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(57)【要約】
【課題】 銅からなる薄板状の析出物がランダムに交錯
した形態を保持しながら、構造体（めっき膜）の厚さを
厚くすることを可能にする銅−CNT三次元ナノ構造体を
提供する。
【解決手段】 銅からなる薄板状の析出物がランダムに
交錯する形態に形成された銅三次元ナノ構造体にCNTが
取り込まれ、前記CNTが前記析出物を相互に連結する配
置に設けられていることを特徴とする。
前記CNTは、前記析出物の間を掛け渡す配置、あるい
は薄板状の析出物を貫く配置として設けられていること
により、銅の薄板状の析出物が堅固に保持され、銅三次
元ナノ構造体の構造がより確実に保持される。
【選択図】 図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
銅からなる薄板状の析出物がランダムに交錯する形態に形成された銅三次元ナノ構造体
にCNTが取り込まれ、
前記CNTが前記析出物を相互に連結する配置に設けられていることを特徴とする銅−CNT
ナノ構造体。
【請求項２】
前記CNTは、前記析出物の間を掛け渡す配置、あるいは薄板状の析出物を貫く配置とし
て設けられていることを特徴とする請求項１記載の銅−CNTナノ構造体。
【請求項３】
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前記CNTは、単層カーボンナノチューブあるいは二層カーボンナノチューブあるいは多
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または２記載の銅−CNT三次元
ナノ構造体。
【請求項４】
銅からなる薄板状の析出物がランダムに交錯する形態に形成された銅三次元ナノ構造体
にCNTが取り込まれ、前記CNTが前記析出物を相互に連結する配置に設けられた銅−CNT三
次元ナノ構造体の製造方法であって、
ポリアクリル酸を添加剤とし、CNTを添加して分散させた銅めっき浴を使用し、
電解銅めっき法により、基材上に銅−CNT三次元ナノ構造体を形成することを特徴とす
る銅−CNT三次元ナノ構造体の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、銅−CNT三次元ナノ構造体及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
本発明者は、電解めっき法を利用して、めっき金属からなる薄い板状の析出物が基材上
にランダムに交錯した形態に形成される構造体（三次元ナノ構造体）を作製する方法を提
案した（特許文献１）。電解銅めっき法によって形成した三次元ナノ構造体が、銅−三次
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元ナノ構造体である。
この構造体は、基材上に薄い板状体が複雑に交錯した形態に形成されたもので、構造体
の内部に複雑な空隙が形成されることにより、きわめて比表面積が大きな構造体として形
成され、この特徴的な構成からリチウムイオン電池の負極や電気二重層キャパシタ等への
応用が考えられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５−０４２７７６号公報
【特許文献２】特開２００４−１５６０７４号公報
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
しかしながら、銅三次元ナノ構造体はきわめて薄い（厚さ数十nm）銅の板状体が基材上
に交錯した形態に析出して形成されたものであり、銅の板の強度は低いため、機械的な強
度が必ずしも十分ではないという問題がある。
たとえば、銅三次元ナノ構造体をリチウムイオン電池の負極に利用する場合には、リチ
ウムの吸排作用にともない、銅三次元ナノ構造体に膨張−収縮といった物理的な外力が作
用するから、これらの外力に対する耐久性が求められる。
【０００５】
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また、電池の電気容量を大きくするには、リチウムイオンをより多く吸排する必要があ
り、そのためには銅三次元ナノ構造体自体の容積を大きくしてリチウムイオンをより多く
取り込むことができるようにする必要がある。このためには、基材上に形成する銅三次元
ナノ構造体自体の厚さを厚くしなければならないが、銅三次元ナノ構造体は、薄い銅の板
がランダムな方向へ、先端側が外方に延出しながら成長するから、単に銅の板状体を析出
させていくと、板状体が倒れてしまったりして、銅三次元ナノ構造体の三次元構造が崩れ
てしまうという問題がある。
【０００６】
本発明は、これらの課題を解消すべくなされてものであり、銅三次元ナノ構造体の機械
的強度を従来の構造と比較して向上させることができ、銅三次元ナノ構造体の構造を崩す
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ことなく、全体の厚さを厚くすることができ、比表面積の増大を図ることができる銅−CN
T三次元ナノ構造体とその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明に係る銅−CNT三次元ナノ構造体は、銅からなる薄板状の析出物がランダムに交
錯する形態に形成された銅三次元ナノ構造体にCNTが取り込まれ、前記CNTが前記析出物を
相互に連結する配置に設けられていることを特徴とする。銅三次元ナノ構造体に取り込ま
れたCNTが析出物を相互に連結する配置に設けられることにより、CNTの機械的補強作用に
より、銅三次元ナノ構造体の構造が堅固に保持される。
前記CNTが銅の析出物を連結する形態としては種々の形態があるが、薄板状の析出物の
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間を掛け渡す配置、あるいは薄板状の析出物を貫く配置とすることにより、銅の薄板状の
析出物が堅固に連結され、銅三次元ナノ構造体の構造がより確実に保持される。
前記CNTには、単層カーボンナノチューブあるいは二層カーボンナノチューブあるいは
多層カーボンナノチューブを用いることができる。
【０００８】
また、本発明に係る銅−CNT三次元ナノ構造体の製造方法は、銅からなる薄板状の析出
物がランダムに交錯する形態に形成された銅三次元ナノ構造体にCNTが取り込まれ、前記C
NTが前記析出物を相互に連結する配置に設けられた銅−CNT三次元ナノ構造体の製造方法
であって、ポリアクリル酸を添加剤とし、CNTを添加して分散させた銅めっき浴を使用し
、電解銅めっき法により、基材上に銅−CNT三次元ナノ構造体を形成することを特徴とす
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る。
【０００９】
本発明において、銅めっき浴に添加する添加剤として使用するポリアクリル酸は、めっ
き法により銅三次元ナノ構造体を形成する際に用いられる添加剤として知られている（特
許文献１）。また、このポリアクリル酸は、銅めっき浴中でカーボンナノチューブ（CNT)
を分散させた状態に保持する作用を有することも知られている（特許文献２）。
添加剤としてポリアクリル酸を添加しためっき浴にCNTを添加し、めっき浴中でCNTを分
散させてから電解銅めっきを施すことにより、基材上に銅を薄板状にランダムに交錯した
形態に析出させるとともに、薄板状の析出物を相互に連結する形態にCNTを取り込むこと
ができる。
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【００１０】
電解銅めっき法により、基材上に銅三次元ナノ構造体を形成するためには、めっき浴に
添加するポリアクリル酸の濃度ｃが、2×10‑5 M＜ｃ＜2×10‑3 Mの範囲内にある必要があ
り、とくに好適には、1×10‑4 M＜ｃ＜5×10‑4 Mの範囲にある必要がある（特許文献１）
。
めっき浴にCNTを添加する場合も、ポリアクリル酸の濃度ｃをこの範囲に設定すること
により、基材上に銅三次元ナノ構造体を形成し、薄板状の銅の析出物を連結するようにCN
Tを取り込むことができる。
【発明の効果】
【００１１】
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本発明に係る銅−CNT三次元ナノ構造体は、銅三次元ナノ構造体の内部にCNTを取り込ん
で、薄板状の析出物を連結する構造となることにより、めっき膜の厚さを厚くした場合で
あっても、銅からなる薄板状の析出物がランダムに交錯した形態を確実に保持することが
でき、比表面積のきわめて大きな三次元ナノ構造体として提供することができる。
また、本発明に係る銅−CNT三次元ナノ構造体の製造方法によれば、銅三次元ナノ構造
体にCNTを取り込んだ銅−CNT三次元構造体を容易に作製することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】めっきを施したサンプルの外観写真である。
【図２】４種のサンプルについて測定したX線回折のグラフである。
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【図３】４種のサンプルについて測定した表面SEM像(低倍率）である。
【図４】４種のサンプルについて測定した表面SEM像(中倍率）である。
【図５】４種のサンプルについて測定した表面SEM像(高倍率）である。
【図６】めっき膜中のCNTの粒度分布の測定結果を示すグラフである。
【図７】CNTを添加していないサンプルと、CNTを添加したサンプルの表面SEM像である。
【図８】CNTを添加していないサンプルと、CNTを添加したサンプルの断面SEM像である。
【図９】CNTを添加していない場合(a)と、CNTを添加した場合(b)の作用を示す説明図であ
る。
【図１０】CNTを添加していないサンプルと、CNTを添加したサンプルの断面SEM像とEPMA
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像である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
銅三次元ナノ構造体は電解銅めっき法を利用して銅版等の基材の表面に形成することが
できる。本発明に係る銅−CNT三次元ナノ構造体は、基材に電解銅めっきを施して銅三次
元ナノ構造体を形成する際に、カーボンナノチューブ（CNT)をめっき膜に取り込む複合め
っき方法を利用して、銅三次元ナノ構造体にCNTを取り込む方法によって作製することが
できる。
以下、CNTの複合めっき方法を利用して銅−CNT三次元ナノ構造体を形成した例について
説明する。
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【００１４】
（めっき浴組成）
銅−CNT三次元ナノ構造体を形成するめっき浴として、下記のめっき浴を使用した。
CuSO4・5H2O
H2SO4
添加剤
CNT

0.85M

0.55M
ポリアクリル酸（分子量：5000)
添加量

3×10‑4 M

0、2、5、10g/L

添加したCNTはVGCF(登録商標：昭和電工製

多層カーボンナノチューブ）である。

CNTの添加量による銅−CNT三次元ナノ構造体の構造上の相違を観察するため、CNTの添
加量の異なる浴を調製して実験した。CNTの添加量が0g/Lとは、CNTを添加しない場合であ
る。

40

めっき浴はCNTを添加した後、超音波ホモジナイザー（５分）を用い、CNTを分散させて
使用した。添加剤に使用したポリアクリル酸はCNTの分散に有用であることが知られてい
る。
【００１５】
なお、銅三次元ナノ構造体を電解めっき法により作製する場合に、添加剤としてポリア
クリル酸を使用し、ポリアクリル酸の濃度を所定の範囲に設定する必要があることが知ら
れている（特許文献１）。銅三次元ナノ構造体を形成するためのポリアクリル酸の添加量
として好適なモル濃度ｃは2×10‑5 M＜ｃ＜2×10‑3 Mの範囲であり、とくに好適なモル濃
度の範囲ｃは1×10‑4 M＜ｃ＜5×10‑4 Mである（特許文献１）。銅−CNT三次元ナノ構造
体を作製する本実験例においても、ポリアクリル酸の添加量を銅三次元ナノ構造体を作製
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する際の好適な濃度に設定して行った。
【００１６】
（めっき条件）
上記めっき浴を使用して電解銅めっきする際のめっき条件を以下に示す。
カソード：純銅板（3×3.3cm2）
アノード：含リン銅板
電流密度：1.0 Adm‑2
時間：50min
通電量：300C(膜厚約40μm）
温度：25℃
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攪拌：空気攪拌
従来、銅三次元ナノ構造体を作製した例では、三次元ナノ構造体の全体の厚さを4μm程
度としている。上記めっき条件では、銅三次元の厚さを従来の10倍程度の膜厚（40μm）
とした。
【００１７】
（めっき物の外観）
図１は、上記めっき条件によりめっきを施しためっき物（銅板）の外観写真である。銅
めっきを施した部分が銅板の銅色とくらべて濃色に変化している。銅−CNT三次元ナノ構
造体は銅からなる薄板が交錯した形態に形成され、光の反射を抑制することから、銅三次
元ナノ構造体が形成された領域が濃色になる。なお、銅三次元ナノ構造体はきわめて微細
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な構造であり、CNTを添加していないサンプルもCNTを添加したサンプルも、色彩の濃淡を
除けば、外観的にはさほど大きな差はない。
【００１８】
（X線回析測定）
図２は、４種のサンプルについてX線回折測定を行った結果を示す。上段から、それぞ
れ、CNTの濃度が0g/L、2g/L、5g/L、10g/Lのサンプルについての測定結果を示す。
この測定結果は、いずれのめっき膜においても銅が析出されていることを示し、CNTの
複合めっきにより銅三次元ナノ構造体を形成した場合も、銅三次元ナノ構造体の銅の構造
が、複合めっきによらずに銅三次元ナノ構造体を作製した場合と変わらないことを示す。
【００１９】
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（めっき物の表面SEM像）
図３、４、５は、４種のサンプルについて測定した表面SEM像を示す。それぞれ低倍率
、中倍率、高倍率の表面SEM像である。図３、４、５に示したSEM像で、上段に配置したSE
M像はめっき膜の中心部分のSEM像であり、下段に配置したSEM像はめっき膜の端部付近のS
EM像である。
これらの表面SEM像は、銅−CNT三次元ナノ構造体からなるめっき膜についても、銅の構
造についてみると、薄板状に析出した銅板が相互に入り組んだ交錯した形態、すなわち銅
三次元ナノ構造体の構造として形成されていることを示す。すなわち、CNTの銅複合めっ
きによる場合も、CNTを含まない場合のめっき条件による場合と同様の銅三次元ナノ構造
体が形成されていることを示す。
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【００２０】
また、CNTの銅複合めっきにより銅−CNT三次元ナノ構造体のめっき膜中におけるCNTの
配置を見ると、CNTは銅の薄板の間を連結するように取り込まれていることがわかる。図
４に示す銅−CNT三次元ナノ構造体の構造を観察すると、CNTが銅の薄板を連結する構造と
して、銅板を突き抜けて掛け渡す形態にCNTが配置されているもの、銅の薄板間に掛け渡
すように配置されているものがある。また、CNTの含有量が増大するとともに、銅の薄板
の間を掛け渡すCNTの数が明らかに増えていることがわかる。
【００２１】
銅三次元ナノ構造体を形成する銅の薄板の厚さは数十〜100nmであり、複合めっきに使
用したCNT(VGCF：登録商標）は径100nm、長さ数μｍ〜数十μｍである。この銅三次元ナ
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ノ構造体を構成する銅の析出物である薄板と、構造体に取り込まれているCNTのサイズは
、CNTが銅の薄板の間を掛け渡すように連結したり、銅の薄板を突き抜けるようにして薄
板を連結する構造材的な作用をもたらす上で好適なサイズになっている。すなわち、本実
験例のCNT銅複合めっきのめっき条件は、CNTにより銅三次元ナノ構造体の機械的強度を向
上させる上で有効なめっき条件にうなっているということができる。
図４、５に示すように、銅−CNT三次元ナノ構造体を構成する薄板は互いに交錯した形
態に析出し、かつCNTも銅の薄板が複雑に交錯した間に絡まるように取り込まれることに
より、銅−CNT三次元ナノ構造体は銅三次元ナノ構造体とくらべて確実に機械的強度が向
上する。
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【００２２】
（粒度分布測定）
CNTの銅複合めっきにより銅−CNT三次元ナノ構造体を形成した際に構造体に取り込まれ
るCNTの粒度分布を測定した。使用しためっき浴を下記に示す。
CuSO4・5H2O
H2SO4

0.55M

添加剤
CNT

0.85M

ポリアクリル酸（分子量：5000)
添加量

3×10‑4 M

2、5、10g/L

添加したカーボンナノチューブ（CNT)はVGCF(登録商標：昭和電工製

多層カーボンナ

ノチューブ）である。CNTを添加した浴を超音波ホモジナイザーに５分かけてCNTを分散さ
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せてめっきした。
めっき条件は、前述した実験例でのめっき条件と同一である。純銅板を基材とし、基材
上に約40μｍの膜厚で銅−CNT三次元ナノ構造体を形成した。
【００２３】
基材上に形成した銅−CNT三次元ナノ構造体に含まれるCNTの粒度分布は、レーザ回折式
粒度分布計を用い、CNTの添加濃度が異なる３種類の浴（2、5、10g/L）を用いて作製した
サンプルについて行った。
図６にCNTの粒度分布の測定結果を示す。いずれのサンプルについても、100nmと10μm
程度の大きさの粒子が確認された。この測定結果は、VGCF(登録商標：昭和電工製）の直
径約100〜150nm、長さ約10μｍと一致し、銅−CNT三次元ナノ構造体にCNT：VGCF(登録商
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標：昭和電工製）が取り込まれていることを示す。
【００２４】
（銅−CNT三次元ナノ構造体と銅三次元ナノ構造体との比較）
銅三次元ナノ構造体の膜厚を40μm程度としたときの、銅−CNT三次元構造体と、銅三次
元ナノ構造体の形態を比較する実験を行った。
めっき浴とめっき条件を下記に示す。
CuSO4・5H2O
H2SO4
添加剤
CNT

0.85M

0.55M
ポリアクリル酸（分子量：5000)
添加量

0、10g/L

カソード：純銅板（開口面積：10cm2）
‑2

電流密度：1.0 Adm
温度：25℃

3×10‑4 M

時間：50min

アノード：含リン銅板
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通電量：300C

攪拌：空気攪拌

【００２５】
サンプルのめっき膜の評価は、電界放出型操作電子顕微鏡（FE‑SEM)と電子線マイクロ
アナライザ（EPMA)によって行った。
図７は、CNTを添加していないサンプル（上段）と、CNTを添加した（10g/L）サンプル
（下段）の表面SEM像である。
CNTを添加したサンプルでは、CNTが析出した銅の薄板を貫くようにしてめっき膜中に取
り込まれていることがわかる。
また、CNTを添加していないサンプルでは、銅の薄板の間隔（空隙）が狭く、銅の薄板
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が密になっているのに対して、CNTを添加したサンプルでは、銅の薄板の間隔が広く、薄
板間の空隙が確保されていることが分かる。
【００２６】
図８は、サンプルの断面SEM像である。CNTを添加していない銅三次元ナノ構造体では、
めっき膜の全体の厚さが30μm程度であるのに対し、CNTを添加した銅−CNT三次元ナノ構
造体ではめっき膜の全体の厚さが40μmとなっている。この膜厚の差は、CNTを添加してい
ない銅三次元ナノ構造体では、膜厚を厚くしたため析出した銅の薄板が倒れてしまい、薄
板間の空隙がつぶれてしまったためである。一方、CNTを添加したものでは、銅の薄板がC
NTによって連結されていることにより、CNTが補強材として作用し、銅の薄板間の間隔が
保たれている。
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図９に、CNTを添加した場合の銅三次元ナノ構造体のCNTの作用を説明的に示した。図９
(a)がCNTを添加していない場合で、析出した銅の薄板が倒れてしまっている状態、図９(b
)は、銅の薄板の間をCNTが連結しCNTがかんぬきのように作用することで銅の薄板が倒れ
ずに保持されていることを示す。
【００２７】
図１０は、CNTを添加していないサンプル（上段）と、CNTを添加した（10g/L）サンプ
ル（下段）の断面SEM像とEPMA像である。断面SEM像とEPMA像とを対比することにより、CN
Tを添加した銅−CNT三次元ナノ構造体では、構造体の全体に炭素が存在していること、す
なわちめっき膜の全体にCNTが取り込まれていることが分かる。
【００２８】
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CNTの複合めっき法を利用して銅三次元ナノ構造体にCNTを取り込んだ銅−CNT三次元ナ
ノ構造体は、薄板状に析出した銅の析出物の間を連結する構造としてCNTが取り込まれる
ことにより、銅三次元ナノ構造体の機械的強度を効果的に向上させた構造体として得るこ
とができる。
銅−CNT三次元ナノ構造体をリチウムイオン電池の負極材料として使用するといった場
合には、SnあるいはSi等の活物質を取り込んで負極材料とするが、SnあるいはSiを活物質
とした場合は、リチウムイオンの吸排作用にともない活物質が膨張−収縮といった作用を
繰り返す。このような場合でも、銅三次元ナノ構造体が備える空隙による緩衝作用と併せ
、銅三次元ナノ構造体の機械的強度を向上させたことにより、活物質を確実に構造体内に
保持することができ、電池の充放電特性を向上させるとともに、電池の長寿命化を効果的
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に図ることが可能となる。
【００２９】
また、電池の電極材料として銅三次元ナノ構造体を利用する場合には、電気容量を増大
させるため、活物質を取り込むことができる容積を拡大させる必要がある。
本発明に係る銅−CNT三次元ナノ構造体によれば、銅とくらべてはるかに機械的強度が
高いCNTの補強作用により、銅の析出物がランダムに交錯し、内部に空隙を備える銅三次
元ナノ構造体の特徴的な構成を保持しながら、銅三次元ナノ構造体の全体の厚さ（めっき
膜の厚さ）を厚くすることができ、これによって電池の電気容量を増大させるという要件
を満足することができる。
【００３０】
また、銅−CNT三次元ナノ構造体は、銅の薄板状の析出物がランダムに交錯する形態と
、銅の薄板を連結するように介在するCNTの構造とが相乗することにより、銅のみからな
る銅三次元ナノ構造体と比較してさらに比表面積が大きくなる。この結果、構造体中にSn
あるいはSiといった活物質を効率的に取り込むことが可能であり、大きな比表面積を備え
ることから電気二重層キャパシタ等に利用することも可能である。
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【図１】

【図３】

【図４】
【図２】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】
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