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(57)【要約】
【課題】長尺で高純度のカーボンナノチューブで構成さ
れるカーボンナノチューブフォレストを製造することが
できる、カーボンナノチューブの製造方法、製造装置お
よび当該製造方法で製造されるカーボンナノチューブを
提供する。
【解決手段】カーボンナノチューブ10を長尺状に成長さ
せるカーボンナノチューブの製造方法が、基材と助触媒
と触媒とを担持させた支持体３を加熱する工程と、支持
体３に、炭素源ガス61と触媒源ガス62と基材源ガス63と
を含有する混合ガス６を供給する工程を含み、コールド
ガス方式で、支持体３上にカーボンナノチューブ10を長
尺状に成長させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
カーボンナノチューブを長尺状に成長させるカーボンナノチューブの製造方法であって
、
基材と助触媒と触媒とを担持させた支持体を加熱する工程と、
前記支持体に、炭素源ガスと触媒源ガスと基材源ガスとを含有する混合ガスを供給する
工程を含み、
コールドガス方式で、前記支持体上に前記カーボンナノチューブを長尺状に成長させる
ことを特徴とする、カーボンナノチューブの製造方法。
【請求項２】
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前記カーボンナノチューブが、垂直配向カーボンナノチューブ（カーボンナノチューブ
フォレスト）であることを特徴とする、請求項１に記載の製造方法。
【請求項３】
前記支持体上に基材成分をスパッタ法または蒸着法により担持させた基材層を形成し、
該基材層の上に助触媒成分をスパッタ法または蒸着法により担持させた助触媒層を形成し
、該助触媒層の上に触媒成分をスパッタ法または蒸着法により担持させた触媒層を形成す
ることを特徴とする、請求項１または２に記載の製造方法。
【請求項４】
前記基材の基材成分が、アルミニウム（Al）、シリコン(Si)、チタン(Ti)、ジルコニウ
ム(Zr)およびハフニウム(Hf)からなる群から選択される少なくとも１つの金属元素を含む
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ものであることを特徴とする、請求項１〜３のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項５】
前記触媒の触媒成分が、鉄（Fe）、コバルト（Co）、ニッケル（Ni）、モリブデン（Mo
）、ニオブ（Nb）、イットリウム（Y）および銅（Cu）からなる群から選択される少なく
とも１つの金属元素を含むものであることを特徴とする、請求項１〜４のいずれか１項に
記載の製造方法。
【請求項６】
前記助触媒の助触媒成分が、ガドリニウム（Gd）、ランタン（La）、ネオジム（Nd）、
ユウロピウム（Eu）、テルビウム（Tb）およびジスプロシウム（Dy）を含むランタノイド
から選択される少なくとも１つの金属元素を含むものであることを特徴とする、請求項１
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〜５のいずれか１項に記載の製造方法。
【請求項７】
前記炭素源ガスが、炭素源成分として、炭化水素および／またはアルコールから選択さ
れる少なくとも１つを含むものであることを特徴とする、請求項１〜６のいずれか１項に
記載の製造方法。
【請求項８】
前記触媒源ガスの触媒源成分が、鉄（Fe）、コバルト（Co）、ニッケル（Ni）、モリブ
デン（Mo）、ニオブ（Nb）、イットリウム（Y）および銅（Cu）からなる群からなる群か
ら選択される少なくとも１つの金属元素を含むものであることを特徴とする、請求項１〜
７のいずれか１項に記載の製造方法。
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【請求項９】
前記基材源ガスの基材源成分が、アルミニウム（Al）およびチタン（Ti）からなる群か
ら選択される少なくとも１つの金属を含むものであることを特徴とする、請求項１〜８の
いずれか１項に記載の製造方法。
【請求項１０】
カーボンナノチューブを長尺状に成長させるカーボンナノチューブの製造装置であって
、
基材と助触媒と触媒とを担持させた支持体と、
前記支持体を加熱する加熱手段と、
前記支持体に、炭素源ガスと触媒源ガスと基材源ガスとを含有する混合ガスを供給する
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混合ガス供給手段とを備え、
コールドガス方式で、前記支持体上に前記カーボンナノチューブを長尺状に成長させる
装置であることを特徴とする、カーボンナノチューブの製造装置。
【請求項１１】
前記カーボンナノチューブが、垂直配向カーボンナノチューブ（カーボンナノチューブ
フォレスト）であることを特徴とする、請求項１０に記載の製造装置。
【請求項１２】
前記支持体上に基材成分をスパッタ法または蒸着法により担持させた基材層を形成し、
該基材層の上に助触媒成分をスパッタ法または蒸着法により担持させた助触媒層を形成し
、該助触媒層の上に触媒成分をスパッタ法または蒸着法により担持させた触媒層を形成す
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ることを特徴とする、請求項１０または１１に記載の製造装置。
【請求項１３】
長尺方向に22mm以上の長さを有することを特徴とする、垂直配向カーボンナノチューブ
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はカーボンナノチューブ、その製造方法および製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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カーボンナノチューブ（以下、ＣＮＴともいう）は、直径数〜数10nmの細長い一次元の
繊維であり、軽量性、高引張り強度、高電流耐性および高誘電率といった優れた特性を有
するため、軽量かつ高強度の繊維や、軽量かつ高電流耐性導線としての応用が期待されて
きた。近年ではさらに、人工筋肉等、新しい応用の開拓も期待されている（例えば非特許
文献１および２）。
【０００３】
このような応用への期待の中、高密度で垂直方向に配列して異方性特性を有し、高いア
スペクト比を有する長尺状の垂直配向カーボンナノチューブ（以下、カーボンナノチュー
ブフォレストまたはＣＮＴフォレストともいう）を製造する方法が報告されている。
【０００４】
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例えば非特許文献３では、エチレン（C2H4）を炭素源として、鉄（Fe）を触媒として、
およびアルミナ（Al2O3）を基材として用いて、ＣＮＴの合成中に水蒸気（H2O）を微量だ
け供給することで、ＣＮＴフォレストの高速成長を図ることが提案されている。
【０００５】
非特許文献４では、Al2O3/SiO2/Si基板に触媒としてのFe‑Gd膜を積層させて、炭素源と
してのエチレン（C2H4）ガスに加えて水（H2O）を供給することで、ＣＮＴフォレストの
成長時間の増大を図ることが提案されている。
【０００６】
ＣＮＴフォレストとは異なるＣＮＴの製造方法としては、非特許文献５において、触媒
がＣＮＴの先端に存在するチップグロースモードの合成方法により、ＣＮＴを成長させる
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ことが提案されている。
【０００７】
また本発明者らは、コールドウォール方式のＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）装
置を使用し、アセチレン（C2H2）を炭素源として、鉄（Fe）を触媒として、およびアルミ
ナ（Al2O3）を基材として用いることで、ＣＮＴフォレストを長時間成長させることに成
功している（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】Foroughi J et al., Science 334, 494 (2011).
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【非特許文献２】Lima M.D et al., Science 338, 928 (2012).
【非特許文献３】Kenji Hata et al., Science 306, 1362 (2004).
【非特許文献４】Cho Wondong et al., Carbon 72, 264 (2014).
【非特許文献５】Rufan Zhang et al., ACS Nano 7, 6156 (2013).
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１２−１７２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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上記のように期待されるＣＮＴの応用の中で、例えばミリメートルスケールのＣＮＴフ
ォレストを作製し、ＣＮＴフォレストを構成するＣＮＴを縒ることでワイヤーを作成する
場合がある。しかしながら、従来技術では、個別のＣＮＴが短いために、実用に耐え得る
十分な強度や導電性を得られないという問題があった。
【００１１】
例えば非特許文献３で製造されたＣＮＴフォレストは、10分間の成長時間で2.5mmの高
さである。非特許文献４で製造されたＣＮＴフォレストは、790分間（約13時間）の成長
時間で21.7mmの高さであり、これまで報告されている中では最も高さが高いが、十分なＣ
ＮＴの長さを有するとは言い難い。特許文献１で開示する本発明者らが製造したＣＮＴフ
ォレストのＣＮＴの長尺方向の長さは、12時間の成長時間で約2cmである。このように、
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従来のＣＮＴフォレストの製造方法では、その長尺方向の長さは約2cmが限界であった。
一方、非特許文献５では、チップグロースモードで550mmの長さのＣＮＴが製造されてい
る。しかしながら、当該ＣＮＴの数密度は、例えば特許文献１のベースグロースモードで
合成したＣＮＴフォレストに比べて6桁以上低い値である。
【００１２】
ＣＮＴの成長時間が短く、その長さが制限される要因は、触媒の失活によるＣＮＴの成
長の停止が大きいと考えられる。
【００１３】
本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであり、長尺で高純度のＣＮＴで構成
されるＣＮＴフォレストを製造することができる、カーボンナノチューブの製造方法、製
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造装置および当該製造方法で製造されるカーボンナノチューブを提供することを目的とす
る。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
本発明は、カーボンナノチューブを長尺状に成長させるカーボンナノチューブの製造方
法であって、基材と助触媒と触媒とを担持させた支持体を加熱する工程と、前記支持体に
、炭素源ガスと触媒源ガスと基材源ガスとを含有する混合ガスを供給する工程を含み、コ
ールドガス方式で、前記支持体上に前記カーボンナノチューブを長尺状に成長させるカー
ボンナノチューブの製造方法を提供する。
【００１５】
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本発明に係る製造方法は、前記カーボンナノチューブが、垂直配向カーボンナノチュー
ブ（カーボンナノチューブフォレスト）である場合がある。
【００１６】
本発明に係る製造方法は、前記支持体上に基材成分をスパッタ法または蒸着法により担
持させた基材層を形成し、該基材層の上に助触媒成分をスパッタ法または蒸着法により担
持させた助触媒層を形成し、該助触媒層の上に触媒成分をスパッタ法または蒸着法により
担持させた触媒層を形成する場合がある。
【００１７】
本発明に係る製造方法は、前記基材の基材成分が、アルミニウム（Al）、シリコン(Si)
、チタン(Ti)、ジルコニウム(Zr)およびハフニウム(Hf)からなる群から選択される少なく
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とも１つの金属元素を含む場合がある。
【００１８】
本発明に係る製造方法は、前記触媒の触媒成分が、鉄（Fe）、コバルト（Co）、ニッケ
ル（Ni）、モリブデン（Mo）、ニオブ（Nb）、イットリウム（Y）および銅（Cu）からな
る群から選択される少なくとも１つの金属元素を含むものである場合がある。
【００１９】
本発明に係る製造方法は、前記助触媒の助触媒成分が、ガドリニウム（Gd）、ランタン
（La）、ネオジム（Nd）、ユウロピウム（Eu）、テルビウム（Tb）およびジスプロシウム
（Dy）を含むランタノイドから選択される少なくとも１つの金属元素を含む場合がある。
【００２０】
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本発明に係る製造方法は、前記炭素源ガスが、炭素源成分として、炭化水素および／ま
たはアルコールから選択される少なくとも１つを含む場合がある。
【００２１】
本発明に係る製造方法は、前記触媒源ガスの触媒源成分が、鉄（Fe）、コバルト（Co）
、ニッケル（Ni）、モリブデン（Mo）、ニオブ（Nb）、イットリウム（Y）および銅（Cu
）からなる群からなる群から選択される少なくとも１つの金属元素を含む場合がある。
【００２２】
本発明に係る製造方法は、前記基材源ガスの基材源成分が、アルミニウム（Al）および
チタン（Ti）からなる群から選択される少なくとも１つの金属を含む場合がある。
【００２３】
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本発明は、カーボンナノチューブを長尺状に成長させるカーボンナノチューブの製造装
置であって、基材と助触媒と触媒とを担持させた支持体と、前記支持体を加熱する加熱手
段と、前記支持体に、炭素源ガスと触媒源ガスと基材源ガスとを含有する混合ガスを供給
する混合ガス供給手段とを備え、コールドガス方式で、前記支持体上に前記カーボンナノ
チューブを長尺状に成長させる装置である、カーボンナノチューブの製造装置を提供する
。
【００２４】
本発明に係る製造装置は、前記カーボンナノチューブが、垂直配向カーボンナノチュー
ブ（カーボンナノチューブフォレスト）である場合がある。
【００２５】
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本発明に係る製造装置は、前記支持体上に基材成分をスパッタ法または蒸着法により担
持させた基材層を形成し、該基材層の上に助触媒成分をスパッタ法または蒸着法により担
持させた助触媒層を形成し、該助触媒層の上に触媒成分をスパッタ法または蒸着法により
担持させた触媒層を形成する場合がある。
【００２６】
本発明は、長尺方向に22mm以上の長さを有する垂直配向カーボンナノチューブを提供す
る。
【発明の効果】
【００２７】
本発明によれば、基材に適当な触媒と助触媒とを担持させた支持体に対し、コールドガ
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ス方式のＣＶＤ装置を用いて、炭素原料と触媒原料と基材原料とを継続して供給すること
により、触媒混入の少ない長尺のＣＮＴを高速かつ長時間成長で製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の実施形態に係るＣＮＴの製造装置の概略構成を示す模式図である。
【図２】本発明の実施形態に係る、触媒層、助触媒層および基材層が形成された支持体の
加熱前の支持体を示す模式断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る、触媒層、助触媒層および基材層が形成された支持体の
加熱後の支持体を示す模式断面図である。
【図４】本発明の実施例において、炭素源ガスを供給してＣＮＴの合成を開始してから、
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（ａ）0分後、（ｂ）200分後、（ｃ）400分後、（ｄ）600分後、（ｅ）800分後、（ｆ）1
000分後、（ｇ）1200分後、（ｈ）1400分後、（ｉ）1600分後、および（ｊ）1800分後の
ＣＮＴの成長を、デジタルカメラで撮影した写真図である。
【図５】本発明の実施例において、時間経過に対してＣＮＴフォレストの長尺方向の高さ
をプロットしたグラフである。
【図６】本発明の実施例のＣＮＴの成長開始時の初期成長速度を、助触媒を用いずに、か
つ、基材源の継続的供給を行わなかったとき（特許文献１）の初期成長速度と対比したグ
ラフであり、（１）が本発明の実施例の結果、（２）が特許文献１の結果である。
【図７】助触媒（Gd）、触媒原料（フェロセン）の継続的な供給、基材原料（Al2O3また
はAl）の継続的な供給のいずれかの条件が欠けた場合におけるＣＮＴの成長開始時の初期
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成長速度を示すグラフである。
【図８】本発明の実施例において、合成されたＣＮＴフォレストの一部を取り出したＣＮ
Ｔの長さを測定した写真図である。
【図９】本発明の実施例において、製造されたＣＮＴの熱重量分析（ＴＧ）結果および示
差熱分析（ＤＴＡ）の結果を示す図である。
【図１０】本発明の実施例において、（ａ）0cm（top）、（ｂ）3.5cm、（ｃ）7.0cm、（
ｄ）11cmおよび（ｅ）14cm（bottom、支持板側）の各位置におけるＣＮＴの構造を、透過
型電子顕微鏡（ＴＥＭ）により観察した結果を示すＴＥＭ写真図である。
【図１１】本発明の実施例において、（ａ）0cm（top）、（ｂ）3.5cm、（ｃ）7.0cm、（
ｄ）11cmおよび（ｅ）14cm（bottom、支持板側）の各位置におけるＣＮＴのラマンスペク

20

トルである。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
以下、本発明のカーボンナノチューブ（以下、ＣＮＴともいう）の製造方法、製造装置
および当該製造方法で製造されるカーボンナノチューブの好ましい実施形態について、図
面および実施例に基づいて説明する。
【００３０】
（全体構成）
図１は、本実施形態に係るＣＮＴの製造装置１の概略構成を示す模式図である。当該製
造装置１は、カーボンナノチューブ10の成長が行われる反応室２と、基材と助触媒と触媒
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とを担持させた支持体３と、支持体３を加熱する加熱手段４と、支持体３に、原料として
の炭素源ガス61と触媒源ガス62と基材源ガス63とを含有する混合ガス６を供給する混合ガ
ス供給手段５とを備える。反応室２は、例えば管状の容器で構成される。
【００３１】
支持体３は、支持体３の長手方向を反応室２の半径方向に配置した状態で反応室２内に
保持されている。本実施形態の製造装置１は、いわゆるコールドガス方式のＣＶＤ（Chem
ical Vapor Deposition）装置であって、特に支持体を加熱する以外のヒータ等は設けら
れていない。コールドガス方式によれば、原料を含む混合ガス６は加熱されずに例えば室
温（約25℃）程度の温度で反応室２内に供給される。また、反応室２内は、混合ガス６と
触媒とが、単独で、または互いに反応する温度未満、例えば、室温（約25℃）程度に保持
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されている。したがって、混合ガス６は室温（約25℃）程度の温度で支持体３に供給され
、混合ガス６と触媒との反応が、選択的に加熱された支持体３上においてのみ行われる。
この反応により、個別のＣＮＴ10が支持体３上で長尺状に成長し、当該ＣＮＴ10の集合体
として垂直配向カーボンナノチューブ11（以下、カーボンナノチューブフォレストまたは
ＣＮＴフォレストともいう）が形成される。
【００３２】
本発明において垂直配向カーボンナノチューブ11は、支持体３の面に対して略垂直に配
向して成長するＣＮＴ10とする。略垂直に配向して成長するとは、ＣＮＴ10の成長初期に
支持体３の面に対して90度に近い角度で配向して成長することを意味する。ＮＴ10の成長
後期では、特に先端部分（top）側の配向が乱れることもあるが（例えば図４を参照）、
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ＣＮＴ10が成長する根本部分（bottom、支持体３側）は上記の垂直配向を保つことを含む
ものとする。このような垂直配向構造は、チップグロースモードよりもべ―スグロースモ
ードでより得られ易い。この垂直配向カーボンナノチューブ11を基板から剥がしたり、複
数の細い束に分割したり、複数の束から太い束を形成したものも、垂直配向カーボンナノ
チューブ11に含まれる。
【００３３】
「コールドガス方式」は、Sugime H, et al., Carbon, 50, 2012,2953‑2960に説明され
ている。「コールドウォール方式」のＣＮＴ製造装置と、「コールドガス方式」のＣＮＴ
製造装置とは区別される。簡潔には、「コールドガス方式」では、加熱される支持体上に
触媒が直接担持されている、または加熱される支持体のサイズが触媒を担持した基板と比
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較して相対的に小さいため、ＣＮＴの製造装置において、炭素源ガスや触媒源ガスや基材
源ガスの混合ガスが予め加熱されることなく、狭い幅の加熱された支持体に直接供給され
、加熱された支持体上の触媒上で炭素源が分解しＣＮＴが支持体上で成長する。一方、コ
ールドウォール方式では、一般的に加熱される支持体のサイズが触媒を担持した基板と比
較して相対的に大きいため、プレート状ヒータによってガス相がある程度加熱される。
【００３４】
尚、本実施形態および実施例において、「ＣＮＴ10」との記載は、１本ずつのＣＮＴを
指すために「個別のＣＮＴ10」と記載しない限り、支持体３上に成長する１本ずつのＣＮ
Ｔおよび該ＣＮＴの集合体を含む広義のＣＮＴを指すこととする。広義のＣＮＴ10の中で
、「ＣＮＴフォレスト11」との記載は特に、「垂直配向カーボンナノチューブ」のことで
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あり、複数本のＣＮＴが林状に集合して構成されたものを指す。
【００３５】
図２の模式断面図に示すように、支持体３である基板上には、基材成分をスパッタ法ま
たは蒸着法により担持させた基材層31が形成される。該基材層31の上には、助触媒成分を
スパッタ法または蒸着法により担持させた助触媒層32が形成される。該助触媒層32の上に
は、触媒成分をスパッタ法または蒸着法により担持させた触媒層33が形成される。助触媒
層32の助触媒および触媒層33の触媒は、所定温度に加熱されることにより、図３に示すよ
うに粒子状のFe、FeGd合金またはFeGd酸化物粒子34に変化すると考えられる。また、スパ
ッタ法で形成したアルミニウム（Al）の基材層は、支持体３の加熱によって加熱され、ア
ルミナ（Al2O3）に酸化されるものと考えられる。
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【００３６】
基材層31の厚さは、例えば3〜30nmとすることができる。助触媒層32の厚さは、例えば0
.1〜1nmとすることができる。触媒層33の厚さは、例えば0.5〜3nmとすることができる。
【００３７】
図１に示すように、支持体３の両端は、導線４Ａによって、反応室２の外に設けられた
加熱手段４に電気的に接続されている。加熱手段４は、支持体３に電流を供給し、当該電
流により支持体３にジュール熱を発生させる。これにより支持体３は、所定温度、例えば
650℃〜950℃に加熱される。
【００３８】
支持体３としての基板の材質は特に限定されず、例えばシリコン（Si）等とすることが
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できる。
【００３９】
基材の基材成分は、例えば、アルミニウム（Al）、シリコン(Si)、チタン(Ti)、ジルコ
ニウム(Zr)およびハフニウム(Hf)からなる群から選択される少なくとも１つを含むものと
することができる。
【００４０】
基材成分はまた、例えば、アルミニウム、アルミナ、窒化アルミニウム、シリコン、シ
リカ、窒化ケイ素、チタン、チアニア、窒化チタン、ジルコニウム、ジルコニア、窒化ジ
ルコニウム、ハフニウム、ハフニアおよび窒化ハフニウムからなる群から選択される少な
くとも１つを含むものとすることができる。
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【００４１】
触媒の触媒成分は、例えば、鉄（Fe）、コバルト（Co）、ニッケル（Ni）、モリブデン
（Mo）、ニオブ（Nb）、イットリウム（Y）および銅（Cu）からなる群から選択される少
なくとも１つを含むものとすることができる。
【００４２】
助触媒の助触媒成分は、例えば、ガドリニウム（Gd）、ランタン（La）、ネオジム（Nd
）、ユウロピウム（Eu）、テルビウム（Tb）およびジスプロシウム（Dy）を含むランタノ
イドから選択される少なくとも１つの金属元素を含むものとすることができる。
【００４３】
助触媒成分はまた、例えば、酸化ガドリニウム、窒化ガドリニウム、酸化ランタン、窒
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化ランタン、酸化ネオジム、窒化ネオジム、酸化ユウロピウム、窒化ユウロピウム、酸化
テルビウム、窒化テルビウム、酸化ジスプロシウムおよび窒化ジスプロシウムからなる群
から選択される少なくとも１つを含むものとすることができる。
【００４４】
助触媒成分はさらに、例えば、ガドリニウムイソプロポキシドを含むガドリニウムアル
コキシド、ガドリニウムアセチルアセトナート、酢酸ガドリニウム、塩化ガドリニウムか
らなる群から選択される少なくとも１つを含むものとすることができる。
【００４５】
反応室２内の支持体３に混合ガス６を供給する混合ガス供給手段５は、図１に示すよう
に、炭素源ガス61を供給する炭素源ガス供給部51と、触媒源ガス62を供給する触媒源ガス

20

供給部52と、基材源ガス63を供給する基材源ガス供給部53とを備える。混合ガス供給手段
５はまた、必要に応じて、酸化ガス64を供給する酸化ガス供給部54と、還元ガス65を供給
する還元ガス供給部55とを備えてもよい。混合ガス供給手段５はさらに、必要に応じて、
助触媒源ガスを供給する助触媒源ガス供給部（図示せず）を備えてもよい。これらのガス
を含有する混合ガス６は、キャリアガス供給部56から供給されるキャリアガスも含み、反
応室２内の支持体３に供給される。供給された混合ガス６は、例えば反応室２の他端21か
ら排気される。
【００４６】
炭素源ガス61は、炭素源成分として、炭化水素および／またはアルコールから選択され
る少なくとも１つを含むものとすることができるが、これらに限定されない。

30

【００４７】
炭化水素は、例えば、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパンおよびプロピ
レンからなる群から選択される少なくとも１つとすることができる。アルコールは、メタ
ノール、エタノールおよびプロパノールからなる群から選択される少なくとも１つとする
ことができる。
【００４８】
触媒源ガス62の触媒源成分は、例えば、鉄（Fe）、コバルト（Co）、ニッケル（Ni）、
モリブデン（Mo）、ニオブ（Nb）、イットリウム（Y）および銅（Cu）からなる群からな
る群から選択される少なくとも１つの金属元素を含むものとすることができる。
【００４９】
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触媒源成分はまた、例えば、フェロセン、コバルトセンおよびニッケロセンからなる群
から選択される少なくとも１つとすることができる。
【００５０】
基材源ガス63の基材源成分は、例えば、アルミニウム（Al）およびチタン（Ti）からな
る群から選択される少なくとも１つの金属を含むものとすることができる。
【００５１】
基材源成分はまた、例えば、アルミニウムイソプロポキシドを含むアルミニウムアルコ
キシド、酢酸アルミニウム、塩化アルミニウム、チタニウムテトライソプロポキシド、酢
酸チタン、塩化チタン、ジルコニウムテトラプロポキシド、オキシ酢酸ジルコニウムおよ
び塩化ジルコニウムからなる群から選択される少なくとも１つとすることができる。
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【００５２】
（カーボンナノチューブの製造方法）
上記ＣＮＴの製造装置１を用いて、本実施形態に係る長尺のＣＮＴ10の製造方法につい
て説明する。本実施形態では、まず、反応室２内に支持体３を設置する。加熱手段４から
支持体３に電流を供給して、支持体３を加熱する。加熱された支持体３上の助触媒および
触媒は、軟化して表面張力により粒子状のFe、FeGd合金またはFeGd酸化物粒子34に変化す
る。
【００５３】
次に、炭素源ガス61と触媒源ガス62と基材源ガス63とを含有する混合ガス６を、反応室
２の一端22から反応室２内に供給する。供給された混合ガス６は、反応室２の他端21から
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排気される。本実施形態では、コールドガス方式を採用し、混合ガス６は、加熱されるこ
となく支持体３に供給される。支持体３上において、粒子状に変化したFe、FeGd合金また
はFeGd酸化物粒子34と、混合ガス６中の炭素原料とが反応して、ＣＮＴ10が成長する。さ
らに、混合ガス６によって触媒原料が継続して供給されることにより、ＣＮＴ10が継続的
に成長する。
【００５４】
（カーボンナノチューブ）
本実施形態のＣＮＴの製造装置１および製造方法によれば、高速かつ長時間成長で、触
媒混入の少ない長尺の単層カーボンナノチューブ（ＳＷＣＮＴ）10および／または多層カ
ーボンナノチューブ（ＭＷＣＮＴ）10を製造することができる。また、ＳＷＣＮＴ10およ
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び／またはＭＷＣＮＴ10は、支持体３上で、高密度で垂直方向に配列して異方性特性を有
し、高いアスペクト比を有する長尺状の垂直配向カーボンナノチューブ11を形成する。
【００５５】
垂直配向カーボンナノチューブ11の長尺方向の長さは、22mm以上、好ましくは60mm以上
、より好ましくは100mm以上、最も好ましくは140mm以上である。
【００５６】
垂直配向カーボンナノチューブ11は、ＭＷＣＮＴ10で構成され、その層数は、好ましく
は2層〜20層、より好ましくは2層〜10層、最も好ましくは2層〜5層である。
【００５７】
垂直配向カーボンナノチューブ11のピーク強度比IG/ID（G/D比）は、好ましくは1.5以
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上、より好ましくは3以上、最も好ましくは10以上である。
【００５８】
垂直配向カーボンナノチューブ11を構成する個別のＣＮＴ10の直径は、好ましくは1nm
〜20nm、より好ましくは3nm〜11nm、最も好ましくは5nm〜8nmである。
【００５９】
垂直配向カーボンナノチューブ11の数密度は、好ましくは1×109cm‑2以上、より好まし
くは1×1010cm‑2以上、最も好ましくは1×1011cm‑2以上である。
【００６０】
触媒活性の失活は、触媒粒子の面内移動および支持体３に向かう移動により発生する。
本実施形態に係るＣＮＴの製造方法および製造装置１では、支持体３上の基材に助触媒を
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担持させることで、触媒層33の触媒粒子が横方向（触媒層33の面内方向）に移動すること
を抑制して、触媒粒子の横方向の移動による触媒活性の失活を抑制する。さらに、触媒源
ガス62を継続して供給することで、触媒層33の触媒粒子の縦方向（支持体３の表面に垂直
な方向）の移動による触媒活性の失活に対抗して、触媒活性を保った触媒粒子を継続的に
供給する。このようにして、ＣＮＴ10の高速かつ長時間成長が可能になる。
【００６１】
コールドガス方式のＣＶＤ装置を使用して、支持体３のみを加熱してＣＮＴ10を成長さ
せるので、合成したＣＮＴ10が低温に保たれて、ＣＮＴ10上に炭素や触媒の不純物の析出
を抑えることができる。このようにして、継続的にＣＮＴ10を成長させ、長尺で高純度の
ＣＮＴ10を製造することができる。
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【００６２】
基材源ガス63の継続供給の効果は、基材源ガス63を継続して供給することで、基材源ガ
ス63の基材成分がFe、FeGd合金またはFeGd酸化物の触媒ナノ粒子間に競争的に付着し、触
媒源として供給された金属粒子がFe、FeGd合金またはFeGd酸化物の触媒金属ナノ粒子間に
入り、触媒金属ナノ粒子の粗大化を抑制する可能性が考えられる。もしくは触媒源が分解
して生成した触媒原子が支持板３に供給される前に余剰な酸素や炭素と反応するのを抑制
する可能性が考えられる。もしくは初期に成長するＣＮＴの数密度を減らすことでＣＮＴ
が長尺に成長しやすくなる可能性が考えられる。
【実施例】
【００６３】

10

本明細書において言及される全ての文献はその全体が引用により本明細書に取り込まれ
る。ここに記述される実施例は本発明の実施形態を例示するものであり、本発明の範囲を
限定するものとして解釈されるべきではない。
【００６４】
＜触媒、助触媒および基材の担持＞
支持体３として、幅5mm、長さ40mm、厚さ0.6mmのSi基板を使用した。Si基板の抵抗値は
0.002〜0.004Ω・cmである。Si基板上に、基材層31として3〜30nm厚のアルミニウム（Al
）層またはアルミナ（Al2O3）層をスパッタ法により形成した。当該基材層31上に、助触
媒層32として0.8nm厚のガドリニウム（Gd）をスパッタ法により形成した。当該助触媒層3
2上に、触媒層33として1.5nm厚の鉄（Fe）層をスパッタ法により形成した。

20

【００６５】
＜ＣＮＴの製造＞
反応室２には、石英ガラス管を用いた。まず、触媒源ガス62と、基材源ガス63と、酸化
ガス64と、還元ガス65と、キャリアガス66とを反応室２に供給しながら、支持板３を約50
Wで通電加熱し、支持体３の温度が750℃になるように設定した。この状態で2分間アニー
ルした後、炭素源ガス61を反応室２に供給し、ＣＮＴ10の成長が開始された。炭素源とし
てアセチレン、触媒源としてフェロセン、基材源としてアルミニウムイソプロポキシド、
酸化ガスとして二酸化炭素ガス、還元ガスとして水素ガス、およびキャリアガスとしてア
ルゴンガスを用いた。ＣＮＴ10の成長中の混合ガス６の組成は、炭素源ガス61が0.3%、触
媒源ガス62が56ppm、基材源ガス63が17ppm、酸化ガス64が0.5%、還元ガス65が10%、およ
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びキャリアガス66が89.2%とした。
＜評価結果＞
【００６６】
支持体３の温度は、図１に示す放射温度計15で支持体３の温度を測定しながら、支持板
３に通電する電流量を調整して制御した。ＣＮＴ10が成長する様子は図１に示すデジタル
カメラ16で撮影した。
【００６７】
図４は、炭素源ガス61を供給によるＣＮＴ10の成長開始（ａ）後、1800分経過（ｊ）す
るまでのＣＮＴ10の成長の様子を、200分ごとにデジタルカメラで撮影した写真図である
。図５は、時間経過に対してＣＮＴフォレスト11の長尺方向の高さをプロットしたグラフ
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である。当該グラフに示すように、ＣＮＴ10の成長が約1600分（約26時間）持続し、ＣＮ
Ｔ10の長尺方向の長さは約12cm以上まで成長していることが確認できた。
【００６８】
図６は、本実施例のＣＮＴの成長開始時の初期成長速度を、助触媒を用いずに、かつ、
基材源の継続的供給を行わなかったとき（特許文献１）の初期成長速度と対比した図であ
る。（１）が本実施例の結果、（２）が特許文献１の結果である。特許文献１の初期成長
速度が〜100μm/minであるのに対し、本実施例の初期成長速度は〜130μm/minであった。
したがって、本実施例で製造されたＣＮＴ10は、ＣＮＴ10の成長開始から150分経過する
までの初期成長速度が130μm/min以上で製造されたＣＮＴである。このように、特許文献
１のＣＮＴの成長速度と比較して、本実施例のＣＮＴ10の成長速度が速く、さらにその成
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長速度が長時間持続されることが示された。
【００６９】
一方、助触媒であるGdを基材層31であるAl又はAl2O3層上に担持させない場合、触媒源
であるフェロセンの供給を行わない場合、または、基材源であるアルミニウムイソプロポ
キシドを供給しない場合、すなわち、助触媒の担持、触媒原料の継続的な供給、基材原料
の継続的な供給のいずれかの条件が１つでも欠けた場合、成長の早期停止が惹起され、長
尺ＣＮＴの高速成長が抑制された（図７）。
【００７０】
ＣＮＴ10の長さを測定したところ、ＣＮＴ10は約14cmまで成長していることが確認でき
た。このように、本実施例では、触媒が失活することなく、ＣＮＴが26時間という長時間

10

成長することにより、14cmという長尺のＣＮＴフォレスト11を製造できることが示された
（図８）。
【００７１】
熱分析装置（型番：ＴＧ８１２０、リガク製）を用いて、空気流通下、昇温速度5℃/mi
nで熱重量示差熱分析を行った。図９は、製造されたＣＮＴ10の熱重量分析（ＴＧ）結果
および示差熱分析（ＤＴＡ）の結果を示す図である。ＴＧの結果において、燃焼は200℃
付近から開始された。600℃を超えたところですべて燃焼した。したがって、本実施例で
製造されたＣＮＴ10は、触媒の混入がなく、触媒濃度が0%（検出限界以下）であって、純
度がほぼ100%のＣＮＴである。ＤＴＡの結果において、600℃付近にピークが見られるの
で、結晶性の高いＣＮＴ10を製造できていることが示された。

20

【００７２】
図１０は、（ａ）0cm（top）、（ｂ）3.5cm、（ｃ）7.0cm、（ｄ）11cmおよび（ｅ）14
cm（bottom、支持板３側）の各位置におけるＣＮＴ10の構造を、透過型電子顕微鏡（ＴＥ
Ｍ）により観察した結果を示すＴＥＭ写真図である。2層〜5層の多層ＣＮＴ10が観察され
た。また、ＴＥＭを使用して算出した個別のＣＮＴ10の直径は約5nm〜8nmであった。
【００７３】
ＣＮＴ10の結晶性は、例えばレーザー顕微ラマン分光分析により分析することができる
。レーザー顕微ラマン分光分析において、1590cm‑1付近に現れるピークは、G‑bandと呼ば
れ、六員環構造を有する炭素原子の面内方向の伸縮振動に由来するものである。また、13
50cm‑1付近に現れるピークは、D‑bandと呼ばれ、六員環構造に欠陥があると現れやすくな
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る。相対的なＣＮＴの結晶性は、D‑bandに対するG‑bandのピーク強度比IG/ID（G/D比）に
よって評価することができる。G/D比が高いほど結晶性の高いＣＮＴであるといえる。本
実施例では、レーザー顕微ラマン分光計（型番：ＨＲ−８００、堀場製作所社製）にＣＮ
Ｔ10の試料を設置し、488nmのレーザー波長を用いて、レーザー顕微ラマン分光分析を行
った。
【００７４】
図１１は、（ａ）0cm（top）、（ｂ）3.5cm、（ｃ）7.0cm、（ｄ）11cmおよび（ｅ）14
cm（bottom、支持板３側）の各位置におけるＣＮＴ10のラマンスペクトルである。ＣＮＴ
10のIG/ID（G/D比）はいずれの位置においても1.5程度とほぼ同一であった。したがって
、本実施例で製造されたＣＮＴ10は、結晶性が長手方向に均一なＣＮＴである。
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【００７５】
本実施例により製造されたＣＮＴ10は、実用可能な強度を有し、量産のためのスケール
アップにも対応できる。また、本実施例により製造されたＣＮＴ10は、ＣＮＴ10が長くな
ることによる導電性と強度の変化がほとんどなく、従来からのミリメートルスケールの短
いＣＮＴと少なくとも同程度の導電性と強度とを有するものと期待される。すなわち、本
発明の長尺のＣＮＴを使用することで、従来からの短いＣＮＴを縒って作製したワイヤー
に比べて、最終的に高い強度のＣＮＴワイヤーを得られることが期待できる。
【００７６】
以上、本発明を実施形態および実施例に基づいて説明したが、本発明は種々の変形実施
をすることができる。例えば、上記実施形態および実施例では、反応室２をいわゆる横型
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とし、混合ガス６を横方向から供給してＣＮＴ10が横方向に成長する構成としたが、反応
室２をいわゆる縦型とし、混合ガス６を上方向または下方向から供給してＣＮＴ10が上方
向または下方向に成長する構成としてもよい。
【符号の説明】
【００７７】
１

カーボンナノチューブの製造装置

２

反応室

３

支持体

４

加熱手段

５

混合ガス供給手段

10

カーボンナノチューブ（ＣＮＴ、ＳＷＣＮＴ、ＭＷＣＮＴ）

11

垂直配向カーボンナノチューブ（カーボンナノチューブフォレスト、ＣＮＴフォレ

10

スト）
31

基材層

32

助触媒層

33

触媒層

34

Fe、FeGd合金またはFeGd酸化物粒子

61

炭素源ガス

62

触媒源ガス

63

基材源ガス

【図１】

【図２】
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【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図８】

【図９】

【図７】
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