0.57 nm 

Monolayer  Bilayer  

Bilayer 厚さ0.57nmは 

欠陥密度の低いグラフェンと言える 

【高さ測定】 
Monolayer グラフェンの測定に成功 

【サイズ測定】 
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温度プロファイル制御による収率向上 
-加熱・急冷・繰り返し- 

13 

(a) 連続加熱方式、(b) 断続加熱方式で作製したグラフェンの厚さとシートサイズ 
(原料：プレートレット型カーボンナノファイバー) 
[T. Tomai, I. Honma,  et. al., Appl. Phys. Lett. 100 (2012) 233110 - 233110-4.] 
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超臨界流体フローリアクターによる製造システム 

14 

流通式リアクタ 

 装置:          流通式リアクタ  

 原料:           60 mg G20 or UF-G5 

 溶媒:          60 ml エタノール  

 前処理:                 超音波 (100分) 

 流速:        10 ml/min. 

 圧力:           12 MPa 

 加熱部温度:            420˚C 

 繰り返し処理:        48, 96回 

 

1回当たりの熱処理時間は約1分。 
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結果: グラフェン層数(G20)  
2D vs. ID/IG 

48回処理 

処理を繰り返すほど、グラフェンの薄層化 

G20 (原料) 

2-3 層 

4-6 層 

1 層 

96回処理 

2-3 層 

4-6 層 

1 層 

ラマン分光法による分析 [前処理: 遠心分離 (2500 rpm, 10 min.)] 

薄層化 

ID/IG La (λ = 532 nmの場合) 

0.1 192.2 

0.3 64.1 

0.5 38.4 

0.8 24.0 

1.0 19.2 
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組成 C at.% N at.% O at.% S at.% Si at.% Zr at.% 

G20 (原料) 
97 - 2.4 - - 0.7 

97 - 2.4 - - 0.6 

熱処理 

96回 

97 - 2.1 - 0.7 0.1 

97 - 2.0 - 0.5 0.1 

C 1s (B.E. 281～291eV) 

原料 熱処理: 96回 C=O 
C-O 

C-N 

C-C 

C-H 

G20 (原料) 6 17 76 

熱処理 

96回 
5 16 80 

高品質グラフェン (高純度) 

X線光電子分光法による分析 
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様々なグラファイト原料からの合成収率 
（48回超臨界処理後） 

≦ 3 層 ≦ 4 層 
エタノール中の 

分散性 
粒子径 

UF-G5 22% 38% 高 3.5 μm 

G20 
ボールミル後 

16% 22% 比較的高い 10 μm 

天然黒鉛 17% 24% 中 20μm 

熱膨張黒鉛 < 15% 低 < 1 mm 
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新技術の特徴・従来技術との比較 

• 従来技術の問題点であった、量産性を格段に向
上させることに成功した 

• 従来はグラファイト結晶からグラフェンを剥離するのに
酸化処理を行い、酸化物として剥離生成物を得て
いたものを、酸化過程を経由しないで剥離作製す
ることに成功したため低欠陥密度の高品質グラフェ
ンを製造することが可能となった 

• 本技術の適用により、安価プロセスでone pot 合
成が可能となるため、格段の低コスト化生産とキロ
グラム級の高速生産が期待される 
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想定される用途 

• リチウムイオン電池、燃料電池等の電極部材 

• 透明導電膜、太陽電池、大面積電極 

• 耐腐食部材、耐熱・耐化学部材 

• 耐摩耗、軽量高強度、航空・自動車用部材 

• 熱流体、高熱導電性ポリマー部材 

• 除染材料、耐放射線用途 

• 分離膜、イオン透過・淡水処理膜 
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実用化に向けた課題 

• 現在、量産化についてキログラム級の高品質素材
製造が期待できる基本技術開発に成功。しかし、
製造されるグラフェンシート幅がミクロン以下である
点、および収率が課題である 

• 今後、単原子層かつシート幅の大きなグラフェン素
材の製造収率を向上させる研究を積み重ね、大
面積製品応用、大型産業機器応用に適した素
材製造プロセスの研究開発を行っていく 

• 実用化に向けて、単原子層シート製品の収率を
９０％まで向上できる量産化技術を確立する 
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企業への期待 

• 未解決の単原子層シート収率の向上については、
共同研究を実施し剥離プロセスの改良により克服
できると考えている 

• 環境エネルギー分野の技術を持つ企業との共同
研究を希望（電力、重工、素材、水資源等） 

• また、高強度軽量部材、耐腐食・耐摩耗部材を
開発中の企業、発電および原子力分野さらには
除染技術への展開を考えている企業には、本技
術の導入が有効と思われる 
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本技術に関する知的財産権 

• 発明の名称  ：超臨界流体を用いた化合物  

                       半導体膜の製造方法 

• 出願番号    ：特開2013-8799 

• 出願人      ：東北大学 

• 発明者      ：本間 格、笘居 高明 

• 発明の名称 ：炭素材料の製造方法 

• 出願番号 ：特願2014-10794 

• 出願人  ：東北大学 

• 発明者  ：本間 格、笘居 高明 
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産学連携の経歴 

• 2005年-2006年 A社と高性能電池の共同研究実施 

• 2009年-2015年  JST-CREST事業に採択 

• 2011年-2012年  B社とグラフェン共同研究実施 

• 2013年-      産学連携イノベーション推進事業に  

             採択（参画企業約３０社） 

• 2012年-2013年 産学連携コンソーシアム研究開発 

                          にてC社,D社,E社と共同研究実施 
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お問い合わせ先（必須） 

東北大学 産学連携推進本部事業推進部 

産学連携コーディネーター 岩渕 齋藤 

 

ＴＥＬ ０２２－２１７ － ６０４３ 

ＦＡＸ ０２２－２１７ － ６０４７ 

e-mail liaison＠rpip.tohoku.ac.jp 

 

（技術的な問合せ先） 

東北大学 多元物質科学研究所 本間 格 

E-mail: i.honma@tagen.tohoku.ac.jp 


