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(54)【発明の名称】鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体とその製造方法
(57)【要約】
【課題】

ＳＴＭやＡＦＭ用探針、表示素子、ディスプ

レイ等の電界放出電子源などとして有用な、新規なカー
ボンナノ構造物である鋭端多層カーボンナノチューブ放
射状集合体とその製造方法鋭端多層カーボンナノチュー
ブ放射状集合体とその製造方法を提供する。
【解決手段】

一端が鋭角に尖った鋭端多層カーボンナ

ノチューブの複数が、その鋭端部を外にして放射状に集
合された鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体で
ある。
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【特許請求の範囲】

ーブ放射状集合体の製造方法。

【請求項１】

【請求項１４】

一端が鋭角に尖った鋭端多層カーボンナ

プラズマ炎が短軸約３０ｍｍ長軸約６

ノチューブの複数が、その鋭端部を外にして放射状に集

０ｍｍの楕円球状であるとき、プラズマ炎の中心から１

合されたものであることを特徴とする鋭端多層カーボン

５〜２０ｍｍの炭素棒表面に鋭端多層カーボンナノチュ

ナノチューブ放射状集合体。

ーブ放射状集合体を堆積させることを特徴とする請求項

【請求項２】

９ないし１３いずれかに記載の鋭端多層カーボンナノチ

鋭端多層カーボンナノチューブは、中心

部までカーボンナノチューブが形成されていることを特

ューブ放射状集合体の製造方法。

徴とする請求項１記載の鋭端多層カーボンナノチューブ

【請求項１５】

放射状集合体。
【請求項３】

不活性ガスに添加する水素を２〜１０

％とすることを特徴とする請求項９ないし１４いずれか
鋭端多層カーボンナノチューブの最も内
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に記載の鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体の

側のカーボンナノチューブの直径が、略０．４ｎｍであ

製造方法。

ることを特徴とする請求項１または２記載の鋭端多層カ

【請求項１６】

ーボンナノチューブ放射状集合体。

する請求項９ないし１５いずれかに記載の鋭端多層カー

【請求項４】

ボンナノチューブ放射状集合体の製造方法。

鋭端多層カーボンナノチューブの鋭端部

不活性ガスがＡｒであることを特徴と

は円錐状であって、鋭端部の角度が４０°以下であるこ

【発明の詳細な説明】

とを特徴とする請求項１ないし３いずれかに記載の鋭端

【０００１】

多層カーボンナノチューブ放射状集合体。

【発明の属する技術分野】この出願の発明は、鋭端多層

【請求項５】

鋭端多層カーボンナノチューブの鋭端部

カーボンナノチューブ放射状集合体とその製造方法に関

は円錐状であって、その円錐の頂点は、鋭端多層カーボ

するものである。さらに詳しくは、この出願の発明は、

ンナノチューブの軸の延長上、管壁の延長上、あるいは

20

ＳＴＭやＡＦＭ用探針、表示素子、ディスプレイ等の電

それらの中間にあることを特徴とする請求項４記載の鋭

界放出電子源などとして有用な、新規なカーボンナノ構

端多層カーボンナノチューブ放射状集合体。

造物である鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体

【請求項６】

と、鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体膜、お

集合体の直径が１〜５μｍであることを

特徴とする請求項１ないし５いずれかに記載の鋭端多層

よびそれらの製造方法に関するものである。

カーボンナノチューブ放射状集合体。

【０００２】

【請求項７】

【従来の技術とその課題】従来より、カーボンナノチュ

請求項１ないし６いずれかに記載の鋭端

多層カーボンナノチューブ放射状集合体が膜状に積み重

ーブ、カーボンナノホーン等のカーボンナノ構造物質

ねられていることを特徴とする鋭端多層カーボンナノチ

を、微小電子素子の導体やＦＰＤ等の電極、ミクロ構造

ューブ放射状集合体膜。

物、高強度材料吸着材等として利用する研究が数多くな

【請求項８】

膜厚が２０〜１５０μｍであることを特

30

されている。

徴とする鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体

【０００３】このカーボンナノチューブは、グラファイ

膜。

トのシートが円筒状に丸まった形状を有し、シートが一

【請求項９】

水素を添加した不活性ガス雰囲気中で発

重の単層カーボンナノチューブと、複数のシートが入れ

生させたプラズマ炎中に炭素棒を導入し、炭素を蒸発さ

子状に重なった多層カーボンナノチューブとに分類する

せることで、炭素棒表面に鋭端多層カーボンナノチュー

ことができる。一般的によく知られている単層カーボン

ブ放射状集合体を堆積させることを特徴とする鋭端多層

ナノチューブは、直径が１〜２ｎｍ、長さが数μｍのも

カーボンナノチューブ放射状集合体の製造方法。

のが多く、また、多層カーボンナノチューブについて

【請求項１０】

は、最外の層の直径が数１０ｎｍ、最も内側の層の直径

４ＭＨｚ以上の高周波プラズマを用い

ることを特徴とする請求項９記載の鋭端多層カーボンナ
ノチューブ放射状集合体の製造方法。
【請求項１１】

が数〜１０ｎｍ、長さが数μｍのものが多い。
40

【０００４】一方のカーボンナノホーンは、単層カーボ

プラズマ炎の中心部の温度を５０００

ンナノチューブの先端が円錐状に閉じた形状のものであ

℃以上とすることを特徴とする請求項９または１０記載

る。このカーボンナノホーンは、実際には、多数のカー

の鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体の製造方

ボンナノホーンが円錐状の先端を外にして放射状に集合

法。

し、直径約１００ｎｍ程度の球状体となったカーボンナ

【請求項１２】

炭素棒の先端を円錐状にすることを特

ノホーン集合体として得られている。

徴とする請求項９ないし１１いずれかに記載の鋭端多層

【０００５】このようなカーボンナノ構造物において、

カーボンナノチューブ放射状集合体の製造方法。

最近、１番外側の層の直径は従来のと同様の１０ｎｍ程

【請求項１３】

炭素棒の先端がプラズマ炎の中心部に

度であるものの、中心部まで層が密に形成されており、

なるように炭素棒を導入することを特徴とする請求項９

１番内側の最も細い層の直径が約０．４ｎｍである多層

ないし１２いずれかに記載の鋭端多層カーボンナノチュ

50

カーボンナノチューブが発見された。この１番内側のカ

( 3 )
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ーボンナノチューブにおける約０．４ｎｍという直径

それらの中間にあることを、第６には、集合体の直径が

は、これまで発見されたなかで最も細いものであること

１〜５μｍであることを特徴とする鋭端多層カーボンナ

はもちろんのこと、最も小さいフラーレンであるＣ2 0 の

ノチューブ放射状集合体等を提供する。

分子直径と一致する大きさであり、これより細いカーボ

【００１２】さらにこの出願の発明は、第７には、上記

ンナノチューブは安定に存在し得ないという極限の細さ

いずれかの鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体

でもある。すなわち、この多層カーボンナノチューブ

が膜状に積み重ねられていることを特徴とする鋭端多層

は、これ以上内側にチューブが生成されない限界まで密

カーボンナノチューブ放射状集合体膜や、第８には、そ

に詰まった多層ナノチューブである。

の膜厚が２０〜１５０μｍであることを特徴とする鋭端

【０００６】この密に詰まった多層カーボンナノチュー
ブの特徴としては、従来の多層カーボンナノチューブと

多層カーボンナノチューブ放射状集合体膜をも提供す
10

る。

同様に化学的に安定であることに加え、機械的強度がさ

【００１３】一方で、この出願の発明は、第９には、水

らに高められていると考えられる。また、最も内側の直

素を添加した不活性ガス雰囲気中で発生させたプラズマ

径０．４ｎｍのカーボンナノチューブについては、金属

炎中に炭素棒を導入し、炭素を蒸発させることで、炭素

的性質を持つという興味深い特性等が明らかとされてき

棒表面に鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体を

ている。このことは、通常得られる直径が１〜２ｎｍの

堆積させることを特徴とする鋭端多層カーボンナノチュ

単層カーボンナノチューブでは、炭素原子の配列によっ

ーブ放射状集合体の製造方法を提供する。

て金属的性質を持つ場合と半導体的性質を持つ場合があ

【００１４】また、この出願の発明は、上記発明の鋭端

るという特性と異なるものである。

多層カーボンナノチューブ放射状集合体の製造方法にお

【０００７】このように、カーボンナノ構造物において

いて、第１０には、４ＭＨｚ以上の高周波プラズマを用

は、構造がわずかに変化するだけで特性が大きく変化す

20

いることを特徴とする製造方法を、第１１には、プラズ

るなど、各種の機能材料としての未知の可能性が秘めら

マ炎の中心部の温度を５０００℃以上とすることを特徴

れており、また更なる新しいカーボンナノ構造物の出現

とする製造方法を、第１２には、炭素棒の先端を円錐状

が期待されてもいる。

にすることを特徴とする製造方法を、第１３には、炭素

【０００８】この出願の発明は、以上の通りの事情に鑑

棒の先端がプラズマ炎の中心部になるように炭素棒を導

みてなされたものであり、さらに新規なカーボンナノ構

入することを特徴とする製造方法を、第１４には、プラ

造物として、ＳＴＭやＡＦＭ用探針、表示素子、ディス

ズマ炎が短軸約３０ｍｍ長軸約６０ｍｍの楕円球状であ

プレイ等の電界放出電子源などとして有用な、鋭端多層

るとき、プラズマ炎の中心から１５〜２０ｍｍの炭素棒

カーボンナノチューブ放射状集合体と、鋭端多層カーボ

表面に鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体を堆

ンナノチューブ放射状集合体膜、およびその製造方法を

積させることを特徴とする製造方法を、第１５には、不

提供することを課題としている。

30

活性ガスに添加する水素を２〜１０％とすることを特徴

【０００９】

とする製造方法を、第１６には、不活性ガスがＡｒであ

【課題を解決するための手段】そこで、この出願の発明

ることを特徴とする製造方法を提供する。

は、上記の課題を解決するものとして、以下の通りの発

【００１５】

明を提供する。

【発明の実施の形態】この出願の発明は、上記の通りの

【００１０】すなわち、まず第１には、この出願の発明

特徴を持つものであるが、以下にその実施の形態につい

は、一端が鋭角に尖った鋭端多層カーボンナノチューブ

て説明する。

の複数が、その鋭端部を外にして放射状に集合されたも

【００１６】まず、この出願の発明が提供する鋭端多層

のであることを特徴とする鋭端多層カーボンナノチュー

カーボンナノチューブ放射状集合体は、一端が鋭角に尖

ブ放射状集合体を提供する。
【００１１】そしてこの出願の発明は、上記の発明の鋭

った鋭端多層カーボンナノチューブの複数が、その鋭端
40

部を外にして放射状に集合されたものであることを特徴

端多層カーボンナノチューブ放射状集合体について、第

としている。

２には、鋭端多層カーボンナノチューブは、中心部まで

【００１７】この出願の発明の鋭端多層カーボンナノチ

カーボンナノチューブが形成されていることを、第３に

ューブ放射状集合体における鋭端多層カーボンナノチュ

は、鋭端多層カーボンナノチューブの最も内側のカーボ

ーブは、長さがほぼ１μｍ程度で均一であって、その鋭

ンナノチューブの直径が、略０．４ｎｍであることを、

端部が４０°程度以下の鋭角に尖った円錐状の形状を有

第４には、鋭端多層カーボンナノチューブの鋭端部は円

している。図１（ｉ）〜（iii）に、この鋭端多層カー

錐状であって、鋭端部の角度が４０°以下であること

ボンナノチューブの鋭端部の縦断面模式図を例示した。

を、第５には、鋭端多層カーボンナノチューブの鋭端部

より詳しく説明すると、この鋭端多層カーボンナノチュ

は円錐状であって、その円錐の頂点は、鋭端多層カーボ

ーブの鋭端部の円錐は、円錐軸と円錐面の成す角度が２

ンナノチューブの軸の延長上、管壁の延長上、あるいは

50

０°程度以下であって、鋭端部としては４０°程度以下

( 4 )
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6

の円錐状となっている。より代表的には、この鋭端部は

【００２１】このようなこの出願の発明の鋭端多層カー

約３０°の円錐状である。そして、その円錐の頂点は、

ボンナノチューブ放射状集合体および鋭端多層カーボン

たとえば（ｉ）に示したように、鋭端多層カーボンナノ

ナノチューブ放射状集合体膜は、先端部が鋭角に尖って

チューブの軸の延長上であったり、（iii）に示したよ

いることから、たとえば走査型トンネル顕微鏡（ＳＴ

うに、管壁の延長上にあったり、あるいは（ii）に示し

Ｍ）や原子間力顕微鏡（ＡＦＭ）などに代表される走査

たように（ｉ）と（iii）の中間にあったりと、様々の

型プローブ顕微鏡（ＳＰＭ）用の探針等に応用できる。

ものが混在している。

たとえばこの探針としては、単層カーボンナノホーンを

【００１８】そして、この出願の発明の鋭端多層カーボ

利用することも検討されているが、この鋭端多層カーボ

ンナノチューブ放射状集合体における鋭端多層カーボン
ナノチューブは、驚くべきことに、その中心部に大きな

ンナノチューブ放射状集合体は密に詰まった構造を有し
10

ていることから、より強固な探芯が実現できる。

空洞は形成されておらず、中心部まで密にカーボンナノ

【００２２】以上のようなこの出願の発明の鋭端多層カ

チューブが形成されているのである。この鋭端多層カー

ーボンナノチューブ放射状集合体は、たとえば、以下の

ボンナノチューブの最も内側のカーボンナノチューブの

この出願の発明の鋭端多層カーボンナノチューブ放射状

直径は略０．４ｎｍである。この略０．４ｎｍ、もしく

集合体の製造方法により得ることができる。すなわち、

は測定誤差を含めたこの大きさは、最近報告された密に

たとえば図２に例示したように、水素を添加した不活性

詰まった多層ナノチューブと同じ、これ以上内側にチュ

ガス（４）雰囲気中で発生させたプラズマ炎（１）中に

ーブが生成されない限界の大きさを意味している。この

炭素棒（２）を導入し、炭素を蒸発させることで、炭素

ことから、この鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集

棒（２）表面に鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集

合体には、特異な特性が備わっている可能性を期待する

合体（１０）を堆積させることで製造することができ

ことができる。

20

る。

【００１９】この鋭端多層カーボンナノチューブ放射状

【００２３】この出願の発明において、炭素を蒸発させ

集合体は、以上のような鋭端多層カーボンナノチューブ

るプラズマ炎（１）は極めて重要である。炭素を効率よ

がその鋭端部を外にして放射状に集合しており、その全

く蒸発させるために、プラズマ炎（１）の中心部の温度

体形状としては、球体に近いものや、あたかも苔が生え

は５０００℃以上であることが好ましい。また、高いガ

たような形態のもの等がある。そして、その直径（大き

ス圧力でも安定したプラズマ炎（１）を維持することが

さ）はおよそ１〜５μｍ程度のものが実現されている。

できるため、周波数が４ＭＨｚ以上の高周波プラズマを

１本の鋭端多層カーボンナノチューブの長さが全てほぼ

用いることが好ましいものとして例示される。

１μｍであることからも分かるように、この鋭端多層カ

【００２４】このプラズマ（１）の発生雰囲気は、水素

ーボンナノチューブ放射状集合体の直径は鋭端多層カー

を添加した不活性ガス（４）とするようにしている。不

ボンナノチューブ放射状集合体の長さに依存しておら
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活性ガス（４）としては、Ａｒ（アルゴン）、Ｈｅ（ヘ

ず、集合している鋭端多層カーボンナノチューブの数が

リウム）、Ｎｅ（ネオン）等の希ガスを用いることがで

増えると直径（大きさ）が増大すると考えられる。

き、プラズマ炎をより安定して発生できるものとしてＡ

【００２０】一方で、この出願の発明が提供する鋭端多

ｒを用いることが好ましい。この不活性ガス（４）雰囲

層カーボンナノチューブ放射状集合体膜は、上記の鋭端

気中に添加する水素の濃度は、２〜１０％程度とするこ

多層カーボンナノチューブ放射状集合体が、膜状に何層

とができ、１０％程度とすることが好適である。

か積み重ねられていることを特徴としている。この鋭端

【００２５】この出願の発明において、原料として用い

多層カーボンナノチューブ放射状集合体膜の膜厚は、鋭

る炭素棒（２）は、純度が９９％程度以上の炭素の焼結

端多層カーボンナノチューブ放射状集合体の積み重なる

体や、多孔質体等を用いることができる。炭素棒（２）

量に依存するものの、観察した結果からはその膜厚は２
０〜１５０μｍ程度と推察される。そして、この出願の

の純度が低くなると、非晶質カーボン等の不純物が増加
40

するために好ましくない。この炭素棒（２）には、触媒

発明が提供する鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集

としての金属を添加する必要はない。また、形状につい

合体膜について特徴的なことは、この膜は、たとえばカ

ては、炭素棒（２）の先端をプラズマ炎（１）に導入で

ーボンナノホーンのような粒子状体が単に堆積している

きるものであれば直径や長さ等についての制限はなく、

のではなく、下層の鋭端多層カーボンナノチューブ放射

用いるプラズマ発生装置や発生されるプラズマ炎（１）

状集合体の上に別の鋭端多層カーボンナノチューブ放射

の大きさ等に応じて任意のものとすることができる。た

状集合体が、あたかも「生える」ように積み重ねられて

とえば、プラズマ炎（１）でより高温である中心部に導

いるのである。従って、この出願の発明の鋭端多層カー

入できる程度の太さの炭素棒（２）とすることや、より

ボンナノチューブ放射状集合体膜は、ファンデルワール

好ましくは、炭素が蒸発しやすいように、炭素棒（２）

ス的な結合ではなく、より化学結合に近い力で膜状に凝

の先端部分をたとえば鉛筆のように円錐状に成形してお

集されていると考えられる。
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くことが好ましい例として示される。
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【００２６】この炭素棒（２）をプラズマ炎（１）の中

ューブ放射状集合体を得た。

心部に導入して、炭素を蒸発させる。蒸発された炭素の

【００３２】得られた鋭端多層カーボンナノチューブ放

一部はキャリアーガスの流れを受け、プラズマ炎（１）

射状集合体膜の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像を図４

の中心部からやや離れた炭素棒（２）表面に堆積する。

に、鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体のＳＥ

これらの堆積物（２）は、図２中にＡおよびＢで示した

Ｍ像を図５（ａ）（ｂ）に示した。鋭端多層カーボンナ

ように、Ａ綿状堆積物とＢ膜状堆積物からなり、この鋭

ノチューブ放射状集合体が重なり合って堆積して鋭端多

端多層カーボンナノチューブ放射状集合体（１０）はＢ

層カーボンナノチューブ放射状集合体膜が形成されてい

膜状堆積物として得ることができる。より具体的には、

ることが確認された。また、鋭端多層カーボンナノチュ

たとえば、プラズマ炎（１）が、短軸約３０ｍｍ、長軸
約６０ｍｍの楕円球状であるとき、プラズマ炎（１）の

ーブ放射状集合体は、多数の鋭端多層カーボンナノチュ
10

ーブが放射状に集合したものであることがわかった。

中心から約１５〜３０ｍｍの炭素棒（２）表面に、より

【００３３】この鋭端多層カーボンナノチューブ放射状

限定的には約１５〜２０ｍｍ程度の炭素棒（２）表面

集合体の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）像を図６および図

に、Ｂ膜状堆積物として鋭端多層カーボンナノチューブ

７に示した。より詳細に観察すると、得られた鋭端多層

放射状集合体（１０）を得ることができる。

カーボンナノチューブ放射状集合体は、先端がほぼ３０

【００２７】この鋭端多層カーボンナノチューブ放射状

°程度の円錐状となった鋭端多層カーボンナノチューブ

集合体（１０）は、非晶質カーボンなどの炭素微粒子と

が、その鋭端部を外にして放射状に集合したものである

共に生成して堆積されるが、この出願の発明の方法によ

ことが確認できた。また、１つの鋭端多層カーボンナノ

ると、炭素棒（２）表面のこの位置での鋭端多層カーボ

チューブは、およそ１０〜２０層程度のグラファイトシ

ンナノチューブ放射状集合体（１０）の純度は９５％以

ートが中心部まで密に詰まった多層カーボンナノチュー

上と極めて高純度である。また、原料としての炭素棒

20

ブであり、最外層の直径が１０ｎｍ程度、最も内側の層

（２）に金属触媒等を用いないため、金属粒子等の不純

は直径約０．４ｎｍであることが確認された。

物は混入されない。

【００３４】図８に、得られた鋭端多層カーボンナノチ

【００２８】以上のように、この出願の発明の方法よる

ューブ放射状集合体のラマンスペクトルを示した。グラ

と、鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体を高純

ファイトに起因する２つのピークが得られ、この鋭端多

度で製造できるため、たとえば、鋭端多層カーボンナノ

層カーボンナノチューブ放射状集合体は極めてきれいな

チューブ放射状集合体の各種特性や、その応用に関する

グラファイト層から形成されていることがわかる。

研究などに極めて有用となる。

【００３５】もちろん、この発明は以上の例に限定され

【００２９】以下に実施例を示し、この発明の実施の形

るものではなく、細部については様々な態様が可能であ

態についてさらに詳しく説明する。

ることは言うまでもない。

【００３０】
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【００３６】

【実施例】図３に示した高周波プラズマ発生装置を使用

【発明の効果】以上詳しく説明した通り、この発明によ

して鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体を製造

って、ＳＴＭやＡＦＭ用探針、表示素子、ディスプレイ

した。まず、石英管（５）内に水素を添加した不活性ガ

等の電界放出電子源などとして有用な、新規なカーボン

ス（４）を供給し、石英管（５）の外周に巻いた銅製の

ナノ構造物である鋭端多層カーボンナノチューブ放射状

誘導コイル（３）に、約４ＭＨｚの高周波電流を印加し

集合体とその製造方法鋭端多層カーボンナノチューブ放

て、高周波プラズマ（１）を発生させた。不活性ガス

射状集合体とその製造方法が提供される。

（４）としてはＡｒを用い、石英管（５）中でのＡｒガ

【図面の簡単な説明】

ス流量は、プラズマ（１）内を回転する内回転ガスが１

【図１】この出願の発明における鋭端多層カーボンナノ

５ｍｌ／ｍｉｎ、プラズマ（１）の外側をまっすぐ流れ
る外半径ガスが１５ｍｌ／ｍｉｎ、プラズマ（１）の外

チューブの先端形状を例示した模式図である。
40

【図２】この出願の発明の方法によって鋭端多層カーボ

側を回転する外回転ガスを２０ｍｌ／ｍｉｎとして、プ

ンナノチューブ放射状集合体が得られる様子を例示した

ラズマ炎（１）を長時間安定させるようにした。このＡ

図である。

ｒガスへの水素の添加量は２ｍｌ／ｍｉｎとした。な

【図３】実施例において使用した、鋭端多層カーボンナ

お、水素を添加した不活性ガス（４）は、ロータリーポ

ノチューブ放射状集合体を製造するための装置を例示し

ンプにより排出口（７）より排出される。

た図である。

【００３１】このように発生させたプラズマ炎（１）の

【図４】この出願の発明の鋭端多層カーボンナノチュー

中心部に、上下可動の炭素棒ホルダー（６）によって炭

ブ放射状集合体膜の走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）像を例

素棒（２）を導入し、炭素を蒸発させた。約１５分後、

示した図である。

炭素棒の先端から約１５〜２０ｍｍの表面に、膜状の堆

【図５】（ａ）（ｂ）は、この出願の発明の鋭端多層カ

積物として、純度９５％以上の鋭端多層カーボンナノチ
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ーボンナノチューブ放射状集合体の走査型電子顕微鏡
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（ＳＥＭ）像を例示した図である。

ブ放射状集合体の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）像を例示

【図６】この出願の発明の鋭端多層カーボンナノチュー

した図である。

ブ放射状集合体の透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）像を例示

【図８】この出願の発明の鋭端多層カーボンナノチュー

した図である。

ブ放射状集合体のラマンスペクトルを例示した図であ

【図７】この出願の発明の鋭端多層カーボンナノチュー

る。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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特徴とする請求項１ないし５いずれかに記載の鋭端多層

４）

カーボンナノチューブ放射状集合体。

【手続補正１】

【請求項７】

【補正対象書類名】明細書

多層カーボンナノチューブ放射状集合体が膜状に積み重

【補正対象項目名】特許請求の範囲

ねられていることを特徴とする鋭端多層カーボンナノチ

【補正方法】変更

ューブ放射状集合体膜。

【補正内容】

【請求項８】

請求項１ないし６いずれかに記載の鋭端

膜厚が２０〜１５０μｍであることを特

【特許請求の範囲】

徴とする鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体

【請求項１】

膜。

一端が鋭角に尖った鋭端多層カーボンナ

ノチューブの複数が、その鋭端部を外にして放射状に集

【請求項９】

水素を２〜１０％添加した不活性ガス雰

合されたものであることを特徴とする鋭端多層カーボン

囲気中で発生させたプラズマ炎中に炭素棒を導入し、炭

ナノチューブ放射状集合体。

素を蒸発させることで、炭素棒表面に鋭端多層カーボン

【請求項２】

鋭端多層カーボンナノチューブは、中心

ナノチューブ放射状集合体を堆積させることを特徴とす

部までカーボンナノチューブが形成されていることを特

る鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体の製造方

徴とする請求項１記載の鋭端多層カーボンナノチューブ

法。

放射状集合体。

【請求項１０】

【請求項３】

鋭端多層カーボンナノチューブの最も内

４ＭＨｚ以上の高周波プラズマを用い

ることを特徴とする請求項９記載の鋭端多層カーボンナ

側のカーボンナノチューブの直径が、略０．４ｎｍであ

ノチューブ放射状集合体の製造方法。

ることを特徴とする請求項１または２記載の鋭端多層カ

【請求項１１】

ーボンナノチューブ放射状集合体。

℃以上とすることを特徴とする請求項９または１０記載

【請求項４】

の鋭端多層カーボンナノチューブ放射状集合体の製造方

鋭端多層カーボンナノチューブの鋭端部

プラズマ炎の中心部の温度を５０００

は円錐状であって、鋭端部の角度が４０°以下であるこ

法。

とを特徴とする請求項１ないし３いずれかに記載の鋭端

【請求項１２】

多層カーボンナノチューブ放射状集合体。

徴とする請求項９ないし１１いずれかに記載の鋭端多層

【請求項５】

カーボンナノチューブ放射状集合体の製造方法。

鋭端多層カーボンナノチューブの鋭端部

炭素棒の先端を円錐状にすることを特

は円錐状であって、その円錐の頂点は、鋭端多層カーボ

【請求項１３】

ンナノチューブの軸の延長上、管壁の延長上、あるいは

なるように炭素棒を導入することを特徴とする請求項９

それらの中間にあることを特徴とする請求項４記載の鋭

ないし１２いずれかに記載の鋭端多層カーボンナノチュ

端多層カーボンナノチューブ放射状集合体。

ーブ放射状集合体の製造方法。

【請求項６】

【請求項１４】

集合体の直径が１〜５μｍであることを

炭素棒の先端がプラズマ炎の中心部に

プラズマ炎が短軸約３０ｍｍ長軸約６
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ーブ放射状集合体を堆積させることを特徴とする請求項

【補正対象項目名】図３

９ないし１３いずれかに記載の鋭端多層カーボンナノチ

【補正方法】変更

ューブ放射状集合体の製造方法。

【補正内容】

【請求項１５】

【図３】
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誘導コイル（３）に、約４ＭＨｚの高周波電流を印加し
て、高周波プラズマ（１）を発生させた。不活性ガス
（４）としてはＡｒを用い、石英管（５）中でのＡｒガ
ス流量は、プラズマ炎（１）を長時間安定させるように
した。このＡｒガスへの水素の添加量は２ｍｌ／ｍｉｎ
とした。なお、水素を添加した不活性ガス（４）は、ロ
ータリーポンプにより排出口（７）より排出される。
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