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(57)【要約】
【課題】カーボンナノファイバを十分に成長させること
ができるカーボンナノファイバ形成用構造体、カーボン
ナノファイバ構造体及びその製造方法を提供すること。
【解決手段】基材１０と、基材１０上に設けられ、金属
酸化物からなる金属酸化物層２０と、金属酸化物層２０
に担持される金属触媒３０とを備え、金属酸化物層２０
の少なくとも一部の厚さが、０．５～１０ｎｍであるカ
ーボンナノファイバ形成用構造体４０。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、
　前記基材上に設けられ、金属酸化物からなる金属酸化物層と、
　前記金属酸化物層に担持される金属触媒とを備え、
　前記金属酸化物層の少なくとも一部の厚さが０．５～１０ｎｍであるカーボンナノファ
イバ形成用構造体。
【請求項２】
　前記金属酸化物層の少なくとも一部の厚さが１～８ｎｍである、請求項１に記載のカー
ボンナノファイバ形成用構造体。
【請求項３】
　前記基材が、酸素イオン伝導性酸化物を含む、請求項１又は２に記載のカーボンナノフ
ァイバ形成用構造体。
【請求項４】
　前記金属触媒が、Ｖ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｒｕ及びＷからな
る群より選ばれる少なくとも１種である、請求項１～３のいずれか一項に記載のカーボン
ナノファイバ形成用構造体。
【請求項５】
　前記金属酸化物層の一部が、０．５～１０ｎｍの厚さを有し互いに離間するように設け
られる複数の薄厚部で構成され、残部が１０ｎｍより大きい厚さを有する肉厚部で構成さ
れている請求項１～４のいずれか一項に記載のカーボンナノファイバ形成用構造体。
【請求項６】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のカーボンナノファイバ形成用構造体の上に、化学
気相成長法により、炭素を含む原料ガスを供給してカーボンナノファイバを成長させるこ
とにより得られるカーボンナノファイバ構造体。
【請求項７】
　請求項１～５のいずれか一項に記載のカーボンナノファイバ形成用構造体の前記金属触
媒の上に、化学気相成長法により、カーボンナノファイバを成長させてカーボンナノファ
イバ構造体を得るカーボンナノファイバ成長工程を含み、
　前記カーボンナノファイバ成長工程は、炭素を含有する原料ガスを供給して行われるカ
ーボンナノファイバ構造体の製造方法。
【請求項８】
　前記基材が、５００℃以上の高温で酸素イオンを伝導することが可能な高温酸素イオン
伝導性酸化物を含み、前記カーボンナノファイバ成長工程において、前記カーボンナノフ
ァイバ形成用構造体を５００℃以上に加熱する請求項７に記載のカーボンナノファイバ構
造体の製造方法。
【請求項９】
　前記カーボンナノファイバ成長工程において、酸素分子を含むガスを、前記カーボンナ
ノファイバ形成用構造体の前記基材に対し、前記金属酸化物層と反対側の面から供給する
請求項７又は８に記載のカーボンナノファイバ構造体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カーボンナノファイバ形成用構造体、カーボンナノファイバ構造体及びその
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　色素増感太陽電池、リチウムイオン二次電池、リチウムイオンキャパシタ、電気二重層
キャパシタ、燃料電池などの電極や電線として、優れた導電性を有することから、カーボ
ンナノチューブ電極が注目されている。
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【０００３】
　特に色素増感太陽電池においては、カーボンナノチューブ電極は白金電極に匹敵する性
能を発揮することから期待が高まってきている。
【０００４】
　カーボンナノチューブ電極のカーボンナノチューブは通常、基板上に触媒を担持してな
るカーボンナノチューブ形成用構造体の触媒上に、化学気相成長法により成長させること
によって得られる。ここで、電極の性能を高める観点からは、カーボンナノチューブは長
尺であることが望ましい。また、カーボンナノチューブの生産性向上の観点からも、時間
あたりのカーボンナノチューブの成長量がより多いことが望ましい。
【０００５】
　長尺のカーボンナノチューブを成長させるカーボンナノチューブの製造方法として、例
えば特許文献１に記載のものが知られている。特許文献１に記載の製法では、カーボンナ
ノチューブ形成用構造体として、例えば基板をシリコンで構成し、触媒を鉄で構成したも
のが用いられている。そして、カーボンナノチューブ成長時に酸化性ガスを使用し、この
酸化性ガスによって、触媒に付着した炭素を除去し、その結果、触媒の活性を持続させ、
高さが著しく増大したカーボンナノチューブを得ることが提案されている。また、非特許
文献１には、シリコン基板と触媒との間に酸化アルミニウム層を介在させると、カーボン
ナノチューブの長尺成長に有効であることが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開2007-145634号公報
【非特許文献】
【０００７】
【非特許文献１】Japanese Journal of Applied Physics Vol. 46, No. 17, 2007,pp. L3
99-L401
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、特許文献１に記載のカーボンナノチューブの製造方法では、カーボンナノチュ
ーブを十分に成長させることができなかった。
【０００９】
　ここで、非特許文献１に示されるように、カーボンナノチューブ形成用構造体において
、基板と触媒との間に、カーボンナノチューブの長尺成長に有効であるとされる酸化アル
ミニウム層を触媒の担持層として介在させることも考えられる。
【００１０】
　しかし、基板と触媒との間に酸化アルミニウム層を介在させても、必ずしもカーボンナ
ノチューブを十分に成長させることができるものではなかった。
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、カーボンナノチューブ等のカーボンナ
ノファイバを十分に成長させることができるカーボンナノファイバ形成用構造体、カーボ
ンナノファイバ構造体、及びカーボンナノファイバ構造体の製造方法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】
【００１２】
　本発明者は上記課題を解決するため鋭意検討を重ねた結果、上記特許文献１及び非特許
文献１に記載の製造方法でカーボンナノチューブを十分に成長させることができない理由
について以下のように考えた。すなわち、上記特許文献１及び非特許文献１に記載の製造
方法では、還元雰囲気中で酸化アルミニウム層が加熱される際、酸化アルミニウム層が厚
すぎると、触媒が酸化アルミニウム層中に拡散し、その結果、カーボンナノチューブが十
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分に成長できる程度の大きさの触媒粒子の量が減少し、カーボンナノチューブ構造体を形
成できる程度に触媒からカーボンナノチューブを十分に成長させることができなくなるの
ではないかと考えた。一方、酸化アルミニウム層が薄すぎると、ひとつには、還元ガスに
よって基材表面が脆化したり、エッチングされたりして荒れ易くなり、その結果、カーボ
ンナノチューブの成長が阻害されるのではないかと考えた。そのほかには、触媒が酸化ア
ルミニウム層を通って基材と合金化し、その結果、カーボンナノチューブが十分に成長で
きる程度の大きさの触媒粒子の量が減少し、カーボンナノチューブ構造体を形成できる程
度に触媒からカーボンナノチューブを十分成長させることができなくなるのではないかと
考えた。そこで、本発明者はさらに鋭意研究を重ねた結果、カーボンナノチューブ等のカ
ーボンナノファイバを成長させる際、酸化アルミニウム等の金属酸化物からなる金属酸化
物層の少なくとも一部の厚さを一定の範囲にすることで、上記課題を解決し得ることを見
出し、本発明を完成するに至った。
【００１３】
　すなわち本発明は、基材と、前記基材上に設けられ、金属酸化物からなる金属酸化物層
と、前記金属酸化物層に担持される金属触媒とを備え、前記金属酸化物層の少なくとも一
部の厚さが０．５～１０ｎｍであるカーボンナノファイバ形成用構造体である。
【００１４】
　このカーボンナノファイバ形成用構造体によれば、当該カーボンナノファイバ形成用構
造体の金属触媒上に化学気相成長法（以下、「ＣＶＤ法」と呼ぶことがある）によりカー
ボンナノファイバを成長させる際、金属酸化物層のうち厚さが０．５～１０ｎｍの部分に
、カーボンナノファイバを十分に成長させることができる。
【００１５】
　上記カーボンナノファイバ形成用構造体において、前記金属酸化物層の少なくとも一部
の厚さが１～８ｎｍであることが好ましい。
【００１６】
　この場合、金属酸化物層の少なくとも一部の厚さが上記範囲を外れる場合に比べて、金
属酸化物層のうち厚さが１～８ｎｍの部分に、カーボンナノファイバをより十分に成長さ
せることができる。
【００１７】
　上記カーボンナノファイバ形成用構造体において、前記基材が酸素イオン伝導性酸化物
を含むことが好ましい。
【００１８】
　カーボンナノファイバ形成用構造体の金属触媒上にＣＶＤ法によりカーボンナノファイ
バを成長させる場合、炭素を含有する原料ガスが使用される。このとき、基材が、酸素イ
オンが移動できる程度の温度に加熱されるため、基材中の酸素イオンが基材を伝導して金
属酸化物層に到達する。このため、炭素を含有する原料ガスによって金属酸化物層に浸炭
が起こったり、原料ガスの副次的な反応物によって金属酸化物層の表面に炭素物質が堆積
したりしようとしても、金属酸化物層に到達した酸素イオンがこれらの炭素と反応し、Ｃ
Ｏ２等になることで、浸炭や、炭素物質の堆積を十分に抑制することが出来る。従って、
金属酸化物層の触媒担持機能の低下を十分に抑制することが可能となり、厚さが０．５～
１０ｎｍの部分に、カーボンナノファイバをより十分に成長させることができる。
【００１９】
　またこのカーボンナノファイバ形成用構造体によれば、当該カーボンナノファイバ形成
用構造体の金属触媒上にＣＶＤ法によりカーボンナノファイバを成長させる際、基材を、
酸素イオンが移動できる程度の温度に加熱すると、基材中の酸素イオンが基材を伝導して
金属酸化物層に到達する。さらにカーボンナノファイバ形成用構造体の金属酸化物層には
、酸素分子を含有するガスを、基材のうち金属酸化物層とは反対側の面から供給すると、
酸素分子が酸素イオンとして効果的に供給される。このため、金属酸化物層における浸炭
や炭素物質の堆積を十分に抑制することが出来る。従って、金属酸化物層の触媒担持機能
の低下をより十分に抑制することが可能となり、カーボンナノファイバを十分に成長させ
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ることができる。加えて、酸素分子を含有するガスを、基材のうち金属酸化物層とは反対
側の面から供給することで、基材中の著しい酸素欠損による基材強度の低下を防止するこ
ともできる。
【００２０】
　上記カーボンナノファイバ形成用構造体において、前記金属触媒は、Ｖ、Ｍｏ、Ｆｅ、
Ｃｏ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｒｕ及びＷからなる群より選ばれる少なくとも１種であ
ることが好ましい。この場合、カーボンナノファイバの生産性がより高くなる。すなわち
、カーボンナノファイバをより効果的に成長させることができる。
【００２１】
　上記カーボンナノファイバ形成用構造体においては、前記金属酸化物層の一部が、０．
５～１０ｎｍの厚さを有する複数の薄厚部で構成され、残部が１０ｎｍより大きい厚さを
有する肉厚部で構成されていてもよい。
【００２２】
　この場合、薄厚部ではカーボンナノファイバを十分に成長させることができるが、肉厚
部ではカーボンナノファイバを十分に成長させることができない。このため、複数の薄厚
部の各々に設けられた金属触媒上において、肉厚部上に設けられた金属触媒上よりもカー
ボンナノファイバを突出させることが可能となる。この場合、複数の薄厚部の各々に設け
られた金属触媒上で成長したカーボンナノファイバ同士の間には隙間が形成されるため、
カーボンナノファイバの成長のために原料ガスを供給する際、原料ガスがその隙間に入り
込むことが可能となる。このため、複数の薄厚部が寄り集まって１つになっている場合（
複数の薄厚部が離間していない場合）に比べて、原料ガスを複数の薄厚部の各々の上に設
けられた金属触媒に対してより十分に供給することが可能となる。その結果、複数の薄厚
部の各々におけるカーボンナノファイバの長さムラを十分に小さくすることができる。ま
た、複数の薄厚部の各々においてカーボンナノファイバを１本引き出すとそれに他のカー
ボンナノファイバが直列に接続されて引き出される傾向がある。このため、複数の薄厚部
の各々から引き出したカーボンナノファイバを撚り合わせることで、１本の高強度ファイ
バを容易に形成することが可能となる。
【００２３】
　本発明は、上記カーボンナノファイバ形成用構造体の上に、ＣＶＤ法により、炭素を含
む原料ガスを供給してカーボンナノファイバを成長させることにより得られるカーボンナ
ノファイバ構造体である。
【００２４】
　このカーボンナノファイバ構造体は、十分に成長したカーボンナノファイバを有するた
め、色素増感太陽電池、リチウムイオン二次電池、リチウムイオンキャパシタ、電気二重
層キャパシタ、燃料電池などの電極や電線を形成するのに極めて有用である。
【００２５】
　本発明は、上記カーボンナノファイバ形成用構造体の金属触媒の上に、ＣＶＤ法により
カーボンナノファイバを成長させてカーボンナノファイバ構造体を得るカーボンナノファ
イバ成長工程を含み、前記カーボンナノファイバ成長工程は、炭素を含有する原料ガスを
供給して行われるカーボンナノファイバ構造体の製造方法である。
【００２６】
　この製造方法によれば、カーボンナノファイバ形成用構造体に、ＣＶＤ法によりカーボ
ンナノファイバを成長させる。この際、カーボンナノファイバ形成用構造体に炭素を含有
する原料ガスが供給される。このとき、カーボンナノファイバ形成用構造体の金属酸化物
層のうち厚さが０．５～１０ｎｍの部分に、カーボンナノファイバを十分に成長させるこ
とができる。
【００２７】
　上記製造方法においては、前記基材が、５００℃以上の高温で酸素イオンを伝導させる
ことが可能な高温酸素イオン伝導性酸化物を含み、前記カーボンナノファイバ成長工程に
おいて、前記カーボンナノファイバ形成用構造体を５００℃以上に加熱することが好まし
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い。
【００２８】
　この場合、基材が５００℃以上に加熱される際に、酸素イオンを伝導させることが容易
となる。このため、カーボンナノファイバ成長工程において、基材が、酸素イオンが移動
できる程度の温度に加熱されているため、基材中の酸素イオンを、基材を通して金属酸化
物層に十分に供給することが可能となる。このため、炭素を含有する原料ガスによって金
属酸化物層に浸炭が起こったり、原料ガスの副次的な反応物によって金属酸化物層の表面
に炭素物質が堆積したりしようとしても、金属酸化物層に到達した酸素イオンがこれらの
炭素と反応し、ＣＯ２等になることで、浸炭や、炭素物質の堆積を十分に抑制することが
出来る。従って、金属酸化物層の触媒担持機能の低下を十分に抑制することが可能となり
、厚さが０．５～１０ｎｍの部分に、カーボンナノファイバをより十分に成長させること
ができる。
【００２９】
　上記製造方法においては、前記カーボンナノファイバ成長工程において、酸素分子を含
むガスを、前記カーボンナノファイバ形成用構造体の前記基材に対し、前記金属酸化物層
とは反対側の面から供給することが好ましい。
【００３０】
　この場合、酸素イオンが基材を通してより効果的に金属酸化物層に供給されるため、厚
さが０．５～１０ｎｍの部分にカーボンナノファイバをより十分に成長させることができ
る。さらに、上記製造方法においては、酸素分子を含有しない酸化性ガスではなく、酸素
分子を含有する酸素分子含有ガスを使用している。このため、酸素分子含有ガスを基材の
うち金属酸化物層とは反対側の面から適宜供給することで、酸素分子含有ガスに含まれる
酸素分子が、基材を通して金属酸化物層に、酸素イオンとしてより効果的に供給される。
従って、金属酸化物層への酸素イオン供給量を制御することができ、金属酸化物層の触媒
担持機能の低下をより抑制することが可能となり、カーボンナノファイバをより十分に成
長させることができる。加えて、基材中の著しい酸素欠損による基材強度の低下を防止す
ることもできる。
【００３１】
　なお、本発明において、「カーボンナノファイバ」とは、太さが５０ｎｍ以下である中
空状又は中実状のものを言う。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明によれば、カーボンナノファイバを十分に成長させることができるカーボンナノ
ファイバ形成用構造体、カーボンナノファイバ構造体及びその製造方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本発明に係るカーボンナノファイバ構造体の一実施形態を示す断面図である。
【図２】図１のカーボンナノファイバ形成用構造体を示す断面図である。
【図３】図２のカーボンナノファイバ形成用構造体の基材を示す断面図である。
【図４】図２のカーボンナノファイバ形成用構造体を製造する一工程を示す図である。
【図５】図２のカーボンナノファイバ形成用構造体を製造する他の工程を示す図である。
【図６】本発明のカーボンナノファイバ形成用構造体の他の実施形態を示す部分断面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００３４】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００３５】
　図１は、本発明のカーボンナノファイバ構造体の一実施形態を示す断面図、図２は、図
１のカーボンナノファイバ形成用構造体を示す断面図である。図１に示すように、カーボ
ンナノファイバ構造体１００は、カーボンナノファイバ形成用構造体４０と、カーボンナ
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ノファイバ形成用構造体４０の上に設けられるカーボンナノファイバ５０とを備えている
。図２に示すように、カーボンナノファイバ形成用構造体４０は、基材１０と、基材１０
の一面１０ａ上に全面にわたって設けられ、金属酸化物からなる金属酸化物層２０と、金
属酸化物層２０の触媒担持面２０ａに担持され、カーボンナノファイバ５０を形成する際
に触媒として作用する金属触媒３０とを備えており、カーボンナノファイバ５０は、金属
触媒３０から基材１０と反対方向に向かって延びている。また金属酸化物層２０の厚さは
０．５～１０ｎｍであり、基材１０には、酸素イオン伝導性酸化物が含まれている。
【００３６】
　＜製造方法の第１実施形態＞
　次に、カーボンナノファイバ構造体１００の製造方法の第１実施形態について説明する
。
【００３７】
　カーボンナノファイバ構造体１００の製造方法は、カーボンナノファイバ形成用構造体
４０の金属触媒３０の上に、ＣＶＤ法によりカーボンナノファイバ５０を成長させてカー
ボンナノファイバ構造体１００を得るカーボンナノファイバ成長工程を含む。カーボンナ
ノファイバ成長工程は、炭素を含有する原料ガスを供給して行われる。本実施形態では、
カーボンナノファイバ形成用構造体４０の金属触媒３０に、酸素を含有するガスは供給さ
れない。
【００３８】
　このとき、カーボンナノファイバ形成用構造体４０において、金属酸化物層２０の厚さ
は０．５～１０ｎｍであるため、金属酸化物層２０上に、カーボンナノファイバ５０を十
分に成長させることができる。
【００３９】
　なお、金属酸化物層２０の厚さが上記範囲を外れると、カーボンナノファイバ５０を十
分に成長させることができない。その理由について、本発明者は以下のように推測してい
る。すなわち、還元雰囲気中で金属酸化物層２０が加熱される際、金属酸化物層２０の厚
さが１０ｎｍより大きいと、金属触媒３０が金属酸化物層２０中に拡散し、その結果、カ
ーボンナノファイバ５０が十分に成長できる程度の大きさの金属触媒３０の粒子の量が減
少し、カーボンナノファイバ構造体１００を形成できる程度に、金属触媒３０からカーボ
ンナノファイバ５０を十分に成長させることができなくなるのではないかと推測される。
一方、金属酸化物層２０の厚さが０．５ｎｍより小さいと、ひとつには、還元ガスによっ
て基材表面が脆化したり、エッチングされたりして荒れ易くなり、その結果、カーボンナ
ノファイバ５０の成長が阻害されるのではないかと推測される。そのほかには、金属触媒
３０が金属酸化物層２０を通って基材１０と合金化し、その結果、カーボンナノファイバ
５０が十分に成長できる程度の大きさの金属触媒３０の粒子の量が減少し、カーボンナノ
ファイバ構造体１００を形成できる程度にカーボンナノファイバ５０を十分に成長させる
ことができなくなるのではないかと推測される。
【００４０】
　またカーボンナノファイバ形成用構造体４０において、基材１０が酸素イオン伝導性酸
化物を含む。ここで、カーボンナノファイバ形成用構造体４０の金属触媒３０上にＣＶＤ
法によりカーボンナノファイバ５０を成長させる場合、炭素を含有する原料ガスが使用さ
れる。このとき、基材１０が、酸素イオンが移動できる程度の温度に加熱されるため、基
材１０中の酸素イオンが基材１０を伝導して金属酸化物層２０に到達する。このため、炭
素を含有する原料ガスによって金属酸化物層２０に浸炭が起こったり、原料ガスの副次的
な反応物によって金属酸化物層２０の表面に炭素物質が堆積したりしようとしても、金属
酸化物層２０に到達した酸素イオンがこれらの炭素と反応し、ＣＯ２等になることで、浸
炭や、炭素物質の堆積を十分に抑制することが出来る。従って、金属酸化物層２０の触媒
担持機能の低下を十分に抑制することが可能となり、厚さが０．５～１０ｎｍの部分に、
カーボンナノファイバ５０をより十分に成長させることができる。
【００４１】
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　以下、上述したカーボンナノファイバ構造体１００の製造方法について詳細に説明する
。
【００４２】
　まずカーボンナノファイバ形成用構造体４０を準備する。カーボンナノファイバ形成用
構造体４０は以下のようにして製造される。
【００４３】
　（基材準備工程）
　はじめに基材１０を準備する（図３参照）。
【００４４】
　　基材１０としては、酸素イオン伝導性酸化物を含むものが用いられる。酸素イオン伝
導性酸化物は、酸素イオンを伝導させることができる酸化物であればよいが、ＣＶＤ法で
は基材１０が５００℃以上の高温とされる。このため、酸素イオン伝導性酸化物は、５０
０℃以上の高温で酸素イオンを伝導することが可能な高温酸素イオン伝導性酸化物である
ことが好ましい。高温酸素イオン伝導性酸化物としては、例えばジルコニアを酸化物によ
って安定化させてなる安定化ジルコニアが使用可能である。ジルコニア等の高温酸素イオ
ン伝導性酸化物の全部または一部を安定化する酸化物としては、例えばスカンジア、イッ
トリア、ランタニア、セリア、カルシア及びマグネシアなどが挙げられ、これらの酸化物
は、高温酸素イオン伝導性酸化物中に２～１３モル％の範囲の濃度で含有されていること
が好ましい。また、高温酸素イオン伝導性酸化物としては、酸素欠陥を有するペロブスカ
イト型酸化物も使用可能である。ペロブスカイト型酸化物としては、例えばチタン酸スト
ロンチウム、鉄酸カルシウムなどが挙げられる。
【００４５】
　基材１０の厚さは通常は１００～１００００μｍであるが、５００～５０００μｍであ
ることが好ましい。この場合、５００～５０００μｍの範囲を外れた場合に比べて、基材
１０に、十分な強度が備わり、酸素イオンの伝導制御がしやすいという利点がある。
【００４６】
　（金属酸化物層形成工程）
　次に、基材１０の一面１０ａの上に金属酸化物層２０を形成する（図４参照）。金属酸
化物層２０は金属酸化物からなる。金属酸化物は、金属の酸化物であればよいが、ＩＩ族
又はＩＩＩ族の金属の酸化物であることが、還元雰囲気下での熱力学安定性の点から好ま
しい。中でも、ＩＩＩ族の金属の酸化物であることが触媒担持機能の点からより好ましい
。ＩＩＩ族の金属の酸化物としては、例えば酸化アルミニウム、アルミン酸マグネシウム
、酸化セリウムなどが挙げられるが、酸化アルミニウムが最も好ましい。この場合、金属
酸化物が酸化アルミニウム以外の金属酸化物である場合に比べてより十分にカーボンナノ
ファイバ５０を成長させることができる。
【００４７】
　金属酸化物層２０の厚さは０．５～１０ｎｍであるが、１～８ｎｍであることが好まし
い。この場合、金属酸化物層２０の厚さが１～８ｎｍの範囲を外れる場合に比べてカーボ
ンナノファイバ５０をより効果的に成長させることができる。
【００４８】
　金属酸化物層２０は、例えばスパッタリング法によって形成することができる。このと
き、ターゲットは金属単体でも金属酸化物でもどちらでも良いが、ターゲットの種類によ
って適当な濃度の酸素ガスを供給する必要がある。このとき、基材１０の温度は、金属酸
化物層２０との密着性を向上させるという理由から、２０～３００℃とすることが好まし
い。
【００４９】
　（触媒担持工程）
　次に、金属酸化物層２０の触媒担持面２０ａ上に金属触媒３０を担持させる（図２参照
）。金属触媒３０は、例えば金属酸化物層２０の触媒担持面２０ａ上にスパッタリング法
によって形成した膜を還元雰囲気下で加熱することによって形成することができる。
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【００５０】
　金属触媒３０としては、カーボンナノファイバ５０を成長させるのに使用される公知の
金属触媒が使用可能である。このような金属触媒３０としては、例えばＶ、Ｍｏ、Ｆｅ、
Ｃｏ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｗ、Ａｌ、Ａｕ、Ｔｉなどが挙げられる。これら
は単独で又は２種以上を組み合わせて使用することが可能である。中でも、カーボンナノ
ファイバをより効果的に成長させることができるという点から、Ｖ、Ｍｏ、Ｆｅ、Ｃｏ、
Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｒｕ、Ｗが好ましい。
【００５１】
　金属触媒３０の形状は特に限定されるものではないが、通常は粒子状である。粒子状の
金属触媒３０の平均粒径は通常は１～５０ｎｍであるが、２～２５ｎｍであることが好ま
しい。この場合、２～２５ｎｍの範囲を外れた場合に比べてカーボンナノファイバをより
効果的に成長させることができるという利点がある。
【００５２】
　こうしてカーボンナノファイバ形成用構造体４０が得られる。
【００５３】
　次に、ＣＶＤ法により、炭素を含む原料ガスを用いてカーボンナノファイバ形成用構造
体４０の金属触媒３０の上にカーボンナノファイバ５０を成長させる。
【００５４】
　ここで、炭素を含有する原料ガスとしては、適当な触媒の存在下で、カーボンナノファ
イバを生じさせるものであればいかなるものでも良く、例えば、メタン、エタン、プロパ
ンなどの飽和炭化水素化合物、エチレン、プロピレン、アセチレンなどの不飽和炭化水素
化合物、ベンゼン、トルエンなどの芳香族炭化水素化合物などが挙げられる。これらのう
ち、メタン、エチレン、プロピレン、アセチレンが好ましい。該炭素含有化合物の導入形
態としては、ガス状のまま導入しても良いし、アルゴンのような不活性ガスと混合して導
入しても良いし、水素ガスと混合して導入しても良いし、あるいは不活性ガス中の飽和蒸
気として導入しても良い。
【００５５】
　またＣＶＤ法においては、熱又はプラズマ等がエネルギー源とされる。
【００５６】
　このとき、カーボンナノファイバ５０を成長させる際の圧力は通常、１００～１５００
００Ｐａであり、好ましくは１０００～１２２０００Ｐａである。またカーボンナノファ
イバ５０を成長させる際の温度は通常、５００～９００℃であり、好ましくは５５０～８
００℃である。
【００５７】
　また既に述べたように、本実施形態では基材１０の中の酸素イオンが金属酸化物層２０
へ供給される。このため、本実施形態では、基材１０のうち金属酸化物層２０が設けられ
た面１０ａを除いた面にはこれを覆うコーティングが施されることが好ましい。これは、
基材１０において表面に到達した酸素イオンが酸素ガスとなって基材１０から放出される
ことが、コーティングによってより十分に抑制され、酸素イオンの放出面が面１０ａに限
定され、金属酸化物層２０に効果的に酸素イオンが供給されるためである。このため、基
材１０のうち金属酸化物層２０が設けられた面１０ａを除いた面にコーティングが施され
ていない場合に比べて、カーボンナノファイバ５０をより効果的に成長させることができ
る。また酸素ガスが基材１０から放出されないことで、カーボンナノファイバ５０の品質
に悪影響が出ることも十分に抑制される。さらに、長時間にわたってカーボンナノファイ
バを成長させる際に、過度の酸素ガス放出による酸素欠損によって、基材１０の端部の強
度が低下することを防止することができる。このため、長時間にわたるカーボンナノファ
イバの成長を安定的に行うことができるようになる。
【００５８】
　コーティングを構成するコーティング材料は、酸素イオンを実質的に伝導しない材料で
あればよく、このようなコーティング材料としては、例えばガラス、チタニア及び金属が
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挙げられる。
【００５９】
　こうしてカーボンナノファイバ構造体１００が得られる。
【００６０】
　こうして得られるカーボンナノファイバ構造体１００は、十分に成長したカーボンナノ
ファイバ５０を有している。このため、カーボンナノファイバ構造体１００を用いて形成
したカーボンナノファイバ電極は、色素増感太陽電池、リチウムイオン二次電池、リチウ
ムイオンキャパシタ、電気二重層キャパシタ、燃料電池などの電極として極めて有用であ
る。なお、カーボンナノファイバ構造体１００を用いてカーボンナノファイバ電極を形成
する場合は通常、電極用の基板に、カーボンナノファイバ構造体１００のカーボンナノフ
ァイバ５０を転写することが必要である。電極用の基板へのカーボンナノファイバ５０の
転写は、例えば、電極用基板との間に、導電性粘着フィルムを挟んで圧着するようにして
行えばよい。
【００６１】
　＜製造方法の第２実施形態＞
　次に、カーボンナノファイバ構造体１００の製造方法の第２実施形態について説明する
。
【００６２】
　本実施形態の製造方法は、カーボンナノファイバ５０を成長させる際に、酸素を含有す
るガスを基材１０のうち金属酸化物層２０が設けられている面１０ａ側から供給する点で
第１実施形態の製造方法と相違する。
【００６３】
　この場合でも、第１実施形態と同様にカーボンナノファイバ形成用構造体４０の金属触
媒３０上にＣＶＤ法によりカーボンナノファイバ５０を形成する際、炭素を含有する原料
ガスが使用される。このとき、基材１０が、酸素イオンが移動できる程度に加熱されるた
め、基材１０中の酸素イオンが基材１０を伝導して金属酸化物層２０に到達する。このた
め、炭素を含有する原料ガスによって金属酸化物層２０に浸炭が起こったり、原料ガスの
副次的な反応物によって金属酸化物層２０の表面に炭素物質が堆積したりしようとしても
、金属酸化物層２０に到達した酸素イオンがこれらの炭素と反応し、ＣＯ２等になること
で、浸炭や、炭素物質の堆積を抑制することが出来る。さらに酸素を含有するガスを基材
１０のうち金属酸化物層２０が設けられている面１０ａ側から供給することで、より効果
的に浸炭や炭素物質の堆積を抑制することが可能となる。
【００６４】
　ここで、酸素を含有する酸素含有ガスは、適当な温度で、金属酸化物層２０へ酸素を供
給できるものであればいかなるものでも良く、このような酸素含有ガスとしては、例えば
、純酸素ガス、大気などの酸素分子含有ガスが挙げられる。あるいは、酸素含有ガスとし
て、水や、一酸化炭素や、メタノール、エタノール、アセトンなどの含酸素炭化水素化合
物からなる酸素分子非含有ガスを用いることもできる。これらのうち、含酸素炭化水素化
合物は、原料ガスを兼ねることができる。
【００６５】
　該酸素含有ガスの供給形態としては、それ単独で供給しても良いし、アルゴンのような
不活性ガスと混合して供給しても良いし、あるいは不活性ガス中の飽和蒸気として供給し
ても良い。なお、カーボンナノファイバ５０を形成する際の酸素含有ガスを供給した雰囲
気中の酸素濃度は酸素分子濃度に換算して、好ましくは０．００３～０．０３体積％であ
る。酸素分子濃度が上記範囲内にあると、上記範囲を外れた場合に比べて、より効果的に
カーボンナノファイバ５０を成長させることができる。
【００６６】
　なお、本実施形態においても基材１０の中の酸素イオンが金属酸化物層２０へ供給され
る。このため、基材１０のうち金属酸化物層２０が設けられた面１０ａを除いた面にはこ
れを覆うコーティングが施されることが好ましい。これは、基材１０において表面に到達
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した酸素イオンが酸素ガスとなって基材１０から放出されることが、コーティングによっ
てより十分に抑制され、酸素イオンの放出面が面１０ａに限定され、金属酸化物層２０に
効果的に酸素イオンが供給されるためである。このため、基材１０のうち金属酸化物層２
０が設けられた面１０ａを除いた面にコーティングが施されていない場合に比べて、カー
ボンナノファイバ５０をより効果的に成長させることができる。また酸素ガスが基材１０
から余剰に放出されることで、カーボンナノファイバ５０の成長に最適な条件から酸素濃
度が逸脱し、成長に悪影響が出ることも十分に抑制される。さらに、長時間にわたってカ
ーボンナノファイバを成長させる際に、過度の酸素ガス放出による酸素欠損によって、基
材１０の端部の強度が低下することを防止することができる。このため、長時間にわたる
カーボンナノファイバの成長を安定的に行うことができるようになる。コーティングを構
成するコーティング材料としては、第１実施形態と同様のものを用いることができる。
【００６７】
　＜製造方法の第３実施形態＞
　次に、カーボンナノファイバ構造体１００の製造方法の第３実施形態について説明する
。
【００６８】
　本実施形態の製造方法は、カーボンナノファイバ５０を成長させる際に、酸素分子を含
有する酸素分子含有ガスを、基材１０のうち金属酸化物層２０とは反対側の面１０ｂ側か
ら供給する点で第１実施形態の製造方法と相違する。
【００６９】
　酸素分子含有ガスを金属酸化物層２０とは反対側の面１０ｂから適宜供給することで、
酸素分子含有ガスに含まれる酸素分子が、基材１０を通して金属酸化物層２０に、酸素イ
オンとしてより効果的に供給される。このため、金属酸化物層２０への酸素イオン供給量
を制御することができ、金属酸化物層２０の触媒担持機能の低下をより抑制することが可
能となり、カーボンナノファイバ５０をより十分に成長させることができる。加えて、基
材１０中の著しい酸素欠損による基材強度の低下を防止することもできる。
【００７０】
　特に、基材１０を構成する材料として、酸素イオン伝導性酸化物を使用した場合は、図
５に示すように、筒状体６０の一端側の開口をカーボンナノファイバ形成用構造体４０の
基材１０の面１０ｂで塞いだ状態で、基材１０の面１０ｂに向かって、すなわち図５の矢
印Ａ方向に向かって酸素分子含有ガスを供給することが好ましい。このとき、酸素分子含
有ガスが筒状体６０とカーボンナノファイバ形成用構造体４０の継ぎ目から漏れないよう
にする。この場合、基材１０に供給した原料ガスが筒状体６０の内部に混入して酸素分子
含有ガスと反応して酸素分子濃度が変化することを十分に抑制し、筒状体６０の内部に供
給した酸素分子含有ガスを、安定的に基材１０の面１０ｂに向かって供給することができ
る。さらに、基材１０のうち面１０ｂ側で酸素分子含有ガスを使用し、基材１０のうち面
１０ａ側で酸素含有ガスを使用していない。このため、基材１０のうち面１０ａ側のカー
ボンナノファイバ５０が酸素分子含有ガスによって酸化されることが十分に抑制され、カ
ーボンナノファイバ５０の導電性の低下や強度の低下を十分に抑制することができる。す
なわち、カーボンナノファイバ５０の品質の低下をより十分に抑制することができる。
【００７１】
　また本実施形態の製造方法においても基材１０の中の酸素イオンを金属酸化物層２０へ
供給する。このため、金属酸化物層２０が設けられた面１０ａと酸素分子含有ガスを供給
する面１０ｂを除いた面には、コーティングが施されていることが好ましい。
【００７２】
　この場合、基材１０において表面に到達した酸素イオンが酸素ガスとなって基材１０か
ら放出されることがコーティングによって十分に抑制され、酸素イオンの放出面が面１０
ａに限定され、金属酸化物層２０に効果的に酸素イオンが供給される。このため、基材１
０のうち金属酸化物層２０が設けられた面１０ａと酸素分子含有ガスを供給する面１０ｂ
を除いた面にコーティングが施されていない場合に比べて、カーボンナノファイバ５０を



(12) JP 2013-60342 A 2013.4.4

10

20

30

40

50

より効果的に成長させることができる。また酸素ガスが基材１０から放出されないことで
、カーボンナノファイバ５０の品質に悪影響が出ることも十分に抑制される。コーティン
グを構成するコーティング材料としては、第１実施形態と同様のものを用いることができ
る。
【００７３】
　なお、酸素分子含有ガス中の酸素分子濃度は好ましくは０．０１～５体積％である。酸
素分子濃度が上記範囲内にあると、上記範囲を外れた場合に比べて、より効果的にカーボ
ンナノファイバ５０を成長させることができる。
【００７４】
　＜製造方法の第４実施形態＞
　次に、カーボンナノファイバ構造体１００の製造方法の第４実施形態について説明する
。
【００７５】
　本実施形態の製造方法は、カーボンナノファイバ５０を成長させる際に、酸素を含有す
るガスを基材１０のうち金属酸化物層２０が設けられている面１０ａ側から供給し、酸素
分子を含有する酸素分子含有ガスを、基材１０のうち金属酸化物層２０とは反対側の面１
０ｂ側から供給する点で第１実施形態の製造方法と相違する。
【００７６】
　酸素分子含有ガスを金属酸化物層２０とは反対側の面１０ｂから適宜供給することで、
酸素分子含有ガスに含まれる酸素分子が、基材１０を通して金属酸化物層２０に、酸素イ
オンとしてより効果的に供給される。このため、金属酸化物層２０への酸素イオン供給量
を制御することができ、金属酸化物層２０の触媒担持機能の低下をより抑制することが可
能となり、カーボンナノファイバ５０をより十分に成長させることができる。加えて、基
材１０中の著しい酸素欠損による基材強度の低下を防止することもできる。さらに酸素を
含有するガスを基材１０のうち金属酸化物層２０が設けられている面１０ａ側から供給す
ることで、より効果的に金属酸化物層２０における浸炭や炭素物質の堆積を抑制すること
が可能となり、カーボンナノファイバ５０をより十分に成長させることができる。
【００７７】
　特に本実施形態では、第３実施形態と同様、図５に示すように、筒状体６０の一端側の
開口をカーボンナノファイバ形成用構造体４０の基材１０の面１０ｂで塞いだ状態で、基
材１０の面１０ｂに向かって、すなわち図５の矢印Ａ方向に向かって酸素分子含有ガスを
供給することが好ましい。このとき、酸素分子含有ガスが筒状体６０とカーボンナノファ
イバ形成用構造体４０との継ぎ目から漏れないようにする。この場合、基材１０に供給し
た原料ガスが筒状体６０の内部に漏れることで酸素分子含有ガスと反応して酸素分子濃度
が変化することを十分に抑制し、筒状体６０の内部に供給した酸素分子含有ガスを、安定
的に基材１０の面１０ｂに向かって供給することができる。さらに、基材１０のうち面１
０ｂ側で酸素分子含有ガスを使用し、基材１０のうち面１０ａ側で酸素含有ガスを使用し
ている。このため、酸素分子含有ガスに含まれる酸素ガスが継ぎ目から余剰に放出される
ことで、基材１０のうち面１０ａ側のカーボンナノファイバ５０の成長に最適な条件から
酸素濃度が逸脱し、成長に悪影響が出ることも十分に抑制される。
【００７８】
　また本実施形態の製造方法においても基材１０の中の酸素イオンを金属酸化物層２０へ
供給する。このため、金属酸化物層２０が設けられた面１０ａと酸素分子含有ガスを供給
する面１０ｂを除いた面には、コーティングが施されていることが好ましい。
【００７９】
　この場合、基材１０において表面に到達した酸素イオンが酸素ガスとなって基材１０か
ら放出されることがコーティングによって十分に抑制され、酸素イオンの放出面が面１０
ａに限定され、金属酸化物層２０に効果的に酸素イオンが供給される。このため、基材１
０のうち金属酸化物層２０が設けられた面１０ａと酸素分子含有ガスを供給する面１０ｂ
を除いた面にコーティングが施されていない場合に比べて、カーボンナノファイバ５０を
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より効果的に成長させることができる。また酸素ガスが基材１０から余剰に放出されるこ
とで、カーボンナノファイバ５０の成長に最適な条件から酸素濃度が逸脱し、成長に悪影
響が出ることも十分に抑制される。コーティングを構成するコーティング材料としては、
第１実施形態と同様のものを用いることができる。
【００８０】
　なお、面１０ｂ側の酸素分子含有ガス中の酸素分子濃度は好ましくは０．０１～５体積
％であり、面１０ａ側の酸素含有ガスの酸素濃度は酸素分子濃度に換算して、好ましくは
０．００３～０．０３体積％である。酸素分子濃度が上記範囲内にあると、上記範囲を外
れた場合に比べて、より効果的にカーボンナノファイバ５０を成長させることができる。
【００８１】
　なお、本発明は、上記実施形態に限定されるものではない。例えば上記実施形態では、
基材１０の一面１０ａの全面上に金属酸化物層２０が設けられているが、図６に示すよう
に、金属酸化物層２０の一部が、０．５～１０ｎｍの厚さを有し互いに離間するように設
けられる複数の薄厚部２０Ａで構成され、残部が１０ｎｍより大きい厚さを有する肉厚部
２０Ｂで構成されてもよい。この場合、薄厚部２０Ａではカーボンナノファイバ５０を十
分に成長させることができるが、肉厚部２０Ｂではカーボンナノファイバ５０を十分に成
長させることができない。このため、複数の薄厚部２０Ａの各々に設けられた金属触媒３
０上において、肉厚部２０Ｂ上に設けられた金属触媒３０上よりもカーボンナノファイバ
５０を突出させることが可能となる。この場合、複数の薄厚部２０Ａの各々に設けられた
金属触媒３０上で成長したカーボンナノファイバ５０同士の間には隙間が形成されるため
、カーボンナノファイバ５０の成長のために原料ガスを供給する際、原料ガスがその隙間
に入り込むことが可能となる。このため、複数の薄厚部２０Ａが寄り集まって１つになっ
ている場合（複数の薄厚部２０Ａが離間していない場合）に比べて、原料ガスを複数の薄
厚部２０Ａの各々の上に設けられた金属触媒３０に対してより十分に供給することが可能
となる。その結果、複数の薄厚部２０Ａの各々におけるカーボンナノファイバ５０の長さ
ムラを十分に小さくすることができる。また、複数の薄厚部２０Ａの各々においてカーボ
ンナノファイバ５０を１本引き出すとそれに他のカーボンナノファイバ５０が直列に接続
されて引き出される傾向がある。このため、複数の薄厚部２０Ａの各々から引き出したカ
ーボンナノファイバ５０を撚り合わせることで、１本の高強度ファイバを容易に形成する
ことが可能となる。
【００８２】
　また上記実施形態では基材１０として、酸素イオン伝導性酸化物を含むものが用いられ
ているが、基材１０は、酸素イオン伝導性酸化物を含むものに限定されない。例えば基材
１０は、シリコンや、チタン、ニッケル、白金等の不動態を形成し得る金属で構成されて
もよい。基材１０が例えばチタン、ニッケル、白金等の不動態を形成し得る金属で構成さ
れる場合には、カーボンナノファイバ構造体はそのまま色素増感太陽電池の対極として使
用することが可能である。
【実施例】
【００８３】
　以下、本発明の内容を、実施例を挙げてより具体的に説明するが、本発明は下記の実施
例に限定されるものではない。
【００８４】
　（実施例１）
　基材となる厚さ１０００μｍの板状のイットリア安定化ジルコニア基材（イットリア１
７モル％含有）を準備した。そして、この基材に対し、スパッタリング法によって厚さ２
ｎｍの酸化アルミニウム層（ＡｌＯＸ）を形成した。このとき、ターゲットはアルミニウ
ム（９９．９９％）単体とし、スパッタリングはアルゴンを１７ｓｃｃｍ、酸素を３ｓｃ
ｃｍの流量で供給し、圧力０．００７Ｔｏｒｒで行った。
【００８５】
　次いで、酸化アルミニウム層の表面に、スパッタリング法によって、触媒となる厚さ２
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ｎｍの鉄の薄膜を形成した。こうして、基材、酸化アルミニウム層及び鉄薄膜で構成され
る積層体を得た。
【００８６】
　次に、この積層体を、８００℃の温度に設定した電気炉に収容した。このとき、電気炉
には大気圧のアルゴンガスを５００ｓｃｃｍの流量で供給した。また積層体の背面からガ
スを供給するための酸化アルミニウムからなる筒状体の一端側の開口を基材が塞ぐように
配置した。そして、大気圧のアルゴンガスを１００ｓｃｃｍの流量で筒状体の内部に供給
した。
【００８７】
　そして、基材の温度が安定した後、アルゴンガス中に１０体積％となるように水素ガス
を混合し、鉄の薄膜を還元して酸化アルミニウム層上に平均粒径５ｎｍの触媒粒子を形成
した。こうしてカーボンナノファイバ形成用構造体を得た。
【００８８】
　次に、電気炉内に供給するアルゴンガス中に、２．５体積％となるようにアセチレンガ
スを供給した。
【００８９】
　こうしてカーボンナノファイバを触媒粒子上に１０分間にわたって成長させ、カーボン
ナノファイバ構造体を得た。
【００９０】
　（実施例２）
　酸化アルミニウム層を、厚さが４ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例１と同様
にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【００９１】
　（実施例３）
　酸化アルミニウム層を、厚さが８ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例１と同様
にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【００９２】
　（実施例４）
　酸化アルミニウム層を、厚さが１０ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例１と同
様にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【００９３】
　（実施例５）
　酸化アルミニウム層を、厚さが０．５ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例１と
同様にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【００９４】
　（実施例６）
　酸化アルミニウム層を、厚さが１ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例１と同様
にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【００９５】
　（実施例７）
　基材となる厚さ１００μｍの板状のチタン基材を準備した。そして、この基材に対し、
スパッタリング法によって厚さ４ｎｍの酸化アルミニウム層（ＡｌＯＸ）を形成した。こ
のとき、ターゲットはアルミニウム（９９．９９％）単体とし、スパッタリングはアルゴ
ンを１７ｓｃｃｍ、酸素を３ｓｃｃｍの流量で供給し、圧力０．００７Ｔｏｒｒで行った
。
【００９６】
　次いで、酸化アルミニウム層の表面に、スパッタリング法によって、触媒となる厚さ２
ｎｍの鉄の薄膜を形成した。こうして、基材、酸化アルミニウム層及び鉄薄膜で構成され
る積層体を得た。
【００９７】
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　次に、この積層体を、８００℃の温度に設定した電気炉に収容した。このとき、電気炉
には大気圧のアルゴンガスを５００ｓｃｃｍの流量で供給した。
【００９８】
　そして、基材の温度が安定した後、アルゴンガス中に１０体積％となるように水素ガス
を混合し、鉄の薄膜を還元して酸化アルミニウム層上に平均粒径５ｎｍの触媒粒子を形成
した。こうしてカーボンナノファイバ形成用構造体を得た。
【００９９】
　次に、電気炉内に供給するアルゴンガス中に、２．５体積％となるようにアセチレンガ
スを供給した。
【０１００】
　こうしてカーボンナノファイバを触媒粒子上に１０分間にわたって成長させ、カーボン
ナノファイバ構造体を得た。
【０１０１】
　（実施例８）
　酸化アルミニウム層を、厚さが８ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例７と同様
にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【０１０２】
　（実施例９）
　基材となる厚さ５００μｍの板状のシリコン基材を準備した。そして、この基材に対し
、スパッタリング法によって厚さ４ｎｍの酸化アルミニウム層（ＡｌＯＸ）を形成した。
このとき、ターゲットはアルミニウム（９９．９９％）単体とし、スパッタリングはアル
ゴンを１７ｓｃｃｍ、酸素を３ｓｃｃｍの流量で供給し、圧力０．００７Ｔｏｒｒで行っ
た。
【０１０３】
　次いで、酸化アルミニウム層の表面に、スパッタリング法によって、触媒となる厚さ２
ｎｍの鉄の薄膜を形成した。こうして、基材、酸化アルミニウム層及び鉄薄膜で構成され
る積層体を得た。
【０１０４】
　次に、この積層体を、８００℃の温度に設定した電気炉に収容した。このとき、電気炉
には大気圧のアルゴンガスを５００ｓｃｃｍの流量で供給した。
【０１０５】
　そして、基材の温度が安定した後、アルゴンガス中に１０体積％となるように水素ガス
を混合し、鉄の薄膜を還元して酸化アルミニウム層上に平均粒径５ｎｍの触媒粒子を形成
した。こうしてカーボンナノファイバ形成用構造体を得た。
【０１０６】
　次に、電気炉内に供給するアルゴンガス中に、２．５体積％となるようにアセチレンガ
スを供給した。
【０１０７】
　こうしてカーボンナノファイバを触媒粒子上に１０分間にわたって成長させ、カーボン
ナノファイバ構造体を得た。
【０１０８】
　（実施例１０）
　酸化アルミニウム層を、厚さが８ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例９と同様
にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【０１０９】
　（実施例１１）
　基材を構成する材料を、イットリア安定化ジルコニアからチタン酸ストロンチウムに変
更したこと以外は実施例１と同様にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【０１１０】
　（実施例１２）
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　筒状体を通して、基材の酸化アルミニウム層と反対側の面（裏面）から酸素濃度が２．
１体積％となるように大気を供給したこと以外は、実施例１と同様にしてカーボンナノフ
ァイバ構造体を得た。
【０１１１】
　（実施例１３）
　金属触媒を構成する材料を、鉄からニッケルに変更したこと以外は実施例１と同様にし
てカーボンナノファイバ構造体を得た。
【０１１２】
　（実施例１４）
　金属触媒を構成する材料を、鉄からコバルトに変更したこと以外は実施例１と同様にし
てカーボンナノファイバ構造体を得た。
【０１１３】
　（実施例１５）
　金属触媒を構成する材料を、鉄から鉄モリブデン合金に変更したこと以外は実施例１と
同様にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【０１１４】
　（実施例１６）
　金属酸化物層を構成する材料を、酸化アルミニウムからアルミン酸マグネシウムに変更
したこと以外は実施例１と同様にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【０１１５】
　（実施例１７）
　金属酸化物層を構成する材料を、酸化アルミニウムから酸化マグネシウムに変更したこ
と以外は実施例１と同様にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【０１１６】
　（実施例１８）
　金属酸化物層を構成する材料を、酸化アルミニウムから酸化セリウムに変更したこと以
外は実施例１と同様にしてカーボンナノファイバ構造体を得た。
【０１１７】
　（比較例１）
　酸化アルミニウム層を厚さが２０ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例１と同様
にしてカーボンナノファイバ構造体を得ようとしたが、疎らにカーボンナノファイバが基
材に横たわって成長し、カーボンナノファイバ構造体を得ることができなかった。これは
、触媒が酸化アルミニウム層へ拡散したために、カーボンナノファイバが成長可能な触媒
粒子の量が十分でなくなったためと考えられる。
【０１１８】
　（比較例２）
　酸化アルミニウム層を厚さが０．３ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例１と同
様にしてカーボンナノファイバ構造体を得ようとしたが、疎らにカーボンナノファイバが
基材に横たわって成長し、カーボンナノファイバ構造体を得ることができなかった。基材
表面を走査型顕微鏡で観察すると、表面がエッチングされ凸凹になっていた。このために
、カーボンナノファイバの成長が阻害されたと考えられる。
【０１１９】
　（比較例３）
　酸化アルミニウム層を厚さが２０ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例７と同様
にしてカーボンナノファイバ構造体を得ようとしたが、疎らにカーボンナノファイバが基
材に横たわって成長し、カーボンナノファイバ構造体を得ることができなかった。これは
、触媒が酸化アルミニウム層へ拡散したために、カーボンナノファイバが成長可能な触媒
粒子の量が十分でなくなったためと考えられる。
【０１２０】
　（比較例４）
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　酸化アルミニウム層を厚さが０．３ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例７と同
様にしてカーボンナノファイバ構造体を得ようとしたが、疎らにカーボンナノファイバが
基材に横たわって成長し、カーボンナノファイバ構造体を得ることができなかった。基材
表面を走査型顕微鏡で観察すると、水素脆化により表面に亀裂が生じて凸凹になっており
、またＸ線による組成分析を行うと基材と触媒が合金化していた。このために、カーボン
ナノファイバの成長が阻害されたと考えられる。
【０１２１】
　（比較例５）
　酸化アルミニウム層を厚さが２０ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例９と同様
にしてカーボンナノファイバ構造体を得ようとしたが、疎らにカーボンナノファイバが基
材に横たわって成長し、カーボンナノファイバ構造体を得ることができなかった。これは
、触媒が酸化アルミニウム層へ拡散したために、カーボンナノファイバが成長可能な触媒
粒子の量が十分でなくなったためと考えられる。
【０１２２】
　（比較例６）
　酸化アルミニウム層を厚さが０．３ｎｍとなるように形成したこと以外は実施例９と同
様にしてカーボンナノファイバ構造体を得ようとしたが、疎らにカーボンナノファイバが
基材に横たわって成長し、カーボンナノファイバ構造体を得ることができなかった。基材
表面を走査型顕微鏡で観察すると、表面がエッチングされ凸凹になっており、またＸ線に
よる組成分析を行うと基材と触媒が合金化していた。このために、カーボンナノファイバ
の成長が阻害されたと考えられる。
【０１２３】
　［評価］
　（カーボンナノファイバの長さ）
　実施例１～１８及び比較例１～６のカーボンナノファイバ構造体について、カーボンナ
ノファイバ（ＣＮＦ：Carbon Nano Fiber）の長さを断面のＳＥＭ観察によって調べた。
結果を表１に示す。
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【表１】

【０１２４】
　表１に示す結果より、実施例１～１８のカーボンナノファイバ構造体におけるカーボン
ナノファイバが、比較例１～６のカーボンナノファイバ構造体におけるカーボンナノファ
イバに比べて十分に長くなっていることが分かった。このことから、基材の上に金属酸化
物層を介して金属触媒を担持させる場合には、金属酸化物層の厚さを０．５～１０ｎｍと
することが、カーボンナノファイバの十分な成長に寄与するものと考えられる。
【０１２５】
　以上より、本発明のカーボンナノファイバ形成用構造体によれば、カーボンナノファイ
バを十分に成長させることができることが確認された。
【符号の説明】
【０１２６】
　１０…基材
　２０…金属酸化物層
　３０…金属触媒
　４０…カーボンナノファイバ形成用構造体
　５０…カーボンナノファイバ
　１００…カーボンナノファイバ構造体
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