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(57)【要約】
【解決手段】基材に浸出されたカーボンナノチューブを
含む電極を有する電気機器について説明する。前記電気
機器は、少なくとも、第１の基材に浸出された第１の複
数のカーボンナノチューブを含む第１の電極材料と、第
２の基材に浸出された第２の複数のカーボンナノチュー
ブを含む第２の電極材料と、を含む。前記第１の電極材
料及び前記第２の電極材料は、中心軸の周囲に螺旋形態
で巻き付けられる。前記電気機器は、スーパーキャパシ
タとすることができ、これは少なくとも、第１の電極材
料及び第２の電極材料と接触している電解質、及び第１
の電極材料と第２の電極材料の間に配置された第１のセ
パレータ材料も含む。前記電気機器を作成する方法及び
装置についても説明する。
【選択図】図４Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基材に浸出された第１の複数のカーボン・ナノチューブを含む第１の電極材料と
、
　　第２の基材に浸出された第２の複数のカーボン・ナノチューブを含む第２の電極材料
と、
　　を含み、
　前記第１の電極材料及び前記第２の電極材料が、中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けら
れている電気機器。
【請求項２】
　前記第１の電極材料及び前記第２の電極材料に接触している電解質と、
　　前記第１の電極材料と前記第２の電極材料との間に配置された第１のセパレータ材料
と、をさらに含み、
　前記第１のセパレータ材料が、前記電解質のイオンに対して透過性がある請求項１に記
載の電気機器。
【請求項３】
　前記電気機器が、スーパーキャパシタを含む請求項２に記載の電気機器。
【請求項４】
　前記電解質が、無機電解質を含む請求項２に記載の電気機器。
【請求項５】
　前記電解質が、有機電解質を含む請求項２に記載の電気機器。
【請求項６】
　絶縁体材料をさらに含み、
　前記絶縁体材料が、前記第１のセパレータ材料に隣接していない請求項２に記載の電気
機器。
【請求項７】
　第２のセパレータ材料をさらに含み、
　前記第２のセパレータ材料が、前記第１のセパレータ材料に隣接していない請求項２に
記載の電気機器。
【請求項８】
　前記第１の電極材料の縁部と前記第２のセパレータ材料の縁部とが相互にずれている請
求項２に記載の電気機器。
【請求項９】
　前記第１の基材及び前記第２の基材が、複数の連続繊維を含む請求項１に記載の電気機
器。
【請求項１０】
　前記連続繊維が、炭素繊維、金属繊維及びこれらの組合せからなる群から選択される請
求項９に記載の電気機器。
【請求項１１】
　前記第１の基材及び前記第２の基材が、金属シート、金属箔、金属フィルム、グラファ
イトシート、グラファイトフィルム、連続繊維の織りシート、連続繊維の不織シート、連
続繊維のプライ、連続繊維のマット、連続繊維のリボン、連続繊維のテープ、及びこれら
の組合せからなる群から選択される形態を含む請求項１に記載の電気機器。
【請求項１２】
　前記第１の基材及び前記第２の基材が、カーボン・ナノチューブが浸出される前に導電
性である請求項１に記載の電気機器。
【請求項１３】
　前記螺旋形態の最外面を被覆する絶縁体材料を、さらに含む請求項１に記載の電気機器
。
【請求項１４】
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　前記第１の電極材料と接触する第１の電極端子と、
　前記第２の電極材料と接触する第２の電極端子と、
をさらに含む請求項１に記載の電気機器。
【請求項１５】
　前記カーボン・ナノチューブが、自身が浸出される先の前記基材の表面に実質的に垂直
である請求項１に記載の電気機器。
【請求項１６】
　第１の基材に浸出された第１の複数のカーボン・ナノチューブを含む第１の電極材料を
提供するステップと、
　第２の基材に浸出された第２の複数のカーボン・ナノチューブを含む第２の電極材料を
提供するステップと、
　前記第１の電極材料及び前記第２の電極材料を含む層状構造を形成するステップと、
　前記層状構造を中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けるステップと、
を含む方法。
【請求項１７】
　前記層状構造が、前記第１の電極材料と前記第２の電極材料との間に配置された第１の
セパレータ材料をさらに含み、
　前記第１のセパレータ材料が、電解質のイオンに対して透過性がある請求項１６に記載
の方法。
【請求項１８】
　前記層状構造を電解質に晒すステップを、さらに含む請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記層状構造を電解質に晒すステップが、前記巻き付けるステップの前に実行される請
求項１８に記載の方法。
【請求項２０】
　前記層状構造を形成するステップが、前記電解質のリザーバ（容器）内で実行される請
求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　巻き付けるステップの前に前記層状構造を絶縁体材料で密封するステップを、さらに含
む請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
　前記層状構造を電解質に晒すステップが、巻き付けるステップの後に実行される、請求
項１８に記載の方法。
【請求項２３】
　前記層状構造が、絶縁体材料をさらに含み、
　前記絶縁体材料が、前記第１のセパレータ材料に隣接していない請求項１７に記載の方
法。
【請求項２４】
　前記層状構造が、第２のセパレータ材料をさらに含み、
　前記第２のセパレータ材料が、前記第１のセパレータ材料に隣接していない請求項１７
に記載の方法。
【請求項２５】
　前記第１の基材及び前記第２の基材が、巻き取り可能な寸法である請求項１６に記載の
方法。
【請求項２６】
　前記第１の基材及び前記第２の基材が、複数の連続繊維を含む請求項１６に記載の方法
。
【請求項２７】
　前記連続繊維が、炭素繊維、金属繊維及びこれその組合せからなる群から選択される請
求項２６に記載の方法。
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【請求項２８】
　前記第１の基材及び前記第２の基材が、金属シート、金属箔、金属フィルム、グラファ
イトシート、グラファイトフィルム、連続繊維の織りシート、連続繊維の不織シート、連
続繊維のプライ、連続繊維のマット、連続繊維のリボン、連続繊維のテープ、及びこられ
の組合せからなる群から選択される形態を含む請求項１６に記載の方法。
【請求項２９】
　前記第１の電極材料及び前記第２の電極材料が、層状構造を形成するプロセス及び前記
層状構造を巻き付けるプロセスと動作可能に連結する連続カーボン・ナノチューブ浸出プ
ロセスから提供される請求項１６に記載の方法。
【請求項３０】
　前記螺旋形態の最外面上に絶縁体材料を塗布するステップを、さらに含む請求項１６に
記載の方法。
【請求項３１】
　第１の繰り出しリール上に巻き取り可能な寸法の第１の基材及び第２の繰り出しリール
上に巻き取り可能な寸法の第２の基材を提供するステップと、
　カーボン・ナノチューブを浸出するように、カーボン・ナノチューブ成長反応器を通し
て前記第１の基材及び前記第２の基材を搬送し、それにより、前記第１の基材に浸出され
た第１の複数のカーボン・ナノチューブを含む第１の電極材料、及び前記第２の基材に浸
出された第２の複数のカーボン・ナノチューブを含む第２の電極材料を形成するステップ
と、
　前記第１の電極材料及び前記第２の電極材料を含む層状構造を形成するステップと、
　前記層状構造を中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けるステップと、
を含む方法。
【請求項３２】
　前記層状構造が、前記第１の電極材料と前記第２の電極材料との間に配置された第１の
セパレータ材料を、さらに含み、
　前記第１のセパレータ材料が、電解質のイオンに対して透過性がある請求項３１に記載
の方法。
【請求項３３】
　前記層状構造を電解質に晒すステップを、さらに含む請求項３２に記載の方法。
【請求項３４】
　前記層状構造を電解質に晒すステップが、前記巻き付けるステップの前に実行される請
求項３３に記載の方法。
【請求項３５】
　前記層状構造を形成するステップが、前記電解質のリザーバ内で実行される請求項３４
に記載の方法。
【請求項３６】
　前記巻き付けるステップの前に前記層状構造を絶縁体材料で密封するステップを、さら
に含む請求項３４に記載の方法。
【請求項３７】
　前記層状構造を電解質に晒すステップが、前記巻き付けるステップの後に実行される請
求項３３に記載の方法。
【請求項３８】
　前記層状構造が、絶縁体材料を、さらに含み、
　前記絶縁体材料が、前記第１のセパレータ材料に隣接していない請求項３２に記載の方
法。
【請求項３９】
　前記層状構造が、第２のセパレータ材料を、さらに含み、
　前記第２のセパレータ材料が、前記第１のセパレータ材料に隣接していない請求項３２
に記載の方法。
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【請求項４０】
　前記第１の基材及び前記第２の基材が、複数の連続繊維を含む請求項３１に記載の方法
。
【請求項４１】
　前記連続繊維が、炭素繊維、金属繊維及びこれらの組合せからなる群から選択される請
求項４０に記載の方法。
【請求項４２】
　前記第１の基材及び前記第２の基材が、金属シート、金属箔、金属フィルム、グラファ
イトシート、グラファイトフィルム、連続繊維の織りシート、連続繊維の不織シート、連
続繊維のプライ、連続繊維のマット、連続繊維のリボン、連続繊維のテープ、及びこられ
の組合せからなる群から選択される形態を含む請求項３１に記載の方法。
【請求項４３】
　前記螺旋形態の最外面上に絶縁体材料を塗布するステップを、さらに含む請求項３１に
記載の方法。
【請求項４４】
　触媒ナノ粒子を、前記第１の基材及び前記第２の基材に塗布するステップを、さらに含
む請求項３１に記載の方法。
【請求項４５】
　カーボン・ナノチューブ成長反応器と、
　前記カーボン・ナノチューブ成長反応器の上流に第１の繰り出しリール及び第２の繰り
出しリールと、を含み、
　前記カーボン・ナノチューブ成長反応器を通って第１の基材及び第２の基材を連続的に
搬送して、カーボン・ナノチューブを浸出するように、前記第１の繰り出しリール及び前
記第２の繰り出しリールが前記カーボン・ナノチューブ成長反応器に動作可能に連結され
、
　さらに、
　前記カーボン・ナノチューブ成長反応器の下流に第３の繰り出しリールを含み、
　前記第１の基材、前記第２の基材、及び前記第１の基材と前記第２の基材の間に配置さ
れた前記第３の繰り出しリールの出力を含む層状構造を形成するように、前記第３の繰り
出しリールが前記カーボン・ナノチューブ成長反応器の出力に動作可能に結合され、
　さらに、
　前記層状構造を中心軸の周囲で螺旋形態に巻き付けるために動作可能である巻き取りリ
ールを含む装置。
【請求項４６】
　前記第３の繰り出しリールの下流に、電解質塗布ステーションを、さらに含む請求項４
５に記載の装置。
【請求項４７】
　前記カーボン・ナノチューブ成長反応器の上流に触媒塗布ステーションを、さらに含む
請求項４５に記載の装置。
【請求項４８】
　前記巻き取りリールの上流に、密封ステーションをさらに含む請求項４５に記載の装置
。
【請求項４９】
　前記第１の基材、前記第２の基材、前記第３の繰り出しリールの出力、及び自身の出力
を含む層状構造を形成するように、前記カーボン・ナノチューブ成長反応器の出力及び前
記第３の繰り出しリールの出力と動作可能に結合し、前記カーボン・ナノチューブ成長反
応器の下流にある第４の繰り出しリールを、さらに含み、
　前記第３の繰り出しリールの前記出力が、前記第１の基材と前記第２の基材の間に配置
され、
　前記第２の基材が、前記第３の繰り出しリールの前記出力と前記第４の繰り出しリール
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の前記出力の間に配置される請求項４５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、エネルギー貯蔵に関し、特に、カーボン・ナノチューブを使用した
エネルギー貯蔵に関する。
【０００２】
（関連出願の相互参照）
　本出願は、米国特許法第１１９条に基づき、２０１０年３月２日出願の米国仮特許出願
第６１／３０９，８２８号に対する優先権の利益を主張し、その内容は、参照によりその
全体を本明細書に組み込むものとする。
【０００３】
（連邦政府の資金提供による研究又は開発の記録）
　該当なし
【背景技術】
【０００４】
　コンデンサは、電荷の蓄積及び貯蔵に使用される電気機器である。コンデンサは少なく
とも２つの点でバッテリと区別される。第一に、コンデンサの電荷貯蔵は、バッテリの化
学的分離ではなく、物理的電荷分離に基づいている。第二に、コンデンサの充電及び放電
速度はバッテリ内で生じる化学反応よりはるかに迅速である。
【０００５】
　従来のコンデンサでは、電荷分離は、誘電体材料によって分離された２枚の導電板によ
って維持される。印加電位が存在する状態で、誘電体材料内で電界が増強され、導電板間
に機械的力が発生する。導電板上に維持される電荷と導電板間の電位差との比率を、キャ
パシタンスと呼び、ファラド単位で測定する。
【０００６】
　従来のコンデンサの様々な改良品も開発されている。電解コンデンサは、導電板の一方
としてイオン含有液を使用する。このような電解コンデンサは、通常、従来のコンデンサ
よりはるかに高いキャパシタンス値を示す。しかし、各導電板を分極電圧状態に維持する
という要件によって、その有用性はある程度限定される。
【０００７】
　スーパーキャパシタは、電気二重層コンデンサ、電気化学二重層コンデンサ、スーパー
コンデンサ、ウルトラコンデンサ、又は疑似コンデンサとも呼ばれ、さらに高いキャパシ
タンス値を示すことができる。スーパーキャパシタは、導電板の著しい物理的分離がない
という点で、従来のコンデンサ及び電解コンデンサとは著しく異なる。代わりに、スーパ
ーキャパシタは、導電板間に無視できるほどの薄い物理的バリア（＜１００μｍ）を組み
込むことによって電荷分離を維持する。前記物理的バリアは、スーパーキャパシタが帯電
状態にある場合に電荷の分離を効果的に維持する一方、急速な充放電を可能にするために
電荷キャリアに対しては十分に透過性を有する。
【０００８】
　多くの従来のスーパーキャパシタは、現状では、その内部に分散する電解質から電荷キ
ャリアを保持するために大きな表面積基材として、活性炭粒子を使用している。活性炭粒
子は大きい表面積を有するが、わずかな電荷キャリアが、活性炭粒子の多孔質内部に浸透
しその大きい表面積をうまく利用するには大きすぎる。図１は、活性炭粒子１０５を含有
する例示的な従来のスーパーキャパシタ１００の概略図を示す。スーパーキャパシタ１０
０は、正極端子１０３及び負極端子１０４にそれぞれ接続された導電層１０１及び１０２
を含む。導電層１０１及び１０２は、それぞれ、活性炭粒子１０５と、活性炭粒子１０５
と混合した陽イオン１０６及び陰イオン１０７を含有する電解質と、を含む。陽イオン１
０６及び陰イオン１０７は、活性炭粒子１０５の内部又は外部に存在することができる。
導電層１０１及び１０２は、電解質の陽イオン１０６及び陰イオン１０７に対して透過性



(7) JP 2013-521656 A 2013.6.10

10

20

30

40

50

を有するセパレータ材料の層１０８によって、互いに物理的に隔離されている。図１に示
すスーパーキャパシタ１００は、放電状態である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　カーボン・ナノチューブなどの特定の高性能材料が、その高い使用し易い（accessible
）表面積により、スーパーキャパシタ中の活性炭粒子の代替品として提案されている。カ
ーボン・ナノチューブは、これに関してその導電性によりさらに有利になり得る。カーボ
ン・ナノチューブは、スーパーキャパシタの性能を改善するためにかなりの潜在能力を有
するが、今日までの研究努力は、スーパーキャパシタの電解質媒体中に少量のカーボン・
ナノチューブをランダムに分散させるほどの成功しかしていない。したがって、現在の製
造技術は、僅かなカーボン・ナノチューブを含むスーパーキャパシタの生産にしか適用可
能でなく、電気貯蔵容量が少ない。
【００１０】
　以上を鑑みて、大量のカーボン・ナノチューブを含むスーパーキャパシタは、電気貯蔵
容量が増大するので、当技術分野において著しく有益である。このようなスーパーキャパ
シタを容易に準備する方法及び装置を提供することも、当技術分野において大いに有益で
ある。同様の理由で、自身内にカーボン・ナノチューブを容易に組み込むことにより他の
電気機器にも有利になり得る。本発明はこれらの要求を満足させ、関連する利点も提供す
る。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　ある実施形態では、本明細書で説明する電気機器は、第１の基材に浸出された第１の複
数のカーボン・ナノチューブを含む第１の電極材料と、第２の基材に浸出された第２の複
数のカーボン・ナノチューブを含む第２の電極材料と、を含む。第１の電極材料及び第２
の電極材料は、中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けられる。
【００１２】
　ある実施形態では、本明細書で説明する方法は、第１の基材に浸出された第１の複数の
カーボン・ナノチューブを含む第１の電極材料を提供するステップと、第２の基材に浸出
された第２の複数のカーボン・ナノチューブを含む第２の電極材料を提供するステップと
、前記第１の電極材料及び前記第２の電極材料を含む層状構造を形成するステップと、前
記層状構造を中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けるステップと、を含む。
【００１３】
　他の実施形態では、本明細書で説明する方法は、第１の繰り出しリール上に巻き取り可
能な寸法の第１の基材及び第２の繰り出しリール上に巻き取り可能な寸法の第２の基材を
提供するステップと、カーボン・ナノチューブを浸出するように、カーボン・ナノチュー
ブ成長反応器を通して前記第１の基材及び前記第２の基材を搬送し、それにより、前記第
１の基材に浸出された第１の複数のカーボン・ナノチューブを含む第１の電極材料、及び
前記第２の基材に浸出された第２の複数のカーボン・ナノチューブを含む第２の電極材料
を形成するステップと、前記第１の電極材料及び前記第２の電極材料を含む層状構造を形
成するステップと、前記層状構造を中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けるステップとを含
む。
【００１４】
　ある実施形態では、本明細書で説明する装置は、カーボン・ナノチューブ成長反応器と
、前記カーボン・ナノチューブ成長反応器の上流の第１の繰り出しリール及び第２の繰り
出しリールと、カーボン・ナノチューブ成長反応器の下流の第３の繰り出しリールと、巻
き取りリールと、を含む。前記第１の繰り出しリール及び前記第２の繰り出しリールは、
カーボン・ナノチューブ成長反応器を通して第１の基材及び第２の基材を連続的に搬送し
、カーボン・ナノチューブを浸出するように、カーボン・ナノチューブ成長反応器に動作
可能に連結される。前記第３の繰り出しリールは、カーボン・ナノチューブ成長反応器の
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出力に動作可能に結合されて、第１の基材、第２の基材、及び第１の基材と第２の基材と
の間に配置された第３の繰り出しリールの出力とを含む層状構造を形成するようになって
いる。前記巻き取りリールは、前記層状構造を中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けるよう
に動作可能である。
【００１５】
　以上は、以下の詳細な説明をよりよく理解できるように、本開示の特徴をかなり広義に
概略説明している。本開示の追加の特徴及び利点を以降で説明するが、これは特許請求の
範囲の主題を形成する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】活性炭粒子を含む例示的な従来技術のスーパーキャパシタの概略図を示す。
【図２】螺旋の隣接する腕の間に実質的に一定の間隔があることを示す、例示的な２次元
のアルキメデスの螺旋を示す。
【図３Ａ】本発明の電気機器のある実施形態の例示的層状構造の概略図を示す。
【図３Ｂ】中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けられた図３Ａの層状構造を含む例示的な電
気機器の概略図を示す。
【図３Ｃ】浸出したカーボン・ナノチューブを示す図３Ａの層状構造の概略図を示す。
【図３Ｄ】絶縁体材料を含む本発明の電気機器のある実施形態の例示的な層状構造の概略
図を示す。
【図３Ｅ】中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けられた図３Ｄの層状構造を含む例示的な電
気機器の概略図を示す。
【図３Ｆ】第２のセパレータ材料を含む本発明の電気機器のある実施形態の例示的な層状
構造の概略図を示す。
【図３Ｇ】中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けられた図３Ｆの層状構造を含む例示的な電
気機器の概略図を示す。
【図３Ｈ】螺旋形態の最外表面が絶縁体材料で被覆された図３Ｇの電気機器の概略図を示
す。
【図４Ａ】第１の電極材料の縁部と第２の電極材料の縁部とが相互にずれている例示的な
部分的に巻き付けられていない螺旋形態の概略図を示す。
【図４Ｂ】図４Ａの螺旋形態が例示的なハウジング内に配置されている概略図を示す。
【図５】コインプレスのサンプルスーパーキャパシタ構造の概略図を示す。
【図６】本開示のスーパーキャパシタの例示的なサイクリックボルタモグラムを示す。
【図７】本明細書で説明する電気機器の特定の実施形態を準備するために用いられる例示
的装置の概略図を示す。
【図８】絶縁体材料で螺旋形態を密封することなく電気的分離を達成する本発明の電気機
器の別の実施形態を準備する例示的装置の概略図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本開示及びその利点をよりよく理解するために、本開示の特定の実施形態について説明
する添付図面と組み合わせて以下の説明を参照されたい。
【００１８】
　本開示は、部分的に、基材に浸出されたカーボン・ナノチューブから形成された電極材
料（すなわち、カーボン・ナノチューブ浸出基材又はカーボン・ナノチューブ浸出基材材
料）を有する層状構造を含む電気機器を説明し、層状構造は中心軸の周囲に螺旋形態で巻
き付けられる。本開示は、部分的に、このような電気機器を作成する方法も説明する。ま
た、本開示は、部分的に、このような電気機器を作成する装置も説明する。
【００１９】
　上述したように、スーパーキャパシタは、通常、従来のコンデンサ又は電解コンデンサ
よりはるかに高いキャパシタンス値を示す。したがって、例えば、太陽エネルギー集積、
水力発電エネルギー集積、及び風力発電エネルギー集積など、エネルギー貯蔵用途におい
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て多大な関心を得ている。スーパーキャパシタは、充放電サイクルが高速であるので、上
記及びその他の目的に非常に適したものとなる。何故なら、スーパーキャパシタは、電力
網の要求が低い場合は余分なエネルギーを容易に蓄え、電力網の要求が高い場合は貯蔵し
たエネルギーを迅速に放出できるからである。さらに、スーパーキャパシタは、数十万回
も劣化せずに充放電することができ、それに関してバッテリより相当に優れたものになる
。加えて、スーパーキャパシタの高速の充放電サイクル及びその充電／放電安定性により
、例えばガソリンと電気のハイブリッド車など、多数の高速の充放電サイクルが望ましい
用途に特に適したものになる。
【００２０】
　上記及び他の用途における関心の増大とともに、現在使用可能なものよりエネルギー貯
蔵限度がさらに高いスーパーキャパシタが必要とされている。スーパーキャパシタのキャ
パシタンスは、電極の表面積（例えば導電板の面積）に比例する。活性炭粒子を含む従来
のスーパーキャパシタでは、所与のサイズの電極に対して増加させることができる電極の
有効表面積について、本質的な限界がある。すなわち、従来のスーパーキャパシタに使用
される活性炭粒子は、漸近キャパシタンス値に到達する前までしか小さくすることができ
ない。さらに、活性炭粒子中の細孔のサイズは限定されているので、有効表面積が減少し
、比較的大きい電解質では問題になることがある。カーボン・ナノチューブは、活性炭よ
りも単位重量当たりの有効表面積をはるかに大きくすることができるので、これらの存在
はスーパーキャパシタのキャパシタンスを大幅に増加させる潜在力を提供する。その有望
性にもかかわらず、極めて高い有効表面積を確実に活用できる状態で、カーボン・ナノチ
ューブをスーパーキャパシタ及び他の電気機器に配置することは、これまで困難であった
。
【００２１】
　本開示の実施形態は、基材に浸出されたカーボン・ナノチューブから作成された電極材
料を含むスーパーキャパシタ及び他の電気機器について説明する。連続繊維にカーボン・
ナノチューブを浸出するための連続プロセスは、すべて２００９年１１月２日出願の本出
願人の同時係属米国特許出願第１２／６１１，０７３号、第１２／６１１，１０１号、及
び第１２／６１１，１０３号、及び２０１０年１１月２日出願の第１２／９３８，３２８
号に記載されており、上記出願のそれぞれは、参照によりその全体を本明細書に組み込む
ものとする。このようなカーボン・ナノチューブ浸出繊維の繊維材料は、通常、制限なく
変更することができ、例えばガラス繊維、炭素繊維、金属繊維、セラミック繊維、及び有
機繊維（例えばアラミド繊維）を挙げることができる。このようなカーボン・ナノチュー
ブ浸出繊維は、市販の連続する個々の繊維又は連続繊維形態（例えば、繊維トウ、テープ
、フィルム、織布及び不織布、マット、プライ及びリボン）から巻き取り可能な寸法で容
易に準備することができる。カーボン・ナノチューブの長さ、直径、及び繊維材料上の被
覆密度は、上記の方法を適用することにより容易に変更することができる。さらに、これ
らの方法は、カーボン・ナノチューブを浸出するために、例えばシート、箔及びフィルム
など、他の連続長で非繊維質の基材にも容易に適合させることができる。カーボン・ナノ
チューブ浸出繊維及びその生産方法に関するさらなる詳細は、以下でさらに詳細に説明す
る。
【００２２】
　本発明の実施形態では、基材又は基材材料に言及した場合、それはカーボン・ナノチュ
ーブが浸出される繊維質材料と非繊維質材料の両方を含むということが理解されるであろ
う。本明細書の特定の実施形態は、カーボン・ナノチューブ浸出繊維について説明してい
る本出願人の同時係属特許出願を参照することがあるが、上述の方法のルーチンの変更に
より、任意の同様の連続長基材（例えば、巻き取り可能な寸法の繊維質又は非繊維質基材
）に、同様にカーボン・ナノチューブを浸出できることが理解されるであろう。
【００２３】
　その成長条件に応じて、連続繊維及び同様の基材に浸出されたカーボン・ナノチューブ
は、繊維材料又は基材の表面に実質的に垂直又は実質的に平行になるように配向されるで
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あろう。本発明の実施形態では、カーボン・ナノチューブを実質的に垂直に配向すること
によって、さらに大きい有効電極表面積を実現することができる。これは、外面に完全に
露出できるように、カーボン・ナノチューブが実質的に分離された状態で存在する場合に
特に当てはまる。カーボン・ナノチューブ浸出繊維及び同様の基材を準備する上述の方法
は、実質的に分離した状態で実質的に垂直のカーボン・ナノチューブ配向を達成するのに
特に熟達しており、それにより、本発明の実施形態の電極材料として使用するために高い
有効表面積を有するカーボン・ナノチューブ浸出繊維及び同様の基材を提供する。しかし
、本発明の開示の精神と範囲内にありながら、基材表面に対して実質的に平行な配向など
、基材上のカーボン・ナノチューブの任意の配向が、本発明の実施形態で使用することが
できる。
【００２４】
　本発明のスーパーキャパシタの実施形態では、カーボン・ナノチューブが活性炭粒子に
取って代わるだけでなく、カーボン・ナノチューブ自体が基本的に電極と区別不能となる
。活性炭粒子を含む従来のスーパーキャパシタでは、活性炭粒子に接触している電極プレ
ートがある（図１参照）。しかし、従来のスーパーキャパシタでは、活性炭粒子が電極プ
レートに浸出されない。本発明の実施形態では、カーボン・ナノチューブが基材に強力に
浸出し、それによって、カーボン・ナノチューブ自体が電極から区別不能になる。この特
徴は、スーパーキャパシタ及び他の電気機器の設計に新しいパラダイムを提示する。
【００２５】
　さらに、本発明の電気機器は、それぞれが基材及び浸出された複数のカーボン・ナノチ
ューブを含む第１の電極材料及び第２の電極材料を含んだ層状構造を有し、この層状構造
は、電気機器内に螺旋形態（例えば、アルキメデスの螺旋又は同様の螺旋構造）で巻き付
けられる。ある実施形態では、層状構造の螺旋形態は、アルキメデスの螺旋に見られるよ
うに螺旋の隣接するアーム間に実質的に一定の間隔があるように中心軸の周囲に巻き付け
られる。図２は、例示的な２次元のアルキメデスの螺旋を示し、螺旋の隣接するアームの
間の実質的に一定の間隔を示す。以降で説明するように、螺旋形態内にある電極材料の隣
接する層間の実質的に一定の間隔は、例えば、絶縁体材料の層又はセパレータ材料の層の
ように介在する層によって提供することができる。
【００２６】
　本発明の実施形態の螺旋形態は、非常に大きい有効表面積を有する電極材料を、最小容
積を有する電気機器にパック詰めすることを可能にすることも利点である。例えば、基材
材料上のカーボン・ナノチューブの長さ、直径、及び被覆密度などの要因に応じて、活性
炭粒子で従来達成可能であったものよりはるかに大きい有効表面積を有する電極材料を生
産することができる。上述したように、これらのパラメータのすべては、カーボン・ナノ
チューブ浸出繊維生産用の上記の方法において容易に変更される。したがって、これらの
パラメータを使用して、本発明の電気機器の電気特性を調整することができる。
【００２７】
　本明細書で使用する用語「螺旋形態（spiral configuration）」とは、中心軸の周囲に
巻き付けられた非弦巻状（non-helical）の層状構造をいう。様々な実施形態で、本発明
の電気機器の螺旋形態は、３次元に拡張したアルキメデスの螺旋のそれを近似することが
できる。中心軸の周囲の巻き付けは、時計回り又は反時計回りで実行することができる。
【００２８】
　本明細書で使用する用語「基材」又は「基材材料」とは、カーボン・ナノチューブを浸
出することができる任意の材料をいい、用語「連続基材」とは、巻き取り可能な長さの基
材をいう。
【００２９】
　本明細書で使用する用語「繊維」、「繊維材料」、又は「フィラメント（filament）」
とは、等価的に、基本的構造形態として繊維質成分を有する基材をいう。本明細書で使用
する用語「連続繊維」とは、個々のフィラメント、ヤーン、ロービング、トウ、テープ、
リボン、織布及び不織布（例えば繊維シート）、プライ、マットなどの巻き取り可能な長
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さの繊維をいう。
【００３０】
　本明細書で使用する用語「巻き取り可能な長さ」又は「巻き取り可能な寸法」とは、等
価的に、カーボン・ナノチューブの浸出前又は浸出後にスプール又はマンドレル上に巻き
取っておくことが可能な、長さの限定されない、基材の有する少なくとも１つの寸法をい
う。巻き取り可能な長さ又は巻き取り可能な寸法の基材は、基材へのカーボン・ナノチュ
ーブ浸出のためのバッチ処理又は連続処理のいずれかの使用を示唆する、少なくとも１つ
の寸法を有する。
【００３１】
本明細書で使用する用語「浸出する」とは結合されることをいい、用語「浸出」とは結合
処理をいう。したがって、用語「カーボン・ナノチューブ浸出基材」とは、自身に結合さ
れたカーボン・ナノチューブを有する基材をいう。さらに、用語「カーボン・ナノチュー
ブ浸出繊維」とは、自身に結合されたカーボン・ナノチューブを有する繊維材料をいう。
基材又は繊維材料へのカーボン・ナノチューブの結合は、機械的連結、共有結合、イオン
結合、π－π相互作用（πスタッキング相互作用）及び／又はファン・デル・ワールス力
の介在による物理吸着などが含まれ得る。ある実施形態では、カーボン・ナノチューブは
基材又は繊維材料に直接結合される。他の実施形態では、カーボン・ナノチューブは、カ
ーボン・ナノチューブの成長を仲介するために用いられるバリア・コーティング及び／又
は触媒ナノ粒子を介して基材又は繊維材料に間接的に結合される。カーボン・ナノチュー
ブを基材又は繊維材料に浸出させる具体的な方法は、「結合モチーフ（bonding motif）
」と呼ばれる。
【００３２】
　本明細書で使用する用語「ナノ粒子」とは、球の等価直径が約０．１ｎｍから約１００
ｎｍの間の直径を有する粒子をいうが、ナノ粒子は必ずしも形状が球形である必要はない
。本明細書で使用する用語「触媒ナノ粒子」とは、カーボン・ナノチューブの成長を仲介
する触媒活性を保有するナノ粒子をいう。
【００３３】
　本明細書で使用する用語「遷移金属」とは、周期表のｄ‐ブロック（３族から１２族）
におけるあらゆる元素又はその合金をいう。また、用語「遷移金属塩」とは、あらゆる遷
移金属化合物（例えば、遷移金属元素の酸化物、炭化物、窒化物など）をいう。カーボン
・ナノチューブを合成するために適した触媒ナノ粒子を形成する例示的な遷移金属は、例
えば、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｏ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ａｕ、Ａｇ、並びにこれらの合金、塩及び
混合物が挙げられる。
【００３４】
　本明細書で使用する用語「サイジング剤」又は「サイジング」とは、繊維材料の製造に
おいて、繊維材料を完全な状態で保護するか、繊維材料とマトリックス材料との間の界面
相互作用を向上させるか、及び／又は繊維材料の特定の物理的特性を変更及び／又は向上
させるためのコーティングとして使用される材料をいう。
【００３５】
　本明細書で使用する用語「長さが均一」とは、約１μｍから約５００μｍの範囲にある
カーボン・ナノチューブ長に関して、カーボン・ナノチューブが、カーボン・ナノチュー
ブの全長の±約２０％又はそれ未満の許容誤差を伴う長さを有する状態をいう。極めて短
いカーボン・ナノチューブ長（例えば、１μｍ～４μｍなど）では、この誤差は、±約１
μｍ、すなわち、カーボン・ナノチューブの全長の約２０％よりも若干大きくなるであろ
う。
【００３６】
　本明細書で使用する用語「密度分布が均一」とは、基材又は繊維材料上のカーボン・ナ
ノチューブの被覆密度が、カーボン・ナノチューブによって覆われる基材又は繊維材料表
面積に対して約±１０％の許容誤差を有する状態を指す。
【００３７】
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　本明細書で使用する用語「連続プロセス」とは、実質的に中断しない状態で実行される
多段階プロセスをいう。
【００３８】
　ある実施形態では、本明細書で説明する電気機器は、第１の基材に浸出された第１の複
数のカーボン・ナノチューブを含む第１の電極材料と、第２の基材に浸出された第２の複
数のカーボン・ナノチューブを含む第２の電極材料とを含む。前記第１の電極材料及び第
２の電極材料は、中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けられる。電気機器の様々な実施形態
が、図３Ａ～図３Ｈ、図４Ａ及び図４Ｂに図示されており、それについては以下でさらに
詳細に説明する。
【００３９】
　ある実施形態では、電気機器は、スーパーキャパシタを構成する。このような実施形態
では、電気機器は、前記第１の電極材料及び前記第２の電極材料と接触する電解質と、電
解質のイオンに対して透過性であり、第１の電極材料と第２の電極材料との間に配置され
た第１のセパレータ材料と、をさらに含む。
【００４０】
　本発明の実施形態の基材に浸出されるカーボン・ナノチューブのタイプは、通常、無制
限に変更することができる。様々な実施形態では、基材に浸出されたカーボン・ナノチュ
ーブは、例えば任意の数のフラーレン族の炭素の円筒形同素体であり、単層カーボン・ナ
ノチューブ、二層カーボン・ナノチューブ、多層カーボン・ナノチューブ、及びその任意
の組合せがある。ある実施形態では、カーボン・ナノチューブを、フラーレン状構造で閉
塞することができる。言い換えると、カーボン・ナノチューブは、このような実施形態で
は閉鎖端を有する。しかし、他の実施形態では、カーボン・ナノチューブは、開放端のま
まである。ある実施形態では、閉塞されたカーボン・ナノチューブの端は、適切な酸化剤
（例えばＨＮＯ３／Ｈ２ＳＯ４）で処理することによって開口できる。ある実施形態では
、カーボン・ナノチューブは他の物質（例えば金属ナノ粒子）を封入することができる。
ある実施形態では、カーボン・ナノチューブは、繊維材料に浸出された後に共有結合的に
機能化することができる。ある実施形態では、プラズマプロセスを使用して、カーボン・
ナノチューブの機能化を促進することができる。
【００４１】
　カーボン・ナノチューブは、そのキラリティに応じて金属質、半金属質又は半導電性と
なり得る。カーボン・ナノチューブのキラリティを示すために確立された命名システムが
当業者には認識されており、２つの指数（ｎ，ｍ）で識別され、ここで、ｎ及びｍは、管
状構造に形成された場合の六方晶系のグラファイトの切断部及び巻き方を表す整数である
。キラリティに加えて、カーボン・ナノチューブの直径は、その電気伝導性及び関連する
熱伝導性の特性にも影響する。カーボン・ナノチューブを合成する際に、カーボン・ナノ
チューブの直径は、一定のサイズの触媒ナノ粒子を使用することによって制御することが
できる。通常、カーボン・ナノチューブの直径は、その構成に触媒作用を及ぼす触媒ナノ
粒子の直径に近い。したがって、カーボン・ナノチューブの特性は、例えばこれらの合成
に使用する触媒ナノ粒子のサイズを調節することによって制御することができる。非限定
的な例として、約１ｎｍの直径を有する触媒ナノ粒子を使用して、基材に単層カーボン・
ナノチューブを浸出することができる。より大きい触媒ナノ粒子は、主に多層カーボン・
ナノチューブを作成するために使用され、これらはナノチューブ層が複数あるため又は単
層カーボン・ナノチューブと多層カーボン・ナノチューブの混合であるため、さらに大き
い直径を有する。多層カーボン・ナノチューブは、通常、単層カーボン・ナノチューブよ
り複雑な伝導性プロファイルを有する。何故なら、壁間反応が個々のナノチューブ層間に
生じて電流を不均一に再配分することがあるからである。対照的に、単層カーボン・ナノ
チューブでは、異なる部分にまたがる電流に変化がない。
【００４２】
　一般的に、本発明の実施形態における基材に浸出されるカーボン・ナノチューブは、任
意の長さとすることができる。本発明の実施形態では、比較的長いカーボン・ナノチュー
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ブの方が、より大きい有効表面積を有する電極材料を提供できるので、通常は有利である
。様々な実施形態では、カーボン・ナノチューブは、約１μｍから約１００μｍまでの間
、又は約１μｍから約５００μｍまでの間の範囲の長さを有することができる。ある実施
形態では、カーボン・ナノチューブは、約１００μｍから約５００μｍまでの間の範囲の
長さを有することができる。他の実施形態では、カーボン・ナノチューブは、約１μｍか
ら約５０μｍまでの間、又は約１０μｍから約２５μｍまでの間の範囲の長さを有するこ
とができる。ある実施形態では、カーボン・ナノチューブは、実質的に均一な長さとする
ことができる。
【００４３】
　ある実施形態では、カーボン・ナノチューブの平均長さは、約１μｍから約５００μｍ
の間であり、それは約１μｍ、約２μｍ、約３μｍ、約４μｍ、約５μｍ、約６μｍ、約
７μｍ、約８μｍ、約９μｍ、約１０μｍ、約１５μｍ、約２０μｍ、約２５μｍ、約３
０μｍ、約３５μｍ、約４０μｍ、約４５μｍ、約５０μｍ、約６０μｍ、約７０μｍ、
約８０μｍ、約９０μｍ、約１００μｍ、約１５０μｍ、約２００μｍ、約２５０μｍ、
約３００μｍ、約３５０μｍ、約４００μｍ、約４５０μｍ、約５００μｍ、及びその間
のすべての値及びその間の部分的範囲を含む。ある実施形態では、カーボン・ナノチュー
ブの平均長さは、約１μｍ未満であり、それは例えば約０．５μｍ、及びその間のすべて
の値及びその間の部分的範囲を含む。ある実施形態では、カーボン・ナノチューブの平均
長さは、約１μｍから約１０μｍの間であり、それは例えば約１μｍ、約２μｍ、約３μ
ｍ、約４μｍ、約５μｍ、約６μｍ、約７μｍ、約８μｍ、約９μｍ、約１０μｍ、及び
その間のすべての値及びその間の部分的範囲を含む。さらに他の実施形態では、カーボン
・ナノチューブの平均長さは、約５００μｍより大きく、それは例えば約５１０μｍ、約
５２０μｍ、約５５０μｍ、約６００μｍ、約７００μｍ、及びその間のすべての値及び
その間の部分的範囲を含む。
【００４４】
　カーボン・ナノチューブの平均長さは、本発明の実施形態で基材に浸出されるカーボン
・ナノチューブの重量パーセンテージを決定する１つの要因になり得る。一般的に、前述
した同時係属特許出願に記載されたカーボン・ナノチューブ浸出繊維は、他の方法で得ら
れる値よりはるかに高いカーボン・ナノチューブ担持パーセンテージを有する。例えば、
カーボン・ナノチューブ浸出繊維は、重量で約１％から約３０％又は約４０％から約５０
％の範囲の浸出繊維を含有することができる。基材に浸出されるカーボン・ナノチューブ
の重量パーセンテージは、本発明の実施形態ではこれに相当する範囲を上回って変更する
ことができる。選択されたカーボン・ナノチューブの重量パーセンテージは、本発明のス
ーパーキャパシタの実施形態における望ましいキャパシタンスによって規定することがで
きる。さらに、浸出されたカーボン・ナノチューブは、予め形成したカーボン・ナノチュ
ーブを単純に付着させて得られるより、本発明の実施形態における基材に対してはるかに
強力に結合される。
【００４５】
　基材上のカーボン・ナノチューブの被覆密度は、浸出されるカーボン・ナノチューブの
重量パーセンテージを決定する別の要因になる。ある実施形態では、基材に浸出されるカ
ーボン・ナノチューブは、一般的に、密度分布が均一であり、これは基材に浸出されるカ
ーボン・ナノチューブ密度の均一性と呼ばれる。先に定義したように、均一な密度分布に
対する許容誤差は、カーボン・ナノチューブが浸出される基材表面積上で約±１０％であ
る。繊維材料の限定されない例として、この許容誤差は、８ｎｍの直径及び５つの層を有
するカーボン・ナノチューブで、約±１５００カーボン・ナノチューブ／μｍ２に相当す
る。このような数字は、カーボン・ナノチューブ内の空間が充填可能であると仮定してい
る。カーボン・ナノチューブ浸出繊維のある実施形態では、繊維材料のパーセント被覆率
（すなわち、カーボン・ナノチューブで被覆される繊維材料表面積のパーセンテージ）と
して表現されるカーボン・ナノチューブの最大密度は、約５５％という高い値にすること
ができるが、これもカーボン・ナノチューブが８ｎｍの直径、５つの層、及び内部に充填
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可能な空間を有すると仮定している。５５％の表面積被覆率は、参照した寸法を有するカ
ーボン・ナノチューブで、約１５，０００カーボン・ナノチューブ／μｍ２に相当する。
ある実施形態では、被覆密度は、最大で約１５，０００カーボン・ナノチューブ／μｍ２

である。基材の表面への触媒ナノ粒子の配列、カーボン・ナノチューブ成長条件における
基材の曝露時間、及び基材へのカーボン・ナノチューブの浸出に使用される実際の成長条
件自体を変更することによって、広範囲にわたるカーボン・ナノチューブの密度分布を達
成できることが当業者には認識される。
【００４６】
　ある実施形態では、基材上のカーボン・ナノチューブ被覆密度は、イオンサイズにおけ
る変化を考慮して調節することができる。例えば、スーパーキャパシタの電解質が比較的
大きいイオンを含有する場合は、基材上のカーボン・ナノチューブ被覆密度を低下させて
、スーパーキャパシタの充放電サイクル中に満足できるイオン移動度及び電極接触を確実
に行うことができる。
【００４７】
　本発明の実施形態によると、カーボン・ナノチューブ浸出基材は、電気機器の電極材料
を形成する。カーボン・ナノチューブ浸出基材は、層状構造で存在し、これは、その後、
電気機器の中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けられる。さらに、電気機器がスーパーキャ
パシタである実施形態では、電解質のイオンが透過可能であるセパレータ材料を、層状構
造内の電極材料間に配置して、その間の電荷を分離する。図３Ａは、本発明の電気機器の
ある実施形態の例示的層状構造の概略図を示し、図３Ｂは、中心軸の周囲に螺旋形態で巻
き付けられた図３Ａの層状構造を含む例示的電気機器の概略図を示す。図３Ｃは、図３Ａ
の層状構造の概略図を示し、浸出されたカーボン・ナノチューブ３９０を図示している。
図３Ａは、第１の電極材料３０１及び第２の電極材料３０２を含む層状構造３００を示す
。第１及び第２の電極材料３０１及び３０２は、カーボン・ナノチューブが浸出された基
材から形成される。第１の電極材料３０１と第２の電極材料３０２との間には、第１のセ
パレータ材料３０３が配置される。図３Ｂは、層状構造３００を中心軸３１１の周囲に螺
旋形態３１０で巻き付けることを示す。図３Ｂは、反時計回りに巻き付けた螺旋形態３１
０を示しているが、螺旋形態は、第１の電極材料３０１と第２の電極材料３０２との相対
位置が逆転するように、同じように時計回りに巻き付けることができる。図３Ｂの概略図
は、電気機器の中心軸に沿って見たものを示し、実際の電気機器の構造は、示された螺旋
形態で巻き付けた内部構造を有するシリンダの構造に類似していることに留意されたい。
図３Ｂは、螺旋形態３１０における第１の電極材料３０１と第２の電極材料３０２との隣
接する層間に間隔を示しているが、その間に任意の望ましい間隔があってもよい。一般的
に、単位体積当たり最大のキャパシタンスを生成するために、螺旋形態３１０における隣
接する層間の間隔は、可能な限り小さく維持される。
【００４８】
　螺旋形態３１０における隣接する層間の短絡を防止するために、本発明の電気機器は、
その間に電気的絶縁をさらに提供する。ある実施形態では、電気的絶縁は、隣接する層間
に配置された絶縁体材料によって提供することができる。ある実施形態では、本発明の電
気機器は、第１のセパレータ材料に隣接していない絶縁体材料をさらに含む。図３Ｄは、
絶縁体材料を含む本発明の電気機器のある実施形態の例示的層状構造の概略図を示し、図
３Ｅは、中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けられた図３Ｄの層状構造を含む例示的電気機
器の概略図を示す。図３Ｄは、図３Ａに関して上述したものと同様の層状構造３２０の概
略図を示し、ここで、絶縁体材料３０４は、第２の電極材料３０２に隣接して配置される
。図３Ｄは、層状構造３２０を、中心軸３１１の周囲に螺旋形態３３０で巻き付けること
を示す。図３Ｂと同様に、図３Ｅの螺旋形態３３０は反時計回りに巻き付けて示されてい
る。螺旋形態３３０は、時計回りに巻く前に層状構造３２０における第１の電極材料３０
１に隣接して絶縁体材料３０４を配置するだけで、同様に時計回りに巻き付けることがで
きる。この場合も、図３Ｅは示されているように螺旋形態３３０における隣接する層の間
に多少の間隔を示している。すなわち、絶縁体材料３０４と第１の電極材料３０１は所望
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に応じて隔置することができる。しかし、他の実施形態では、絶縁体材料３０４と第１の
電極材料３０１は、空間の最適使用を達成するために接触することができる。絶縁体材料
３０４と第１の電極材料３０１が隔置される実施形態では、余分な電解質をその間の空間
に充填することができる。ある実施形態では、所与のサイズのスーパーキャパシタに所望
のキャパシタンスを提供するために、螺旋形態３３０の隣接する層間の間隔を必要に応じ
て変更することができる。
【００４９】
　別の実施形態では、第１の電極材料と第２の電極材料の間に配置された第２のセパレー
タ材料によって、電気的絶縁を提供することができる。ある実施形態では、本発明の電気
機器は、第１のセパレータ材料に隣接していない第２のセパレータ材料をさらに含む。図
３Ｆは、第２のセパレータ材料を含む本発明の電気機器のある実施形態の例示的層状構造
の概略図を示し、図３Ｇは、中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けられた図３Ｆの層状構造
を含む例示的電気機器の概略図を示す。図３Ｆは、図３Ａに関して上述したものと同様の
層状構造３４０の概略図を示し、ここで、第２の絶縁体材料３０５は、第２の電極材料３
０２に隣接して配置される。図３Ｇは、層状構造３４０を中心軸３１１の周囲に螺旋形態
３５０で巻き付けることを示す。この場合も、層状構造３４０の第１の電極材料３０１に
隣接して第２の絶縁体材料３０５を配置することにより、螺旋形態３５０の巻きを反時計
回りから時計回りに変化させることができる。さらに、上述したように本発明の実施形態
では、第２のセパレータ材料３０５と第１の電極材料３０１との間に任意の所望の間隔を
使用することができる。
【００５０】
　図３Ｅ及び図３Ｇに示す実施形態では、電解質（図示せず）を、螺旋形態３３０及び３
５０を含む電気機器の第１の電極材料３０１及び第２の電極材料３０２に関連づけること
ができる。上述したように、第１の電極材料３０１及び第２の電極材料３０２の基材上に
浸出されたカーボン・ナノチューブは、電解質と関連づけるために、大きい有効表面積を
電極材料に与えることができる。
【００５１】
　ある実施形態では、本発明の電気機器は、螺旋形態の最外面上に絶縁体材料をさらに含
むことができる。特に、第２のセパレータ材料を含む実施形態では、螺旋形態の最外面上
の絶縁体材料を使用して、電気機器を周囲環境から電気的に分離することができる。さら
に、電気機器の螺旋形態の最外面上の絶縁体材料は、電解質の閉じ込めを補助することが
できる。図３Ｈは、螺旋形態３５０の最外面が第２のセパレータ材料３０５上の絶縁体材
料３０７で被覆された図３Ｇの電気機器の概略図を示す。図３Ｈでは、第１の電極材料３
０１及び第２の電極材料３０２は、絶縁体材料３０７を通って延在し、電気機器の充電又
は放電に使用される電極端子（図示せず）に接続することができる。ある実施形態では、
本発明の電気機器は、第１の電極材料に接続された第１の電極端子、及び第２の電極材料
に接続された第２の電極端子をさらに含むことができる。
【００５２】
　絶縁体材料が存在しない実施形態でも、本発明の電気機器の電気的分離は維持すること
ができる。ある実施形態では、第１の電極材料及び第２の電極材料をずらせることによっ
て、電気的分離を維持することができる。ある実施形態では、本発明の電気機器は、螺旋
形態で巻き付ける前に相互にずらした第１の電極材料及び第２の電極材料の縁部を有する
ことができる。図４Ａは、部分的に巻かれていない例示的螺旋形態（図３Ｇと類似の）の
概略図を示し、第１の電極材料の縁部と第２の電極材料の縁部とが相互にずれている。図
４Ａに示すように、螺旋形態４００の第１の電極材料４０１及び第２の電極材料４０２の
左右の縁部は、相互に距離Ｄだけずれている。第１のセパレータ材料４０３は、第１の電
極材料４０１と第２の電極材料４０２の間の重なり領域に配置される。同様に、第２のセ
パレータ材料４０４は、これも重なり領域上に位置するように、第２の電極材料４０２上
に位置する。ハウジング内に配置されると、この螺旋の方向によって、図４Ｂに示すよう
に、２つの電極材料を相互に独立にアドレスすることができる。
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【００５３】
　図４Ｂは、螺旋形態４００を例示的ハウジング４５０内に配置した概略図を示す。第１
の電極材料４０１と第２の電極材料４０２は相互に距離Ｄだけずれ、それぞれ第１の電極
端子４５１及び第２の電極端子４５２によって電気的に独立してアドレスされるように配
配向される。ある実施形態では、第１の電極材料４０１はアニオンで、第１の電極端子４
５１は正に帯電し、第２の電極材料４０２はカチオンで、第２の電極端子４５２は負に帯
電する。図４Ｂでは、第１の電極端子４５１と第２の電極端子４５２は、絶縁シール４５
３によって相互に電気的に隔離される。任意の充填栓４５４が、電解質をハウジング４５
０に追加するために備えられている。図示の状態では、図４Ｂは電解質を示していないが
、ハウジング４５０中の電解質のレベルは、通常、第２の電極材料４０２が露出するレベ
ル（例えば、螺旋形態４００の頂部から距離Ｄ）より下である。
【００５４】
　上述したように、例えばガラス繊維、炭素繊維、金属繊維、セラミック繊維、及び有機
繊維などの連続繊維は、カーボン・ナノチューブを首尾よく浸出できることが示されてい
る。本発明の実施形態に使用するために、同様の非繊維質基材にカーボン・ナノチューブ
を浸出することができる。一般的に、本発明の実施形態には、カーボン・ナノチューブを
首尾よく浸出できる任意のタイプの基材を使用することができる。カーボン・ナノチュー
ブ浸出基材、特にカーボン・ナノチューブ浸出繊維、及びその生産方法に関する付加的な
詳細は、後述する。
【００５５】
　本発明の実施形態のいくつかでは、第１の基材及び第２の基材は、複数の連続繊維とす
ることができる。基材が繊維材料である場合、通常は、繊維材料の形状を、制限なく変更
することができる。様々な実施形態では、個々の連続繊維（すなわち個々のフィラメント
）は約１μｍから約１００μｍの間の範囲の直径を有する。この範囲の直径を有する連続
長の繊維材料は、様々な商業的供給源から容易に入手することができる。ある実施形態で
は、本発明の実施形態で使用する連続繊維は、例えば炭素繊維及び／又は金属繊維である
。
【００５６】
　ある実施形態では、カーボン・ナノチューブは、それが浸出される基材の表面に対して
実質的に垂直である。カーボン・ナノチューブ浸出繊維は、浸出されたカーボン・ナノチ
ューブが任意の所望の方向で存在するように、前述した方法により生産することができる
が、実質的に垂直方向がカーボン・ナノチューブの表面積を最大化し、したがって、電極
材料の表面積を最大化することが当業者には認識される。少なくともこの理由により、本
発明の実施形態では、カーボン・ナノチューブの実質的に垂直方向が有利である。
【００５７】
　ある実施形態では、第１の基材及び第２の基材は、カーボン・ナノチューブを浸出する
前に導電性とすることができる。一般的に、基材は、本発明の実施形態の螺旋形態に巻き
付けるのを容易にするように、十分に可撓性である。例示的な導電性基材は、例えば、炭
素繊維、グラファイト、及び金属シート、フィルム、箔、又は金属繊維（例えばステンレ
ス鋼、アルミニウム、銅など）が挙げられる。基材へのカーボン・ナノチューブ浸出は、
それに導電性を付与するが、カーボン・ナノチューブの浸出前に基材が最初から導電性で
ある場合は、通常、集電及び電荷蓄積特性の向上が観察される。ある実施形態では、第１
の基材及び第２の基材は、例えば金属シート、金属箔、金属フィルム、グラファイトシー
ト、グラファイトフィルム、連続繊維を織ったシート、連続繊維の不織シート、連続繊維
のプライ、連続繊維のマット、連続繊維のリボン、又は連続繊維のテープなどの形態であ
る。別の実施形態では、基材は、カーボン・ナノチューブの浸出前は非伝導性とすること
ができる。
【００５８】
　本発明の実施形態の基材が連続繊維材料から形成されている場合、前記連続繊維は、通
常、本発明の電気機器中に個々のフィラメントとして配置されるのではなく、比較的高規
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則の繊維形態で使用される。このような高規則の繊維形態は、構造が大きく変化し、以下
にさらに詳細に考察する。ある実施形態では、連続繊維の繊維形態は、例えば、繊維トウ
、繊維テープ、繊維リボン、繊維ロービング、ヤーン、繊維ブレード、織布又は不織布シ
ート、繊維プライ、及び／又は繊維マットとすることができる。ある実施形態では、高規
則の繊維形態の個々のフィラメントは、相互に実質的に平行である。ある実施形態では、
個々のフィラメントの一部は、高次の繊維形態において相互に実質的に平行であり、個々
のフィラメントの一部は、相互に実質的に垂直である。すなわち、個々のフィラメントは
、このような実施形態において繊維プライを形成することができる。
【００５９】
　ロービングは、撚り合わせて細くした異物のない連続繊維からなる軟質ストランドを含
む。
【００６０】
　繊維トウは、通常、連続繊維をコンパクトに結合した束であり、ある実施形態では、こ
れが撚り合わされてヤーンとなる。ヤーンには、撚り合わされた繊維を密に結合した束が
含まれるが、この場合、ヤーンにおける各繊維の直径は、比較的均一である。ヤーンには
、「テックス（tex）」（１０００リニアメーター当たりのグラム重量として示される）
又は「デニール（denier）」（１０，０００ヤード当たりのポンド重量として示される）
で表される様々な重量がある。ヤーンに関して、標準的なテックス範囲は、通常、約２０
０テックスから約２０００テックスの範囲である。
【００６１】
　繊維組物（fiber braids）は、連続繊維が高密度に詰め込まれたロープ状構造体である
。このようなロープ状構造体は、例えば、ヤーンから組まれる。組上げ構造体は中空部分
を含んでもよく、或いは、別のコア材料の周囲に組まれてもよい。
【００６２】
　繊維トウは、撚り合わされていない連続繊維を結合した束も含むことができる。したが
って、繊維トウは、１回の作業で大量の実質的に平行な繊維を操作するために都合のよい
形態である。ヤーンと同様に、繊維トウにおける個々の繊維の直径は、概して均一である
。また、繊維トウも様々な重量を有し、テックス範囲は、通常、約２００テックスから約
２０００テックスの間である。加えて、繊維トウは、例えば、１２Ｋトウ、２４Ｋトウ、
４８Ｋトウなどの繊維トウ内にある数千の繊維の数により、しばしば特徴付けられる。
【００６３】
　テープ及びリボンは、例えば、織物又は不織の扁平繊維トウとして組まれる連続繊維を
含む。テープは、様々な幅を持ち、通常、リボン同様の両面構造体である。前述した同時
係属特許出願で説明されているように、カーボン・ナノチューブは、テープの片側又は両
側でテープに浸出することができる。さらに、種類、直径又は長さの異なるカーボン・ナ
ノチューブを、テープの各側に成長させることができる。
【００６４】
　ある実施形態では、連続繊維は、織物又はシート状構造に組織化することができる。そ
れには、上述したテープ以外に、例えば織布、不織布、不織繊維マット及び繊維プライが
挙げられる。このような高規則構造は、元となる連続繊維、繊維トウ、ヤーンなどから組
み立てることができる。
【００６５】
　本発明の実施形態に使用される絶縁体材料は、一般的に、制限なく変更することができ
る。電気機器の螺旋形態の内部の中で電極材料を電気的に隔離するのに使用される絶縁体
材料は、一般的に、螺旋形態に巻き付けられほど十分に可撓性である柔軟な材料である。
そのための例示的絶縁体材料は、例えば薄いプラスチックシート（例えば熱可塑性又は弾
性重合体材料）が挙げられる。螺旋形態の最外面を被覆する絶縁体材料は、同様に、例え
ばプラスチックの収縮包装などの薄いプラスチックシートから形成することができる。し
かし、螺旋形態の最外面を被覆する絶縁体材料は、螺旋構造の形成が完了した後に塗布す
ることができる。したがって、本発明の電気機器内で螺旋形態の最外面を被覆する絶縁体
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材料は、必ずしも可撓性である必要はなく、プラスチックに加えて例えば熱硬化性ポリマ
ー（例えばエポキシ）、蝋、ガラス及びセラミックなどの材料を挙げることができる。電
気機器の螺旋形態の最外面を被覆する絶縁体材料が存在する場合、これは例えば収縮包装
、浸漬被覆、及びゾル・ゲルプロセスどの様々な技術によって塗布することができる。
【００６６】
　本発明の実施形態のセパレータ材料は、帯電状態が得られる場合、電解質イオンの電荷
分離を維持することが可能である十分に厚い任意の材料から形成することができる。一般
的に、セパレータ材料は、多孔質で、電気機器の充電又は放電時に電極材料間の高いイオ
ン移動度を可能にするが、電気機器が帯電状態に到達すると、電荷分離を維持することが
できる薄膜誘電材料である。したがって、セパレータ材料は、電解質の電荷キャリアに対
して選択的に透過性である。ある実施形態では、セパレータ材料は、例えばポリエチレン
不織布、ポロプロピレン不織布、ポリエステル不織布、及びポリアクリロニトリル不織布
などのポリマー不織布とすることができる。他の実施形態では、セパレータ材料は、例え
ば多孔質ポリ（フッ化ビニリデン）‐ヘキサフルオロプロパン・コポリマーフィルム、多
孔質セルロースフィルム、クラフト紙、レーヨン織布などの多孔質物質とすることができ
る。一般的に、バッテリに使用することができるセパレータ材料は、いずれも同様の目的
で本発明の実施形態にも使用することができる。
【００６７】
　セパレータ材料の気孔率の程度は、スーパーキャパシタを充電又は放電している時には
電解質イオンがセパレータ材料を横切って移動するためには十分であるが、スーパーキャ
パシタが帯電状態に到達した場合には、電荷分離を維持するために十分に不動である程度
である。ある実施形態では、セパレータ材料の気孔率は、約９０％より高い。ある実施形
態では、セパレータ材料の気孔率は、約９０％から約９５％の範囲である。他の実施形態
では、セパレータ材料の気孔率は、約９０％から約４０％の間、又は約８７％から約５０
％の間、又は約８５％から約６５％の間の範囲である。
【００６８】
　気孔率に加えて、セパレータ材料の厚さが、セパレータ材料を横切るイオン移動性の程
度を調整することができる。所与の気孔率に対して、セパレータ材料が厚い方が、薄い方
のセパレータ材料より、電荷分離の程度は高くなり、イオン移動度は低くなる。ある実施
形態では、セパレータ材料の厚さは、約１００μｍ未満である。ある実施形態では、セパ
レータ材料の厚さは、約１００μｍから約５０μｍの間の範囲である。ある実施形態では
、セパレータ材料の厚さは、約５０μｍから約２５μｍの間、又は約２５μｍから約１０
μｍの間の範囲である。ある実施形態では、セパレータ材料の厚さは、約１０μｍ未満で
ある。ある実施形態では、セパレータ材料の厚さは、約１０μｍから約１μｍの間の範囲
である。ある実施形態では、セパレータ材料の厚さは、約１μｍ未満である。ある実施形
態では、セパレータ材料の厚さは、約１００ｎｍから約１μｍの間の範囲である。本発明
の実施形態において第１のセパレータ材料と第２のセパレータ材料との両方が存在する場
合、第２のセパレータ材料の厚さは、第１のセパレータ材料と同じ、又は異なるようにす
ることができる。ある実施形態では、セパレータ材料の厚さは、電解質の体積と電圧スタ
ンドオフ性能とのバランスを達成するように最適化することができる。
【００６９】
　一実施形態では、適切なセパレータ材料は、高い気孔率（例えば＞９０％）のポリプロ
ピレン及び／又はポリエチレン電解質膜である。このような電解質膜は、ノースカロライ
ナ州シャーロットのＣｅｌｇａｒｄ　ＬＬＣから入手可能である。これらの電解質膜は、
高い電圧スタンドオフ性能を示し、それにより、電極材料を隔離するためのフィルムをさ
らに薄く、軽量にすることができる。ある実施形態では、紙のセパレータ材料（例えばク
ラフト紙）も使用することができる。
【００７０】
　本発明の実施形態の電解質は、特に制限はない。ある実施形態では、電解質は、無機電
解質である。他の実施形態では、電解質は、有機電解質である。当業者に認識されるよう
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に、水性電解質は、内部抵抗値が低いが、使用電圧範囲が約１Ｖに制限される。対照的に
、有機電解質は、最大約２．５Ｖの使用電圧範囲を有するが、内部抵抗が高くなる。本発
明の実施形態の他の構成要素と同様に、異なる最終用途及び電気特性（例えばキャパシタ
ンス）を考慮するために、電解質のアイデンティティ（identity）及び濃度を変更するこ
とができる。
【００７１】
　例示的な水性電解質は、酸性水溶液（例えば硫酸、燐酸、塩酸など）、塩基性水溶液（
例えば水酸化ナトリウム又は水酸化カリウム）、及び中性溶液が挙げられる。中性電解質
溶液は、一般的に、水性媒体中に塩を溶解させて形成する。中性電解質として使用するの
に適切な例示的塩には、例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウム、酸化ナトリウム、酸化
カリウム、硫酸ナトリウム、硫酸カリウムなどが挙げられる。当業者には追加の水性電解
質が想像可能である。一般的に、水性電解質の濃度は、約０．１Ｍから約２０Ｍの間、又
は約１ｗｔ％から１００ｗｔ％の間の範囲である。
【００７２】
　有機電解質は、有機溶媒に溶解した電解質種を含む。例示的な電解質種は、例えば、テ
トラアルキルアンモニウム塩（例えばハロゲン化テトラエチルアンモニウム又はテトラメ
チルアンモニウム及び水酸化物）と、第四ホスホニウム塩と、リチウム、テトラフルオロ
ホウ酸ナトリウム又はカリウム、過塩素酸塩、ヘキサフルオロ燐酸、ビス（トリフルオロ
メタン）スルホン酸塩、ビス（トリフルオロメタン）スルホニルイミド、又はトリス（ト
リフルオロメタン）スルホニルメチドとが挙げられる。一般的に、有機溶媒中の電解質種
の濃度は、幾つかの実施形態では約０．１Ｍから約５Ｍの間、又は他の実施形態では約０
．５Ｍから約３Ｍの間の範囲である。
【００７３】
　有機電解質に使用される有機溶媒は、一般的に、高い誘電率を有する非プロトン有機溶
媒である。有機電解質に使用することができる例示的有機溶媒としては、炭酸アルキル（
例えば炭酸プロピレン、炭酸エチレン、炭酸ブチレン、炭酸ジメチル、炭酸ジエチル、炭
酸ジプロピル、炭酸メチルエチル、炭酸メチルブチル、炭酸メチルプロピル、炭酸エチル
プロピル、炭酸ブチルプロピル、１，２－炭酸ブチレン、２，３－炭酸ブチレン、１，２
－炭酸ペンテン、及び２，３－炭酸ペンテン）、ニトリル（例えばアセトニトリル、アク
リロニトリル、プロピオンニトリル、ブチロニトリル及びベンゾニトリル）、スルホキシ
ド（例えばジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキシド、エチルメチルスルホキシド、
及びベンジルメチルスルホキシド）、アミド（例えばホルムアミド、メチルホルムアミド
、及びジメチルホルムアミド）、ピロリドン（例えばＮ－メチルピロリドン）、ラクトン
（例えばγ－ブチロラクトン、γ－バレロラクトン、２－メチル－γ－ブチロラクトン、
及びアセチル－γ－ブチロラクトン）、燐酸トリエステル、ニトロメタン、エーテル（例
えば１，２－ジメトキシエタン、１，２－ジエトキシエタン、１，２－メトキシエトキシ
エタン、１，２－又は１，３－ジメトキシプロパン、１，２－又は１，３－ジエトキシプ
ロパン、１，２－又は１，３－エトキシメトキシプロパン、１，２－ジブトキシエタン、
テトラヒドロフラン、２－メチルテトラヒドロフラン及び他のアルキル、ジアルキル、ア
ルコキシ又はジアルコキシテトラヒドロフラン、１，４－ジオクサン、１，３－ジオキソ
ラン、１，４－ジオキソラン、２－メチル－１，３－ジオキソラン、４－メチル－１，３
－ジオキソラン、スルホラン、３－メチルスルホラン、メチルエーテル、エチルエーテル
、プロピルエーテル、ジエチレングリコールジアルキルエーテル、トリエチレングリコー
ルジアルキルエーテル、エチレングリコールジアルキルエーテル、及びテトラエチレング
リコールジアルキルエーテル）、エステル（例えばプロピオン酸メチル及びプロピオン酸
エチルなどのプロピオン酸アルキル、マロン酸ジエチルなどのマロン酸ジアルキル、酢酸
メチル及び酢酸エチルなどの酢酸アルキル、及び蟻酸メチル及び蟻酸エチルなどの蟻酸ア
ルキル）、及び無水マレイン酸が挙げられるが、これらに限定されない。また、所望に応
じて有機ゲルなどを使用することができる。
【００７４】
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　ある実施形態では、電解質は、例えばベンジルジメチルプロピルアンモニウム四塩化ア
ルミニウム、ベンジルジメチルアンモニウムイミド、重硫酸エチルメチルアンモニウム、
１－ブチル－３－テトラフルオロホウ酸メチルイミダゾリウム、又はテトラフルオロホウ
酸テトラエチルアンモニウムなどのイオン液とすることができる。上述の有機溶媒のいず
れも、任意選択でこのようなイオン液と組み合わせて使用することができる。
【００７５】
　本発明のスーパーキャパシタの実施形態のキャパシタンス値は、広範囲にわたって変え
ることができる。様々な実施形態では、キャパシタンスは、基材１グラム当たり約０．１
ファラドから約５０ファラドの間の範囲とすることができる。他の実施形態では、キャパ
シタンスは、基材１グラム当たり約１ファラドから約２５ファラドの間の範囲とすること
ができる。スーパーキャパシタのサイズ及びロール状構造の層数に応じて、合計キャパシ
タンスは、数千から数万ファラドとすることができる。また、本発明のスーパーキャパシ
タは、単独で使用するか、直列に積層することができる。直列で使用する場合、合計キャ
パシタンスを、さらに増加させることができる。
【００７６】
　図５は、コインプレス（coin press）のサンプルスーパーキャパシタ構造の概略図を示
す。このようなスーパーキャパシタ構造は、外部分７００と内部分７０１を接続してスー
パーキャパシタ７０２を形成することにより、本明細書で説明したスーパーキャパシタの
試験用に容易に準備することができる。図６は、本開示のスーパーキャパシタの例示的な
サイクリックボルタモグラムを示す。
【００７７】
　ある実施形態では、本明細書で説明する電気機器を準備するための装置を開示する。あ
る実施形態では、本明細書で説明する装置は、カーボン・ナノチューブ成長反応器、カー
ボン・ナノチューブ成長反応器の上流にある第１の繰り出しリール及び第２の繰り出しリ
ール、カーボン・ナノチューブ成長反応器の下流にある第３の繰り出しリール、及び巻き
取りリールを含む。第１の繰り出しリール及び第２の繰り出しリールは、カーボン・ナノ
チューブ成長反応器を通して第１の基材及び第２の基材を連続的に搬送して、カーボン・
ナノチューブを浸出するように、動作状態でカーボン・ナノチューブ成長反応器に結合す
る。第３の繰り出しリールは、第１の基材、第２の基材、及び第１の基材と第２の基材の
間に配置された第３の繰り出しリールの出力を含む層状構造を形成するように、動作状態
でカーボン・ナノチューブ成長反応器の出力に結合する。巻き取りリールは、層状構造を
中心軸の周囲に螺旋形態で巻き付けるように動作可能である。
【００７８】
　ある実施形態では、前記装置は、カーボン・ナノチューブ成長反応器の下流にあって、
動作状態でカーボン・ナノチューブ成長反応器の出力及び第３の繰り出しリールの出力に
結合する第４の繰り出しリールをさらに含み、したがって、第１の基材、第２の基材、第
３の繰り出しリールの出力、及び第４の繰り出しリールの出力を含む層状構造を形成する
。このような実施形態では、第３の繰り出しリールの出力は、第１の基材と第２の基材の
間に配置され、第２の基材は、層状構造の第３の繰り出しリールの出力と第４の繰り出し
リールの出力との間に配置される。層状構造の場合、第１の基材及び第２の基材は、既に
カーボン・ナノチューブ成長反応器を通って搬送され、カーボン・ナノチューブ成長状態
に晒されているので、浸出されたカーボン・ナノチューブを有する。
【００７９】
　本発明の装置の実施形態には、様々な他の任意選択の要素も含めることができる。ある
実施形態では、前記装置は、第３の繰り出しリールの下流に電解質塗布ステーションをさ
らに含む。ある実施形態では、前記装置は、カーボン・ナノチューブ成長反応器の上流に
触媒塗布ステーションをさらに含む。ある実施形態では、前記装置は、巻き取りリールの
上流に密封ステーションをさらに含む。ある実施形態では、これらの任意選択の要素がす
べて、本発明の装置内に存在する。他の実施形態では、任意選択の要素のうち１つ又は複
数のみが存在する。さらに、様々な任意選択の要素を、第４の繰り出しリールが存在する
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様々な実施形態と組み合わせて含めることができる。上記及び他の要素に関するさらなる
検討について、以下で説明する。
【００８０】
　図７は、本明細書で説明する電気機器の特定の実施形態を準備するのに使用される例示
的装置５００の概略図を示す。装置５００は、自身上に巻き付けられた第１の連続基材５
０３を含む第１の繰り出しリール５０１と、自身上に巻き付けられた第２の連続基材５０
４を含む第２の繰り出しリール５０２と、を含む。図７に示す実施形態では、第１の連続
基材５０３及び第２の連続基材５０４は、カーボン・ナノチューブを形成するように作用
可能な触媒（例えば触媒ナノ粒子）を連続基材５０３及び５０４上に付着する触媒塗布ス
テーション５１０を通過する。任意選択で、触媒塗布ステーション５１０を省略すること
ができ、連続基材５０３及び５０４は、第１の繰り出しリール５０１及び第２の繰り出し
リール５０２に巻き付けられる場合、既に触媒ナノ粒子を付着させておくことができる。
触媒塗布ステーション５１０を出た後、第１の連続基材５０３及び第２の連続基材５０４
は、カーボン・ナノチューブを浸出するためにカーボン・ナノチューブ成長反応器５２０
を通って搬送される。カーボン・ナノチューブ成長反応器のさらなる詳細について、以下
でさらに説明する。
【００８１】
　前記装置５００は、カーボン・ナノチューブ成長反応器５２０の下流に第３の繰り出し
リール５３０をさらに含む。図７に示す実施形態では、第３の繰り出しリール５３０は、
カーボン・ナノチューブ成長反応器の出力（例えば第１のカーボン・ナノチューブ浸出基
材５２１及び第２のカーボン・ナノチューブ浸出基材５２２）と組み合わされて自身上に
巻き付けられたセパレータ材料５３１を含む。第３の繰り出しリール５３０は、第１のカ
ーボン・ナノチューブ浸出基材５２１及び第２のカーボン・ナノチューブ浸出基材５２２
が、その間に配置されたセパレータ材料５３１とともに層状構造５３５を形成するように
構成される。ある実施形態では、層状構造５３５は、任意選択の電解質塗布ステーション
５４０内にある電解質容器内で形成することができる。別の実施形態では、電解質は、後
のステージで層状構造５３５が形成された後に、螺旋形態に巻き付ける前、又は巻き付け
た後に塗布することができる。
【００８２】
　層状構造５３５の形成後、これはその後、巻き取りリール５５０に巻き付けられて、前
に述べた実施形態による電極材料の螺旋形態を有する電気機器を生成する。巻き取りリー
ル５５０は、時計回り又は反時計回りに回転して、いずれかの方向に巻き付けられた螺旋
形態を生成することができる。
【００８３】
　巻き取りリール５５０に到着する前に、層状構造５３５は、任意選択の密封ステーショ
ン５４５を通過することができる。密封ステーション５４５は、層状構造５３５を一緒に
さらに圧縮するために、及び／又は、螺旋形態に巻き付けた場合に電極材料を電気的に隔
離するように層状構造５３５上に絶縁体材料を塗布するために、使用される。例えば、密
封ステーション５４５は、巻き取りリール５５０に到達する前に、層状構造５３５の第２
のカーボン・ナノチューブ浸出基材５２２上に絶縁体材料を塗布することができる。密封
ステーション５４５内で、任意選択の圧着動作も実行することができる。
【００８４】
　上述したように、電気的絶縁は、絶縁体材料を伴わない他の手段によって維持すること
もできる、又は絶縁体材料と組み合わせて使用することができる。例えば、本発明の装置
は、第１の電極材料の縁部と第２の電極材料の縁部とが電気機器内で相互にずれるように
構成することができる。さらに、装置は、図８に示し以下で説明するように、別のセパレ
ータ材料を電気機器に組み込む追加の繰り出しリールも含むことができる。
【００８５】
　図８は、絶縁体材料で螺旋形態を密封することなく電気的隔離を達成する本発明の電気
機器の別の実施形態を準備する例示的装置６００の概略図を示す。装置６００は、自身上
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に巻き付けられた第１の連続基材６０３を含む第１の繰り出しリール６０１と、自身上に
巻き付けられた第２の連続基材６０４を含む第２の繰り出しリール６０２と、任意選択の
触媒塗布ステーション６１０と、カーボン・ナノチューブ成長反応器６２０と、自身上に
巻き付けられた第１のセパレータ材料６３１を含む第３の繰り出しリール630と、任意選
択の電解質塗布ステーション６４０と、巻き取りリール６５０とを含み、これらの要素は
、図７に関して上述したものと同様である。これも図７と同様に、装置６００は、カーボ
ン・ナノチューブ成長反応器６２０から出力（例えば第１のカーボン・ナノチューブ浸出
基材６２１及び第２のカーボン・ナノチューブ浸出基材６２２）を生成する。
【００８６】
　装置６００は、自身上に巻き付けられた第２のセパレータ材料６６１を含む第４の繰り
出しリール６６０をさらに含む。図８に示すように、第４の繰り出しリール６６０の第２
のセパレータ材料６６１は、カーボン・ナノチューブ成長反応器６２０の出力（例えば第
１のカーボン・ナノチューブ浸出基材６２１及び第２のカーボン・ナノチューブ浸出基材
６２２）及び第３の繰り出しリール６３０の出力（例えば第１のセパレータ材料６３１）
と組み合わされて、層状構造６３５を形成する。層状構造６３５では、第２のカーボン・
ナノチューブ浸出基材６２２が第１のセパレータ材料６３１と第２のセパレータ材料６６
１との間に配置され、第１のセパレータ材料６３１が第１のカーボン・ナノチューブ浸出
基材６２１と第２のカーボン・ナノチューブ浸出基材６２２との間に配置される。すなわ
ち、装置６００は、電極材料とセパレータ材料との交互の層を含む層状構造を生成するよ
うに構成される。
【００８７】
　図７に関して説明したように、層状構造６３５は、任意選択の電解質塗布ステーション
６４０内の電解質容器内で形成することができる。別の実施形態では、電解質は、後のス
テージで層状構造６３５が形成された後に、巻き取りリール６５０上で螺旋形態に巻き付
ける前、又は巻き付けた後に塗布することができる。
【００８８】
　装置６００は、任意選択の圧着ステーション６４０も含むことができる。装置５００の
密封ステーション５４０とは異なり、圧着ステーション６００内では層状構造６３５に絶
縁体材料を付与する必要がない。何故なら、電解質材料が既に、相互に電気的に隔離され
るように構成されているからである。ある実施形態では、圧着ステーション６４０を使用
して、電極材料をセパレータ材料と一緒に圧着し、電気機器を螺旋形態に巻き付ける前に
さらにコンパクトな層状構造の形態を生成することができる。
【００８９】
　ある実施形態では、現在、説明している電気機器を作成する方法を、本明細書で説明す
る。ある実施形態では、前記電気機器を作成する方法は、上述した装置又はその様々な変
更を利用することができる。
【００９０】
　ある実施形態では、本明細書で説明する方法は、第１の基材に浸出された第１の複数の
カーボン・ナノチューブを含む第１の電極材料を提供するステップと、第２の基材に浸出
された第２の複数のカーボン・ナノチューブを含む第２の電極材料を提供するステップと
、第１の電極材料及び第２の電極材料を含む層状構造を形成するステップと、中心軸の周
囲に螺旋形態に層状構造を巻き付けるステップと、を含む。
【００９１】
　ある実施形態では、第１の電極材料及び第２の電極材料は、層状構造を形成プロセス及
び層状構造を巻き付けるプロセスと動作状態で結合される連続カーボン・ナノチューブ浸
出プロセスにより提供される。
【００９２】
　ある実施形態又は他の実施形態では、本明細書で説明する方法は、巻き取り可能な寸法
の第１の基材を第１の繰り出しリール上に、及び巻き取り可能な寸法の第２の基材を第２
の繰り出しリール上に提供するステップと、カーボン・ナノチューブを浸出するように、
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カーボン・ナノチューブ成長反応器に通して第１の基材及び第２の基材を搬送するステッ
プと、を含み、それにより、第１の基材に浸出された第１の複数のカーボン・ナノチュー
ブを含む第１の電極材料、及び第２の基材に浸出された第２の複数のカーボン・ナノチュ
ーブを含む第２の電極材料を形成し、さらに、第１の電極材料及び第２の電極材料を含む
層状構造を形成するステップと、層状構造を中心軸の周囲で螺旋形態に巻き付けるステッ
プと、を含む。ある実施形態では、これらの作業は、連続プロセスにて相互に動作状態に
結合される。
【００９３】
　ある実施形態又は他の実施形態では、本発明方法は、触媒ナノ粒子を第１の基材及び第
２の基材に塗布することをさらに含む。ある実施形態では、触媒ナノ粒子は、第１の繰り
出しリール及び第２の繰り出しリール上に配置する前に、第１の基材及び第２の基材に塗
布することができる。他の実施形態では、触媒ナノ粒子は、カーボン・ナノチューブ成長
反応器に入る前に、連続プロセスで第１の基材及び第２の基材に塗布することができる。
例えば、ある実施形態では、触媒ナノ粒子は、触媒ナノ粒子又はその前駆体の溶液又は懸
濁液を含む触媒塗布ステーション内で第１の基材及び第２の基材に塗布することができる
。
【００９４】
　本発明の方法のある実施形態では、層状構造は、第１の電極材料と第２の電極材料との
間に配置された第１のセパレータ材料をさらに含み、前記セパレータ材料は、電解質のイ
オンに対して透過性である。前記セパレータ材料は、電気機器が帯電状態にある場合は電
荷分離を維持することができ、電気機器が充電又は放電している場合は、電流の流れを可
能にする。
【００９５】
　ある実施形態では、本発明の方法は、層状構造を電解質に晒すことをさらに含む。ある
実施形態では、層状構造を電解質に曝露することは、層状構造を巻き付けて電気機器の螺
旋形態を形成する前に実行される。例えば、ある実施形態では、層状構造を形成すること
は、電解質容器内で実行することができる。巻き付ける前に層状構造を電解質に晒す場合
、本発明の方法は、巻き付ける前に層状構造を絶縁体材料で密封することをさらに含むこ
とができる。層状構造を絶縁体材料で密封することにより、その中に保持された電解質を
さらに効果的に閉じ込めることができる。別の実施形態では、層状構造を電解質に晒すこ
とは、巻き付けた後に実行することができる。ある実施形態では、巻き付けによって得ら
れた螺旋形態を電解質容器に浸漬することができる。他の実施形態では、螺旋形態は電解
質容器に部分的に浸漬することができる。いずれの場合も、毛管作用が、適正な導電性が
生じるための電極材料の十分な飽和を確実に行うために、螺旋形態の内部に確実に電解質
を浸透するようにすることができる。
【００９６】
　ある実施形態では、層状構造は、絶縁体材料をさらに含むことができ、絶縁体材料は、
第１のセパレータ材料と隣接していない。このような実施形態では、絶縁体材料は、電気
機器の螺旋形態において隣接する電極層を電気的に隔離する。ある実施形態では、絶縁体
材料は、層状構造の形成と同時に付与することができる。例えば、層状構造を形成するに
つれ、又は層状構造が形成された直後に、絶縁体材料を層状構造の第２の電極材料上に配
置することができる。非限定的実施形態では、絶縁体材料は、絶縁体材料を含む繰り出し
リールから層状構造に付与することができる。他の実施形態では、層状構造の形成後に、
別個の動作として絶縁体材料を層状構造に付与することができる。例えば、絶縁体材料の
付与は、密封ステーションの中で実行することができ、任意選択で圧着動作と組み合わせ
ることができる（図７参照）。ある実施形態では、本発明の方法は、図３Ｈに示すように
、電気機器の螺旋形態の最外面上に絶縁体材料を付与することをさらに含む。
【００９７】
　別の実施形態では、電気的分離は、層状構造に絶縁体材料を付与せずに維持することが
できる。上述したように、第２のセパレータ材料を層状構造に付与することにより、電気
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的分離を達成することもできる。ある実施形態では、層状構造は、第１のセパレータ材料
に隣接していない第２のセパレータ材料をさらに含む。すなわち、本発明の方法は、層状
構造の第２の電極材料上に第２のセパレータ材料を配置することをさらに含む。このよう
な実施形態では、螺旋形態の各電極材料は、第１又は第２のセパレータ材料のいずれかと
隣接し、それにより、その間に電気的隔離を提供する。
【００９８】
　本発明の方法のある実施形態では、第１の基材及び第２の基材は、巻き取り可能な寸法
である。すなわち、第１の基材及び第２の基材は、本発明の実施形態により連続プロセス
で電気機器に変換されるように操作可能である。ある実施形態では、第１の基材及び第２
の基材は、複数の連続繊維とすることができる。ある実施形態では、連続繊維は、導電性
とすることができる。例えば、ある実施形態では、連続繊維は、炭素繊維及び／又は金属
繊維とすることができる。本発明の方法のある実施形態では、第１の基材及び第２の基材
の形態には、例えば金属シート、金属箔、金属フィルム、グラファイトシート、グラファ
イトフィルム、連続繊維の織布シート、連続繊維の不織シート、連続繊維のプライ、連続
繊維のマット、連続繊維のリボン、及び／又は連続繊維のテープを含めることができる。
【００９９】
　本明細書で開示する実施形態は、同一出願人による同時係属の米国特許出願第１２／６
１１，０７３号、第１２／６１１，１０１号、第１２／６１１，１０３号及び第１２／９
３８，３２８号に記載された方法、又はその簡単な変更によって、容易に準備することが
できるカーボン・ナノチューブ浸出基材を利用でき、それぞれは、参照により全体を本明
細書に組み込むものとする。これらの同時係属特許出願で説明されたプロセスについて、
以下で簡単に説明する。これら同時係属特許出願は、連続繊維材料へのカーボン・ナノチ
ューブの浸出について説明しているが、そこで説明された方法は、任意のタイプのカーボ
ン・ナノチューブ浸出基材を提供するように容易に適応させることができる。以下の簡単
な説明は、連続繊維材料を対象としているが、説明される方法を型通りに変更する事によ
って、任意のタイプの連続基材を同様に準備できることを認識されたい。
【０１００】
　カーボン・ナノチューブを繊維材料に浸出するために、カーボン・ナノチューブを繊維
材料上で直接合成する。ある実施形態では、これは、最初にカーボン・ナノチューブ形成
触媒（例えば触媒ナノ粒子）を繊維材料上に付着させることによって遂行される。この触
媒付着の前に、幾つかの準備プロセスを実行することができる。
【０１０１】
　ある実施形態では、繊維材料を必要に応じてプラズマで処理して、触媒を受け入れるた
めの表面を作ることができる。例えば、プラズマ処理されたガラス繊維により、カーボン
・ナノチューブ形成触媒が付着する粗面化されたガラス繊維表面がもたらされる。また、
ある実施形態では、プラズマは、繊維表面を「浄化（clean）」する機能をも果たす。こ
のように繊維表面を「粗面化（roughing）」するためのプラズマプロセスにより、触媒の
付着は促進される。粗さ（roughness）は、通常、ナノメートルのスケールである。プラ
ズマ処理プロセスにおいて、深さ及び直径がナノメートル単位のクレーター又は窪みが形
成される。このような表面改質は、限定するものではないが、アルゴン、ヘリウム、酸素
、アンモニア、窒素及び水素など、種々の異なる１以上のあらゆるガスのプラズマを用い
ても達成される。
【０１０２】
　ある実施形態では、使用される繊維材料が、これに付随するサイジング剤を有する場合
、そのようなサイジング剤を触媒の付着前に必要に応じて除去してもよい。必要に応じて
、前記サイジング剤は触媒付着後に除去してもよい。ある実施形態では、サイジング剤の
除去は、カーボン・ナノチューブの合成中又は予熱工程におけるカーボン・ナノチューブ
の合成直前に行われる。他の実施形態では、サイジング剤の中には、カーボン・ナノチュ
ーブ合成プロセスの全体にわたって残存できるものもある。
【０１０３】
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　カーボン・ナノチューブ形成触媒（すなわち、触媒ナノ粒子）の付着前、又はこれと同
時に行われる更にもう１つの工程として、繊維材料上へのバリア・コーティングの塗布が
ある。バリア・コーティングは、例えば、炭素繊維、有機繊維、金属繊維など（例えば非
繊維質基材）のような繊細な繊維材料健全性を保護するために考えられた材料である。こ
のようなバリア・コーティングは、例えば、アルコキシシラン、アルモキサン、アルミナ
ナノ粒子、スピンオンガラス（spin on glass）及びガラスナノ粒子を挙げることができ
る。例えば、ある実施形態では、バリア・コーティングは、Ａｃｃｕｇｌａｓｓ（登録商
標）Ｔ－１１スピンオンガラス（Honeywell International Inc.、ニュージャージー州モ
リスタウン）である。１つの実施形態では、カーボン・ナノチューブ形成触媒は、未硬化
のバリア・コーティング材に加えられて、その後、共に繊維材料に塗布されてもよい。他
の実施形態では、バリア・コーティング材は、カーボン・ナノチューブ形成触媒の付着前
に繊維材料に加えられる。このような実施形態の場合、バリア・コーティングは、触媒の
付着前に部分的に硬化してよい。バリア・コーティング材は、後続のＣＶＤなどのカーボ
ン・ナノチューブ成長プロセスのための炭素原料ガスにカーボン・ナノチューブ形成触媒
を晒すことが十分に可能な薄さである。ある実施形態において、バリア・コーティングの
厚さは、カーボン・ナノチューブ形成触媒の有効径未満か、それに実質的に等しい。カー
ボン・ナノチューブ形成触媒及びバリア・コーティングが適切に配置されたなら、バリア
・コーティングを十分に硬化させることができる。ある実施形態において、バリア・コー
ティングの厚さは、触媒へのカーボン・ナノチューブ原料ガスのアクセスがまだ可能な限
りは、カーボン・ナノチューブ形成触媒の有効径よりも大きくてよい。このようなバリア
・コーティングは、カーボン・ナノチューブ形成触媒に対する炭素原料ガスのアクセスが
可能となる程度に十分多孔質であってよい。
【０１０４】
　ある実施形態では、バリア・コーティングの厚さは、約１０ｎｍから約１００ｎｍの間
の範囲である。他の実施形態では、バリア・コーティングの厚さは、４０ｎｍなど、約１
０ｎｍから約５０ｎｍの間の範囲である。ある実施形態では、バリア・コーティングの厚
さは、約１０ｎｍ未満であり、約１ｎｍ、約２ｎｍ、約３ｎｍ、約４ｎｍ、約５ｎｍ、約
６ｎｍ、約７ｎｍ、約８ｎｍ、約９ｎｍ、及び約１０ｎｍを含み、その間のすべての範囲
及び部分的な範囲を含む。
【０１０５】
　理論に拘束されるものではないが、バリア・コーティングは、繊維材料とカーボン・ナ
ノチューブの中間層として機能し、機械的に繊維材料へカーボン・ナノチューブを浸出す
る。バリア・コーティングを介したこのような機械的浸出は、カーボン・ナノチューブが
成長するための頑強なシステムを提供し、ここでは繊維材料がカーボン・ナノチューブを
組織化するための基盤として機能しながら、有益なカーボン・ナノチューブ特性を繊維材
料に与えられるようにする。さらに、バリア・コーティングを含むことの利点は、水分に
晒されることに起因した化学的損傷及び／又はカーボン・ナノチューブの成長を促進する
ために用いられる高温度での熱的損傷から、繊維材料を保護するという点にある。
【０１０６】
　以下でさらに説明するように、カーボン・ナノチューブ形成触媒は、遷移金属触媒ナノ
粒子の形でカーボン・ナノチューブ形成触媒を含む液体溶液として準備することができる
。合成されたカーボン・ナノチューブの直径は、上述したような遷移金属触媒ナノ粒子の
大きさに関連する。
【０１０７】
　カーボン・ナノチューブの合成は、高温で実行される化学蒸着（ＣＶＤ）プロセス又は
関連のカーボン・ナノチューブ成長プロセスに基づくものである。ある実施形態では、Ｃ
ＶＤをベースとした成長プロセスは、カーボン・ナノチューブ成長が、電界の方向に従う
ように、成長プロセス中に電界を提供することによってプラズマ助長することができる。
他の例示的なカーボン・ナノチューブ成長プロセスは、例えば、マイクロキャビティ、レ
ーザ・アブレーション、火炎合成、アーク放電、及び高圧一酸化炭素（ＨｉＰＣＯ）合成
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が挙げられる。具体的な温度は触媒の選択によるが、通常は約５００℃から約１０００℃
の範囲である。したがって、カーボン・ナノチューブの合成は、カーボン・ナノチューブ
の成長を支援するために、繊維材料を上述の範囲の温度に加熱することを含む。
【０１０８】
　ある実施形態では、触媒を含む繊維材料上でＣＶＤにより促進されるカーボン・ナノチ
ューブ成長が実行される。ＣＶＤプロセスは、例えばアセチレン、エチレン及び／又はエ
タノールなどのカーボン含有原料ガスによって促進することができる。カーボン・ナノチ
ューブ成長プロセスは、一般的に、１次キャリアガスとして不活性ガス（例えば窒素、ア
ルゴン及び／又はヘリウム）を使用する。カーボン含有原料ガスは、通常、混合物全体の
約０．１％から約１５％の間の範囲で供給される。ＣＶＤ成長のための実質的に不活性な
環境は、成長チャンバーから水分及び酸素を除去することによって準備することができる
。
【０１０９】
　カーボン・ナノチューブ成長プロセスにおいて、カーボン・ナノチューブは、カーボン
・ナノチューブの成長に作用する遷移金属触媒ナノ粒子のある場所で成長する。強プラズ
マ励起電界の存在を任意に用いて、カーボン・ナノチューブの成長に影響を与えることが
できる。すなわち、成長は、電界方向に従う傾向がある。プラズマ溶射及び電界の配置（
geometry）を適切に調節することにより、垂直配列の（すなわち、繊維材料の表面に対し
て垂直な）カーボン・ナノチューブを合成できる。特定の条件下では、プラズマがない場
合であっても、密集したカーボン・ナノチューブは成長方向を実質的に垂直に維持して、
結果として、カーペット（carpet）又はフォレスト（forest）に似た高密度配列のカーボ
ン・ナノチューブが生じる。
【０１１０】
　触媒付着プロセスに戻って、カーボン・ナノチューブ形成触媒は、繊維材料上にカーボ
ン・ナノチューブを成長させることを目的として、その上に触媒ナノ粒子の層（通常は単
分子層以内）を設けるために付着される。繊維材料上に触媒ナノ粒子を付着させる操作は
、例えば触媒ナノ粒子の溶液の溶射又はディップコーティングなどを含む幾つかの技術に
よって、又はプラズマプロセスによって起こる気相蒸着によって遂行することができる。
したがって、ある実施形態では、溶媒に触媒を含んだ溶液を形成した後、その溶液で繊維
材料をスプレー若しくは浸漬コーティングすることにより、又はスプレー及び浸漬コーテ
ィングを組み合わせることにより、触媒が塗布される。単独で或いは組み合わせて用いら
れるいずれかの手法は、１回、２回、３回、４回、或いは何回でも使用され、これにより
、カーボン・ナノチューブの形成に作用する触媒ナノ粒子が十分均一にコーティングされ
た繊維材料を提供することができる。例えば、浸漬コーティングが使用される場合、繊維
材料は、第１の浸漬槽において、第１の滞留時間、第１の浸漬槽内に置かれる。第２の浸
漬槽を使用する場合、繊維材料は、第２の滞留時間、第２の浸漬槽内に置かれる。例えば
、繊維材料は、浸漬の形態及びラインスピードに応じて約３秒～約９０秒の間、カーボン
・ナノチューブ形成触媒の溶液に晒される。スプレー又は浸漬コーティングを用いること
により、約５％未満から約８０％もの表面被覆率の触媒表面密度を有する繊維材料が得ら
れる。より高い表面密度（例えば、約８０％）の場合、カーボン・ナノチューブ形成触媒
ナノ粒子は実質的に単分子層である。ある実施形態において、繊維材料上にカーボン・ナ
ノチューブ形成触媒をコーティングするプロセスにより単分子層だけが生成される。例え
ば、積み重ねたカーボン・ナノチューブ形成触媒上におけるカーボン・ナノチューブ成長
は、カーボン・ナノチューブが繊維材料へ浸出する程度を低下させることがある。他の実
施形態において、遷移金属触媒ナノ粒子は、蒸着技術、電解析出技術、及び当業者に既知
の他のプロセス（例えば、遷移金属触媒を、有機金属、金属塩又は気相輸送を促進する他
の組成物として、プラズマ原料ガスへ添加することなど）を用いて繊維材料上に付着する
。
【０１１１】
　カーボン・ナノチューブ浸出繊維を製造するプロセスは、連続的になるよう設計されて
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いるので、巻き取り可能な繊維材料は、一連の槽で浸漬コーティングを施すことが可能で
あり、この場合、浸漬コーティング槽は空間的に分離されている。例えば、炉から新たに
形成されたガラス繊維など、新生繊維が新たに生成される連続プロセスにおいて、カーボ
ン・ナノチューブ形成触媒の浸漬又は溶射は、新たに形成された繊維材料を十分に冷却し
た後の第１ステップとすることができる。ある実施形態において、新たに形成されたガラ
ス繊維の冷却は、カーボン・ナノチューブ形成触媒粒子を分散させた冷却水の噴流で実施
される。
【０１１２】
　ある実施形態では、連続プロセスにおいて、繊維を生成してこれにカーボン・ナノチュ
ーブを浸出させる場合、サイジング剤を塗布する代わりに、カーボン・ナノチューブ形成
触媒を塗布することができる。他の実施形態では、カーボン・ナノチューブ形成触媒は、
他のサイジング剤の存在下で新たに形成された繊維材料に塗布される。このようなカーボ
ン・ナノチューブ形成触媒及び他のサイジング剤の同時塗布により、繊維材料と表面接触
したカーボン・ナノチューブ形成触媒を供給してカーボン・ナノチューブの浸出を確実に
することができる。また、別の実施形態では、繊維材料が十分に軟化した状態にある間、
例えば、焼きなまし温度近傍又はそれ未満の状態にある間に、カーボン・ナノチューブ形
成触媒を溶射又は浸漬コーティングにより新生繊維に塗布し、これにより、カーボン・ナ
ノチューブ形成触媒が繊維材料の表面に僅かに埋め込まれる。例えば、高温のガラス繊維
材料上にカーボン・ナノチューブ形成触媒を付着させる場合、ナノ粒子が溶融して結果的
にカーボン・ナノチューブの特性（例えば、直径）が制御不能とならないように、カーボ
ン・ナノチューブ形成触媒の融点を超えないように配慮する必要がある。
【０１１３】
　繊維材料に浸出されたカーボン・ナノチューブは、例えば、水分、酸化、摩耗、圧縮及
び／又は他の環境状態などを含む状態から繊維材料を保護する働きをすることができる。
この場合は、カーボン・ナノチューブ自体が、サイジング剤として作用することができる
。このようなカーボン・ナノチューブベースのサイジング剤は、従来のサイジング剤の代
わりに、又はそれに加えて繊維材料に塗布することができる。従来のサイジング剤が存在
する場合、それは、繊維材料上のカーボン・ナノチューブの浸出及び成長前に、又はその
後に塗布することができる。従来のサイジング剤は、タイプ及び機能が多種多様であり、
例えば、界面活性剤、帯電防止剤、潤滑剤、シロキサン、アルコキシシラン、アミノシラ
ン、シラン、シラノール、ポリビニルアルコール、デンプン、及びその混合物などが挙げ
られる。このような従来のサイジング剤は、カーボン・ナノチューブ自体を様々な状態か
ら保護するために、又はカーボン・ナノチューブが与えられていない繊維材料にさらなる
特性を伝えるために用いられる。ある実施形態では、カーボン・ナノチューブが成長する
前に、従来のサイジング剤を繊維材料から除去することができる。選択的に、従来のサイ
ジング剤を、カーボン・ナノチューブ又はカーボン・ナノチューブ成長状態との適合性が
さらに高い別の従来のサイジング剤と交換することができる。
【０１１４】
　カーボン・ナノチューブ形成触媒溶液は、任意のｄ‐ブロック遷移金属の遷移金属ナノ
粒子溶液であってよい。さらに、ナノ粒子は、元素形態及び塩形態のｄ‐ブロック金属か
らなる合金と非合金の混合物、並びにこれらの混合物を含むことができる。このような塩
形態としては、酸化物、炭化物、窒化物、酢酸塩、硝酸塩などが挙げられるが、これらに
限定されない。非限定的な例示的遷移金属ナノ粒子としては、例えば、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ
、Ｍｏ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ａｕ及びＡｇ、これらの塩及びこれらの混合物が挙げられる。多く
のナノ粒子遷移金属触媒が、例えば、Ferrotec Corporation（ニューハンプシャー州ベッ
ドフォード）などの様々な供給業者から市販されており容易に入手可能である。
【０１１５】
　繊維材料にカーボン・ナノチューブ形成触媒を塗布するために使用される触媒溶液は、
カーボン・ナノチューブ形成触媒が全域にわたって均一に分散可能な任意の一般的な溶媒
でもよい。このような溶媒としては、水、アセトン、ヘキサン、イソプロピルアルコール
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、トルエン、エタノール、メタノール、テトラヒドロフラン（ＴＨＦ）、シクロヘキサン
、又は自身内にカーボン・ナノチューブ形成触媒ナノ粒子の適切な分散を生成するために
極性が制御された任意の他の溶媒を挙げることができるが、これらに限定されない。触媒
溶液中におけるカーボン・ナノチューブ形成触媒の濃度は、触媒対溶媒で、約１：１から
約１：１０，０００の範囲とすることができる。
【０１１６】
　ある実施形態では、繊維材料にカーボン・ナノチューブ形成触媒を塗布した後、繊維材
料は、軟化温度まで任意に加熱される。この工程は、繊維材料の表面にカーボン・ナノチ
ューブ形成触媒を埋め込むのに役立ち、これにより、種成長（seeded growth）を促して
、先端の成長を防止することができ、触媒は、成長するカーボン・ナノチューブの先端縁
に浮遊（float）する。ある実施形態では、繊維材料上にカーボン・ナノチューブ形成触
媒を付着した後、繊維材料の加熱は、約５００℃から約１０００℃の間の温度とすること
ができる。カーボン・ナノチューブの成長のためにも用いられるこのような温度への加熱
により、繊維材料上にある既存のサイジング剤の除去が促進され、これにより、繊維材料
上にカーボン・ナノチューブ形成触媒を直接付着させることが可能となる。また、ある実
施形態では、カーボン・ナノチューブ形成触媒は、加熱前にサイジング剤のコーティング
表面上に配置することもできる。加熱工程は、カーボン・ナノチューブ形成触媒を繊維材
料表面上に付着させたままサイジング物質を除去するために用いられる。この温度での加
熱は、カーボン・ナノチューブ成長のための炭素原料ガスの導入前に、又はこれと実質的
に同時に実行することができる。
【０１１７】
　ある実施形態では、カーボン・ナノチューブを繊維材料に浸出させるプロセスは、繊維
材料からサイジング剤を除去すること、サイジング剤除去後にカーボン・ナノチューブ形
成触媒を繊維材料に塗布すること、繊維材料を少なくとも約５００℃まで加熱すること、
及び、繊維材料上にカーボン・ナノチューブを合成することを含む。ある実施形態では、
カーボン・ナノチューブ浸出プロセスの工程は、繊維材料からサイジング剤を除去するこ
と、繊維材料に対してカーボン・ナノチューブ形成触媒を塗布すること、カーボン・ナノ
チューブの合成温度まで繊維材料を加熱すること、及び、触媒を含有する繊維材料上へ炭
素プラズマを溶射することを含む。このように、市販のガラス繊維材料が使用される場合
、カーボン・ナノチューブ浸出繊維を構成するためのプロセスは、繊維材料上に触媒を配
置する前に、繊維材料からサイジング剤を除去する個別のステップを含む。なんらかの市
販のサイジング物質が存在する場合、カーボン・ナノチューブ形成触媒と繊維材料との面
接触を防止して、繊維材料に対するカーボン・ナノチューブの浸出を抑制することができ
る。ある実施形態において、カーボン・ナノチューブの成長条件下でサイジング剤を確実
に除去する場合には、サイジング剤の除去は、カーボン・ナノチューブ形成触媒付着後で
あって、炭素含有原料ガスの供給直前又は供給中に行われる。
【０１１８】
　カーボン・ナノチューブを合成する工程には、マイクロキャビティ（micro-cavity）、
熱又はプラズマ助長ＣＶＤ法、レーザ・アブレーション、アーク放電、火炎合成、及び高
圧一酸化炭素法（ＨｉＰＣＯ）といった、カーボン・ナノチューブを形成するための多数
の技術が挙げられるが、これらには限定されない。ＣＶＤ中、特に、カーボン・ナノチュ
ーブ形成触媒が付着したサイジング済み繊維材料を直接使用することができる。ある実施
形態では、従来のいかなるサイジング剤もカーボン・ナノチューブの合成中に除去するこ
とができる。ある実施形態では、他のサイジング剤は除去されないが、サイジング剤を介
した炭素原料ガスの拡散のため、繊維材料へのカーボン・ナノチューブの合成及び浸出を
妨げることはない。ある実施形態では、アセチレンガスをイオン化して、カーボン・ナノ
チューブ合成のための低温炭素プラズマジェットを生成することができる。プラズマは触
媒を含む繊維材料に向けられる。このように、ある実施形態では、繊維材料上におけるカ
ーボン・ナノチューブの合成には、（ａ）炭素プラズマを形成すること、及び（ｂ）繊維
材料上に配置された触媒に炭素プラズマを向けること、が含まれる。成長するカーボン・
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ナノチューブの直径は、カーボン・ナノチューブ形成触媒の大きさにより決定される。あ
る実施形態では、サイジングされた繊維材料は約５５０℃～約８００℃に加熱され、カー
ボン・ナノチューブの成長を促進する。カーボン・ナノチューブの成長を開始させるため
に、反応器には２つ以上のガス、すなわち、不活性キャリアガス（例えば、アルゴン、ヘ
リウム又は窒素）及び炭素含有原料ガス（例えば、アセチレン、エチレン、エタノール又
はメタン）が供給される。カーボン・ナノチューブは、カーボン・ナノチューブ形成触媒
のある場所で成長する。
【０１１９】
　ある実施形態では、ＣＶＤ成長プロセスはプラズマで助長される。プラズマは、成長プ
ロセス中に電界を与えることにより生成される。この条件下で成長するカーボン・ナノチ
ューブは電界方向に従う。したがって、反応器の配置を調節することにより、垂直配列の
カーボン・ナノチューブを、繊維材料の表面に対して実質的に垂直に成長させることがで
きる（すなわち、放射状成長）。ある実施形態では、繊維材料の周囲に放射状に成長させ
るために、プラズマは必要ではない。明確な面を有する、例えば、テープ、マット、織物
、パイルなどのような繊維材料の場合、カーボン・ナノチューブ形成触媒は、繊維材料の
片面又は両面に付着させることができる。それに応じて、このような条件下、カーボン・
ナノチューブもまた、繊維材料の片面又は両面に成長させることができる。
【０１２０】
　上述したように、カーボン・ナノチューブ合成は、巻き取り可能な繊維材料にカーボン
・ナノチューブを浸出させる連続プロセスを提供するのに十分な速度で行われる。以下に
例示されるように、このような連続的な合成は、多くの装置構成により容易になる。
【０１２１】
　ある実施形態では、カーボン・ナノチューブ浸出繊維材料を、「オール・プラズマ（al
l plasma）」プロセスで準備することができる。このような実施形態では、繊維材料は、
多くのプラズマ介在工程を通って、最終的なカーボン・ナノチューブ浸出繊維材料を形成
する。第１のプラズマプロセスには、繊維表面の改質工程が含まれる。これは、前述のよ
うに、繊維材料の表面を「粗面化（roughing）」して触媒の付着を容易にするためのプラ
ズマプロセスである。また前述のように、表面改質は、アルゴン、ヘリウム、酸素、アン
モニア、水素及び窒素を含むが、これらに限定されない種々の異なるガスの任意の１つ又
は複数のプラズマを用いて達成される。
【０１２２】
　表面改質後、繊維材料は触媒の塗布へと進む。本発明のオール・プラズマプロセスでは
、このステップは、繊維材料上にカーボン・ナノチューブ形成触媒を付着するためのプラ
ズマプロセスである。カーボン・ナノチューブ形成触媒は、前述のように、通常、遷移金
属である。遷移金属触媒は、例えば、磁性流体、有機金属、金属塩、これらの混合物、又
は気相輸送の促進に適した他のあらゆる組成物など、限定しない形態の前駆体としてプラ
ズマ原料ガスに添加され得る。カーボン・ナノチューブ形成触媒は、真空及び不活性雰囲
気のいずれも必要とはせず、周囲環境の室温で塗布可能である。ある実施形態では、繊維
材料は触媒の塗布前に冷却される。
【０１２３】
　オール・プラズマプロセスを継続して行うと、カーボン・ナノチューブの合成は、カー
ボン・ナノチューブ成長反応器内で起こる。カーボン・ナノチューブの成長は、プラズマ
助長化学蒸着を用いて実現されるが、この場合、炭素プラズマが触媒を含む繊維に溶射さ
れる。カーボン・ナノチューブの成長は、高温（触媒にもよるが、通常は約５００℃～約
１０００℃の範囲）で起こるので、触媒を含む繊維は、炭素プラズマに晒される前に加熱
される。カーボン・ナノチューブ浸出プロセスの場合、繊維材料は、軟化が始まるまで任
意に加熱することができる。加熱後、繊維材料は、炭素プラズマを受けられる状態になっ
ている。炭素プラズマは、例えば、炭素含有原料ガス、例えば、アセチレン、エチレン、
エタノールなどを、ガスのイオン化が可能な電界中に通すことにより生成される。この低
温炭素プラズマは、溶射ノズルにより繊維材料に向けられる。繊維材料は、プラズマを受
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けるために、例えば、溶射ノズルから約１センチメートル以内など、溶射ノズルに近接し
ていてもよい。ある実施形態では、加熱器は、繊維材料の上側のプラズマ溶射装置に配置
され、これにより繊維材料を高温に維持する。
【０１２４】
　連続的なカーボン・ナノチューブ合成の別の構成は、カーボン・ナノチューブを繊維材
料上に直接合成・成長させるための専用の矩形反応器を含む。その反応器は、カーボン・
ナノチューブ浸出繊維材料を生成するための連続的なインラインプロセス用に設計するこ
とができる。ある実施形態では、カーボン・ナノチューブは、ＣＶＤプロセスにより、大
気圧、かつ、約５５０℃から約８００℃の範囲の高温で、マルチゾーン反応器（multi-zo
ne reactor）内で成長する。カーボン・ナノチューブの合成が大気圧で起こるということ
は、繊維材料にカーボン・ナノチューブを浸出させるための連続処理ラインに反応器を組
み込むことを容易にする一因である。このようなゾーン反応器を用いた連続的なインライ
ン処理に合致する別の利点は、カーボン・ナノチューブの成長が、当該技術分野で標準的
な他の手法及び装置構成における数分（又はそれ以上）ではなく、数秒で起こるというこ
とである。
【０１２５】
　様々な実施形態によるカーボン・ナノチューブ合成反応器は、以下の特徴を含む。
【０１２６】
　（矩形構成の合成反応器）
　当該技術分野で既知の標準的なカーボン・ナノチューブ合成反応器は、横断面が円形で
ある。これには、例えば、歴史的理由（研究所では円筒状の反応器がよく用いられる）及
び利便性（流体力学は円筒状の反応器でモデル化すると容易になり、また、加熱器システ
ムは円管チューブ（石英など）に容易に対応する）、並びに製造の容易性などの多くの理
由がある。本開示は、従来の円筒形状に代えて、矩形横断面を有するカーボン・ナノチュ
ーブ合成反応器を提供する。変更の理由は以下の通りである。
【０１２７】
　１）反応器容積の非効率的な使用。反応器により処理される多くの繊維材料は相対的に
平面（例えば、平坦なテープ、シート状形態、或いは、開繊したトウ若しくはロービング
（roving）など）であるので、円形横断面では反応器の容積の使用が非効率的である。こ
の非効率的な結果、円筒状のカーボン・ナノチューブ合成反応器にはいくつかの欠点があ
る。例えば、ａ）十分なシステムパージの維持；反応器の容積が増大すれば、同レベルの
ガスパージを維持するためにガス流量の増大が必要となり、この結果、開放環境における
カーボン・ナノチューブを大量生産するには非効率的である。ｂ）炭素含有原料ガス流量
の増大；前記ａ）のように、システムパージのための不活性ガス流を相対的に増大させる
と、炭素含有原料ガス流量を増大させる必要がある。例示的な１２Ｋのガラス繊維ロービ
ングが、矩形横断面を有する合成反応器の全容積に対して約２０００分の１の容積である
とする。同等の円筒状反応器（すなわち、矩形横断面の反応器と同じ平坦化されたガラス
繊維材料を収容できるだけの幅を有する円筒状の反応器）では、ガラス繊維材料の容積は
、反応器の容積の約１７，５００分の１である。ＣＶＤなどのガス蒸着プロセス（gas de
position processes）は、通常、圧力及び温度だけで制御されるが、容積は蒸着の効率に
顕著な影響を与え得る。矩形反応器の場合、それでもなお余分な容積が存在し、この余剰
容積は無用の反応を促進する。しかしながら、円筒状反応器は、無用な反応の促進が可能
なその容積が約８倍もある。このように競合する反応が発生する機会がより大きいと、所
望の反応が有効に生じるには、円筒状反応器では一層遅くなってしまう。このようなカー
ボン・ナノチューブ成長の速度低下は、連続的な成長プロセスの進行にとって問題となる
。矩形反応器構成の別の利点は、矩形チャンバーの高さを更に低くすることで反応器の容
積が低減され、これにより容積比が改善され反応が更に効率的になるという点である。本
明細書に開示される実施形態の中には、矩形合成反応器の全容積が、合成反応器を通過中
の繊維材料の全容積に対して僅か約３０００倍にしか過ぎないものがある。更なる実施形
態の中には、矩形合成反応器の全容積が、合成反応器を通過中の繊維材料の全容積に対し
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て僅か約４０００倍にしか過ぎないものもある。さらに別の実施形態の中には、矩形合成
反応器の全容積が、合成反応器を通過中の繊維材料の全容積に対して約１０，０００倍未
満のものがある。加えて、円筒状反応器を使用した場合、矩形横断面を有する反応器と比
較すると、同じ流量比を提供するためには、より大量の炭素含有原料ガスが必要である点
に注目されたい。当然のことながら、他の実施形態の中には、矩形ではないがこれに比較
的類似しており、かつ、円形横断面を有する反応器に対して、反応器の容積を同様に低減
する多角形状で表される横断面を有する合成反応器がある。ｃ）問題のある温度分布；相
対的に小径の反応器を用いた場合、チャンバー中心からその壁面までの温度勾配はごく僅
かである。しかし、例えば、工業規模の生産に用いられるような場合などには、サイズの
増大に伴い、このような温度勾配は増加する。温度勾配は、繊維材料の全域で製品品質が
ばらつく（すなわち、製品品質が半径位置の関数として変化する）原因となる。この問題
は、矩形横断面を有する反応器を用いた場合に殆ど回避される。特に、平面的な基材が用
いられる場合、基材のサイズが大きくなったときに、反応器の高さを一定に維持すること
ができる。反応器の頂部と底部間の温度勾配は基本的にごく僅かであり、結果的に、生じ
る熱的な問題や製品品質のばらつきは回避される。
【０１２８】
　２）ガス導入。当該技術分野では、通常、管状炉が使用されているので、一般的なカー
ボン・ナノチューブ合成反応器は、ガスを一端に導入し、それを反応器に通して他端から
引き出している。本明細書に開示された実施形態の中には、ガスが、反応器の両側面又は
反応器の頂面及び底面のいずれかを通して対称に、反応器の中心又は目標成長ゾーン内に
導入されるものがある。これにより、流入する原料ガスがシステムの最も高温の部分、す
なわち、カーボン・ナノチューブの成長が最も活発な場所に、連続的に補充されるので、
全体的なカーボン・ナノチューブ成長速度が向上する。
【０１２９】
（ゾーン分け）
　比較的低温のパージゾーンを提供するチャンバーは、矩形合成反応器の両端から延びる
。出願人は、仮に高温ガスが外部環境（すなわち、矩形反応器の外部）と接触（mix）す
ると、繊維材料の劣化（degradation）が増加すると結論を下した。低温パージゾーンは
、内部システムと外部環境との間の緩衝部となる。当該技術分野で既知のカーボン・ナノ
チューブ合成反応器の構成では、通常、基材を慎重に（かつ緩やかに）冷却することが求
められる。本発明の矩形カーボン・ナノチューブ成長反応器の出口における低温パージゾ
ーンは、連続的なインライン処理に必要とされるような短時間の冷却を実現する。
【０１３０】
（非接触式ホットウォール型金属製反応器）
　ある実施形態では、金属製ホットウォール型（hot-walled）反応器（例えば、ステンレ
ス鋼）が用いられる。金属、特にステンレス鋼が炭素の付着（すなわち、煤及び副生成物
の形成）を受けやすいために、この種類の反応器の使用は、常識に反するようにも考えら
れる。したがって、大部分のカーボン・ナノチューブ合成反応器は、炭素の付着が殆どな
いため、また、石英は洗浄し易く、また試料の観察が容易であるため、石英から作られる
。しかしながら、出願人は、ステンレス鋼上における煤及び炭素付着物が増加することに
より、より着実で、効率的、高速、かつ、安定的なカーボン・ナノチューブ成長がもたら
されるということを発見した。理論に拘束されるものではないが、大気圧運転（atmosphe
ric operation）と連動して、反応器内で起こるＣＶＤプロセスでは拡散が制限されるこ
とが示されている。すなわち、カーボン・ナノチューブ形成触媒が「過剰供給（overfed
）」、つまり、過量の炭素が、（反応器が不完全真空下で運転している場合よりも）その
相対的に高い分圧により反応器システム内で得られる。結果として、開放システム（特に
清浄なシステム）では、過量の炭素がカーボン・ナノチューブ形成触媒の粒子に付着して
、カーボン・ナノチューブの合成能力を低下させる。ある実施形態では、反応器に「汚れ
が付いて（dirty）」いる、すなわち、金属反応器壁に煤が付着している状態の場合に、
矩形反応器を意図的に運転する。炭素が反応器壁上に単分子層で付着すると、炭素は容易
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にその上に付着する。得られる炭素の中には、このメカニズムにより「回収される（with
drawn）」ものがあるので、ラジカルの形で残っている炭素原料が、カーボン・ナノチュ
ーブ形成触媒を被毒させない速度でこの触媒と反応する。既存のシステムは「清浄に（cl
eanly）」運転するが、これは連続処理のために開放状態であれば、減速した成長速度で
、はるかに低い収率でしかカーボン・ナノチューブを生産できないことになる。
【０１３１】
　通常は、前述のようにカーボン・ナノチューブの合成を「汚れた」状態で実施するのは
有利であるが、それでも、装置の特定の部分（例えば、ガスマニフォールド及びガス入口
）は、煤が閉塞状態を引き起こした場合、カーボン・ナノチューブの成長プロセスに悪影
響を与える。この問題に対処するために、カーボン・ナノチューブ成長反応チャンバーの
このような部分を、例えば、シリカ、アルミナ又はＭｇＯなどの煤抑制コーティングで保
護してもよい。実際には、装置のこれらの部分は、これら煤抑制コーティングを、浸漬コ
ーティングすることができる。ＩＮＶＡＲ（登録商標）は、高温におけるコーティングの
適切な接着性を確実にする同様のＣＴＥ（熱膨張係数）を有し、重要なゾーンにおける煤
の著しい堆積を防止するので、ＩＮＶＡＲ（商標名）などの金属が、これらのコーティン
グ用に用いられる。
【０１３２】
（触媒還元及びカーボン・ナノチューブ合成の組合せ）
　本明細書に開示されたカーボン・ナノチューブ合成反応器において、触媒還元及びカー
ボン・ナノチューブ成長のいずれもが反応器内で起こる。還元工程が個別の動作として実
施されると、連続プロセスに用いるには十分タイムリーに行えなくなるため、このことは
重要である。当該技術分野において既知の標準的なプロセスにおいて、還元工程の実施に
は、通常１～１２時間かかる。本開示によれば、両方の動作は１つの反応器内で生じるが
、これは、少なくとも１つには、炭素含有原料ガスを導入するのが、円筒状反応器を用い
る当該技術分野では標準的となっている反応器の端部ではなく、中心部であることに起因
する。還元プロセスは、繊維材料が加熱ゾーンに入ったときに行われる。この時点に至る
までに、ガスには、（水素ラジカルの相互作用を介して）触媒を還元する前に、反応器壁
と反応して冷える時間があるということである。還元が起こるのはこの遷移領域である。
システム内で最も高温の等温ゾーンでカーボン・ナノチューブの成長は起こり、反応器の
中心近傍におけるガス入口の近位で最大の成長速度が生じる。
【０１３３】
　ある実施形態では、例えば、トウ又はロービングなど（例えば、ガラスロービング）、
緩くまとまった（loosely affiliated）繊維材料が使用される場合、連続プロセスには、
トウ又はロービングのストランド（strand）又はフィラメントを広げる工程が含まれる。
このように、トウ又はロービングは、広げられるときには、例えば、真空ベースの開繊シ
ステム（vacuum-based fiber spreading system）を用いて開繊される。例えば、サイジ
ングされて比較的堅いガラス繊維ロービングを使用する場合、ロービングを「軟化」して
繊維の開繊を容易にするために、更なる加熱を用いることができる。個々のフィラメント
を含んで構成される開繊繊維（spread fiber）は、フィラメントの全表面積を晒させるよ
う十分分離して開繊され、こうして後続の処理工程でロービングがより効率的に反応でき
るようにする。例えば、開繊トウ又は開繊ロービングは、前述のようにプラズマシステム
で構成される表面処理工程を経る。その後、粗面化された開繊繊維はカーボン・ナノチュ
ーブ形成触媒の浸漬槽を通過する。その結果、表面で放射状に分布した触媒粒子を有する
ガラスロービングの繊維となる。触媒を含んだロービングの繊維は、その後、前述のよう
に、例えば、矩形チャンバーなどの適切なカーボン・ナノチューブ成長チャンバーに入る
が、ここでは、大気圧ＣＶＤ又はプラズマＣＶＤプロセスを通る流れを用いて、毎秒数ミ
クロンの速度でカーボン・ナノチューブを合成する。ロービングの繊維は、こうして、そ
こに放射状に配列されたカーボン・ナノチューブを備えて、カーボン・ナノチューブ成長
反応器を出る。
【０１３４】
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　本発明の様々な実施形態の働きに実質的に影響を及ぼさない変更も、本明細書で提供す
る本発明の定義に含まれることを理解されたい。したがって、以下の実施例は本発明を例
示するものであり、それを限定するものではない。
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