
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性材料上にカーボンナノチューブを形成する方法であって、
　

　
　カーボンナノチューブを成長させる際に触媒として働く金属または合金を含む触媒層を
前記 導電 上に形成する過程と、
　前記触媒層の金属または合金を処理して微粒子化する過程と、
　前記金属または合金の微粒子を触媒として前記 導電 上に前記カーボンナノチュ
ーブを形成する過程とを有し、
　前記触媒層の金属または合金を処理して微粒子化する過程が、不活性ガスを供給しつつ
、前記 導電 上に形成された前記触媒層 熱する過程を有することを特徴とする
カーボンナノチューブの形成方法。
【請求項２】
　前記 、前記触媒層の金属
または合金の絶対温度で表した融点をＴｍとしたとき、０．４９Ｔｍ～０．５９Ｔｍの範
囲 ことを特徴とする請求項 記載のカーボンナノチ
ューブの形成方法。
【請求項３】
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シリコン基板上に、Ｔｉ、Ｎｉ、ＡｌまたはＣｒからなる第１の導電層を形成する過程
と、

前記第１の導電層上に、Ｗ、ＭｏまたはＴａからなる第２の導電層を形成する過程と、

第２の 層

第２の 層

第２の 層 を加

触媒層の金属または合金を処理して微粒子化する過程において

にある温度で前記触媒層を加熱する １に



　前記カーボンナノチューブを形成する過程が、炭化水素ガスと前記不活性ガスとを１：
２乃至１：５０の範囲で含む混合ガスを供給する過程を含むことを特徴とする請求項１

請求項 の何れかに記載のカーボンナノチューブの形成方法。
【請求項４】
　前記混合ガスを供給する過程が、前記混合ガスを分速１～１００ｃｍの流速で供給する
ことを特徴とする請求項 に記載のカーボンナノチューブの形成方法。
【請求項５】
　前記混合ガスを供給する過程が、前記混合ガス 速３０ｃｍの流速で供給することを
特徴とする請求項 に記載のカーボンナノチューブの形成方法。
【請求項６】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、小型の燃料電池（ＦＣ）等において用いられる炭素系薄膜の製造方法に関する
。特に、導電性材料上にカーボンナノチューブ（ＣＮＴ）を形成するための方法に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
カーボンナノチューブは、炭素からなるナノメートルのオーダーの直径を有する円筒形の
チューブであり、その優れた特性から様々な用途での応用が期待されている。例えば、特
開２００２－１４１０８４号公報には、燃料電池において、白金などの触媒を担持する担
持体としてカーボンナノチューブからなる炭素膜を用いることが開示されている。カーボ
ンナノチューブは多孔質であることからガス拡散層としても働く。この公報に開示された
発明では、金などからなる電極端子膜上に形成された鉄またはニッケル膜の上にカーボン
ナノチューブ膜を形成し、その表面に白金触媒をスパッタリングにより被着させている。
【０００３】
カーボンナノチューブを形成する方法としては、アーク放電を用いるものや加熱によるも
のがある。例えば、特開２００１－５８８０５には、カーボンナノチューブを大量かつ簡
易に製造する方法として、フラーレン分子と遷移金属元素または遷移金属元素を含む合金
とを混合し、セラミックのボード上で加熱することが開示されている。しかしながら、こ
の刊行物には、カーボンナノチューブを導電性材料上に形成することについては記載がな
い。
【０００４】
また、カーボンナノチューブの形成において鉄やニッケルなどの遷移金属を微粒子化した
ものを触媒として用いることが知られている。このような金属微粒子の形成方法としては
、金属薄膜をレーザやマイクロ波などでエッチングする方法やゼオライトやポーラスシリ
コンなどの細孔に埋める方法などがある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の主たる目的は、導電性材料上にカーボンナノチューブを形成するための、改善さ
れた方法を提供することである。
【０００６】
本発明の第２の目的は、カーボンナノチューブを成長させる際に触媒として働く金属微粒
子を簡易なプロセスで安価に且つ効率よく得ることが可能なカーボンナノチューブ形成方
法を提供することである。
【０００７】
本発明の第３の目的は、小型燃料電池で用いるのに適したカーボンナノチューブを形成す
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ま
たは ２

３

を分
４

前記シリコン基板が鏡面研磨された面を有し、前記第１の導電層を前記鏡面研磨された
面上に形成することを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれかに記載のカーボンナノ
チューブの形成方法。



るための方法を提供することである。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
前記目的を達成するため本発明に基づくと、導電性材料（２）上にカーボンナノチューブ
（５）を形成する方法であって、カーボンナノチューブを成長させる際に触媒として働く
金属または合金を含む触媒層（３）を導電性材料上に形成する過程と、触媒層の金属また
は合金を処理して微粒子化する過程と、金属または合金の微粒子（３ａ）を触媒として導
電性材料上にカーボンナノチューブを形成する過程とを有し、触媒層の金属または合金を
処理して微粒子化する過程が、不活性ガスを供給しつつ、導電性材料上に形成された触媒
層を所定の温度で加熱する過程を有することを特徴とするカーボンナノチューブの形成方
法が提供される。このようにすることにより、カーボンナノチューブを成長させる際に触
媒として働く金属または合金微粒子を簡単なプロセスで容易に且つ安価に形成し、それら
を触媒として用いることで、カーボンナノチューブを導電性材料上に効率的に形成するこ
とができる。
【０００９】
触媒層は、好適には、Ｆｅ、Ｎｉ、ＣｏまたはＭｏの何れか或いはその合金を含む。導電
性材料は、Ｔｉ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｃｏ、Ｃｕ、Ａｌ、Ｍｏ、Ｗ、もしくはＴａの少なくとも
一つを含むものとすることができる。また、不活性ガスはヘリウムまたはアルゴンとする
とよい。
【００１０】
触媒層の金属または合金を微粒子化するときの所定の温度は、金属または合金の絶対温度
で表した融点をＴｍとしたとき、０．４９Ｔｍ～０．５９Ｔｍの範囲にあるとよい。触媒
層が鉄からなる場合、概ね７００℃とするとよい。加熱温度が低すぎても高すぎても、粒
子が粗大化して望ましい粒子サイズを得ることができない。また、金属または合金の微粒
子は０．５～５０ｎｍの粒子サイズを有すると好適である。そのような粒子サイズは、カ
ーボンナノチューブ形成における触媒作用も十分に有し且つ上記方法によって容易に得る
ことができる。上記した加熱温度で触媒層の金属又は合金を微粒子化することにより、そ
のような粒子サイズを簡単なプロセスで効率よく形成することができる。
【００１１】
カーボンナノチューブを形成する過程が、炭化水素ガス（原料ガス）と不活性ガスとを１
：２乃至１：５０の範囲で含む混合ガスを供給する過程を含むものとすると、カーボンナ
ノチューブ以外のアモルファス炭素または煤の発生を抑制しつつ、カーボンナノチューブ
の成長速度が極度に遅くなるのを防いで効率よくカーボンナノチューブを生成することが
できるため好適である。
【００１２】
供給する混合ガスの流速は、分速１～１００ｃｍが好ましく、概ね分速３０ｃｍが特に好
適である。それにより、煤の形成を抑制しつつ、カーボンナノチューブの形成に寄与する
ことなく排出される原料ガスの量も低減し生産性を向上することができる。カーボンナノ
チューブを形成する過程が、概ね３０ｍｍの内径を有する管内に微粒子化された金属また
は合金を有する導電性材料を置いて行われる場合、管内に流す混合ガスの流量は概ね２０
０乃至３００ｓｃｃｍとするとよい。
【００１３】
また、導電性材料は例えばシリコンやガラスのような無機質材基板上に付着されたものと
することができる。導電性材料を、例えばチタン（Ｔｉ）からなる層と、その上に形成さ
れた耐熱性に優れたタングステン（Ｗ）からなる層とからなる２層構造とすることもでき
る。チタンの代わりに、アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（Ｎｉ）、クロム（Ｃｒ）を代
わりに用いることができる。また、タングステンの代わりにモリブデン（Ｍｏ）、タンタ
ル（Ｔａ）を用いることもできる。
【００１４】
本発明の特徴、目的及び作用効果は、添付図面を参照しつつ好適実施例について説明する
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ことにより一層明らかとなるだろう。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好適実施例について図面を参照して説明する。
【００１６】
図１は、本発明に基づくカーボンナノチューブ形成方法の好適実施例を示すフロー図であ
り、図２は、図１のフロー図のいくつかのステップにおける状態を示す模式的な断面図で
ある。
【００１７】
ステップ１において、例えばシリコン（Ｓｉ）やガラスからなる無機質基板１を清浄化す
る（図２（ａ））。
【００１８】
続いてステップ２で、清浄化した無機質基板１上に例えばチタン（Ｔｉ）、金（Ａｕ）、
ニッケル（Ｎｉ）、コバルト（Ｃｏ）、銅（Ｃｕ）、アルミニウム（Ａｌ）、モリブデン
（Ｍｏ）、タングステン（Ｗ）、タンタル（Ｔａ）などの金属またはドープされた半導体
のような導電性材料からなる導電層２を例えば抵抗加熱蒸着やスパッタリングなどにより
形成する（図２（ｂ））。無機質基板１がシリコンからなる場合、導電層２を基板上に形
成されたチタン（Ｔｉ）層とその上に形成されたタングステン（Ｗ）層からなる二層構造
とすると、タングステンの融点が高く、後の熱処理において影響を受けにくいため好適で
ある。チタンはシリコンとの密着性改善の働きをし、アルミニウム（Ａｌ）、ニッケル（
Ｎｉ）、クロム（Ｃｒ）を代わりに用いることができる。また、タングステンの代わりに
モリブデン（Ｍｏ）、タンタル（Ｔａ）を用いることもできる。無機質基板１が導電性を
有するシリコン（例えばドープされたシリコン）からなる場合、外部との電気的接続に用
いることができるため好都合なことがある。
【００１９】
ステップ３では、カーボンナノチューブ膜成長のための触媒として働く、例えば鉄（Ｆｅ
）のような遷移金属からなる触媒層３を導電層２上に形成する（図２（ｃ））。これは例
えば電子ビーム蒸着により行うことができる。鉄のかわりにニッケル（Ｎｉ）、コバルト
（Ｃｏ）、モリブデン（Ｍｏ）を用いることもできる。鉄、ニッケル、コバルト、モリブ
デンのうち２以上を混合して用いてもよい。あるいは、それらの合金を利用することもで
きる。尚、このように基板１上に導電層２及び触媒層３を形成したものを基体４と呼ぶ。
【００２０】
ここで図３を参照すると、ステップ３において得られた基体４を処理して導電層２上にカ
ーボンナノチューブを形成するための好適な製造装置を表す模式的な縦断面図が示されて
いる。この装置１０は、例えば内径約３０ｍｍの管状路を有する石英管１２を有し、石英
管１２の長手方向に所望のガスを流すことができるようになっている。また、管１２の中
には処理すべき基体４を保持するための石英ホルダー１４がセットされている。石英管１
２は電気炉１６中にセットされており、電気炉１６によって所望の温度で加熱することが
できるようになっている。
【００２１】
再度図１を参照されたい。本発明によると、ステップ４において、石英管１２内の石英ホ
ルダー１４に基体４をセットした後、石英管１２の一方（図３では左方）の端部からヘリ
ウム、アルゴン等の不活性ガスを所定の流速で流すとともに、電気炉１６の温度を適切な
温度に設定し、所定の時間加熱する。これにより、基体４表面の触媒層３の金属または合
金を微粒子化し、複数の金属または合金粒子（触媒粒子ともいう）３ａを得ることができ
る（図２（ｄ））。触媒層３を処理して複数の触媒粒子３ａとすることで、カーボンナノ
チューブ形成における触媒能力を向上することができる。微粒子化が十分でないとカーボ
ンナノチューブの成長方向が乱れ、きれいな膜が得られないといった問題が生じる。５０
ｎｍ以下の粒子サイズが好適である。一方、本発明のように不活性ガスを供給しつつ加熱
することで触媒層３の金属または合金を微粒子化する場合、加熱温度を高くするほど微粒
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子化が促進される傾向があるが、粒子サイズが０．５ｎｍより小さくなると、粒子の凝集
力が強くなり、凝集したところではかえって粒子径が粗大化するため、粒子サイズを０．
５ｎｍより小さく且つ概ね均一になるように制御を行うことは困難であり、生産性の低下
につながる。従って、粒子サイズは０．５ｎｍ乃至５０ｎｍが好適である。上記したよう
な触媒層３の金属または合金の微粒子化処理を前処理ともいう。
【００２２】
前処理における最適な加熱温度は、触媒層３の金属または合金によって変わり得る。後に
実施例で述べるように、例えば触媒層３が鉄（Ｆｅ）からなる場合、加熱温度は概ね７０
０℃（９７３Ｋ）が好適である。この温度は、絶対温度で表したとき、鉄の融点である１
８０８Ｋ（１５３６℃）の約０．５４倍であり、原子が固体内で自由に配列を変え始める
温度（第一次再結晶化温度ということもある）に大凡等しい。このように、触媒層３の金
属または合金を微粒子化する際の加熱温度は、その金属または合金の絶対温度で表した融
点をＴｍとしたとき、０．５４Ｔｍの近傍（０．５４Ｔｍ±０．０５Ｔｍ）が好適である
。
【００２３】
前処理が終了すると、ステップ５で不活性ガスの流量を減らし、管内にアセチレン、メタ
ン、エチレンのようなカーボンナノチューブの原料ガス（炭化水素ガス）を所定の流量で
導入する。このとき不活性ガスは原料ガスのキャリアとして働く。これにより、金属また
は合金粒子３ａを触媒として例えば０．５乃至１００ｎｍの直径を有するカーボンナノチ
ューブが導電膜２上に成長し、例えば０．０１乃至３００μｍの厚さのカーボンナノチュ
ーブ膜５を得ることができる（図２（ｅ））。形成されたカーボンナノチューブ膜５は基
体４（または基板１）に対して概ね垂直な方向に配向し、その方向に優れた電気伝導性を
示す。原料ガスはカーボンナノチューブ生成時に水素を生成し、生成された水素は反応に
あずからなかったガス（炭化水素）とともに石英管１２の他方（図３では右方）の端部か
ら排出される。
【００２４】
上記したようなカーボンナノチューブ形成過程においては、原料ガスの流量が多すぎると
カーボンナノチューブ以外のアモルファス炭素または煤が発生し、カーボンナノチューブ
の成長が阻害されて、膜５中のカーボンナノチューブの割合が減少する。逆に、原料ガス
の割合が小さすぎると、カーボンナノチューブの成長が遅くなり生産性が低下する。原料
ガスとキャリアガス（不活性ガス）の流量の比を１：２乃至１：５０とするのが好ましく
、１：１０であると特に望ましい。
【００２５】
基体４の表面上を流れる不活性ガスと原料ガスからなる混合ガスの速度（流速）も、カー
ボンナノチューブ膜５の形成に影響を与え得る。流速が遅すぎると煤の形成が多くなり、
膜５中のカーボンナノチューブの割合が減少し、流速が速すぎると原料ガスがカーボンナ
ノチューブ膜５の形成に寄与することなく排出されてしまい生産性が低下する。１ｃｍ／
分～１００ｃｍ／分の流速が好ましく、３０ｃｍ／分～４０ｃｍ／分（内径３０ｍｍの管
では約２００～３００ｓｃｃｍの流量）がより好ましく、概ね３０ｃｍ／分（内径３０ｍ
ｍの管では約２００ｓｃｃｍの流量）が特に好ましい。
【００２６】
また、成膜中、原料ガス及びキャリアガス（不活性ガス）の流量を一定にすると、カーボ
ンナノチューブは基板に垂直に並んで成長するが、僅かに流量を変動させることにより、
カーボンナノチューブを曲げて成長させることができる。それによってカーボンナノチュ
ーブ繊維同士の絡みが発生し、膜５の自立強度を向上させることができるとともに、横方
向の電気伝導を発現させることができる。
【００２７】
成膜が終了すると、ステップ６で原料ガスの導入を停止し、不活性ガスを流しつつ室温付
近まで冷却する。さらにステップ７でカーボンナノチューブ膜５が形成された基体４を電
気炉１６から取り出し、大気中で高温で処理することによりアモルファス炭素や欠陥を多
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く含む（即ち結晶性が低い）カーボンナノチューブを選択的に酸化して除去し、隙間のあ
るカーボンナノチューブ膜５を形成する。完全な結晶に近いカーボンナノチューブは耐酸
化力があるため除去されない。酸化処理を制御することでカーボンナノチューブ繊維密度
を調整することが可能である。カーボンナノチューブ膜５の繊維密度は例えば１０００～
１０１ ２ 本／ｍｍ２ とすることができる。酸化剤として大気以外に、酸素分圧を調整した
ガスや熱硝酸を用いることも可能である。
【００２８】
このように、本発明によれば、導電性材料（導電膜）２上に形成された触媒層３の金属ま
たは合金を、不活性ガスを供給しつつ、所定温度で加熱することにより、容易に微粒子化
して複数の金属または合金粒子３ａを形成することができる。そして、これら金属または
合金粒子３ａを触媒としてカーボンナノチューブ膜５を成長させることで、導電性材料２
上にカーボンナノチューブ膜５を好適に形成することができる。なお、上記においては、
熱ＣＶＤ（化学蒸着法、または化学気相成長法とも言われる）を用いたが、炭素系薄膜の
形成には、熱ＣＶＤ以外に、マイクロ波プラズマ法（プラズマＣＶＤ）、レーザー蒸着、
スパッタリングなどを用いることも可能である。
【００２９】
上述したようにして導電性材料２上に形成したカーボンナノチューブ膜５を燃料電池に用
いる場合、カーボンナノチューブ膜５上に白金などの触媒を被着し、更に電解質層を配置
する。このように本発明によるカーボンナノチューブ膜５を燃料電池に用いた場合、セパ
レータ（無機質基板１）、電極（導電層２、カーボンナノチューブ膜５）、白金触媒、電
解質を連続して形成して接合界面をきれいに形成することができるため、通常の燃料電池
のように電極界面の接触抵抗を低減するためにネジなどを用いて膜・電極接合体（ＭＥＡ
）に外力を加える必要なく、接合界面抵抗を安定的に小さくすることができる。このよう
に接合界面抵抗を容易に信頼度高く最小化できることから、生産管理を簡略化することが
でき生産性が向上される。また、外力を加えるためのネジなどをなくすことができるため
、燃料電池を小型化することができる。更に、カーボンナノチューブ膜５を燃料電池に用
いた場合、以下のような利点が得られる：（１）薄膜化が容易であるため燃料電池の全体
的な抵抗を小さくできる；（２）酸素極で必要とされる疎水性がカーボンナノチューブ膜
表面で発現するため水詰まりによる特性劣化が防止される；（３）結晶性の高いカーボン
ナノチューブは耐食性も高いため、耐用年数を向上することができる；（４）カーボンナ
ノチューブ膜５は多孔質であることから、ガス（水素、酸素）透過性に優れたガス拡散層
として働くとともに、反応を十分に起こす表面積を提供することができる。
【００３０】
【実施例】
図４の模式的断面図を参照して、本発明に基づくカーボンナノチューブ形成方法の具体例
を以下に示す。成膜のための装置としては、図３に示したものを用いた。
【００３１】
　鏡面研磨したシリコン（Ｓｉ（１００））からなる基板２１を硫酸過酸化水素で１０分
洗浄した後、水洗いし、更に、緩衝フッ化水素酸（ buffered hydrofluoric acid：ＢＨＦ
）にて酸化膜を除去し、乾燥した。（図４（ａ））。次に、清浄化したシリコン基板２１
上に、６×１０－ ５ Ｐａの圧力下で、抵抗加熱蒸着を用いて１ｎｍ／秒のレートで５０ｎ
ｍ厚のチタン（Ｔｉ）膜２２ａを形成し、さらにその上に、Ａｒ分圧５×１０－ ３ Ｔｏｒ
ｒ（６．７×１０－ ４ Ｐａ）の下、ＲＦスパッタを用いて０．５ｎｍ／秒のレートで１０
０ｎｍ厚のタングステン（Ｗ）膜２２ｂを形成した（ ）。ＲＦスパッタはタン
グステンのような比較的高融点の材料を成膜するのに適している。これらチタン膜２２ａ
及びタングステン膜２２ｂは導電膜２２をなす。続いて、１×１０－ ４ Ｐａの圧力下で、
電子ビーム（ＥＢ）蒸着を用い、タングステン膜２２ｂ上に鉄（Ｆｅ）を０．１ｎｍ／秒
のレートで蒸着して、鉄（Ｆｅ）からなる触媒層２３を５ｎｍ厚に形成した（
）。電子ビーム蒸着は鉄のような比較的低融点の材料を成膜するのに適している。このよ
うにシリコン基板１０上に導電層２２及び触媒層２３を形成して得られた基体２４を、図
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図４（ｂ）

図４（ｃ）



３に示した熱ＣＶＤ装置１０の石英管１２内に置いた石英ホルダー１４にセットした。石
英管１２の内径は３０ｍｍであった。そうして、石英管１２内にヘリウムガスを２５０ｓ
ｃｃｍの流量で流し、炉１６の温度を概ね７００℃に設定した。炉１６の温度が概ね７０
０℃になったところから５～３０分維持し、基体２４表面の鉄２３を微粒子化し、複数の
鉄粒子２３ａを有する構造とした（ ）。
【００３２】
図５に加熱温度を変えた場合の表面の鉄粒子２３ａの様子を示す写真を示す。図５（ａ）
に示すように、加熱温度が７００℃より低い６００℃の場合、鉄の微粒子化が十分に進行
せず、また、図５（ｃ）に示すように、加熱温度が７００℃より高い８００℃の場合も、
鉄粒子が粗大化し、微粒子化が十分になされなかった。本実施例では、図５（ｂ）に示す
ように、加熱温度７００℃のとき、表面の鉄の微粒子化が最適になされた。このように本
実施例では、加熱温度を概ね７００℃にすることが、触媒層２３の微粒子化において好適
であった。ただし、触媒金属の微粒子化は、触媒層２３の厚さ、下地導電層２２の濡れ性
や形態、加熱時間なども関連するため、最適な加熱温度はそれらの影響で変動し得る。
【００３３】
　触媒層２３の鉄の微粒子化を行った後、ヘリウムの流量を２００ｓｃｃｍに減らすとと
もに、アセチレン（Ｃ２ Ｈ２ ）を３０ｓｃｃｍの流量で導入した。約１５分の処理で約３
０μｍの厚さの多層ナノチューブ（ multiwall nanotube：ＭＷＮＴ）２５が形成された（

）。その後、アセチレンの導入を停止し、ヘリウムを流しつつ室温まで冷却し
た後、ＭＷＮＴ２５が成膜された基体２４を取り出し、大気中で７００℃で５分処理して
アモルファス炭素を除去した。これにより隙間のあるカーボンナノチューブ構造体が形成
された。できあがったカーボンナノチューブは直径１０～５０ｎｍのＭＷＮＴで、基板に
対して垂直な方向に繊維が延びて膜を形成した。
【００３４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によると、カーボンナノチューブ形成時に触媒として働く金
属または合金からなる触媒層を導電性材料上に形成した後、不活性ガスを供給しつつ所定
温度に維持することにより容易に且つ信頼度高く触媒層の金属または合金を微粒子化する
ことができ、そうして得られた触媒粒子の働きにより導電性材料上にカーボンナノチュー
ブを効率的に形成することができる。
【００３５】
本発明を実施例に基づいて詳細に説明したが、これらの実施例はあくまでも例示であって
本発明は実施例によって限定されるものではない。当業者であれば特許請求の範囲によっ
て定められる本発明の技術的思想を逸脱することなく様々な変形若しくは変更が可能であ
ることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に基づくカーボンナノチューブ膜形成方法の好適実施例を示すフロー図。
【図２】本発明に基づくカーボンナノチューブ膜形成方法を説明するための模式的な断面
図。
【図３】本発明に基づくカーボンナノチューブ膜形成方法で用いることのできるカーボン
ナノチューブ膜製造装置の模式的断面図。
【図４】本発明に基づくカーボンナノチューブ膜形成方法の具体的な実施例を説明するた
めの模式的断面図。
【図５】加熱温度を変えた場合に得られる鉄粒子の状態を示す写真。
【符号の説明】
１　無機質基板
２　導電層
３　触媒層
３ａ　金属または合金粒子（触媒粒子）
４　基体
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図４（ｄ）

図４（ｅ）



５　カーボンナノチューブ膜
１０　カーボンナノチューブ製造装置
１２　石英管
１４　石英ホルダー
１６　電気炉
２１　シリコン基板
２２ａ　チタン膜
２２ｂ　タングステン膜
２２　導電膜
２３　触媒（鉄）層
２３ａ　鉄粒子
２４　基体
２５　多層ナノチューブ（ＭＷＮＴ）
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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