
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属基板及び該金属基板に形成された炭素ナノチューブマトリックスを含む炭素ナノチ
ューブマトリックスであって、
　該金属基板と炭素ナノチューブマトリックスの間に 金属基板に されたシリコン
層を有することを特徴とする炭素ナノチューブマトリックス。
【請求項２】
　前記シリコン層は、厚さ数十ｎｍであることを特徴とする請求項１に記載の炭素ナノチ
ューブマトリックス。
【請求項３】
　前記金属基板 材料はタンタル、ニッケル、銀或はステンレス鋼であることを特徴とす
る請求項２に記載の炭素ナノチューブマトリックス。
【請求項４】
　（１）金属基板を提供するステップと、
　（２）該金属基板の表面にシリコン層を堆積するステップと、
　（３）該シリコン層の表面に触媒を堆積するステップと、
　（４）炭化水素ガスを導入して反応し、炭素ナノチューブマトリックスを成長するステ
ップと、
　を含むことを特徴とする炭素ナノチューブマトリックスの成長方法。
【請求項５】
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　前記ステップ（１）中の金属基板は、金属板 或は である
ことを特徴とする請求項４に記載の炭素ナノチューブマトリックスの成長方法。
【請求項６】
　前記金属基板 材料はニッケル或はステンレス鋼であり、前記金属電極 材料はタンタ
ル、ニッケル或は銀であることを特徴とする請求項５に記載の炭素ナノチューブマトリッ
クスの成長方法。
【請求項７】
　前記ステップ（２）中に、金属基板の表面にシリコン層を堆積する前に該金属基板を一
定の平滑性を有するように することを特徴とする請求項４に記載の炭素ナノチュ
ーブマトリックスの成長方法。
【請求項８】
　前記ステップ（３）中の触媒は鉄、コバルト、ニッケル或はその合金の一つであること
を特徴とする請求項４に記載の炭素ナノチューブマトリックスの成長方法。
【請求項９】
　前記ステップ（４）中に、炭化水素ガスを導入して反応する前に、空気雰囲気下、３０
０～４００℃間に触媒が堆積された基板を１０時間熱処理することを特徴とする請求項４
に記載の炭素ナノチューブマトリックスの成長方法。
【請求項１０】
　熱処理した後且つ炭化水素ガスを導入して反応する前に、保護ガスの雰囲気下、前記基
板を５００～７００℃間に することを特徴とする請求項９に記載の炭素ナノチューブ
マトリックスの成長方法。
【請求項１１】
　前記保護ガスは窒素、或は不活性ガスであることを特徴とする請求項１０に記載の炭素
ナノチューブマトリックスの成長方法。
【請求項１２】
　 した後且つ炭化水素ガスを導入する前に、前記触媒をナノオーダー粒子に還元させ
ることを特徴とする請求項１０に記載の炭素ナノチューブマトリックスの成長方法。
【請求項１３】
　前記ステップ（４）中に、導入する炭化水素ガスは、エチレン或はアセチレンであるこ
とを特徴とする請求項４に記載の炭素ナノチューブマトリックスの成長方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、炭素ナノチューブマトリックス及びその成長方法に関し、特別に直接に金属
基板に成長される炭素ナノチューブマトリックス及びその成長方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　炭素ナノチューブは、アーク放電法による産物中で１９９１年に飯島澄男氏により最初
に見出され、詳細が非特許文献１に開示されている。炭素ナノチューブは、優れた総合力
学性能を有していて、例えば、高弾性のヤング率、高引張りヤング率、低密度であり、及
び優れた電気、熱学及び吸蔵の性能を有していて、且つそのねじり方によって金属性或は
半導体性に変えることによって、ナノ電子工学、材料科学、生物学、及び化学などの領域
において重要な作用をするのを考えられていて、炭素ナノチューブマトリックス中の炭素
ナノチューブが整列しており、更に工業応用に適するものである。
【０００３】
　現在、整列的な炭素ナノチューブは主に化学気相成長法により備える。該化学気相成長
法は、主にナノオーダー遷移金属或はその酸化物を触媒として、より低い温度に炭化水素
ガスを熱分解して炭素ナノチューブマトリックスを備える。
【０００４】
　炭素ナノチューブマトリックスを電界放出ディスプレイ、電子銃、大パワー進行波管な
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どの装置に用いられるように、電界放出ディスプレイの格子アドレッシングは優れた導電
性を有し且つより強い電流を支持することができる電極を提供する必要があり、電子銃及
び大パワー進行波管などの装置の陰極も強い電流を維持することができる必要があり、こ
れによって、基底材料として金属材料を選ぶのが好ましいものである。
【０００５】
　しかし、現在、炭素ナノチューブマトリックスの支持材料としては多くの場合、シリコ
ン、ブラジル石或はガラスを基底としており、金属材料を基底とすることは少ない。その
理由は、通常金属材料が炭素ナノチューブマトリックスの成長環境を非常に防げ、例えば
、金属が触媒と合金に形成されて触媒を不活性化させ、或は金属本体の触媒作用により炭
化水素ガスを強く分解して炭素が堆積してしまうため、従って、炭素ナノチューブマトリ
ックスが正常に成長しないからである。
【０００６】
　従来の技術の炭素ナノチューブの取付け構造及びその取付け方法は、２０００年１月１
９日発行の特許文献１に開示されている。該取付け構造は金属基板及び炭素ナノチューブ
を含み、該炭素ナノチューブは金属基板に対して垂直する。該取付け方法は、まず、成長
した単層の炭素ナノチューブを分離し、浄化し、水ゾルに形成し、長時間に放置した後、
水溶液の異なった柱高に従って一定の長さの炭素ナノチューブを含む溶液を分離し、次に
、該分離した溶液中に脱イオン水を加え、炭素ナノチューブを遠心分離法或は浸り込み法
（ immerse）により清浄に金属基板の表面に取付けるものである。
【０００７】
　しかし、該取付け方法は直接に金属基板に炭素ナノチューブマトリックスを備えなく、
且つ該方法は、単層の炭素ナノチューブを分離し、浄化し、水ゾルに形成した後、さらに
１か月放置する必要があり、実際の工業応用に適さない。
【０００８】
　また、従来の技術はアルミニウム基板に炭素ナノチューブマトリックスを備える方法は
、 Ch. Emmeneggerなどにより実現され、詳細が非特許文献２に開示されている。該方法は
、アルミニウム基板上に Fe(NO3 )3を塗布し、熱処理により Fe(NO3 )3塗膜をナノオーダーの
Fe(NO3 )3粒子に形成し、炭化水素ガスと保護ガスとの混合ガスを導入し、炭素ナノチュー
ブマトリックスを成長させる。
【０００９】
　しかし、炭素ナノチューブマトリックスの支持材料において、通常金属材料は、炭素ナ
ノチューブマトリックスの成長環境を非常に防げ、例えば、金属が触媒と合金を形成して
触媒を不活性化し、或は金属本体の触媒作用により炭化水素ガスを強く分解して積炭が形
成されるため、炭素ナノチューブマトリックスは正常に成長しない。従って、該方法は金
属基板材料に対して大きい選択性を有し、アルミニウム、ニッケルなどの数種の材料のみ
を基板材料として使用されて、ナノ素子の広い応用には限界がある。
【特許文献１】中国公開第１２４１８１３ A号
【非特許文献１】「ヘリカル・マイクロチュービュル　オブ　グラフィティック・カーボ
ン（ Helical microtubules of graphitic carbon）」，ネイチャー（ Nature），（英国）
，１９９１年，第３５４巻， p.５６
【非特許文献２】「 Carbon nanotube synthetisized on metallic substrate」， Applied
 Surface Science，２０００年，第１６２～１６３巻， p.４５２～４５６
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、金属基板に直接に成長された工業応用に適する炭素ナノチューブマト
リックスを提供する。
【００１１】
　本発明の他の目的は、金属基板を選ぶ必要はなく且つ金属基板に炭素ナノチューブマト
リックスを直接に成長する方法を提供する。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　前記の目的を達成するため、本発明は一種の炭素ナノチューブマトリックスを提供し、
それは金属基板及び該金属基板に形成された炭素ナノチューブマトリックスを含み、該金
属基板と炭素ナノチューブのマトリックス間に該金属基板に堆積されたシリコン層を備え
る。
【００１３】
　前記の他の目的を達成するため、本発明は一種の炭素ナノチューブマトリックスの成長
方法を提供し、それは金属基板を提供し、該金属基板にシリコン層を堆積し、触媒を該シ
リコン層上に堆積し、炭化水素ガスを導入し、炭素ナノチューブマトリックスを成長する
。
【００１４】
　従来の技術に比べて、本発明は金属基板の表面にシリコン層が形成され、該シリコン層
上に触媒を堆積することによって、該金属基板と該触媒間の直接的な接続を避け、従って
該金属基板から炭素ナノチューブマトリックスの成長環境を防げるのを避け、例えば、金
属が触媒と合金に形成されて触媒を不活性化にさせるのを避け、金属本体の触媒作用によ
り炭化水素ガスを強く分解して積炭に形成するのを避け、且つ本発明中の炭素ナノチュー
ブマトリックスの成長条件はシリコンを基板として同じで、従って、金属基板に炭素ナノ
チューブマトリックスを直接に成長することを実現し、該基板材料としてマイクロ電子工
芸中に使用された金属材料を選び、且つ成長形状を防げなく、工業生産には実際的な意義
がある。
【００１５】
　従来の技術に比べて、本発明は金属基板の表面にシリコン層を形成し、該シリコン層に
炭素ナノチューブマトリックスを成長する触媒を堆積し、基板として金属材料を選ぶので
、導電性が更に強く、より強い電流が支持され、電界放出ディスプレイ、電子銃、大パワ
ー進行波管などの装置の電極として使用されるのが非常に適当し、且つ該金属基板は実際
応用に従って違う金属材料を選ばれ、ナノ素子方面の応用が更に広くなりました。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　図１を参照されたい。金属基板に炭素ナノチューブマトリックスを成長方法は下記のよ
うなステップを含み、
　ステップ１：金属基板を提供し、該金属基板は金属板 あるいは

であり、
　ステップ２：該金属基板に厚さ数１０ｎｍのシリコン層を堆積し、
　ステップ３：前記ステップ２中に形成されたシリコン層に厚さ数１０ｎｍの金属触媒層
を堆積し、
　ステップ４：前記ステップ３中に形成された基板を熱処理し、
　ステップ５：炭化水素ガス及び保護ガスの混合ガスを導入し、炭素ナノチューブを成長
する。
【００１７】
　次に、図示を結合して金属基板に炭素ナノチューブマトリックスを直接に成長する方法
を詳しく説明する。
【００１８】
　図２を参照されたい。まず、金属基板１１を提供し、該金属基板として金属板 或は

を選ぶ。該 は、一定の平整性（平滑性）を有するシリコン
、ブラジル石、ガラスなどの材料を選び、その上に電気めっき、マグネトロンスパッタリ
ングなどの方法により金属電極を形成する。前記金属基板或は金属電極の表面は機械

、或は電気化学 により一定の平整性に達する。
【００１９】
　理論上では、マイクロ電子用金属材料は全部で前記金属基板 材料及び金属電極 材料
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に用いられて、しかし、該金属基板 材料及び金属電極 材料は温度に対して以下の条件
を満足しなければならない、
　１、化学気相成長法の成長温度下で、該金属基板 材料及び金属電極 材料は熔化しな
い、
　２、化学気相成長法の成長温度下で、金属電極 材料は使用されている と共熔しな
い、
　３、室温から化学気相成長法の成長温度におけて、該金属電極 材料と使用されている

の熱膨張係数が近く、
　４、室温から化学気相成長法の成長温度におけて、該金属基板 材料及び金属電極 材
料は水素を吸蔵するので膨張、或は脆化しない。
【００２０】
　本発明は金属板 材料としてニッケル、或はステンレス鋼などを選び、金属電極 材料
としてタンタル、ニッケル、銀などを選ぶ。
【００２１】
　本発明は熱蒸発法或はビーム蒸発法により、前記金属基板１１の表面にシリコン遷移層
２１を堆積し、厚さ数１０ｎｍである。図４を参照されたい。ビーム蒸発、熱蒸発或はス
プラッシュ法によりシリコン層２１に金属触媒３１層を形成し、その厚さ数ｎｍ～数１０
ｎｍで、該金属触媒３１として鉄、コバルト、ニッケル或はその合金の一つを選び、本実
施例には、金属触媒３１として鉄を使用し、堆積厚さ５ｎｍである。
【００２２】
　空気の雰囲気下、３００～４００℃間に金属触媒３１が堆積された １１を１０時間
熱処理させ、金属触媒３１を酸化して触媒粒子３２に収縮し、図５に示すことがある。
【００２３】
　図６を参照されたい。熱処理した １１を反応皿中に取込み、一般に該反応皿はブラ
ジル石の反応皿であり、該反応皿を管状ブラジル石反応炉の中央反応室中に取込み、保護
ガスの雰囲気下で該反応炉を予定の温度に加熱し、該保護ガスとして不活性ガス或は窒素
を選び、本実施例としてアルゴンを使用し、該予定の温度は金属触媒３１に従って異なり
、本実施例は鉄を触媒とするので加熱範囲が５００～７００℃間であり、６５０℃程度が
好ましい。
【００２４】
　水素或はアンモニアガスの還元作用により触媒粒子３２をナノオーダーの触媒粒子（図
に示ず）（該ステップが状況に従って略することができる）。炭化水素ガスと保護ガスと
の混合ガスを導入し、５～３０分間に反応して炭素ナノチューブマトリックス５１を成長
し、該炭化水素ガスとしてエチレン或はアセチレンを選び、本実施例にはアセチレンを選
び、該保護ガスは不活性ガス或は窒素であり、本実施例にはアルゴンを保護ガスとするも
のである。
【００２５】
　前記炭素ナノチューブマトリックス５１中の炭素ナノチューブは整列し且つほぼ前記金
属基板に対して垂直に直立し、電界放出ディスプレイ、電子銃、大パワー進行波管などの
電子素子の陰極として使用するには非常に適する。
【００２６】
　また、前記反応室を真空状態にさせ、炭化水素ガスを導入して反応し、例えば、アセチ
レンを導入して反応し、炭素ナノチューブマトリックス５１を成長する。
【００２７】
　図７乃至図９を合せて参照されたい。図７は、シリコン にマグネトロンスパッタリ
ング法によるタンタル電極図案の SEMの写真図であり、図８は、図７中のタンタル電極図
案に本発明の方法による炭素ナノチューブマトリックスの SEMの写真図である。図９は、
電子銃のニッケル陰極に本発明の方法による炭素ナノチューブマトリックスの SEMの写真
図である。図に示したように、異なった金属基板に本発明の方法による炭素ナノチューブ
マトリックス中の炭素ナノチューブは整列し、且つほぼ該金属基板に対して垂直されるの
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が分かられる。
【００２８】
　前記は単なる本願におけるより好ましい実施例にすぎず、本発明の請求範囲を限定する
ものではない。本発明の技術を熟知している者が本考案の思想に基づきなしうる修飾或い
は変更は、いずれも本発明の請求範囲に属するものとする。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の金属基板に炭素ナノチューブマトリックスを直接に成長する方法の流れ
図である。
【図２】本発明の金属基板の概略構成図である。
【図３】本発明のシリコン層が堆積された金属基板の概略構成図である。
【図４】図３に示すシリコン層に触媒が堆積された金属基板の概略構成図である。
【図５】図４に示す金属基板を熱処理した後の概略構成図である。
【図６】本発明の方法による炭素ナノチューブマトリックスの概略構成図である。
【図７】本発明のシリコン にマグネトロンスパッタリング法によるタンタル電極図案
の SEMの写真図である。
【図８】図７に示すタンタル電極図案上に本発明の方法による炭素ナノチューブマトリッ
クスの SEMの写真図である。
【図９】電子銃のニッケル陰極に本発明の方法による炭素ナノチューブマトリックスの SE
Mの写真図である。
【符号の説明】
【００３０】
　１１　金属基板
　２１　シリコン層
　３１　金属触媒
　３２　触媒粒子
　５１　炭素ナノチューブマトリックス
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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