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(57)【要約】
組成物には、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）浸出セラ
ミック繊維材料が含まれ、ＣＮＴ浸出セラミック繊維材
料は、巻き取り可能な寸法のセラミック繊維材料と、セ
ラミック繊維材料に結合するカーボンナノチューブ（Ｃ
ＮＴｓ）と、を含む。ＣＮＴｓは、長さ及び分布が均一
である。連続的なＣＮＴ浸出プロセスには、（ａ）巻き
取り可能な寸法のセラミック繊維材料の表面にカーボン
ナノチューブ形成触媒を配置すること、及び（ｂ）セラ
ミック繊維材料上にカーボンナノチューブを合成し、こ
れにより、カーボンナノチューブ浸出セラミック繊維材
料を形成すること、が含まれる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　巻き取り可能な寸法のセラミック繊維材料と、
　前記セラミック繊維材料に結合するカーボンナノチューブと、
を含むカーボンナノチューブ浸出セラミック繊維材料を含んで構成され、
　前記カーボンナノチューブの長さ、及び前記カーボンナノチューブの分布が均一である
ことを特徴とする組成物。
【請求項２】
　前記セラミック繊維材料への結合は、前記セラミック繊維材料に対する前記カーボンナ
ノチューブの直接的な結合、前記カーボンナノチューブと前記セラミック繊維材料との間
に配置された遷移金属ナノ粒子触媒を介した間接的な結合、及びこれらを混合したもの、
から選択される結合モチーフを含んで構成されることを特徴とする請求項１に記載の組成
物。
【請求項３】
　前記カーボンナノチューブは、約１ミクロンから約５００ミクロンの長さを有すること
を特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項４】
　前記カーボンナノチューブは、約１ミクロンから約１０ミクロンの長さを有することを
特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項５】
　前記カーボンナノチューブは、約２０ミクロンから約１００ミクロンの長さを有するこ
とを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項６】
　前記カーボンナノチューブは、約１００ミクロンから約５００ミクロンの長さを有する
ことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項７】
　前記カーボンナノチューブの分布の均一性は、最大で１平方ミクロン当たり約１５，０
００までのナノチューブの密度により特徴付けられる請求項１に記載の組成物。
【請求項８】
　前記セラミック繊維材料は、セラミックフィラメント、光ファイバー、セラミックトウ
、セラミックヤーン、セラミックテープ、一方向セラミックテープ、セラミック繊維編組
、セラミックロービング、セラミックロービング織物、不織セラミック繊維マット、セラ
ミック繊維プライ、及び３次元織物構造体から選択されることを特徴とする請求項１に記
載の組成物。
【請求項９】
　前記セラミック繊維材料は、酸化物、炭化物、窒化物、及びケイ化物から選択されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項１０】
　前記セラミック繊維材料は、アルミナ又はジルコニアであることを特徴とする請求項１
に記載の組成物。
【請求項１１】
　前記セラミック繊維材料は、炭化ケイ素又は炭化ホウ素であることを特徴とする請求項
１に記載の組成物。
【請求項１２】
　前記カーボンナノチューブは、単層カーボンナノチューブ、２層カーボンナノチューブ
、多層カーボンナノチューブ、及びこれらを混合したもの、からなる群より選択されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項１３】
　前記カーボンナノチューブは、多層カーボンナノチューブであることを特徴とする請求
項１に記載の組成物。
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【請求項１４】
　界面活性剤、静電気防止剤、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、でんぷん、及びこれらを混合したもの、か
ら選択されるサイジング剤を更に含んで構成される請求項１に記載の組成物。
【請求項１５】
　前記サイジング剤は、シロキサンであることを特徴とする請求項１３に記載の組成物。
【請求項１６】
　前記サイジング剤は、シランであることを特徴とする請求項１３に記載の組成物。
【請求項１７】
　エポキシ、ポリエステル、ビニルエステル、ポリエーテルイミド、ポリエーテルケトン
ケトン、ポリフタルアミド、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイ
ミド、フェノールホルムアルデヒド、及びビスマレイミドから選択されるマトリックス材
を更に含んで構成される請求項１に記載の組成物。
【請求項１８】
　前記カーボンナノチューブ浸出セラミック繊維材料の電気抵抗率は、前記セラミック繊
維材料の電気抵抗率よりも低いことを特徴とする請求項１に記載の組成物。
【請求項１９】
　巻き取り可能な寸法のセラミック繊維材料の表面にカーボンナノチューブ形成触媒を配
置することと、
　前記セラミック繊維材料上にカーボンナノチューブを合成し、これにより、カーボンナ
ノチューブ浸出セラミック繊維材料を形成することと、
を含んで構成される連続的なカーボンナノチューブ浸出プロセス。
【請求項２０】
　前記連続的なカーボンナノチューブ浸出プロセスは、約５秒から約３００秒の材料滞留
時間を有することを特徴とする請求項１９に記載のプロセス。
【請求項２１】
　約５秒から約３０秒の材料滞留時間により、約１ミクロンから約１０ミクロンの長さを
有するカーボンナノチューブが生成されることを特徴とする請求項１９に記載のプロセス
。
【請求項２２】
　約３０秒から約１８０秒の材料滞留時間により、約１０ミクロンから約１００ミクロン
の長さを有するカーボンナノチューブが生成されることを特徴とする請求項１９に記載の
プロセス。
【請求項２３】
　約１８０秒から約３００秒の材料滞留時間により、約１００ミクロンから約５００ミク
ロンの長さを有するカーボンナノチューブが生成されることを特徴とする請求項１９に記
載のプロセス。
【請求項２４】
　複数の前記セラミック繊維材料が同時に前記プロセスに通されることを特徴とする請求
項１９に記載のプロセス。
【請求項２５】
　前記セラミック繊維材料上に前記触媒を配置する前に、前記セラミック繊維材料からサ
イジング材料を除去することを更に含んで構成される請求項１９に記載のプロセス。
【請求項２６】
　前記触媒は、鉄ベースのナノ粒子触媒であることを特徴とする請求項１９に記載のプロ
セス。
【請求項２７】
　前記セラミック繊維材料上に前記触媒を配置する工程には、前記セラミック繊維材料上
に対する溶液の、スプレー、浸漬コーティング、又は気相蒸着が含まれることを特徴とす
る請求項１９に記載のプロセス。
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【請求項２８】
　前記カーボンナノチューブを合成する工程がＣＶＤ成長を含んで構成されることを特徴
とする請求項１９に記載のプロセス。
【請求項２９】
　前記カーボンナノチューブ浸出セラミック繊維材料にサイジング剤を適用することを更
に含んで構成される請求項１９に記載のプロセス。
【請求項３０】
　前記カーボンナノチューブ浸出セラミック繊維材料にマトリックス材を適用することを
更に含んで構成される請求項１９に記載のプロセス。
【請求項３１】
　前記セラミック繊維材料の少なくとも１つの性質である第１性質を変化させるために選
択される第１の量の第１種カーボンナノチューブを前記セラミック繊維材料上に合成する
ことと、
　前記セラミック繊維材料の少なくとも１つの性質である第２性質を変化させるために選
択される第２の量の第２種カーボンナノチューブを前記セラミック繊維材料上に合成する
ことと、
を更に含んで構成される請求項１９に記載のプロセス。
【請求項３２】
　前記第１の量は前記第２の量と異なることを特徴とする請求項３１に記載のプロセス。
【請求項３３】
　前記第１の量は前記第２の量と同一であることを特徴とする請求項３１に記載のプロセ
ス。
【請求項３４】
　前記第１種カーボンナノチューブは前記第２種カーボンナノチューブと同一であること
を特徴とする請求項３１に記載のプロセス。
【請求項３５】
　前記第１種カーボンナノチューブは前記第２種カーボンナノチューブと異なることを特
徴とする請求項３１に記載のプロセス。
【請求項３６】
　前記第１性質は前記第２性質と同一であることを特徴とする請求項３１に記載のプロセ
ス。
【請求項３７】
　前記第１性質は前記第２性質と異なることを特徴とする請求項３１に記載のプロセス。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つの性質である第１性質、及び前記少なくとも１つの性質である第２
性質は、引張強度、ヤング率、せん断強度、剛性率、靭性、圧縮強度、圧縮係数、密度、
ＥＭ波吸収率又は反射率、音響透過率、電気伝導度、及び熱伝導度からなる群より独立に
選択されることを特徴とする請求項３１に記載のプロセス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は繊維材料に関し、より具体的に言えば、カーボンナノチューブで修飾されたセ
ラミック繊維材料に関する。
【０００２】
（関連出願の相互参照）
　本願は、２００７年１月３日出願の米国特許出願第１１／６１９，３２７号の一部継続
出願である。本願は、２００９年４月１０日出願の米国仮出願第６１／１６８，５１６号
、２００９年４月１４日出願の米国仮出願第６１／１６９，０５５号、２００９年２月２
７日出願の米国仮出願第６１／１５５，９３５号、２００９年３月３日出願の米国仮出願
第６１／１５７，０９６号、及び２００９年５月２９日出願の米国仮出願第６１／１８２
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，１５３号に基づいて優先権を主張するものであり、全体を参照することにより全内容が
本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００３】
　繊維材料は、例えば、商用航空産業、レクリエーション産業、工業及び運輸業など、多
種多様な産業で様々な用途に用いられる。これらの、及び他の用途に共通して用いられる
繊維材料には、例えば、セラミック繊維、セルロース系繊維、炭素繊維、金属繊維、セラ
ミック繊維及びアラミド繊維が含まれる。
【０００４】
　セラミック繊維は、特に、断熱用途、弾道保護用途、ジェットエンジンのタービンブレ
ードのような高性能用途、及びミサイルのノーズコーン（nose cone）に有用である。セ
ラミック複合材料における高い破壊靭性を実現するために、セラミック繊維とマトリック
ス材との間には強固な相互作用があるべきである。このような相互作用は、繊維サイジン
グ剤の使用により達成可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のサイジング剤の殆どは、それらが適用されるセラミック繊維材料
よりも界面強度が低い。結果として、サイジング剤強度及びその耐界面応力性が複合材料
全体の強度を決定する。このため、従来のサイジング剤を使用することにより、得られる
複合材料は、通常、セラミック繊維材料よりも強度が低くなる。
【０００６】
　前述のいくつかの問題に対処することに加え、セラミック繊維材料に好ましい特性を付
与するために、サイジング剤、及びこれをセラミック繊維材料にコーティングするプロセ
スを開発できれば有益である。本発明はこの必要性を満たし、関連する利点をも提供する
ものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ある態様において、本明細書に開示される実施形態は、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ
）が浸出したセラミック繊維材料を含む組成物に関し、ここでＣＮＴが浸出したセラミッ
ク繊維材料には、巻き取り可能な寸法のセラミック繊維材料、及びセラミック繊維材料に
結合するカーボンナノチューブ（ＣＮＴｓ）が含まれる。ＣＮＴｓは、長さと分布が均一
である。
【０００８】
　ある態様において、本明細書に開示される実施形態は、連続的なＣＮＴの浸出プロセス
に関し、これには、（ａ）巻き取り可能な寸法のセラミック繊維材料の表面にカーボンナ
ノチューブ形成触媒を配置すること、及び（ｂ）セラミック繊維材料上にカーボンナノチ
ューブを合成し、これにより、カーボンナノチューブ浸出セラミック繊維材料を形成する
こと、が含まれる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】ＣＮＴが浸出したセラミック繊維より採取された多層カーボンナノチューブの透
過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）画像を示す。
【図２】ＣＮＴが２ミクロンに近い均一な長さで浸出したアルミナ単繊維の走査型電子顕
微鏡（ＳＥＭ）画像を示す。
【図３】ＣＮＴがロービング（roving）全体にわたって約１０％以内の均一な密度で浸出
した複数のアルミナ繊維のＳＥＭ画像を示す。
【図４】ある実施形態による、ＣＮＴが浸出したセラミック繊維の形成方法のフローチャ
ートを示す。
【図５】熱的及び電気的伝導性の向上を目的として、連続プロセスでセラミック繊維材料
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にＣＮＴを浸出させる方法のフローチャートを示す。
【図６】例えば、せん断強度などの界面特性を含む機械的性質の向上を目的として、連続
プロセスでセラミック繊維材料にＣＮＴを浸出させる方法のフローチャートを示す。
【図７】引張強度の向上が要求される用途のために、連続プロセスでセラミック繊維にＣ
ＮＴを浸出させる方法のフローチャートを示し、ここで、そのシステムは後続の樹脂取り
込み及びワインディング（winding）プロセスと連結される。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本開示は、１つには、カーボンナノチューブ浸出（「ＣＮＴ浸出」）セラミック繊維材
料を対象にする。セラミック繊維材料に対するＣＮＴｓの浸出は、例えば、水分などによ
る損傷に対して保護するサイジング剤としてなど、数多くの機能を果たす。また、ＣＮＴ
ベースのサイジング剤は、複合材料におけるセラミックと疎水性マトリックス材との接点
としての役割も果たす。さらに、ＣＮＴｓは、セラミック繊維材料をコーティングするい
くつかのサイジング剤の１つとしても機能する。
【００１１】
　そのうえ、セラミック繊維材料でのＣＮＴｓの浸出により、セラミック繊維材料の様々
な性質（例えば、熱的若しくは電気的伝導性、又は引張強度など）を変化させることがで
きる。例えば、弾道保護用途に用いられるセラミックにとって、浸出したＣＮＴｓの存在
による靭性の向上は有益である。ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を製造するために用いら
れるプロセスは、略均一な長さ及び分布のＣＮＴｓを提供し、これにより、修飾されるセ
ラミック繊維材料全体にわたってその有用な性質を均一に付与する。さらに、本明細書に
開示されるプロセスは、巻き取り可能な寸法のＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を生成する
のに適している。
【００１２】
　また、本開示は、ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を製造するプロセスも対象にする。本
明細書に開示されるプロセスは、セラミック繊維材料に対する典型的なサイジング剤溶液
の適用の前に、あるいはこれに代えて、新たに生成される発生期のセラミック繊維材料に
適用可能である。あるいは、本明細書に開示されるプロセスは、工業用のセラミック繊維
材料（例えば、既に表面にサイジング剤が適用された、セラミック織物テープ（ceramic 
fabric tape））を利用し得る。このような実施形態において、サイジング剤は、セラミ
ック繊維材料と合成されたＣＮＴｓとの間の直接的な接点を提供するために除去される。
ＣＮＴ合成の後、更なるサイジング剤が、所望通りにセラミック繊維材料に適用される。
また、セラミックテープ及びセラミック織物は、例えば、ガラス繊維材料などの他の繊維
種を組み込むこともできる。本発明のプロセスは、同様にガラス繊維種に適用され、この
ようにして、複数の繊維種を有する複雑な高規則構造（high order structure）の機能化
が可能になる。
【００１３】
　本明細書に記載されるプロセスは、巻き取り可能な長さの、セラミックトウ（tow）、
セラミックロービング、セラミックヤーン（ceramic yarn）、セラミックテープ、セラミ
ック織物などに沿った、均一な長さ及び分布のカーボンナノチューブの連続的製造を可能
にする。様々なマット、織物、及び不織布などは本発明のプロセスにより機能化されるが
、元となるトウ、ヤーンなどをＣＮＴで機能化した後にこのような高規則構造を生成する
ことも可能である。例えば、ＣＮＴ浸出短ストランドマット（CNT-infused chopped stra
nd mat）は、ＣＮＴ浸出セラミック繊維ヤーンから生成され得る。
【００１４】
　本明細書において、用語「セラミック繊維材料」とは、基本的な構成成分としてセラミ
ック繊維を有するいかなる材料も指す。その用語には、繊維、フィラメント、ヤーン、ト
ウ、ロービング、テープ、織物及び不織布、パイル、マット、並びに、他の３次元織物構
造体が包含される。本明細書において、用語「セラミック」には、加熱作用とその後の冷
却作用により作製される、耐火物、及び／又は、工業的結晶質若しくは部分的結晶質の無
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機非金属固体のあらゆるものが包含される。当業者は、ガラスもセラミックの一種である
ことを認識できるが、ガラスは非晶質である。「非晶質」ということは、長範囲の結晶秩
序がないことを意味する。このため、ガラスも本明細書に記載されるプロセスに従って機
能化可能であるが、用語「セラミック繊維材料」は、本明細書において、特に、非晶質で
ない、酸化物、炭化物、ホウ化物、窒化物、ケイ化物などを指す。また、用語「セラミッ
ク繊維材料」には、当該技術分野において既知の玄武岩繊維材料も含まれるものとする。
【００１５】
　本明細書において、用語「巻き取り可能な寸法」とは、セラミック繊維材料が有する、
長さの限定されない少なくとも１つの寸法であり、セラミック繊維材料をスプール又はマ
ンドレルに保管しておくことが可能なものをさす。「巻き取り可能な寸法」のセラミック
繊維材料は、本明細書に記載されるＣＮＴ浸出のためのバッチ（batch）プロセス又は連
続プロセスのいずれかの使用を示す少なくとも１つの寸法を有する。市販されている巻き
取り可能な寸法の１つのセラミック繊維材料は、テックス値３３３（１テックス＝１ｇ／
１，０００ｍ）又は１５００ヤード／ポンドのアルミナケイ酸塩（alumina silicate）セ
ラミック繊維ロービングであるネクステル（登録商標）７２０～７５０（３Ｍ社、ミネソ
タ州セントポール）で例示される。特に、工業用のセラミック繊維ロービングは、例えば
、５、１０、２０、５０、及び１００ポンドのスプールで得られる。本発明のプロセスは
、５～２０ポンドのスプールで容易に稼動するが、より大きなスプールも使用可能である
。さらに、非常に大きい巻き取り可能な長さ（例えば、１００ポンド）を分割して、例え
ば、５０ポンドのスプールなど取り扱いの容易な寸法にする前処理工程を組み込むことが
できる。
【００１６】
　本明細書において、用語「カーボンナノチューブ」（ＣＮＴ、複数でＣＮＴｓ）とは、
単層カーボンナノチューブ（ＳＷＮＴｓ）、２層カーボンナノチューブ（ＤＷＮＴｓ）、
多層カーボンナノチューブ（ＭＷＮＴｓ）など、多数のフラーレン族のうち円筒形状炭素
同素体のあらゆるものをさす。ＣＮＴｓは、フラーレンのような構造体により閉塞される
か、又は両端が開口していてもよい。ＣＮＴｓには、他の物質を封入するものが含まれる
。
【００１７】
　本明細書において、「長さが均一」という場合、反応器において成長するＣＮＴｓの長
さについて言及するものである。「均一な長さ」は、約１ミクロンから約５００ミクロン
の様々なＣＮＴ長さに関して、ＣＮＴｓが、ＣＮＴの全長について±約２０％またはそれ
未満の許容誤差を伴う長さを有することを意味する。例えば、１～４ミクロンなどの極め
て短い長さでは、この誤差は、ＣＮＴの全長について±約２０％から、±約１ミクロンま
での範囲、すなわち、ＣＮＴの全長の約２０％よりも若干大きくなる。ＣＮＴの長さの均
一性は、あらゆる長さの巻き取り可能なセラミック繊維材料全体にわたって得られるが、
本発明のプロセスは、巻き取り可能なセラミック繊維材料のあらゆる場所の個々の区域に
おいて、ＣＮＴの長さを変化させることも可能にする。このため、例えば、巻き取り可能
な長さのセラミック繊維材料は、各区域内で均一なＣＮＴ長さを有し、区域毎に所望のＣ
ＮＴ長さとすることができる。このようなＣＮＴの長さが異なる区域はいかなる順序でも
現れ、ＣＮＴｓの欠如した区域を選択的に含めることも可能である。このようなＣＮＴ長
さの制御は、本処理のラインスピード、キャリアガス及び炭素原料ガスの流量、及び反応
温度を変化させることで可能となる。プロセスにおけるこれらの変量は全て、コンピュー
タ制御により自動化され管理され得る。
【００１８】
　本明細書において、「分布が均一」とは、セラミック繊維材料上におけるＣＮＴｓの密
度が不変であることをいう。「均一な分布」は、ＣＮＴｓで覆われる繊維の表面積の割合
として定義される被覆率の誤差が±約１０％となる場合のセラミック繊維材料上の密度を
ＣＮＴｓが備えていることを意味する。これは、直径８ｎｍの５層ＣＮＴでは、１平方マ
イクロメートル当たり±１５００のＣＮＴｓに相当する。この形状ではＣＮＴｓの内部空
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間を充填可能と仮定している。
【００１９】
　本明細書において、用語「浸出する」とは結合することを意味し、用語「浸出」とは、
結合プロセスを意味する。このような結合には、直接的な共有結合、イオン結合、π－π
相互作用又はファンデルワールス力の介在した物理吸着が包含され得る。結合は、ＣＮＴ
ｓとセラミック繊維材料との間に挟まれて配置される遷移金属ナノ粒子を介してセラミッ
ク繊維に浸出する間接的なものであってもよい。本明細書に開示されるＣＮＴ浸出セラミ
ック繊維材料において、カーボンナノチューブは、前述のように、直接的にも間接的にも
セラミック繊維材料に浸出可能である。ＣＮＴがセラミック繊維材料に浸出する態様は、
結合モチーフ（bonding motif）と呼ばれる。
【００２０】
　本明細書において、用語「遷移金属」とは、周期表のｄブロック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」には、遷移金属ベースの塩形態（例えば、
酸化物、炭化物、窒化物など）も含まれる。
【００２１】
　本明細書において、用語「ナノ粒子」若しくはＮＰ（複数ではＮＰｓ）、又はその文法
的な同等物とは、相当球径で約０．１～約１００ナノメートルの大きさに形成された粒子
をいうが、ＮＰｓは球形である必要はない。遷移金属ＮＰｓは、特に、セラミック繊維材
料における更なるＣＮＴ成長の触媒として機能する。
【００２２】
　本明細書において、用語「サイジング剤（sizing agent）」、「繊維サイジング剤」、
又は単に「サイジング（sizing）」とは、セラミック繊維の健全性を保護し、複合材料に
おけるセラミック繊維とマトリックス材との間の界面相互作用を強化し、及び／又は、セ
ラミック繊維の特定の物理的性質を変化させる又は高めるためのコーティングとして、セ
ラミック繊維の製造に用いられる材料を総称するものである。ある実施形態において、セ
ラミック繊維材料に浸出するＣＮＴｓはサイジング剤として作用する。
【００２３】
　本明細書において、用語「マトリックス材」とは、サイジングされた（sized）ＣＮＴ
浸出セラミック繊維材料をランダム配向などの特定の配向性で組織化する機能を果たすバ
ルク材をいう。ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料の有する物理的及び／又は化学的性質のあ
る部分をマトリックス材に付与することにより、マトリックス材にとってＣＮＴ浸出セラ
ミック繊維材料の存在は有益となる。
【００２４】
　本明細書において、用語「材料滞留時間」とは、巻き取り可能な寸法のガラス繊維材料
に沿った各ポイントが、本明細書に記載されるＣＮＴ浸出プロセスの間、ＣＮＴの成長状
態にさらされる時間をいう。この定義には、複数のＣＮＴ成長チャンバーを用いる場合の
材料残留時間が含まれる。
【００２５】
　本明細書において、用語「ラインスピード」とは、本明細書に記載されるＣＮＴ浸出プ
ロセスにより、巻き取り可能な寸法のガラス繊維材料を供給できるスピードをいい、この
場合、ラインスピードは、（１つの又は複数の）ＣＮＴチャンバー長を材料残留時間で除
して算出される速度である。
【００２６】
　ある実施形態において、本発明は、カーボンナノチューブ（ＣＮＴ）浸出セラミック繊
維材料を含む組成物を提供する。ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料には、巻き取り可能な寸
法のセラミック繊維材料と、セラミック繊維材料に結合するカーボンナノチューブ（ＣＮ
Ｔｓ）と、が含まれる。セラミック繊維材料に対する結合は、例えば、セラミック繊維材
料に対するＣＮＴｓの直接的な結合、ＣＮＴｓとセラミック繊維材料との間に配置された
遷移金属ナノ粒子を介した間接的な結合、及びこれらの組み合わせなどの結合モチーフが
含まれる。
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【００２７】
　理論に拘束されるものではないが、ＣＮＴ形成触媒として機能する遷移金属ナノ粒子は
、ＣＮＴ成長の種結晶構造体を形成することによりＣＮＴ成長に触媒作用を及ぼす。ＣＮ
Ｔ形成触媒は、ＣＮＴ合成がＣＮＴ成長の最前線に沿って進展するＣＮＴ合成の間、「浮
上する（float）」ことができ、これによりＣＮＴ形成触媒は、ＣＮＴ合成が終了したと
きに、セラミック繊維材料から遠位のＣＮＴ末端に残留する。このような場合において、
ＣＮＴ構造体はセラミック繊維材料に直接浸出する。同様に、ＣＮＴ形成触媒が「浮上す
る」がＣＮＴの完成構造体の中間に出現する場合もあり、これは、触媒による成長速度を
上回る、触媒によらない種結晶成長の速度によるものである。しかし、その結果生じるＣ
ＮＴ浸出はセラミック繊維材料に直接起こる。最後に、ＣＮＴ形成触媒がセラミック繊維
材料の基部にとどまって浸出したままの場合もある。このような場合、遷移金属ナノ粒子
触媒により最初に形成される種結晶構造体は、「浮上（floating）」する触媒がなくても
、触媒によらないＣＮＴ成長を継続する上で十分である。当業者であれば、ＣＮＴ形成触
媒が「浮上する」か否かの制御が可能なＣＮＴ成長プロセスの重要性を認識するであろう
。例えば、触媒が略全て「浮上」している場合、ＣＮＴ形成遷移金属触媒は、ＣＮＴの合
成後、セラミック繊維材料へのＣＮＴｓの浸出に影響を及ぼすことなく任意に除去可能で
ある。カーボンナノチューブとセラミック繊維材料との間に形成される実際の結合の種類
にかかわらず、浸出したＣＮＴの直接的又は間接的な結合は強固であり、この結合により
、ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料がカーボンナノチューブの性質及び／又は特性を示すこ
とができるようになる。
【００２８】
　ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を有する組成物は、ＣＮＴｓが略均一な長さで提供され
る。本明細書に記載される連続プロセスの場合、ＣＮＴ成長チャンバーにおけるセラミッ
ク繊維材料の滞留時間は調節されて、ＣＮＴの成長、及び最終的にはＣＮＴの長さを制御
する。これにより、成長するＣＮＴｓの特定の性質を制御する手段が提供される。また、
ＣＮＴの長さは、炭素原料ガス及びキャリアガスの流量並びに成長温度の調節によっても
制御される。ＣＮＴの性質の更なる制御は、例えば、ＣＮＴｓを作製するために用いられ
る触媒のサイズを制御することにより可能となる。例えば、１ｎｍの遷移金属ナノ粒子触
媒は、特にＳＷＮＴｓを提供するために用いられる。より大きな触媒は、主にＭＷＮＴｓ
を作製するために用いられる。
【００２９】
　さらに、用いられるＣＮＴ成長プロセスは、前もって形成されたＣＮＴｓを溶媒溶液中
に懸濁又は拡散してセラミック繊維材料に手作業で塗布するプロセスで起こるＣＮＴｓの
束化（bundling）及び／又は凝集を回避しつつ、セラミック繊維材料に均一に分布したＣ
ＮＴｓを有するＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を提供する上で有用である。このように凝
集したＣＮＴｓは、セラミック繊維材料に弱く結合する傾向にあり、特徴的なＣＮＴの性
質は、仮に結合したとしても、かすかにしか現れない。ある実施形態において、パーセン
ト被覆率（percent coverage）、すなわち被覆された繊維の表面積として表される最大分
布密度は、直径約８ｎｍの５層ＣＮＴｓを想定すると、約５５％もの高率となる。この被
覆率は、ＣＮＴｓの内部空間を「充填可能な（fillable）」空間とみなして算出される。
様々な分布／密度の値は、表面における触媒の拡散を変化させるとともにガス組成、プロ
セス速度、及び成長温度を制御することにより達成できる。一般的に、あるパラメータに
関しては、全繊維表面で約１０％以内のパーセント被覆率が達成される。密度が高くなり
ＣＮＴｓが短くなると、機械的性質の向上に有用となるのに対し、密度の増大が好ましい
ことに変わりはないが、密度が低くなりＣＮＴｓが長くなると、熱的性質及び電気的性質
の向上に有用となる。密度が低くなるのは、より長いＣＮＴｓが成長したときであるが、
これは、触媒の粒子収量を低下させる高温かつ急速な成長によるものである。
【００３０】
　ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を有する本発明の組成物には、例えば、セラミックフィ
ラメントなどのセラミック繊維材料、セラミックトウ、セラミックヤーン、セラミックロ
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ービング、セラミックテープ、セラミック繊維編組（ceramic fiber-braid）、一方向織
物及びテープ、光ファイバー、セラミックロービング織物、不織セラミック繊維マット、
セラミック繊維プライ、並びに３次元織物が含まれる。セラミックフィラメントには、約
１ミクロンから約５０ミクロンに及ぶ直径を有する高アスペクト比のセラミック素繊維が
含まれる。セラミックトウは、一般的にフィラメントを密に結合した束（bundle）であり
、通常は撚り合わされてヤーンとなる。また、セラミックトウは、テープ様構造体に平坦
化することもできる。
【００３１】
　ヤーンには、撚り合わされたフィラメントを密に結合した束（bundle）が含まれる。ヤ
ーンにおける各フィラメントの直径は、比較的均一である。ヤーンには、「テックス（te
x）」（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（d
enier）」（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
重量があるが、標準的なテックス範囲は、通常、約５０テックスから約１２００テックス
までである。ロービングには、撚り合わされていないフィラメントを緩く結合した束が含
まれる。ヤーンと同様に、ロービングにおけるフィラメントの直径は、概して均一である
。また、ロービングにも様々な重量があり、テックス範囲は、通常、約５０テックスから
約１２００テックスである。
【００３２】
　セラミックテープ（又はより広いシート）は、溶融セラミックから直接引き出され、あ
るいは織物として組まれる材料である。セラミックテープは様々な幅をもち、通常、リボ
ン類似の両面構造体である。本発明のプロセスでは、テープの片面又は両面におけるＣＮ
Ｔ浸出に対応できる。ＣＮＴ浸出テープは、平坦な基材表面上の「カーペット（carpet）
」又は「フォーレスト（forest）」に似ている。さらに、本発明のプロセスは、巻き取り
テープを機能化するために連続モードで行われる。
【００３３】
　セラミック繊維編組は、セラミック繊維が高密度に詰め込まれたロープ様構造体を示す
。このような構造体は、例えば、ヤーンから組まれる。編組構造体は中空部分を含むか、
あるいは、別のコア材料の周囲に組まれてよい。
【００３４】
　ある実施形態において、多数の基礎的なセラミック繊維材料の構造体は、織物又はシー
ト様構造体に組織化される。これらには、前述のテープに加えて、例えば、セラミックロ
ービング織物、不織セラミック繊維マット、及びセラミック繊維プライが含まれる。この
ような高規則構造は、元となるトウ、ヤーン、ロービング、フィラメントなどから、これ
ら元となる繊維にＣＮＴｓが既に浸出した状態で組まれてよい。あるいは、このような構
造体は、本明細書に記載されたＣＮＴ浸出プロセスのための基材として機能する。
【００３５】
　セラミック繊維材料に用いられるセラミック種はいかなる種類であってよく、例えば、
酸化物（アルミナ及びジルコニアなど）、炭化物（炭化ホウ素、炭化ケイ素、及び炭化タ
ングステンなど）、並びに、窒化物（窒化ホウ素及び窒化ケイ素など）などがある。他の
セラミック繊維材料には、例えば、ホウ化物及びケイ化物が含まれる。セラミック繊維材
料は、他の繊維種を備えた複合材料として生じてもよい。例えば、ガラス繊維も組み込む
織物様のセラミック繊維材料が一般的である。
【００３６】
　セラミック繊維材料への浸出に有用なＣＮＴｓには、単層ＣＮＴｓ、２層ＣＮＴｓ、多
層ＣＮＴｓ、及びこれらを混合したものが含まれる。用いるべきＣＮＴｓは、正確には、
ＣＮＴ浸出セラミック繊維の用途によって決まる。ＣＮＴｓは、熱的及び／又は電気的伝
導の用途に、あるいは、絶縁体として用いられる。ある実施形態において、浸出したカー
ボンナノチューブは、単層ナノチューブである。ある実施形態において、浸出したカーボ
ンナノチューブは、多層ナノチューブである。ある実施形態において、浸出したカーボン
ナノチューブは、単層ナノチューブと多層ナノチューブの組み合わせである。単層及び多
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層ナノチューブに特有の性質には、繊維の最終用途のために、どちらのナノチューブを合
成するかを決定付ける相違がある。例えば、単層ナノチューブは半導体的又は金属的であ
る一方、多層ナノチューブは金属的である。
【００３７】
　ＣＮＴｓは、例えば、機械的強度、低～中程度の電気抵抗率、高熱伝導性などの特有の
性質をＣＮＴ浸出セラミック繊維材料に与える。例えば、ある実施形態において、カーボ
ンナノチューブ浸出セラミック繊維材料の電気抵抗率は、元となるセラミック繊維材料の
電気抵抗率よりも低い。より一般的に言えば、得られるＣＮＴ浸出繊維がこれらの特徴を
示す程度は、カーボンナノチューブによるセラミック繊維被覆の程度及び密度に依存する
。直径８ｎｍの５層ＭＷＮＴを想定すると、繊維の０～５５％のあらゆる繊維表面積が被
覆される（この計算においてもＣＮＴｓの内部空間を充填可能とみなしている）。この数
字は、ＣＮＴｓの直径が小さくなると低くなり、ＣＮＴｓの直径が大きくなると高くなる
。５５％の表面積被覆率は、１μｍ2当たり約１５，０００のＣＮＴｓに相当する。さら
に、ＣＮＴの性質は、前述のように、ＣＮＴの長さに依存する形でセラミック繊維材料に
付与される。浸出するＣＮＴｓには、約１ミクロンから約５００ミクロン（１ミクロン、
２ミクロン、３ミクロン、４ミクロン、５ミクロン、６ミクロン、７ミクロン、８ミクロ
ン、９ミクロン、１０ミクロン、１５ミクロン、２０ミクロン、２５ミクロン、３０ミク
ロン、３５ミクロン、４０ミクロン、４５ミクロン、５０ミクロン、６０ミクロン、７０
ミクロン、８０ミクロン、９０ミクロン、１００ミクロン、１５０ミクロン、２００ミク
ロン、２５０ミクロン、３００ミクロン、３５０ミクロン、４００ミクロン、４５０ミク
ロン、５００ミクロン、及びこれらの中間の全ての値など）に及ぶ様々な長さのものがあ
る。また、ＣＮＴｓは、例えば、約０．５ミクロンなど、長さが約１ミクロン未満でも可
能である。さらに、ＣＮＴｓは、例えば、５１０ミクロン、５２０ミクロン、５５０ミク
ロン、６００ミクロン、７００ミクロン及びこれらの中間の全ての値など、５００ミクロ
ンよりも長くてもよい。
【００３８】
　本発明の組成物は、約１ミクロンから約１０ミクロンの長さを有するＣＮＴｓを組み込
むことができる。このようなＣＮＴの長さはせん断強度を向上する用途に有用となり得る
。また、ＣＮＴｓは、約５ミクロンから約７０ミクロンの長さを有してもよい。このよう
なＣＮＴ長さは、ＣＮＴｓが繊維方向に配列される場合に、引張強度を向上する用途に有
用となり得る。さらに、ＣＮＴｓは、約１０ミクロンから約１００ミクロンの長さを有し
てもよい。このようなＣＮＴの長さは、電気的／熱的性質に加え機械的性質を向上するの
に有用となり得る。またさらに、本発明に用いられるプロセスは、約１００ミクロンから
約５００ミクロンの長さを有するＣＮＴｓも提供できるが、これは、電気的及び熱的性質
の向上にも有益である。このようなＣＮＴ長さの制御は、様々なラインスピード及び成長
温度と相まって、炭素原料ガス及び不活性ガスの流量を変化させることで容易に達成され
る。ある実施形態において、巻き取り可能な長さのＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を含む
組成物には、前述のように、ＣＮＴｓの長さが異なる様々な均一領域がある。例えば、引
張又はせん断強度性を高めるためにＣＮＴ浸出炭素繊維材料のうち均一に短いＣＮＴ長を
備えた第１の領域と、電気的又は熱的性質を高めるために同一の巻き取り可能な材料のう
ち均一に長いＣＮＴ長を備えた第２の領域と、を有することが好ましい。さらに具体的に
言うと、巻き取り可能な長さの一区域には、引張又はせん断強度向上のための短いＣＮＴ
ｓがある一方、同一の巻き取り可能なセラミック繊維材料の別の区域には、熱的又は電気
的伝導性を高めるための長いＣＮＴｓがある。巻き取り可能なセラミック繊維材料のこれ
らの異なる区域は、成形構造体などで積層されるか、マトリックス材の中で組織化され得
る。
【００３９】
　セラミック繊維材料にＣＮＴを浸出させるための本発明のプロセスは、ＣＮＴの長さを
均一に、かつ、連続プロセスで制御することを可能にし、これにより、巻き取り可能なセ
ラミック繊維材料をＣＮＴｓで高速に機能化することが可能となる。５秒から３００秒の
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材料滞留時間で、長さ３フィートのシステムの連続プロセスにおけるラインスピードを、
毎分約０．５フィートから毎分約３６フィート以上のあらゆる範囲とすることが可能であ
る。選択されるラインスピードは、以下でさらに説明される様々なパラメータにより決ま
る。
【００４０】
　ある実施形態において、ＣＮＴ成長チャンバーにおける材料滞留時間は、約５秒から約
３０秒の材料滞留時間とすることができ、これにより、約１ミクロンから約１０ミクロン
の長さを有するＣＮＴｓが生成される。また、ある実施形態において、ＣＮＴ成長チャン
バーにおける材料滞留時間は、約３０秒から約１８０秒とすることができ、これにより、
約１０ミクロンから約１００ミクロンの長さを有するＣＮＴｓが生成される。また更なる
実施形態において、ＣＮＴ成長チャンバーにおける材料滞留時間は、約１８０秒から約３
００秒とすることができ、これにより、約１００ミクロンから約５００ミクロンの長さを
有するＣＮＴｓが生成される。当業者であれば、これらの長さがおおよそのものであり、
また、ＣＮＴの長さが、例えば、反応温度や、キャリアガス及び炭素原料の濃度及び流量
によりさらに変更可能であることを認識できる。
【００４１】
　ある実施形態において、本発明のＣＮＴ浸出セラミック繊維材料には、バリアコーティ
ング（barrier coating）が含まれる。バリアコーティングには、例えば、アルコキシシ
ラン、メチルシロキサン、アルモキサン、アルミナナノ粒子、スピンオンガラス（spin o
n glass）、ガラスナノ粒子が含まれる。後述されるように、ＣＮＴ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、共にセラミック繊維材料に適用される。
他の実施形態において、バリアコーティング材は、ＣＮＴ形成触媒の付着前にセラミック
繊維材料に加えられる。バリアコーティング材は、後続のＣＶＤ成長のために炭素原料へ
ＣＮＴ形成触媒をさらすのに十分な薄さである。ある実施形態において、その厚さは、Ｃ
ＮＴ形成触媒の有効直径未満か、あるいは、それとほぼ等しい。ある実施形態において、
バリアコーティングの厚さは、約１０ｎｍから約１００ｎｍの範囲にある。また、バリア
コーティングは、１０ｎｍ未満であってよく、１ｎｍ、２ｎｍ、３ｎｍ、４ｎｍ、５ｎｍ
、６ｎｍ、７ｎｍ、８ｎｍ、９ｎｍ、１０ｎｍ及びこれらの中間の全ての値を含む。
【００４２】
　本明細書に開示される浸出ＣＮＴｓは、従来のセラミック繊維の「サイジング剤(sizin
g)」の代替品として有効に機能する。浸出ＣＮＴｓは、従来のサイジング材料よりも一層
強固であり、複合材料中の繊維－マトリックス間界面を改善し、より一般的には、繊維間
界面を改善することができる。実際には、ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料の性質がセラミ
ック繊維材料の性質に加えて浸出ＣＮＴｓの性質を組み合わせたものとなるという点で、
本明細書に開示されるＣＮＴ浸出セラミック繊維材料は、それ自体が複合材料である。し
たがって、本発明の実施形態は、セラミック繊維材料に所望の性質を与える手段を提供す
るが、これによらなければ、セラミック繊維材料には、このような性質が欠如しているか
、又は不十分にしか備わっていない。セラミック繊維材料は、特定用途の要求を満たすた
めに調整又は設計される。サイジング剤として作用するＣＮＴｓは、疎水性のＣＮＴ構造
体のために水分の吸収からセラミック繊維材料を保護する。また、疎水性のマトリックス
材は、以下でさらに例示されるように、疎水性のＣＮＴｓと良好に相互作用して、これに
より繊維－マトリックス間の相互作用を向上させる。
【００４３】
　前述の浸出ＣＮＴｓを有するセラミック繊維材料には有益な性質が付与されるが、本発
明の組成物は「従来の」サイジング剤を更に含むことができる。このようなサイジング剤
には、様々な種類及び機能があり、例えば、界面活性剤、静電気防止剤、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、
でんぷん、及びこれらの混合物が含まれる。このような第２のサイジング剤は、ＣＮＴｓ
自体を保護するために、又は浸出ＣＮＴｓの存在では繊維へ付与することができない更な
る性質を提供するために用いられる。
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【００４４】
　本発明の組成物には、ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を備えた複合材料を形成するため
にマトリックス材が更に含まれる。このようなマトリックス材には、例えば、エポキシ、
ポリエステル、ビニルエステル、ポリエーテルイミド、ポリエーテルケトンケトン、ポリ
フタルアミド、ポリエーテルケトン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリイミド、フェノ
ールホルムアルデヒド、及びビスマレイミドが含まれる。本発明に有用なマトリックス材
には、既知のマトリックス材のいかなるものも含まれる（Mel M.Schwartz, Composite Ma
terials Handbook (2d ed. 1992)参照）。さらに一般的には、マトリックス材には、樹脂
（ポリマー）、熱硬化性及び熱可塑性の両プラスチック、金属、セラミック、並びにセメ
ントが含まれる。
【００４５】
　マトリックス材として有用な熱硬化性樹脂には、フタル酸／マレイン酸型のポリエステ
ル、ビニルエステル、エポキシ、フェノール類、シアン酸塩、ビスマレイミド、及びナデ
ィック・エンド・キャップド・ポリイミド（nadic end-capped polyimides）（例えば、
ＰＭＲ－１５）が含まれる。熱可塑性樹脂には、ポリスルホン、ポリアミド、ポリカーボ
ネート、ポリフェニレン酸化物、ポリ硫化物、ポリエーテルエーテルケトン、ポリエーテ
ルスルホン、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリアリレート、及
び液晶ポリエステルが含まれる。
【００４６】
　マトリックス材として有用な金属には、例えば、アルミニウム６０６１、アルミニウム
２０２４、及び７１３アルミニウム・ブレーズ（aluminium braze）などのアルミニウム
合金が含まれる。マトリックス材として有用なセラミックには、リチウムアルミノケイ酸
塩、酸化物（例えば、アルミナやムライトなど）、窒化物（例えば、窒化ケイ素など）、
及び炭化物（例えば、炭化ケイ素）が含まれる。マトリックス材として有用なセメントに
は、炭化物ベースのサーメット（炭化タングステン、炭化クロム及び炭化チタン）、耐火
セメント（タングステントリア（tungsten-thoria）及び炭酸バリウム－ニッケル（bariu
m-carbonate-nickel））、クロム－アルミナ、並びに、ニッケル－マグネシア　鉄－炭化
ジルコニウム（nickel-magnesia iron-zirconium）が含まれる。前述のマトリックス材の
いかなるものも、単独で、又は組み合わせて用いることができる。
【００４７】
　ある実施形態において、本発明は、（ａ）カーボンナノチューブ形成触媒を巻き取り可
能な寸法のセラミック繊維材料の表面に配置すること、及び（ｂ）セラミック繊維材料に
カーボンナノチューブを直接合成し、これにより、カーボンナノチューブ浸出セラミック
繊維材料を形成することを含む、ＣＮＴ浸出のための連続プロセスを提供する。ある実施
形態において、バリアコーティングは、以下で更に詳述されるように用いられる。
【００４８】
　長さ９フィートのシステムに関して、プロセスのラインスピードは毎分約１．５フィー
トから毎分約１０８フィートに及ぶ。本明細書に記載されるプロセスにより達成されるラ
インスピードは、商業的に適量のＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を短い製造時間で形成可
能にする。例えば、毎分３６フィートのラインスピードでは、独立した５つのロービング
（１ロービング当たり２０ポンド）を同時に処理するように設計されたシステムにおいて
、１日に製造されるＣＮＴ浸出セラミック繊維（繊維上に浸出するＣＮＴｓが５重量％超
）の量は１００ポンドを上回る。このシステムは、成長ゾーンを繰り返すことにより、一
度に、又はより高速に大量のロービングを製造するように構成されている。また、ＣＮＴ
ｓの製造工程の中には、当該技術分野で知られているように、連続モードの運転を阻む極
低速なものがある。例えば、当該技術分野で知られている標準的なプロセスにおいて、Ｃ
ＮＴ形成触媒の還元工程は実施に１～１２時間かかる。本明細書に記載された処理は、こ
のような律速工程を解消する。
【００４９】
　ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を形成する本発明のプロセスは、事前に形成されたカー
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ボンナノチューブの懸濁液を繊維材料に適用しようとする場合に生じるＣＮＴの絡み合い
（entanglement）を回避できる。すなわち、事前に形成されたＣＮＴｓはセラミック繊維
材料に結合しないため、ＣＮＴｓは束になって絡みやすくなる。その結果、ＣＮＴｓが、
あまり均一でない分布で、セラミック繊維材料に弱く付着する。しかし、本発明のプロセ
スは、必要に応じて、成長密度を低減することにより、セラミック繊維材料の表面上で高
均一に絡み合ったＣＮＴマットを提供できる。このような実施形態において、繊維は垂直
配列を生じさせるほどには高密度に成長せず、その結果、セラミック繊維材料の表面上で
絡み合ったマットとなる。これとは対照的に、事前に形成されたＣＮＴｓを手作業で塗布
する場合、セラミック繊維材料上のＣＮＴマットの分布及び密度を確実に均一にすること
はできない。
【００５０】
　図４は、本発明の例示的な実施形態によるＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を製造するた
めのプロセス４００のフローチャートを図示する。
【００５１】
　プロセス４００は、少なくとも以下の工程が含まれる。
　工程４０２：セラミック繊維材料へＣＮＴ形成触媒を適用すること。
　工程４０４：カーボンナノチューブの合成に十分な温度までセラミック繊維材料を加熱
すること。
　工程４０６：触媒を含むセラミック繊維上においてＣＶＤを介してＣＮＴ成長を促進す
ること。
【００５２】
　カーボンナノチューブをセラミック繊維材料に浸出させるために、カーボンナノチュー
ブは、セラミック繊維材料上で直接合成される。これは、例示的な実施形態において、工
程４０２のように、カーボンナノチューブ形成触媒をセラミック繊維上に最初に配置する
ことで達成される。
【００５３】
　触媒付着の前に、セラミック繊維材料をプラズマで任意に処理して、これにより触媒を
受け入れる表面を準備できる。例えば、プラズマで処理されたセラミック繊維材料により
、ＣＮＴ形成触媒が付着する粗面化されたセラミック繊維表面がもたらされる。このよう
に、セラミック繊維材料の表面を「粗面化する（roughing）」ためのプラズマプロセスは
触媒の付着を容易にする。粗度は、通常、ナノメートル規模である。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（crater）又はくぼみが形成
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、
窒素及び水素など、種々異なる１以上のあらゆるガスをプラズマに用いて可能となる。セ
ラミック繊維材料を連続的な方式で処理するために、真空を必要としない「大気（atmosp
heric）」プラズマが用いられる。プラズマは、２つの電極間に電圧を印加して、２つの
電極間のガス種を次々にイオン化することで生じる。プラズマ環境は、イオン化されたガ
スを基材へ向けて流下させる「下流（downstream）」方式で炭素繊維基材に適用される。
セラミック繊維基材を２つの電極間かつプラズマ環境に送り、これにより処理することも
可能である。
【００５４】
　ある実施形態において、セラミック繊維をバリアコーティングの適用前にプラズマで処
理することができる。例えば、プラズマで処理されたセラミック繊維材料は、表面エネル
ギーが高くなり、バリアコーティングのウェットアウト（wet-out）及び被覆率を改善す
る効果がある。プラズマプロセスは、セラミック繊維表面を粗面化することもでき、前述
と同一の方式でバリアコーティングの機械的結合を改善することを可能にする。
【００５５】
　ＣＮＴ形成触媒の付着前、又はこれと同時の別の工程として、セラミック繊維材料に対
するバリアコーティングの適用がある。このようなコーティングには、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、スピンオンセラミック（spin on ceramic
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）、及びセラミックナノ粒子が含まれる。一実施形態において、このＣＮＴ形成触媒は、
未硬化のバリアコーティングに加えられ、その後、共にセラミック繊維材料に適用される
。他の実施形態において、バリアコーティング材は、ＣＮＴ形成触媒の付着前にセラミッ
ク繊維材料に加えられる。このような実施形態において、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ＣＮＴ成長のための炭
素原料にＣＮＴ形成触媒をさらすことが可能な程度に十分薄い厚さである必要がある。あ
る実施形態において、その厚さは、ＣＮＴ形成触媒の有効径未満か、それと略等しい。Ｃ
ＮＴ形成触媒及びバリアコーティングが適切に配置された時点で、バリアコーティングを
十分に硬化させることができる。
【００５６】
　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、セラミック繊維材料とＣＮ
Ｔｓとの間の中間層として機能し、また、セラミック繊維材料にＣＮＴｓを機械的に浸出
させる機能も果たす。このような機械的な浸出は、セラミック繊維材料がＣＮＴｓを組織
化するための基盤としてさらに機能する強固なシステムを提供し、そして、バリアコーテ
ィングによる機械的な浸出の利点は、本明細書で前述した間接型の結合と同様である。ま
た、バリアコーティングを含むことの利点は、ＣＮＴ成長を促進するために用いられる温
度で水分にさらされることなどが原因となる化学的損傷に対して、セラミック繊維材料を
直接保護するという点にある。
【００５７】
　後述するように、また図４に関連して、触媒は、遷移金属ナノ粒子を含んで構成される
ＣＮＴ形成触媒を含有する液体溶液として準備される。合成されたナノチューブの直径は
、前述のように、金属粒子の大きさに関係する。
【００５８】
　図４の例示的な実施形態を参照すると、カーボンナノチューブの合成は、化学蒸着（Ｃ
ＶＤ）プロセスに基づいて示され、高温で生じる。具体的な温度は触媒の選択に依存する
が、通常は、約５００℃～約１０００℃の範囲となる。したがって、工程４０４には、前
述の範囲の温度にセラミック繊維材料を加熱して、これによりカーボンナノチューブの合
成を支援することが含まれる。
【００５９】
　そして、工程４０６において、触媒を含むセラミック繊維材料上でＣＶＤにより促進さ
れるナノチューブ成長が行われる。ＣＶＤプロセスは、例えば、炭素含有原料ガス（アセ
チレン、エチレン、及び／又はエタノール）により行われる。ＣＮＴ合成プロセスでは、
主要なキャリアガスとして、一般に、不活性ガス（窒素、アルゴン、ヘリウム）が用いら
れる。炭素原料は、混合物全体の約０％から約１５％の範囲で供給される。ＣＶＤ成長の
ための略不活性環境は、成長チャンバーから水分及び酸素を除去して準備される。
【００６０】
　ＣＮＴ合成プロセスにおいて、ＣＮＴｓは、ＣＮＴ形成遷移金属ナノ粒子触媒の位置で
成長する。強プラズマ励起電界の存在を任意に用いて、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。プラズマスプレー及び
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、セラミッ
ク繊維材料に対して垂直な）ＣＮＴｓを合成できる。一定の条件下では、プラズマがない
場合であっても、密集したナノチューブは成長方向を垂直に維持して、結果として、カー
ペット又はフォーレストに似た高密度配列のＣＮＴｓとなる。
【００６１】
　セラミック繊維材料上に触媒を配置する工程は、溶液のスプレー若しくは浸漬コーティ
ングにより、又は、例えば、プラズマプロセスを介した気相蒸着により可能である。この
ように、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、その溶液でセラミッ
ク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
コーティングの組み合わせにより、触媒が適用される。単独であるいは組み合わせて用い
られるいずれか一方の手法は、１回、２回、３回、４回、あるいは何回でも使用され、こ
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れにより、ＣＮＴ形成触媒で十分均一にコーティングされたセラミック繊維材料を提供す
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、セラミック繊維材料は、
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、セラミック繊維材料は、第２の滞留時間、第２の浸漬槽内に置かれる。例え
ば、セラミック繊維材料は、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、ＣＮＴ形成触媒の溶液にさらされる。スプレー又は浸漬コーティングを用いることに
より、セラミック繊維材料は、表面被覆率で約５％未満から約８０％もの触媒の表面密度
を備えて処理され、そこでは、ＣＮＴ形成触媒ナノ粒子は略単分子層となる。ある実施形
態において、セラミック繊維材料にＣＮＴ形成触媒をコーティングするプロセスは、単分
子層だけを生成する必要がある。例えば、積み重なったＣＮＴ形成触媒上におけるＣＮＴ
成長は、ＣＮＴがセラミック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）を用いてセラミック繊維材料上に付着し得
る。
【００６２】
　本発明のプロセスは連続的に設計されるため、一連の槽で巻き取り可能なセラミック繊
維材料に浸漬コーティングを施すことが可能である（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）。発生期のセラミック繊維が新たに生成されている連続プロセス
において、ＣＮＴ形成触媒の浸漬又はスプレーは、新たに形成されたセラミック繊維材料
を十分に冷却した後の第１段階となり得る。このように、ＣＮＴ形成触媒の適用はサイジ
ング剤の適用に代えて行われ得る。他の実施形態において、ＣＮＴ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るセラミック繊維に適用される。ＣＮＴ形成触媒及び
他のサイジング剤のこのような同時適用は、セラミック繊維材料と表面接触するＣＮＴ形
成触媒を供給し、これによりＣＮＴの浸出を確実にすることができる。またさらなる実施
形態において、セラミック繊維材料が、例えば、焼きなまし温度近傍又はそれ未満の十分
に軟化した状態にある間、ＣＮＴ形成触媒をスプレー又は浸漬コーティングにより発生期
の繊維に適用し、これにより、ＣＮＴ形成触媒がセラミック繊維の表面に僅かに埋め込ま
れる。このような高温のセラミック繊維材料上にＣＮＴ形成触媒を付着する場合、ナノ粒
子が溶融して結果的にＣＮＴの特性（例えば、ＣＮＴの直径など）が制御不能とならない
ように、ＣＮＴ形成触媒の融点を超えないように配慮する必要がある。
【００６３】
　使用される触媒溶液は、前述のようなあらゆるｄブロック遷移金属である遷移金属ナノ
粒子であってよい。また、ナノ粒子には、元素形態又は塩形態のｄブロック金属からなる
合金や非合金混合物、並びにこれらの混合物が含まれる。このような塩形態には、限定す
るものではないが、酸化物、炭化物、及び窒化物が含まれる。限定しない例示的な遷移金
属ＮＰｓには、Ｎｉ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｍｏ、Ｃｕ、Ｐｔ、Ａｕ及びＡｇとこれらの塩、並び
に、これらの混合物が含まれる。ある実施形態において、このようなＣＮＴ形成触媒は、
ＣＮＴ形成触媒をセラミック繊維材料に直接適用あるいは直接浸出させることにより、セ
ラミック繊維材料上に配置される。これらの遷移金属触媒の多くは、例えば、Ferrotec C
orporation（Beford, NH）などの様々なサプライヤーから市販されており容易に入手でき
る。
【００６４】
　セラミック繊維材料にＣＮＴ形成触媒を適用するために用いられる触媒溶液は、ＣＮＴ
形成触媒を全域にわたって均一に分散可能にするいかなる共通溶媒でもよい。このような
溶媒には、限定するものではないが、水、アセトン、ヘキサン、イソプロピルアルコール
、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ＣＮＴ形成触媒ナノ粒子の適切な分散系を形成するために極性が制御された他のい
かなる溶媒も含まれる。ＣＮＴ形成触媒の濃度は、触媒対溶媒で、およそ１：１から１：
１００００の範囲内である。
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【００６５】
　ある実施形態において、セラミック繊維材料にＣＮＴ形成触媒を適用した後、セラミッ
ク繊維材料は軟化温度まで任意に加熱される。これは、セラミック繊維材料の表面にＣＮ
Ｔ形成触媒を埋め込むのに役立ち、そして、触媒を「浮上」させることなく種結晶成長を
促進することができる。ある実施形態において、セラミック繊維材料上に触媒を配置した
後、セラミック繊維材料は約５００℃から約１０００℃の温度に加熱される。ＣＮＴ成長
のために用いられるこのような温度への加熱は、セラミック繊維材料上における既存のあ
らゆるサイジング剤を除去する役割を果たし、既存のサイジング剤を事前に除去すること
なく、ＣＮＴ形成触媒の付着を可能にする。このような実施形態において、ＣＮＴ形成触
媒は、加熱前にサイジング剤のコーティング表面にあってもよいが、サイジング剤の除去
後は、セラミック繊維材料と表面接触する。この温度での加熱は、ＣＮＴ成長のための炭
素原料の導入前に、又はこれと略同時に行われる。
【００６６】
　ある実施形態において、本発明は、セラミック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ＣＮＴ形成触媒をセラミック繊維材料に適用すること、セラミ
ック繊維材料を少なくとも５００℃まで加熱すること、及び、前記セラミック繊維材料上
にカーボンナノチューブを合成することを含むプロセスを提供する。ある実施形態におい
て、ＣＮＴ浸出プロセスの工程には、セラミック繊維材料からサイジング剤を除去するこ
と、セラミック繊維材料に対してＣＮＴ形成触媒を適用すること、ＣＮＴの合成温度まで
繊維を加熱すること、及び、触媒を含むセラミック繊維材料上へ炭素プラズマをスプレー
すること、が含まれる。したがって、工業用のセラミック繊維材料が使用される場合、Ｃ
ＮＴ浸出セラミック繊維を構成するためのプロセスには、セラミック繊維材料上に触媒を
配置する前に、セラミック繊維材料からサイジング剤を除去する個別の工程が含まれる。
工業用サイジング剤の存否にもよるが、サイジング剤を除去しない場合には、ＣＮＴ形成
触媒はセラミック繊維材料と表面接触していなくてもよく、これによりＣＮＴの溶融が防
止される。ある実施形態において、ＣＮＴの合成条件下でサイジング剤を確実に除去する
場合、サイジング剤の除去は、触媒付着後であって炭素原料の供給直前に行われる。
【００６７】
　カーボンナノチューブの合成工程には、参照により本明細書に組み込まれる同時係属の
米国特許出願第２００４／０２４５０８８号に開示されているものなど、カーボンナノチ
ューブを形成するための多くの手法が含まれる。本発明の繊維上で成長するＣＮＴｓは、
限定するものではないが、マイクロキャビティ（micro-cavity）、熱又はプラズマ助長Ｃ
ＶＤ法、レーザー・アブレーション、アーク放電、高圧一酸化炭素（ＨｉＰＣＯ）などの
、当該技術分野において既知の手法により得られる。ＣＶＤの間は特に、サイジングされ
たセラミック繊維材料が、その上に配置されたＣＮＴ形成触媒を伴って、直接用いられる
。ある実施形態において、従来のいかなるサイジング剤もＣＮＴ合成中に除去可能である
。他の実施形態において、他のサイジング剤は除去されないが、炭素原料がサイジング剤
を介して拡散するために、セラミック繊維材料に対するＣＮＴの合成及び浸出を阻害しな
い。ある実施形態において、アセチレンガスはイオン化されて、ＣＮＴ合成のための低温
炭素プラズマジェットを生じる。このプラズマは触媒を担持するセラミック繊維材料に向
けられる。このように、ある実施形態において、セラミック繊維材料上におけるＣＮＴｓ
の合成には、（ａ）炭素プラズマを形成すること、及び（ｂ）セラミック繊維材料上に配
置された前記触媒に炭素プラズマを向けること、が含まれる。成長するＣＮＴｓの直径は
、前述のように、ＣＮＴ形成触媒のサイズにより決定される。ある実施形態において、サ
イジングされた繊維基材は約５５０℃～約８００℃に加熱され、これによりＣＮＴの合成
を容易にする。ＣＮＴｓの成長を開始するために、プロセスガス（例えば、アルゴン、ヘ
リウム又は窒素）及び炭素含有ガス（例えば、アセチレン、エチレン、エタノール又はメ
タン）の２つのガスが反応器（reactor）に流される。ＣＮＴｓはＣＮＴ形成触媒の位置
で成長する。
【００６８】



(18) JP 2013-509349 A 2013.3.14

10

20

30

40

50

　ある実施形態において、ＣＶＤ成長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、垂直に配列される
カーボンナノチューブを、円筒状の繊維の周囲から放射状に成長させることができる。あ
る実施形態において、繊維の周囲から放射状に成長させるために、プラズマは必要とされ
ない。明確な面を有する繊維材料（例えば、テープ、マット、織物、パイルなど）に関し
て、触媒は、繊維材料の一面又は両面に配置可能であり、これに対応して、ＣＮＴｓもま
た、繊維材料の一面又は両面で成長する。
【００６９】
　前述のように、ＣＮＴ合成は、巻き取り可能なセラミック繊維材料を機能化するための
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となる。
【００７０】
　ある実施形態において、ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料は、「オール・プラズマ（all 
plasma）」プロセスで構成される。このような実施形態において、セラミック繊維材料は
、多くのプラズマ介在工程を通って、最終的なＣＮＴ浸出製品を形成する。プラズマプロ
セスの第１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、セラミック繊
維材料の表面を「粗面化」し、これにより、触媒の配置を容易にする、あるいは、バリア
コーティング適用のための湿潤（wetting）を容易にするプラズマプロセスである。バリ
アコーティングの適用前に用いられた場合、バリアコーティングの施された繊維も触媒配
置のために粗面化されてよい。ある実施形態において、これはバリアコーティングの硬化
後に行われる。前述のように、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、水素及び窒素などの種々異なる１以上のガスからなるプラズマを
用いて実現できる。
【００７１】
　表面改質後、セラミック繊維材料にはさらに触媒の適用がなされる。これは、繊維上に
ＣＮＴ形成触媒を付着するためのプラズマプロセスである。ＣＮＴ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、
又は気相輸送の促進に適した他のあらゆる組成物という形態の前駆体としてプラズマ原料
ガスに添加され得る。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
の室温で適用可能である。ある実施形態において、セラミック繊維材料は触媒の適用前に
冷却される。
【００７２】
　オール・プラズマプロセスを継続すると、カーボンナノチューブの合成がＣＮＴ成長反
応器で起こる。これは、炭素プラズマが触媒を含む繊維にスプレーされるプラズマ助長化
学蒸着を用いて実現される。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さ
らされる前に加熱される。浸出プロセスのために、セラミック繊維材料は軟化が始まるま
で任意に加熱されてもよい。加熱後、セラミック繊維材料は炭素プラズマを受ける状態に
なっている。炭素プラズマは、例えば、炭素を含有するガス（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、スプレーノズルによりセラミック繊維材料に向けられる。セ
ラミック繊維材料は、プラズマを受けるために、例えば、スプレーノズルから約１センチ
メートル以内など、スプレーノズルにごく近接してよい。ある実施形態において、加熱器
は、セラミック繊維材料の上側のプラズマスプレーに配置され、これによりセラミック繊
維材料を高温に維持する。
【００７３】
　連続的なカーボンナノチューブ合成の別の構成には、カーボンナノチューブをセラミッ
ク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が含まれる。その反応器は
、カーボンナノチューブを担持する繊維を製造するための連続的なインラインプロセス用
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に設計され得る。ある実施形態において、ＣＮＴｓは、化学蒸着（「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-zone reactor）内で成長する。合成が大気圧で起こるということは、繊維にＣＮ
Ｔを合成す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、ＣＮＴ成
長が数秒単位で発生するということであり、当該技術分野で標準的な他の手法及び装置構
成における数分単位（又はもっと長い）とは対照的である。
【００７４】
　様々な実施形態によるＣＮＴ合成反応器には、以下の特徴が含まれる。
【００７５】
（矩形に構成された合成反応器）
　当該技術分野で既知の標準的なＣＮＴ合成反応器は横断面が円形である。この理由には
、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に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。本発
明は、従来の円筒形状を変えて、矩形横断面を有するＣＮＴ合成反応器を提供する。変更
の理由は以下の通りである。１）反応器により処理可能な多くのセラミック繊維材料は相
対的に平面的（例えば、形状が薄いテープやシート状など）であるので、円形横断面では
反応器の体積を効率的に使用していない。この非効率な使用は、円筒状のＣＮＴ合成反応
器にとって、例えば、以下のａ）ないしｃ）に挙げるような、いくつかの欠点となる。ａ
）十分なシステムパージの維持；反応器の体積が増大すれば、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になる。これは、開放環境におけるカーボンナノチュ
ーブの大量生産には非効率なシステムとなる。ｂ）炭素原料ガス流量の増大；前記ａ）の
ように、不活性ガス流量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。１２Ｋのセラミック繊維ロービングの体積が、矩形横断面を有する合成反応器
の全体積に対して２０００分の１であることを考慮されたい。同等の円筒状成長反応器（
すなわち、矩形横断面の反応器と同じ平坦化されたセラミック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、セラミック繊維材料の体積は、チャンバーの体積の
１７，５００分の１である。例えば、ＣＶＤなどのガス蒸着プロセス（gas deposition p
rocesses）は、通常、圧力及び温度だけで制御されるが、体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、それでもなお過剰な体積が存在し、この過剰体積は無用
の反応を促進するが、円筒状反応器はその体積が約８倍もある。このように競合する反応
が発生する機会が増加するため、所望の反応が有効に生じるには、円筒状反応器チャンバ
ーでは一層遅くなってしまう。このようなＣＮＴ成長の速度低下は連続プロセスの進行に
とって問題となる。矩形反応器構成の別の利点は、矩形反応器チャンバーの高さが低いこ
とを利用して反応器の体積を低減し、これにより体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。本発明のある実施形態において、矩形合成反応器の全体積は、合成反
応器を通過中のセラミック繊維材料の全体積に対して僅か約３０００倍にしかすぎない。
更なる実施形態の中には、矩形合成反応器の全体積が、合成反応器を通過中のセラミック
繊維材料の全体積に対して僅か約４０００倍にしかすぎないものもある。また更なる実施
形態の中には、矩形合成反応器の全体積が、合成反応器を通過中のセラミック繊維材料の
全体積に対して約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、矩形ではないが比較的類似し、かつ、円形横断面を有する反応器に対して反応器体積
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もある。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、工業規模の製造に用いられるなど、サイズの増
大に伴い、温度勾配は増加する。このような温度勾配は、セラミック繊維材料基材の全域
で製品品質がばらつく（すなわち、製品品質が半径位置に応じて変化する）原因となる。
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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との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。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ＣＮＴ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る実施
形態の中には、ガスが、反応器の両側板、又は反応器の頂板及び底板のいずれかを通して
対称的に、反応器の中心又は対象とする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な場所（ＣＮＴの成長が最も活発な場所）に
連続的に供給されるので、全体的なＣＮＴ成長速度が向上する。このような一定のガス供
給は、矩形のＣＮＴ反応器により示される成長速度の向上にとって重要な側面である。
【００７６】
（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が矩形合成反応器の両端に従属する。
出願人は、仮に高温ガスが外部環境（すなわち、反応器の外部）と接触（mix）すると、
繊維材料の劣化（degradation）が増加することを究明している。低温パージゾーンは、
内部システムと外部環境間の緩衝を提供する。当該技術分野で既知の標準的なＣＮＴ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
願の矩形ＣＮＴ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。
【００７７】
（非接触、ホットウォール型、金属製反応器）
　ある実施形態において、ホットウォール型（hot-walled）反応器は金属製であり、特に
ステンレス鋼が用いられる。金属、特にステンレス鋼は炭素の付着（すなわち、すす及び
副生成物の形成）を受けやすいために、これは常識に反するように考えられるかもしれな
い。したがって、大部分のＣＮＴ反応器の構成には、付着する炭素が殆どなく、また、石
英が洗浄しやすく試料の観察を容易にするため、石英反応器を使用する。しかしながら、
出願人は、ステンレス鋼上におけるすす及び炭素付着物が増加することにより、より着実
、より効率的、より高速、かつ、より安定的にＣＮＴが成長すること、を見出した。理論
に拘束されるものではないが、反応器内で起こるＣＶＤプロセスでは、大気圧運転（atmo
spheric operation）と連動して拡散が制限されることが示されている。すなわち、触媒
に「過度に供給される（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起因して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（clean）もの）では、過量の炭素が触媒粒
子に付着して、ＣＮＴｓの合成能力を低下させる。ある実施形態において、矩形反応器に
「汚れが付いて（dirty）」いる、すなわち、金属製反応器壁にすす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。炭素が反応器壁上の単分子層に付着すると、
炭素は、それ自体を覆って付着しやすくなる。得られる炭素の中には、この機構により「
回収される（withdrawn）」ものがあるので、ラジカルの形で残っている炭素原料が、触
媒を被毒させない速度でこの触媒と反応する。既存のシステムでは「清浄に（cleanly）
」運転するが、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ＣＮＴｓを生成できない。
【００７８】
　ＣＮＴの合成を、前述のように「汚れが付いて」いる状態で実施するのは概して有益で
あるが、それでも、装置のある部分（例えば、ガスマニフォールド及びガス入口）は、す
すが閉塞状態を引き起こした場合、ＣＮＴ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、ＣＮＴ成長反応器チャンバーの当該部分を、例えば、シリカ、アルミナ
又はＭｇＯなどのすす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、すす抑制コーティングで浸漬コーティングが施される。ＩＮＶＡＲ（商標名）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
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、重要なゾーンにおけるすす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に用いられる。
【００７９】
（触媒還元及びＣＮＴ合成の組み合わせ）
　本明細書に開示されるＣＮＴ合成反応器において、触媒還元及びＣＮＴ成長のいずれも
が反応器内で起こる。還元工程が個別の工程として実施されると、連続プロセスに用いる
ものとして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
。本発明によれば、両工程は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、繊維が加熱ゾ
ーンに入ったときに行われる。この時点までに、ガスには、触媒と反応して酸化還元反応
（水素ラジカルの相互作用を介する）を起こす前に反応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、この移行領域である。システム内で最も高温の等温
ゾーンでＣＮＴ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速の成長速
度が生じる。
【００８０】
　ある実施形態において、緩くまとまった（loosely affiliated）繊維材料、例えば、セ
ラミックロービングなどが使用される場合、連続プロセスには、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、ロービングは、アン
スプールされる（unspooled）ときに、例えば、真空ベースの開繊システム（vacuum-base
d fiber spreading system）を用いて開繊される（spread）。サイジングされて比較的堅
いセラミック繊維を使用する場合、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 fibers）は、フィラメントの全表面積をさら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、
開繊セラミックロービングは、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。バリアコーティングが適用された後、粗面化され開繊された繊維はＣＮＴ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セラミック
ロービングの繊維となる。触媒を含むロービング繊維は、その後、例えば、前述の矩形チ
ャンバーなどの適切なＣＮＴ成長チャンバーに入るが、ここでは、大気圧ＣＶＤ又はプラ
ズマ助長ＣＶＤプロセスを介したフローを用いて、これにより毎秒数ミクロンの速度でＣ
ＮＴｓを合成する。ロービングの繊維は、こうして放射状に配列されたＣＮＴｓを備えて
、ＣＮＴ成長反応器を出る。
【００８１】
　ある実施形態において、ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料は更に別の処理プロセスを経る
こともできるが、それは、ある実施形態においては、ＣＮＴｓを官能基化するために用い
られるプラズマプロセスである。ＣＮＴｓの更なる官能基化は、特定の樹脂への接着力を
増進させるために用いられる。このように、ある実施形態において、本発明は、官能基化
されたＣＮＴｓを有するＣＮＴ浸出セラミック繊維材料を提供する。
【００８２】
　巻き取り可能なセラミック繊維材料の連続処理の一部として、ＣＮＴ浸出セラミック繊
維材料がサイジング剤の浸漬槽を更に通過して、これにより最終製品に有益となり得るサ
イジング剤を更に適用することができる。最終的に湿潤ワインディング（wet winding）
が求められる場合、ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料は、樹脂槽を経てマンドレル又はスプ
ールに巻かれてもよい。その結果得られるセラミック繊維材料／樹脂の組み合わせは、Ｃ
ＮＴｓをセラミック繊維材料上に固着し、これにより、取り扱い、及び複合材料の製造を
よりたやすくする。ある実施形態において、ＣＮＴ浸出は、改善されたフィラメント・ワ
インディング（filament winding）を提供するために用いられる。このように、例えば、
セラミックロービングなどのセラミック繊維上に形成されるＣＮＴｓは樹脂槽を経て、こ
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れにより樹脂含浸処理されたＣＮＴ浸出セラミックロービングが製造される。樹脂含浸後
、セラミックロービングは、デリバリー・ヘッド（delivery head）により、回転するマ
ンドレルの表面上に位置を合わされる。そして、ロービングは、既知の方法による正確な
幾何学的パターンでマンドレルに巻かれる。
【００８３】
　前述のワインディングプロセス（winding process）により、パイプ、チューブ、又は
雄型を介して特徴的に製造される他の形態がもたらされる。しかし、本明細書に開示され
るワインディングプロセスから作られる形態は、従来のフィラメント・ワインディングプ
ロセスを介して製造されるものとは異なる。具体的には、本明細書に開示されるプロセス
において、その形態は、ＣＮＴ浸出ロービングを含む複合材料から作られる。このため、
このような形態にとって、ＣＮＴ浸出ロービングによりもたらされる強度の向上などは有
益となるであろう。以下の実施例３は、前述のプロセスを用いて毎分５フィートのライン
スピードで巻き取り可能なＣＮＴ浸出セラミックロービングを製造するプロセスを説明し
ている。
【００８４】
　ある実施形態において、巻き取り可能なガラス繊維材料上にＣＮＴｓを浸出させるため
の連続プロセスは、毎分約０．５フィート～毎分約３６フィートのラインスピードを達成
できる。この実施形態において、システムが長さ３フィートであり７５０℃の成長温度で
稼働する場合、例えば、長さが約１ミクロン～約１０ミクロンのＣＮＴｓを生成するため
に、毎分約６フィート～毎分約３６フィートのラインスピードでプロセスが行われる。ま
た、例えば、長さが約１０ミクロン～約１００ミクロンのＣＮＴｓを生成するために、毎
分約１フィート～毎分約６フィートのラインスピードでプロセスが行われる。例えば、長
さが約１００ミクロン～約２００ミクロンのＣＮＴｓを生成するためには、毎分約０．５
フィート～毎分約１フィートのラインスピードでプロセスが行われる。ＣＮＴの長さは、
ラインスピード及び成長温度のみに関係しているだけでなく、炭素原料ガス及び不活性ガ
スのいずれの流量もまたＣＮＴの長さに影響を与える。ある実施形態において、複数のセ
ラミック材料は同時にプロセスに通される。例えば、複数のテープ、ロービング、フィラ
メント、ストランドなどが並行してプロセスに通される。こうして、セラミック繊維材料
の既製スプールはいくつでも並行にプロセスに通され、プロセスの終わりに再度巻き取ら
れる。並行に通されて巻き取られるセラミック繊維材料の数には、１つ、２つ、３つ、４
つ、５つ、６つ、又は、最大でＣＮＴ成長反応器チャンバーの幅に収まるいかなる数も含
まれる。さらに、複数のセラミック繊維材料がプロセスに通される場合、回収スプール数
は、プロセス開始時のスプール数よりも少なくなり得る。このような実施形態において、
セラミックストランド、セラミックロービングなどは、このようなセラミック繊維材料を
高規則のセラミック繊維材料（例えば、織物など）に結合する更なる処理を経て送り出さ
れる。また、連続プロセスには、例えば、ＣＮＴ浸出短繊維マットの形成を容易にする後
処理チョッパー（post processing chopper）を組み込みこむこともできる。
【００８５】
　ある実施形態において、本発明のプロセスにより、セラミック繊維材料上に第１の量の
第１種カーボンナノチューブを合成することが可能となるが、この場合、第１種カーボン
ナノチューブは、セラミック繊維材料の少なくとも１つの性質（第１性質）を変化させる
ために選択される。次に、本発明のプロセスにより、セラミック繊維材料上において、第
２の量の第２種カーボンナノチューブを合成することが可能となるが、この場合、第２種
カーボンナノチューブは、炭素繊維材料の少なくとも１つの性質（第２性質）を変化させ
るために選択される。
【００８６】
　ある実施形態において、ＣＮＴｓの第１の量及び第２の量は異なる。この場合、ＣＮＴ
の種類の変化を伴うこともあり、伴わないこともある。このように、ＣＮＴの種類がたと
え変化しないままであっても、ＣＮＴｓの密度を変化させて用いることにより、元のセラ
ミック繊維材料の性質を変化させることができる。ＣＮＴの種類には、例えば、ＣＮＴの
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長さ及び層数が含まれる。ある実施形態において、第１の量及び第２の量は同一である。
この場合に、巻き取り可能な材料の２つの異なる区間（stretch）に沿って異なる性質が
好ましいのであれば、例えば、ＣＮＴの長さなど、ＣＮＴの種類を変化させることができ
る。例えば、ＣＮＴｓの長さが長くなるほど電気的／熱的な用途に有用となるのに対し、
ＣＮＴｓの長さが短くなるほど機械的強化の用途に有用となる。
【００８７】
　セラミック繊維材料の性質の変化に関する前述の考察を踏まえると、第１種カーボンナ
ノチューブ及び第２種カーボンナノチューブが、ある実施形態においては同一であるのに
対し、第１種カーボンナノチューブ及び第２種カーボンナノチューブは、他の実施形態に
おいては異なるということもあり得る。同様に、第１性質及び第２性質が、ある実施形態
では同一となり得る。例えば、ＥＭＩ遮蔽性は、第１の量の第１種ＣＮＴｓと、第２の量
の第２種ＣＮＴｓとで対処される重要な性質であるが、この性質の変化の程度は、異なる
量、及び／又は、異なる種類のＣＮＴｓが使用されたことを反映して、異なることもあり
得る。最後に、ある実施形態において、第１性質及び第２性質が異なることもある。これ
もＣＮＴの種類における変化を反映する。例えば、第１性質が、短いＣＮＴｓによる機械
的強度である一方、第２性質が、長いＣＮＴｓによる電気的／熱的性質である。当業者で
あれば、異なるＣＮＴ密度、異なるＣＮＴ長さ、及び異なるＣＮＴｓの層数（例えば、単
層、２層及び多層など）を利用することで、セラミック繊維材料の性質を調整できること
を認識するであろう。
【００８８】
　ある実施形態において、本発明のプロセスにより、セラミック繊維材料上に第１の量の
カーボンナノチューブが合成され、これにより、この第１の量により、カーボンナノチュ
ーブ浸出セラミック繊維材料は、セラミック繊維材料自体が示す第１群の性質とは異なる
第２群の性質を示すことが可能となる。すなわち、セラミック繊維材料の１以上の性質（
例えば、引張強度など）を変化させることができる量を選択することである。第１群の性
質及び第２群の性質には少なくとも同一の性質が含まれ、したがって、これは、セラミッ
ク繊維材料の既存の性質を強化することを意味するものである。ある実施形態において、
ＣＮＴの浸出により、前記セラミック繊維材料自体が示す第１群の性質の中には含まれな
い第２群の性質がカーボンナノチューブ浸出炭素繊維に与えられる。
【００８９】
　ある実施形態において、カーボンナノチューブの第１の量は、カーボンナノチューブ浸
出炭素繊維材料の引張強度、ヤング率、せん断強度、剛性率、靭性、圧縮強度、圧縮係数
、密度、ＥＭ波吸収率／反射率、音響透過率、電気伝導度、及び熱伝導度からなる群より
選択される少なくとも１つの性質の値が、炭素繊維材料自体の同じ性質の値と異なるよう
に選択される。
【００９０】
　引張強度には、３つの異なる測定値、すなわち、１）材料のひずみが弾性変形から塑性
変形（材料の不可逆的な変形が生じる）に変化する応力を評価する降伏強度、２）引張荷
重、圧縮荷重又はせん断荷重を受けたとき、材料が耐え得る最大応力を評価する終局強度
、及び３）破断点における応力－ひずみ線図上での応力の座標を評価する破壊強度、が含
まれる。
【００９１】
　複合材料のせん断強度は、繊維方向に対して垂直に荷重がかけられた場合に材料が破壊
する応力を評価する。圧縮強度は、圧縮荷重がかけられた場合に材料が破壊する応力を評
価する。
【００９２】
　多層カーボン・ナノチューブは、特に、６３ＧＰａの引張強度を達成しており、今まで
に測定された材料の中で最も高い引張強度を有する。さらに、理論計算によれば、ＣＮＴ
ｓには約３００ＧＰａの潜在的な引張強度があることが示されている。したがって、ＣＮ
Ｔ浸出セラミック繊維材料は、元となるセラミック繊維材料と比較して大幅に上回る終局
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強度を有することが見込まれる。前述のように、引張強度の向上は、用いられるＣＮＴｓ
の正確な性質に加え、セラミック繊維材料上におけるＣＮＴｓの密度及び分布によって決
まる。ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料では、例えば、引張特性において２倍となることが
示されている。例示的なＣＮＴ浸出セラミック繊維材料は、機能化されていない元となる
セラミック繊維材料の３倍ものせん断強度と、２．５倍もの圧縮強度を有する。
【００９３】
　ヤング率は等方性弾性材料の剛性の１つの尺度である。それは、フックの法則が有効な
応力範囲において、１軸ひずみに対する１軸応力の比率として定義される。これは、実験
的に、材料サンプルについて行われる引張試験中に形成される応力－ひずみ線図の傾きか
ら決定される。
【００９４】
　電気伝導性又は特定の伝導性は、電流を伝導する材料の性能についての１つの尺度であ
る。ＣＮＴのキラリティに関連する特定の構造的なパラメータ（例えば、捩じりの程度な
ど）を有するＣＮＴｓは、伝導性が高く、したがって金属の性質を示す。ＣＮＴのキラリ
ティに関して、広く認められている命名方式（M.S.Dresselhaus, et al. Science of Ful
lerenes and Carbon Nanotubes, Academic Press, San Diego, CA pp.756-760,(1996)）
は、当業者により形式化され承認されている。このように、例えば、ＣＮＴｓは、互いに
、２つの指数（ｎ，ｍ）で識別される（ここで、ｎとｍは、六方晶系のグラファイトが円
筒表面上で巻かれて端部同士を接合した場合にチューブとなるように、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）。２つの指数が同じである場合（ｍ＝ｎ）
、得られるチューブは、「アームチェア」（又はｎ－ｎ）型であるといわれるが、これは
、チューブがＣＮＴ軸に対して垂直に切断されたときに、六角形の辺のみが露出し、その
チューブ端部の周縁のパターンが、ｎ回繰り返されるアームチェアのアームと座部に似て
いるからである。アームチェアＣＮＴｓ、特にＳＷＮＴｓは、金属的であり、非常に高い
電気的及び熱的伝導性を有している。さらに、このようなＳＷＮＴｓは非常に高い引張強
度を有している。
【００９５】
　捩じりの程度に加えて、ＣＮＴの直径もまた電気的伝導性に影響を与える。前述のよう
に、ＣＮＴの直径は、サイズ制御されたＣＮＴ形成触媒ナノ粒子の使用により制御可能で
ある。また、ＣＮＴｓは、半導体材料としても形成される。多層ＣＮＴｓ（ＭＷＮＴｓ）
における伝導性はより複雑である。ＭＷＮＴｓ内の層間反応は、個々のチューブ一面に、
電流を不均一に再分布させる。対照的に、金属的な単層ナノチューブ（ＳＷＮＴｓ）の様
々な部位にわたって電流の変化はない。また、カーボンナノチューブは、ダイヤモンド結
晶及び面内の（in-plane）グラファイトシートと比較して、非常に高い熱伝導性を有する
。
【００９６】
　ＣＮＴ浸出セラミック繊維材料は、ＣＮＴｓの存在により前述の性質の点で利益を得る
だけでなく、本プロセスでより軽量な材料も提供できる。このように低密度かつ高強度の
材料は、換言すれば、強度重量比がより高いということができる。当然のことながら、本
発明の様々な実施形態の作用に実質的に影響を与えない変更も、本明細書で提供される本
発明の定義内に含まれる。したがって、以下の実施例は、本発明を例示するものであって
限定するものではない。
【実施例１】
【００９７】
　本実施例は、連続プロセスでセラミック繊維材料にＣＮＴｓを浸出させて、これにより
熱的及び電気的伝導性の向上を図る方法を示す。
【００９８】
　本実施例では、繊維上におけるＣＮＴｓの担持量を最大にすることが目的となる。テッ
クス値１６７のネクステル（登録商標）７２０繊維ロービング（３Ｍ社、ミネソタ州セン
トポール）をセラミック繊維基材として実施する。このセラミック繊維ロービングにおけ
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る個々のフィラメントは、およそ１０～１２μｍの直径を有する。
【００９９】
　図５は、本発明の例示的な実施形態によるＣＮＴ浸出繊維を製造するためのシステム５
００を表す。システム５００には、セラミック繊維材料の繰り出し及びテンショナー（te
nsioner）ステーション５０５、サイジング剤除去及び繊維開繊ステーション５１０、プ
ラズマ処理ステーション５１５、バリアコーティング適用ステーション５２０、空気乾燥
ステーション５２５、触媒適用ステーション５３０、溶媒フラッシュオフ（flash-off）
ステーション５３５、ＣＮＴ浸出ステーション５４０、繊維バンドラー（bundler）ステ
ーション５４５、及びセラミック繊維材料巻き取りボビン５５０が、図示のように相互に
関連して含まれる。
【０１００】
　繰り出し及びテンショナーステーション５０５には、繰り出しボビン５０６及びテンシ
ョナー５０７が含まれる。繰り出しボビンは、セラミック繊維材料５６０をプロセスに供
給し、繊維には、テンショナー５０７により張力がかけられる。本実施例に関して、セラ
ミック繊維は毎分２フィートのラインスピードで処理される。
【０１０１】
　繊維材料５６０は、サイジング剤除去加熱器５６５及び繊維開繊器５７０を含むサイジ
ング剤除去及び繊維開繊ステーション５１０に供給される。このステーションで、繊維５
６０上のいかなる「サイジング剤」も除去される。通常、繊維のうちサイジング剤を燃焼
させて除去がなされる。この目的のために、例えば、赤外線ヒーター、マッフル炉、及び
他の非接触加熱プロセスなど、様々な加熱手段のあらゆるものが用いられる。また、サイ
ジング剤の除去は、化学的に達成することもできる。繊維開繊器は個々の繊維要素を分離
する。繊維の開繊には、例えば、水平な均一直径のバー（flat, uniform-diameter bars
）の上下で、あるいは、直径可変のバーの上下で、あるいは、放射状に広がる溝及び混練
（kneading）ローラーを備えたバーの上、振動を生じるバーの上などで、繊維を引き出す
といった、様々な技術及び装置を用いることができる。繊維の開繊は、より多くの繊維表
面積をさらすことにより、例えば、プラズマの適用、バリアコーティングの適用、触媒の
適用など、下流工程の効果を高める。
【０１０２】
　多数のサイジング剤除去過熱器５６５が、繊維開繊器５７０全体に配置され、これによ
り、サイジング剤除去及び繊維の開繊を同時に、徐々に行うことを可能にする。繰り出し
及びテンショナーステーション５０５、並びに、サイジング剤除去及び繊維開繊ステーシ
ョン５１０は、繊維産業で一般的に使用されており、当業者であれば、それらの設計及び
使用に熟知しているであろう。
【０１０３】
　サイジング剤を燃焼させるために必要な温度及び時間は、（１）サイジング材料、及び
（２）セラミック繊維材料５６０の商業的供給源／特性に応じて変化する。セラミック繊
維材料における従来のサイジング剤は、約６５０℃で除去可能である。この温度で、サイ
ジング剤の完全燃焼を確実にするため１５分間を要する。温度をこの燃焼温度以上に上げ
ることで、燃焼時間を短縮することができる。特定の工業製品のサイジング剤を燃焼させ
るための最低温度は、熱重量分析を用いて決定される。
【０１０４】
　サイジング剤除去に必要なタイミングによっては、サイジング剤除去の加熱器を、必ず
しも、ＣＮＴ浸出に固有のプロセスに含めなくてもよく、むしろ、除去は独立して（例え
ば、並行して）行われる。この方法において、サイジング剤のないセラミック繊維材料製
品が、サイジング剤除去の加熱器を含まないＣＮＴ浸出繊維製造ラインで使用するために
集積されて巻き取られている。サイジング剤のない繊維は、その後、繰り出し及びテンシ
ョナーステーション５０５で巻き取られる。この製造ラインは、サイジング剤除去を含む
ラインよりも高速に運転可能である。
【０１０５】
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　サイジングされていない繊維５８０は、プラズマ処理ステーション５１５へ供給される
。本実施例に関して、大気プラズマ処理が、開繊したセラミック繊維材料より１ｍｍの距
離から「下流」方式で利用される。ガス原料はヘリウム１００％で構成される。
【０１０６】
　プラズマで強化された繊維５８５は、バリアコーティングステーション５２０へ供給さ
れる。例示的な本実施例において、シロキサンベースのバリアコーティング溶液が、浸漬
コーティングの構成に用いられる。その溶液は、体積で４０倍の希釈率により「Ａｃｃｕ
ｇｌａｓｓ（登録商標）Ｔ－１１スピンオンガラス」（Honeywell International Inc., 
Morristown, NJ）をイソプロピルアルコールで希釈したものである。セラミック繊維材料
上において得られるバリアコーティングの厚さは約４０ｎｍである。バリアコーティング
は周囲環境の室温で適用される。
【０１０７】
　バリアコーティングが施されたセラミック繊維５９０は、ナノスケールのバリアコーテ
ィングを部分的に硬化させるために、空気乾燥ステーション５２５に供給される。空気乾
燥ステーションは、開繊したセラミック繊維全体に加熱した空気流を送る。用いられる温
度は約１００℃～約５００℃の範囲である。
【０１０８】
　空気乾燥後、バリアコーティングが施されたセラミック繊維５９０は、触媒適用ステー
ション５３０に供給される。本実施例において、酸化鉄ベースのＣＮＴ形成触媒溶液が、
浸漬コーティングの構成に用いられる。その溶液は、体積で２００倍の希釈率により「Ｅ
ＦＨ－１」（Ferrotec Corporation, Bedford, NH）をヘキサンで希釈したものである。
セラミック繊維材料上には、触媒コーティングの単分子層が得られる。希釈する前の「Ｅ
ＦＨ－１」は、３～１５体積％の範囲のナノ粒子濃度を有する。酸化鉄ナノ粒子は、Ｆｅ

2Ｏ3とＦｅ3Ｏ4の構成成分をもち、直径が約８ｎｍである。
【０１０９】
　触媒を含むセラミック繊維材料５９５は、溶媒フラッシュオフステーション５３５へ供
給される。溶媒フラッシュオフステーションは、開繊したセラミック繊維全体に空気流を
送る。本実施例では、触媒を含むセラミック繊維材料に残った全てのヘキサンをフラッシ
ュオフするために、室温の空気が用いられる。
【０１１０】
　溶媒フラッシュオフの後、触媒を含む繊維５９５は、最後にＣＮＴ浸出ステーション５
４０に送られる。本実施例では、１フィートの成長ゾーンを備えた矩形反応器を用いて、
これにより大気圧でのＣＶＤ成長を利用する。全ガス流の９８．０％は不活性ガス（窒素
）であり、その他の２．０％は、炭素原料（アセチレン）である。成長ゾーンは７５０℃
に保持される。前述の矩形反応器に関して、７５０℃は成長速度を考えられる最速のもの
にする相対的に高い成長温度である。
【０１１１】
　ＣＮＴの浸出後、ＣＮＴ浸出繊維５９７は、繊維バンドラーステーション５４５で再び
束化される。この工程は、ステーション５１０で行われた開繊工程を事実上逆転すること
で、繊維の個々のストランドを再結合する。
【０１１２】
　束化されたＣＮＴ浸出繊維５９７は、保存のために、巻き取り繊維ボビン５５０の周囲
に巻き付けられる。ＣＮＴ浸出繊維５９７は、長さ約５０μｍのＣＮＴｓを担持しており
、その後、熱的及び電気的伝導性を強化する複合材料に使用される状態となる。
【０１１３】
　前述の工程には、環境隔離のために、不活性雰囲気あるいは真空中で行われるものがあ
ることに注目されたい。例えば、セラミック繊維材料のサイジング剤を燃焼している場合
、繊維は環境隔離されて、これによりガス放出を阻止するとともに、水分による損傷を防
止する。便宜上、システム５００において、環境隔離は、製造ラインの初めにおけるセラ
ミック繊維材料の繰り出し及び張力付与、及び、製造ラインの終端における繊維の巻き取
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りを除いて、全ての工程に提供される。
【実施例２】
【０１１４】
　本実施例は、連続プロセスでセラミック繊維材料にＣＮＴｓを浸出させて、これにより
機械的強度、特に、界面特性（例えば、せん断強度など）の向上を図る方法を示す。この
場合、繊維上に長さの短いＣＮＴｓを担持することが目的となる。本実施例において、テ
ックス値３３３のネクステル（登録商標）６１０セラミック繊維ロービング（３Ｍ社、ミ
ネソタ州セントポール）をセラミック繊維基材として実施する。このセラミック繊維ロー
ビングにおける個々のフィラメントは、およそ１０～１２μｍの直径を有する。
【０１１５】
　図６は、本発明の例示的な実施形態によるＣＮＴ浸出繊維を製造するためのシステム６
００を示し、システム５００で説明されたステーション及びプロセスと同一のものを多く
含んでいる。システム６００には、セラミック繊維材料の繰り出し及びテンショナーステ
ーション６０２、繊維開繊ステーション６０８、プラズマ処理ステーション６１０、触媒
適用ステーション６１２、溶媒フラッシュオフステーション６１４、第２の触媒適用ステ
ーション６１６、第２の溶媒フラッシュオフステーション６１８、バリアコーティングス
テーション６２０、空気乾燥ステーション６２２、第２のバリアコーティングステーショ
ン６２４、第２の空気乾燥ステーション６２６、ＣＮＴ浸出ステーション６２８、繊維バ
ンドラーステーション６３０、及びセラミック繊維材料巻き取りボビン６３２が、図示の
ように相互に関連して含まれる。
【０１１６】
　繰り出し及びテンショナーステーション６０２には、繰り出しボビン６０４及びテンシ
ョナー６０６が含まれる。繰り出しボビンはセラミック繊維材料６０１をプロセスに供給
し、繊維にはテンショナー６０６により張力がかけられる。本実施例に関して、セラミッ
ク繊維は毎分２フィートのラインスピードで処理される。
【０１１７】
　繊維材料６０１は、繊維開繊ステーション６０８に供給される。この繊維はサイジング
剤を備えずに製造されているので、サイジング剤除去プロセスは、繊維開繊ステーション
６０８の一部として組み込まれていない。繊維開繊器は、繊維開繊器５７０で説明した方
法と同様に、個々の繊維要素を分離する。
【０１１８】
　繊維材料６０１は、プラズマ処理ステーション６１０へ供給される。本実施例に関して
、大気プラズマ処理が、開繊したセラミック繊維材料より１２ｍｍの距離から「下流」方
式で利用される。ガス原料は、全不活性ガス流（ヘリウム）のうち１．１％の量の酸素を
含む。セラミック繊維材料の表面上における酸素含有量の制御は、後続のコーティングの
接着性を強化する効果的な方法であり、ひいては、セラミック繊維複合材料の機械的性質
の向上にとって好ましいものである。
【０１１９】
　プラズマで強化された繊維６１１は、触媒適用ステーション６１２へ供給される。本実
施例において、酸化鉄ベースのＣＮＴ形成触媒溶液が、浸漬コーティングの構成に用いら
れる。その溶液は、体積で２００倍の希釈率により「ＥＦＨ－１」（Ferrotec Corporati
on, Bedford, NH）をヘキサンで希釈したものである。セラミック繊維材料上には、触媒
コーティングの単分子層が得られる。希釈前の「ＥＦＨ－１」は、３～１５体積％の範囲
のナノ粒子濃度を有する。酸化鉄ナノ粒子は、Ｆｅ2Ｏ3とＦｅ3Ｏ4の構成成分をもち、直
径が約８ｎｍである。
【０１２０】
　触媒を含む炭素繊維材料６１３は、溶媒フラッシュオフステーション６１４へ供給され
る。溶媒フラッシュオフステーションは、開繊したセラミック繊維全体に空気流を送る。
本実施例では、触媒を含むセラミック繊維材料に残った全てのヘキサンをフラッシュオフ
するために、室温の空気が用いられる。
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【０１２１】
　溶媒フラッシュオフの後、触媒を含む繊維６１３は、触媒適用ステーション６１２と同
一の触媒適用ステーション６１６に供給される。溶液は、体積で８００倍の希釈率により
「ＥＦＨ－１」をヘキサンで希釈したものである。本実施例に関して、多数の触媒適用ス
テーションを含む構成を用いて、プラズマで強化された繊維６１１上における触媒の被覆
率を最適化する。
【０１２２】
　触媒を含むセラミック繊維材料６１７は、溶媒フラッシュオフステーション６１４と同
一の溶媒フラッシュオフステーション６１８へ供給される。
【０１２３】
　溶媒フラッシュオフの後、触媒を含むセラミック繊維材料６１７は、バリアコーティン
グ適用ステーション６２０へ供給される。本実施例において、シロキサンベースのバリア
コーティング溶液が、浸漬コーティングの構成に用いられる。その溶液は、体積で４０倍
の希釈率により「Ａｃｃｕｇｌａｓｓ（登録商標）Ｔ－１１スピンオンガラス」（Honeyw
ell International Inc., Morristown, NJ）をイソプロピルアルコールで希釈したもので
ある。セラミック繊維材料上において得られるバリアコーティングの厚さは約４０ｎｍで
ある。バリアコーティングは周囲環境の室温で適用される。
【０１２４】
　バリアコーティングが施されたセラミック繊維６２１は、バリアコーティングを部分的
に硬化させるために、空気乾燥ステーション６２２へ供給される。空気乾燥ステーション
は、開繊したセラミック繊維全体に加熱した空気流を送る。用いられる温度は約１００℃
～約５００℃の範囲である。
【０１２５】
　空気乾燥後、バリアコーティングが施されたセラミック繊維６２１は、バリアコーティ
ング適用ステーション５２０と同一のバリアコーティング適用ステーション６２４へ供給
される。その溶液は、体積で１２０倍の希釈率により「Ａｃｃｕｇｌａｓｓ（登録商標）
Ｔ－１１スピンオンガラス」をイソプロピルアルコールで希釈したものである。本実施例
に関して、多数のバリアコーティング適用ステーションを含む構成を用いて、触媒を含む
繊維６１７上におけるバリアコーティングの被覆率を最適化する。
【０１２６】
　バリアコーティングが施されたセラミック繊維６２５は、バリアコーティングを部分的
に硬化させるために、空気乾燥ステーション６２２と同一の空気乾燥ステーション６２６
へ供給される。
【０１２７】
　空気乾燥後、バリアコーティングが施されたセラミック繊維６２５は、最後にＣＮＴ浸
出ステーション６２８へ送られる。本実施例では、１２インチの成長ゾーンを備えた矩形
反応器を用いて、大気圧でのＣＶＤ成長を利用する。全ガス流の９７．７５％は不活性ガ
ス（窒素）であり、その他の２．２５％は、炭素原料（アセチレン）である。成長ゾーン
は６５０℃に保持される。前述の矩形反応器に関して、６５０℃は、より短いＣＮＴ成長
の制御を可能にする、相対的に低い成長温度である。
【０１２８】
　ＣＮＴの浸出後、ＣＮＴ浸出繊維６２９は、繊維バンドラーステーション６３０で再び
束化される。この工程は、ステーション６０８で行われた開繊工程を事実上逆転すること
で、繊維の個々のストランドを再結合する。
【０１２９】
　束化されたＣＮＴ浸出繊維６３１は、保存のために、巻き取り繊維ボビン６３２の周囲
に巻き付けられる。ＣＮＴ浸出繊維６２９は、長さ約５μｍのＣＮＴｓを担持しており、
その後、機械的性質を強化する複合材料に使用される状態となる。
【０１３０】
　本実施例において、炭素繊維材料は、バリアコーティング適用ステーション６２０及び
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６２４の前に触媒適用ステーション６１２及び６１６を通過する。このコーティングの順
序は、実施例１に図示される順序とは「逆」になり、これにより、セラミック繊維基材に
対するＣＮＴｓの固定を向上させることができる。ＣＮＴ成長プロセスの間、バリアコー
ティング層はＣＮＴｓにより基材から持ち上げられ、これにより、セラミック繊維材料と
の（触媒ＮＰの接合を介した）直接接触をより多くすることができる。熱的／電気的性質
ではなく、機械的性質の向上を目的としているので、順序が「逆」になるコーティングの
構成は好ましい。
【０１３１】
　前述の工程には、環境隔離のために、不活性雰囲気あるいは真空中で行われるものがあ
ることに注目されたい。便宜上、システム６００において、環境隔離は、製造ラインの初
めにおけるセラミック繊維材料の繰り出し及び張力付与、及び、製造ラインの終端におけ
る繊維の巻き取りを除いて、全ての工程に提供される。
【実施例３】
【０１３２】
　本実施例は、引張強度の向上が要求される用途のために連続プロセスにおけるセラミッ
ク繊維へのＣＮＴ浸出を明示し、ここで、そのシステムは、後続の樹脂取り込み及びワイ
ンディングプロセスと連結される。この場合において、１０ミクロンより長いＣＮＴが好
ましい。
【０１３３】
　図７は、ＣＮＴ浸出繊維が、フィラメント・ワインディングシステム７００により下位
工程のフィラメント・ワインディングプロセスが行われたときに生成される、本発明の更
なる例示的な実施形態を表す。
【０１３４】
　システム７００には、セラミック繊維材料クリール（creel）７０２、カーボンナノチ
ューブ浸出システム７１２、ＣＮＴ調整システム７０５、樹脂槽７２８、及びフィラメン
ト・ワインディング・マンドレル７６０が、図示のように相互に関連しつつ含まれる。シ
ステム７００の様々な要素は、カーボンナノチューブ浸出システム７１２及びＣＮＴ調整
システム７０５を除いて、従来のフィラメント・ワインディングプロセスに存在するもの
である。図７に表されるプロセス及びシステムの主な要素は、（任意的な）サイジング剤
除去ステーション７１０、及びＣＮＴ浸出ステーション７２６を含むカーボンナノチュー
ブ浸出システム７１２である。
【０１３５】
　繊維クリール７０２には、スプール毎に１つのロービングを含んで構成されるセラミッ
ク繊維材料７０１Ａ～７０１Ｈの多数のスプール７０４が含まれる。セラミック繊維ロー
ビング７０１Ａ～７０１Ｈの撚り合わされていない群を「セラミックロービング７０３」
と総称する。
【０１３６】
　クリール７０２は、水平配向でスプール７０４を保持する。各スプールからのセラミッ
ク繊維ロービング７０６は、クリール７０２から出て１～５ポンドの張力でカーボンナノ
チューブ浸出システム７１２へ移動するときに、繊維を平坦化して繊維の方向を並行配置
に揃える適切に配置された小型のローラー及びテンショナー７１５を介して移動する。本
実施例の場合、繊維は毎分５フィートのラインスピードでクリールから引き出される。
【０１３７】
　別の実施形態において、システム７００で用いられる巻き取り可能なセラミック繊維材
料が、既にＣＮＴが浸出した（すなわち、システム５００により製造された）セラミック
繊維材料であることを理解されたい。このような実施形態においては、システム７００は
、ナノチューブ浸出システム７１２なしで運転される。
【０１３８】
　カーボンナノチューブ浸出システム７１２では、ロービング７０３のサイジング剤が除
去され、ナノチューブ形成触媒が適用され、そして、ロービングがＣＶＤ成長システムを
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介してＣＮＴ成長状態にさらされる。
【０１３９】
　サイジング剤除去ステーション７３０は、ロービング７０３を不活性（窒素）雰囲気中
の高温にさらす。本実施例において、ロービング７０３は、３０秒の滞留時間で５５０℃
の温度にさらされる。
【０１４０】
　例示的な本実施例において、触媒溶液は浸漬プロセスを介して、例えば、ロービング７
０３を浸漬槽７３５に通すことにより適用される。本実施例において、体積比で１の磁性
流体であるナノ粒子溶液と２００のヘキサンからなる触媒溶液が用いられる。引張強度向
上を目的とするＣＮＴ浸出繊維のためのプロセスラインスピードで、繊維は浸漬槽に２５
秒間滞留する。触媒は、真空及び不活性雰囲気のいずれも必要とせず、周囲環境内の室温
で適用可能である。
【０１４１】
　次に、触媒を含むロービング７０３は、成長前の低温不活性ガスパージゾーン、ＣＮＴ
成長ゾーン、及び成長後のガスパージゾーンから成るＣＮＴ浸出ステーション７２６へ送
られる。室温の窒素ガスは、前述のようにＣＮＴ成長ゾーンからの流出するガスを冷却す
るために、成長前のパージゾーンに導入される。流出するガスは、繊維の酸化を防止する
ために、急速な窒素パージにより２５０℃未満まで冷却される。繊維は、９９％の不活性
ガス（窒素）質量流と１％の炭素含有原料ガス（アセチレン）質量流との混合物が、ガス
マニホールドを介して中心に導かれて高温で加熱されるＣＮＴ成長ゾーンに入る。本実施
例において、システムの長さは５フィートであり、ＣＮＴ成長ゾーンにおける温度は６５
０℃である。触媒を含む繊維は、本実施例において、ＣＮＴ成長環境に６０秒間さらされ
、その結果、長さ１５ミクロンで体積百分率４％のＣＮＴｓが、セラミック繊維表面に浸
出する。最終的に、ＣＮＴ浸出セラミック繊維は、繊維表面及びＣＮＴｓの酸化を防止す
るために、繊維に加えさらに流出ガスを２５０℃に冷却する成長後パージゾーンを通過す
る。
【０１４２】
　次に、ＣＮＴ浸出ロービング７０３は、ＣＮＴ調整システム７０５を通るが、ここでは
、一連の金型が、ロービング７０３の各ロービング７０１Ａ～Ｈの方向にＣＮＴｓの軸を
機械的に調整するために用いられる。直径０．１２５インチの開口部で終わる先細の金型
が、ＣＮＴｓの調整を支援するために用いられる。
【０１４３】
　ＣＮＴ調整システム７０５を通過した後、調整されたＣＮＴ浸出ロービング７４０は、
樹脂槽７２８へ供給される。樹脂槽は、ＣＮＴ浸出繊維と樹脂とを含んで構成される複合
材料を製造するための樹脂を収容する。この樹脂には、例えば、ポリエステル（例えば、
オルトフタル酸ポリエステルなど）、改質ポリエステル（例えば、イソフタル酸ポリエス
テルなど）、エポキシ、及びビニルエステルなどの市販の樹脂マトリックスが含まれる。
【０１４４】
　樹脂槽７２８は、様々な方法で実現されるが、以下にそのうちの２つを記載する。第１
に、樹脂槽７２８は、ドクター・ブレード（doctor blade）のローラー槽（roller bath
）として実現されるが、ここでは、研磨された回転シリンダ（例えば、シリンダ７５０）
が槽内に配設され、回転するときに樹脂を引き上げる。ドクター・バー（図７には図示せ
ず）は、シリンダを押し付けてシリンダ７５０上で正確な樹脂フィルム厚を得るとともに
、余剰の樹脂を槽内に押し戻す。調整されたＣＮＴ浸出セラミック繊維ロービング７４０
は、シリンダ７５０の頂部を通って引き出されると、樹脂フィルムと接触して濡れる。も
う１つの方法として、樹脂槽７２８は浸漬槽として用いられ、ここでは、調整されたＣＮ
Ｔ浸出セラミック繊維ロービング７４０が樹脂内に沈められ、その後、余剰の樹脂を除去
する１組のワイパー又はローラーを通って引き出される。
【０１４５】
　樹脂槽７２８を出た後、樹脂で濡れているＣＮＴ浸出繊維ロービング７５５は、デリバ
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リーヘッド（図示せず）の後方に配置される、様々なリング、小穴（eyelets）、そして
、通常はマルチピン（multi-pin）「くし状部（comb）」（図示せず）を通過する。くし
状部は、ＣＮＴ浸出セラミック繊維ロービング７５５を分離した状態にするが、その後、
それらは、回転マンドレル７６０上で単一の結合した束にまとめられる。マンドレルは、
引張強度が向上した複合材料を必要とする構造体の型としての役割を果たす。
【０１４６】
　当然のことながら、前述の実施形態は単に本発明の具体例にすぎず、当業者であれば、
本発明の範囲から逸脱することなく、前述の実施形態の多くの変形例を考え出すことがで
きる。例えば、本明細書における数々の具体的詳細は、本発明の例示的な実施形態の説明
及び理解を完全にするために提供されている。しかしながら、当業者であれば、本発明の
１以上の詳細がなくても、又は他のプロセス、材料、構成要素などで本発明を実施し得る
ことを認識できる。
【０１４７】
　また、場合によっては、周知の構造、材料、又は工程を図示せず、又はその詳細な説明
を行わないことにより、例示の実施形態の態様を分かり難くすることを避けている。当然
のことながら、図面に図示された様々な実施形態は例示であり、必ずしも一定の縮尺で描
かれたものではない。本明細書全体にわたって「一実施形態」又は「１つの実施形態」又
は「ある実施形態（実施形態の中には）」で言及しているのは、特定の機能、構造、材料
、又は（複数の）実施形態と関連して記載した特徴が、本発明の少なくとも１つの実施形
態には含まれるが、必ずしも全ての実施形態に含まれるものではない、ことを意味する。
したがって、本明細書の全体にわたって様々な箇所で現れる表現「１つの実施形態におい
て」、「一実施形態において」又は「ある実施形態において（実施形態の中には）」は、
必ずしも全て同じ実施形態について言及しているものものとは限らない。さらに、特定の
機能、構造、材料、又は特徴を、１以上の実施形態で適切な方法により組み合わせること
ができる。このため、このように変形したものは、以下の特許請求の範囲及びその同等物
の範囲内に含まれる。
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