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カーボンナノチューブ（CNT）

炭素原子でできたナノサイズの直径の「管」
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https://ja.wikipedia.org/wiki/カーボンナノチューブ

丸山 茂夫, 結晶成長学会誌, (2003), 
30-4, 32-41

名古屋大学 齋藤研究室
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カーボンナノチューブ（CNT）

電気的特性

・電気伝導性良好（金属的伝導）
・構造により半導体にもなる
・電子放出特性良好

機械的特性

・引っ張りに対して強い
・曲げに対して柔軟

その他

・化学的に安定（耐薬品性良好）
・高比表面積 ・・・

⇒これまで様々な分野への応用が期待されてきた
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CNTの応用（試作）例

• 電界効果型トランジスタ

• LSI配線

• 電界放出型ディスプレイ・平面光源

• キャパシタ

• 熱伝導材料

• 複合材料

・・・
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産総研HP

CNT− FET

CNT−電界放出ディスプレイ

S. Uemura et al, IVNC’09 Technical 
Digest, pp.47(2009).

http://displaytech21.jp

CNT− ゴム複合材料

産総研HP
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本技術のねらい

（１）CNT束を任意の場所に，容易に架橋させる

→どのような場所にも架橋可能

（２）任意のCNTを紡績する

→どのような形態のCNTでも紡績可能

以上を，従来技術よりも容易に実施できる方法を実現，
さまざまな応用に供することを目的とする
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従来技術（１） CNT架橋構造作製

（１）CNTの架橋構造作製

リソグラフィ技術で作製した電極間に，１本のCNTを架橋

• CNT分散液をスピンコート

• CVD法で電極間に直接成長させる

Y. Zhang et al., Appl. Phys. Lett. 79, 3155 (2001).

S. J. Tans et al., 
Nature 386, 474 (1997).
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従来技術（２） CNT紡績

（２）CNT紡績
垂直配向した長尺CNTを平面基板上に成長，ここからCNTを
引っ張り出す

Kallista Sears et al., Carbon 48, 4450 (2010).
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従来技術（２） CNT紡績
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従来技術の問題点

（１）CNT架橋構造作製

１本のCNTの架橋

⇒「熟練技術」と「特殊装置」が必要

CNT束を架橋

⇒方法は存在しない？

（２）CNT紡績

垂直配向した長尺CNT（長さ100 µm以上）が必要

（短いCNTでは紡績不可）

CNT成長状態の制御が必要
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本技術の方法

① ２つの平面電極を対向させて設置

⇒電極の片方（陰極）にCNT薄膜を塗布しておく

② 電極間で放電（気体の絶縁破壊）を発生

⇒電極間にCNT束の架橋構造が形成される

＋

ー

放電前 放電開始
CNT薄膜に
イオン入射

イオン入射に
より剥離した
CNTが陽極へ
伸展

陽極-陰極間を
CNT束が架橋

+

＋

ー

放電路

イオンCNT薄膜

（陽極）

（陰極）

＋

ー

CNT束
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実施方法（１） 実験装置

放電用電極の写真と模式図

（陽極） （陰極）

CNT薄膜

実際の装置写真 装置構成の模式図
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金属板

金属板でCNTを上から押圧

SUS基板 CNT薄膜

② 基板上へ圧着 ③ 熱CVD法で直接成長
電気炉

排気

ArAr

C2H2C2H2

2H2

エアブラシ
溶媒分散した

CNTをスプレー

① 基板上へスプレー堆積

SUS基板

CNT薄膜

SUS基板

３種類の異なる方法でCNT薄膜を作製

アーク放電法で作製したCNT
を使用
CNTをSUS基板へ圧着後，
以下の処理を実施

• アニール処理
大気圧Ar雰囲気，600℃ 30min

• 起毛処理
粘着テープ，2.0 N/cm2，1min

実施方法（２） CNT薄膜作製

アセチレンを原料とする熱CVD法
で合成したCNTを使用
基板上に成長したCNTを，有機
溶媒中に超音波分散，SUS基板
へスプレー堆積

アセチレンを原料とする熱CVD法
SUS基板上に，CNT薄膜を直接
成長

CNT薄膜
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③ 直接成長CNT② 圧着CNT

作製方法ごとにCNT薄膜の表面形態が大きく異なっている

① スプレー堆積CNT

実施方法（３） 作製したCNT薄膜
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放電後，多数のCNT束が電極間を架橋している

使用CNT薄膜：③ 直接成長CNT ／ 雰囲気：Arガス（0.1 MPa)

実施例（１） CNT束の架橋



15

圧着CNTおよび直接成長CNT試料は低い放電開始電圧を示す
低い放電開始電圧を示す試料ほど架橋が発生しやすい
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放電特性 試料ごとの違い
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実施例（２） 電極間を広げてCNT束を架橋

電極間を広げてもCNT束は架橋する

電極間隔 1.0 mm 電極間隔 4.0 mm
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ステンレス電極
ステンレス電極

架橋カーボンナノチューブ

実施例（３） 少数のCNT束を架橋

１本のCNT束が電極間を架橋
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マット状CNT

ステンレス板
（0.50 mmt）

ガラス板 陰極 陽極

架橋CNT束のSEM観察およびラマン分光を行うため，ステンレス板を
用いた下図のような電極を作製した

実施例（３） CNT繊維の架橋

• 多数のCNTが絡まり合って電極間を架橋している
• ラマン分光の結果，CNTの構造が維持されている

ことが確認された

架橋CNT繊維
陽極陰極

（SEM観察像）
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新技術の特徴・従来技術との比較

架橋構造作製方法として

• CNT束を任意の場所に架橋させることが可能

⇒電極の設置とCNT薄膜の塗布が可能であれば実施可

CNT紡績方法として

• 使用するCNTの形態の制限が無い（薄膜状であれば実施可）

⇒短いCNTでも可 （従来は長さ100 µm以上の長尺かつ
垂直配向したCNTが必要）

以上を，
極めてシンプルな装置構成で実施可能
様々なCNTで実施可能
（多層CNT，単層CNT，表面修飾CNT，強磁性ナノワイヤ内包CNT・・・）
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想定される用途

• CNT配線

• ガスセンサ，圧力計

• 走査プローブ顕微鏡用探針作製

• CNT紡績法，CNTフィラメント作製法

・・・
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実用化に向けた課題

CNT同士の付着力の向上

⇒ ・現在はCNT間のファンデルワールス力に依存

さらに強固な付着力が求められる

（束ではない）単一のCNTの架橋

さらなる長尺化

⇒ メートルオーダーの紡績は可能か？

架橋位置の精密な制御
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企業への期待

• 本技術は，

様々な形態のCNTを利用可能，

装置構成がシンプル，

と言う特長を有しており，少ない設備投資で微細なCNT
架橋構造作製する方法として，あるいはCNT集合体を
形成する方法として有望であると考えています。

• ここをこのように改善すれば，このようなことに利用
可能である，などのご提案が頂ければ幸いです。

• 共同研究のご提案を歓迎します



23

本技術に関する知的財産権
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お問い合わせ先

国立大学法人三重大学

社会連携研究センター 知的財産統括室

ＴＥＬ: 059 － 231 － 5495

ＦＡＸ: 059 － 231 － 9743

e-mail: chizai-mip＠crc.mie-u.ac.jp


