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プロジェクト概要 

 
作成日 平成２０年６月１１日 

制度・施策（プログラ

ム）名 
ナノテクノロジープログラム 
省エネルギー技術開発プログラム 

事業(ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)名 カーボンナノチューブキャパシタ開発 ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ番号 P06028 

担当推進部/担当者 ナノテクノロジー・材料技術開発部 ／ 鍵谷 圭 

０．事業の概要 

高度に配列 した長尺の単層カーボンナノチューブの大量合成技術を開発すると

ともに、キャパシタの電極材料として活性炭に代わりカーボンナノチューブを用

いることにより、高出力かつ高エネルギー密度の電気二重層キャパシタを開発す

る。具体的には、①カーボンナノチューブ量産化技術開発（キャパシタ電極に向

けた高度に配列した単層カーボンナノチューブの開発）並びに、②カーボンナノ

チューブキャパシタ開発（それらを電極に加工する電極作製技術（集電体開発、

電極接合技術等））を実施する。 

Ⅰ．事業の位置付け・

必要性について 

本研究開発は、第 3 期科学技術基本計画の分野別推進政策のナノテクロジー・

材料分野、エネルギー分野、ものづくり分野の３分野で、重要な研究開発課題と

位置づけられている。また、平成 17 年度に実施された総合科学技術会議での SABC

評価で、本研究開発には S 評価が与えられ、我が国の重要技術として位置づけら

れている。本研究開発では、長尺で高度に配列した単層カーボンナノチューブの

大量生産技術を開発し、高品質で低価格の単層ナノチューブを供給し、高性能で

耐久性、経済性を兼ね備えたキャパシタ（エネルギー分野：重要な研究開発課題

「電力貯蔵技術」）を 201１年までにデバイスレベルで開発し、実用化を図る。 

     

Ⅱ．研究開発マネジメントについて 

 

 

 

 

 

事業の目標 

 

①カーボンナノチューブ量産化技術開発 

・表面積：1000m2/g 以上（中間目標）、2000m2/g 以上（最終目標） 

・高度に配向した長尺の単層カーボンナノチューブ：5mm（中間目標）、10mm（最

終目標） 

・生産規模：100g／日（中間目標）、1kg／日（最終目標） 

②カーボンナノチューブキャパシタ開発 

・エネルギー密度：1５Wh／ｋｇ（中間目標）、２０Wh／ｋｇ（最終目標） 

主な実施事項 H18fy H19fy H20fy H21fy   H22fy 

①ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ量産化

技術開発 

 
   

②ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞｷｬﾊﾟｼﾀ

開発 

 
   

事業の計画内容 

     

会計・勘定 H18fy H19fy H20fy H21fy   H22fy 

一般会計     

特別会計（エネ高） ４７８ ４３０ ３２６  

開発予算 

（会計・勘定別に事

業費の実績額を記

載） 

（単位：百万円） 
総予算額 ４７８ ４３０ ３２６  

経産省担当原課 製造産業局ファインセラミックス室 

プロジェクトリーダー 独立行政法人産業技術総合研究所 飯島澄男 

 

開発体制 

委託先 

 

 

 

再委託先 

独立行政法人産業技術総合研究所 

日本ゼオン株式会社 

日本ケミコン株式会社 

 

国立大学法人 東京農工大学 

国立大学法人 岡山大学 
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「カーボンナノチューブキャパシタ開発プロジェクト」（中間評価） 

評価概要（案） 

 
１．総 論 
１）総合評価 
我が国で 2004 年に開発されたスーパーグロース法による単層カーボンナノチュ

ーブ(SWCNT)が持つ高いポテンシャルに注目して、2006 年に本プロジェクトを立

ち上げた機動性は高く評価できる。また、中間目標は概ね達成されており、世界最

高水準の成果も見られ、最終目標の達成も十分に期待できる。特に、産業界及び学

術界における波及効果の一環として、世界をリードし国際的に流通する日本発

SWCNT のブランド品を送り出すことが強く期待できる。 
しかし、SWCNT の大量合成技術の開発と量産による大幅なコストダウンについ

ては、どの程度のものなのか公開情報からはイメージできない。コストに係わる情

報開示は難しい側面もあろうが、産学官界からの注目度が非常に高いナノ材料であ

り、コストの目安についてイメージできるような情報の提供を工夫されたい。 
今回の中間評価段階においてカーボンナノチューブ（CNT）キャパシタの事業化

の可能性が見えてきており、今後も国の支援を得たプロジェクトとして効率的に推

進すべきである。取分け、大量合成される基板上垂直配向 SWCNT 固有の特性を十

分に生かすような開発が望まれる。 
 

２）今後に対する提言 
 CNT 量産化技術開発については、CNT の直径制御技術の開発や品質（長さの均

一性など）の向上が望まれる。また、量的生産にある程度の見通しがついた段階で

プロジェクトメンバー以外に試験試料供与を始めれば、波及効果としての CNT 市

場の拡大或いは市場の創造の契機となることが強く期待される。 
 CNT キャパシタ開発については、CNT 表面の何割を利用しているのかなどの基

本的な検討も必要であり、高配向かつ高密度である SWCNT の特性を活かした電極

開発に一刻も早く取り組んで欲しい。また、CNT キャパシタは、性能が発現すれば

良いので、低品位でも高性能を発現できる CNT をいかに安く量産するかについて

検討するのも一つの方策である。 
汎用材料を用いた高エネルギー密度キャパシタの開発も活発であるので、これら

競合技術の開発動向を充分視野に入れつつ、実用サイズの CNT キャパシタによっ

て最終目標値を達成していただきたい。また、CNT の性能を活かせる他の応用分野

の探索を含め、広い視野に立脚した CNT キャパシタ開発を進めることが望まれる。 
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２．各 論 
１）事業の位置付け・必要性について 

CNT は、そのポテンシャルの高さから省エネプログラムに大いに貢献し得る。し

かも、CNT 量産化技術開発は日本の産業発展に大きく貢献する可能性があり、国家

資金を投入し、スピードを上げて実施する意義がある。また、CNT を用いたスーパ

ーキャパシタは、高速充放電が可能な短時間蓄電デバイスとして機能し、瞬時の大

電力供給や回生エネルギー保存など省エネ効果のある利用が可能である。さらに、

SWCNT 量産化技術開発、CNT キャパシタ開発の両者ともかなり基礎的な研究開発

も要求されるため、実用化・事業化リスクは高い。NEDO が関与し、産官学が連携

した実施組織で推進することが妥当な事業である。 
しかし、他の蓄電デバイスとの競合優位性がコストパフォーマンス的には十分に

明瞭になっていないため、CNT キャパシタを搭載した製品がどこまで受け入れられ

るかについてコストパフォーマンスの更なる検討が不可欠である。 
 
２）研究開発マネジメントについて 
 CNT 量産化技術開発と CNT キャパシタ開発のいずれについても、レベルの高い

数値目標が設定されている。また、実施体制は、基礎的な研究開発力能力を有する

研究機関、技術力と事業化能力を有する企業から構成されており妥当である。しか

も、２つの開発テーマ間で、検討会や委員会を設け、進捗状況、問題点等を確認し

ながら進めている点は、開発の効率化、予算の有効活用につながり、評価できる。

予算の多くはプロジェクト期間の前半に CNT 量産化技術開発へ、後半に CNT キャ

パシタ開発へ配分され、妥当である。 
 しかし、コストダウンについては公開情報に数値目標が見られないので、その目

安をイメージできるような情報の提供を工夫する必要がある。後半の開発は、実用

化の可能性を判断するための相応するコスト比較に基づいて進めていただきたい。 
 今後、ハイブリッド自動車の技術動向を精査し、スーパーキャパシタに求められ

る性能と実用化可能性を常に検討することも必要である。 
 
３）研究開発成果について 

CNT 量産化技術開発の成果は画期的で中間目標値を十分に達成しており高く評

価できる。CNT キャパシタ開発も、3.5 V 耐電圧の SWCNT 電極の作製をはじめと

して注目すべき要素技術の開発があり、全体として概ね中間目標を達成している。

特に、CNT 量産化技術開発の成果は、ウエットプロセスでの触媒反応、連続 CVD
装置の技術確立、A4 サイズでの成長を実現できたことなど世界最高水準であり、他

の競合技術と比較して圧倒的に優位である。加えて、最終目標達成の可能性が高い。 
一方、CNT 量産化技術開発における多くの中間目標値の達成は個々に実証された

ものであり、複数の中間目標値の達成が同時に実証されたものになっていない。今
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後の取組みが必要である。 
 今後、本プロジェクトの SWCNT でしか発揮できない実用材料としての特徴を積

極的にアピールして欲しい。また、大量合成された SWCNT 固有の特性を活かした

CNT キャパシタの設計が今後の課題と考えられる。 
 
４）実用化、事業化の見通しについて 
 CNT キャパシタの実用化に向けて、低コスト化、量産化のための要素技術が着実

に開発され、事業化の可能性が見えてきている。また、基板に垂直配向した SWCNT
の量産化技術開発における波及効果は学術的にも産業的にも非常に大きいと期待で

きる。 
 しかし、CNT 量産化についてはコスト計算が示されておらず、CNT キャパシタ

については実用化、事業化に向けて必要とされる特性およびコストの情報が不十分

である。 
 今後の CNT キャパシタ開発においては、寿命試験を一部（高電圧や高温での負

荷試験）行っているが、その他の試験（自己放電試験・充放電試験）より明らかと

なる信頼性（寿命）、安全性もポイントになるであろう。 
 



 

個別テーマに関する評価 

 
 成果に関する評価 実用化、事業化の見通しに関する評価 今後に対する提言 

カーボンナ

ノチューブ

量産化技術

開発 

スーパーグロース法をコア技術とす

る大面積・連続 CVD 技術の開発は量産

化の視点から画期的であり、その量的生

産は試料量に律速されていた研究開発

を活発にし、新たな技術領域の開拓や市

場創造の契機となる。また、生成する

SWCNT の純度（炭素純度 99.9％以上、

触媒担持率 0.005％）は世界最高水準で

ある。さらに、開発成果は中間目標値に

達しており、最終目標の突破も十分に期

待できる。 
しかし、キャパシタ用への最適化に限

らず、構造制御の視点からは SWCNT
のチューブ径制御が重要であり、設定目

標を複数満たす量産化技術の開発と併

せて今後取組むべき課題である。 
 今後、キャパシタ電極特性、ユーザー

及び環境リスクアセスメントの観点か

ら、生成する SWCNT に含まれている

触媒以外の不純物は微量でも分析すべ

きである。 

産業技術としての適用可能性も詳細に

検討され、実用化に向けた課題が明確に設

定されており、課題の解決方針も明確に示

されている。また、キャパシタに利用する

ための競合材料として安価な活性炭を掲

げ、更なる生産性アップという高度な目標

を立てていることが評価できる。さらに、

ナ ノ テ ク ノ ロ ジ ー の 起 爆 剤 と な る

SWCNT 合成技術の画期的進展が期待さ

れるとともに、ナノ材料・技術分野の基盤

技術形成・知的基盤整備を通じた技術的、

社会的波及効果も強く期待できる。 
 しかし、CNT のコストダウンについて

は、要素技術が確立されたものの、それが

コストにどのように、どの程度反映される

のか不透明である。最終的な製品コストイ

メージに繋がる工夫が望まれる。 
今後の事業化に向けては、量産化される

SWCNT のユーザーリスクアセスメント、

環境リスクアセスメントをきちんと実施

しておくことが必要である。 

高エネルギー密度・高パワー密度

キャパシタを実現するために、CNT
の最適化及び精緻な構造制御が求め

られる。多様な用途に応えるために

も CNT の直径制御技術の開発が求

められる。 
様々な CNT 合成技術開発は進ん

でいるが、より一般に発展可能な合

成メカニズムを明らかして、多くの

技術目標を同時に満たすような画期

的な技術開発が望まれる。また、合

成した材料の簡便な評価法の確立も

望まれる。 
経済的、社会的波及効果の先取り

として、日本発の高純度 SWCNT ブ

ランド品として世界の市場に展開す

ることを期待する。市場で入手し得

る SWCNT の現状に鑑み、産業界・

学術界から歓迎されるであろう。 
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カーボンナ

ノチューブ

キャパシタ

開発 

バインダーフリーの高密度デバイス

製造技術の開発や、3.5 V/40℃で安定

に作動する等の高性能化技術の開発

は、高く評価できる。また、開発成果

は中間目標値をほぼクリアしている。

特に、CNT 電極ならではの成果が出つ

つあり、コンポジット電極を用いるこ

とによりバッテリ領域へ割り込んでい

ける可能性もある。 
しかし、 CNT 電極の容量発現メカ

ニズムに対する基礎的な研究や CNT
のどのパラメーターの最適化が有効で

合成可能かについてのより選択的･戦

略的な取り組みが今後必要である。ま

た、寿命に関する試験データの更なる

蓄積も必要である。さらに、垂直に配

向した初期幾何学形状を活かしたキャ

パシタ開発にも注力してほしい。 
今後、Ni や Mn 系の廉価な金属酸

化物とのハイパワーコンポジット電極

の研究開発も今後の課題として検討し

ていただきたい。 

 高エネルギー密度、高パワー密度を兼ね

備えた理想的なキャパシタがSWCNT電極

によって実用化される目処がたってきてい

る。特に、 コピー機、クレーン、建機など

への応用展開に希望が持て、これまで省エ

ネ技術の少なかった建機などへの応用展開

は楽しみである。また、動作電圧が高く、

容量変化の小さいキャパシタが実現できれ

ば、新たな応用分野の開拓も可能になる。

しかし、競合技術があるので、実用化、

事業化に向けて必要とされる特性、コスト、

CNT キャパシタの市場の大きさなどを更

に検討し、事業化に向けた十分なシナリオ

を作成していくことが必要である。また、

ハイブリッド自動車までを目標とした場合

のコストや性能の評価を踏まえた開発が望

まれる。 
今後は、寿命に対する評価や安全性につ

いての検討も十分に実施して欲しい。また、

SWCNT には真性電気二重層キャパシタ用

電極材、ならびにハイブリッドキャパシタ

用電極材の二つの可能性があるが、今後は

両者を分けて実用化、事業化の見通しを検

討することも必要である。 

SWCNT を用いることによるキ

ャパシタの性能向上は見られるが、

どこまで性能を上げられるのか、理

論的な考察も行い、これまでにない

高性能なキャパシタの実用化を実

現して欲しい。特に、コンパクトか

つ高温状態で使用できるキャパシ

タの開発を期待する。 
次世代キャパシタの研究開発は

国際的にも極めて活発であり、開発

のスピードが要求される。できるだ

け早い機会に市場に試供品を出し

て、ユーザーの反応を探ることも肝

要であろう。SWCNT 電極とコンポ

ジット電極のどちらがよいかの見

極めや競合技術との棲み分けを考

慮することも必要であろう。今後の

開発に当たっては、コストパフォー

マンスイメージを明確にした上で

進めていただきたい。 
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評点結果〔プロジェクト全体〕 

1.8

2.8

2.5

2.8

0.0 1.0 2.0 3.0

４．実用化、事業化の見通し

３．研究開発成果

２．研究開発マネジメント

１．事業の位置付け・必要性

平均値

 

評価項目 平均値 素点（注） 

１．事業の位置付け・必要性について 2.8 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ 

２．研究開発マネジメントについて 2.5 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ 

３．研究開発成果について 2.8 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ 

４．実用化、事業化の見通しについて 1.8 Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ 
（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 
 
＜判定基準＞ 
(1) 事業の位置付け・必要性について  (3) 研究開発成果について 
・非常に重要        →Ａ   ・非常によい        →Ａ 
・重要           →Ｂ   ・よい           →Ｂ 
・概ね妥当         →Ｃ   ・概ね妥当         →Ｃ 
・妥当性がない、又は失われた→Ｄ   ・妥当とはいえない     →Ｄ 

(2) 研究開発マネジメントについて   (4) 実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい        →Ａ   ・非常に明確        →Ａ 
・よい           →Ｂ   ・明確           →Ｂ 
・概ね適切         →Ｃ   ・概ね明確         →Ｃ 
・適切とはいえない     →Ｄ   ・見通しが不明       →Ｄ 
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評点結果〔個別テーマ〕 

 
(1) カーボンナノチューブ量産化技術開発 

2.0

3.0

0.0 1.0 2.0 3.0

実用化、事業化の見通し

研究開発成果

平均値

  

(2) カーボンナノチューブキャパシタの開発 

1.2

2.2

0.0 1.0 2.0 3.0

実用化、事業化の見通し

研究開発成果

平均値

 



14 

 
個別テーマ 平均値 素点（注） 

(1) カーボンナノチューブ量産化技術開発        
 研究開発成果 3.0 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

 実用化、事業化の見通し 2.0 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｂ

(2) カーボンナノチューブキャパシタの開発        
 研究開発成果 2.2 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

 実用化、事業化の見通し 1.2 Ｃ Ｃ Ｄ Ｃ Ｂ Ｂ

（注）A=3，B=2，C=1，D=0 として事務局が数値に換算し、平均値を算出。 

 
＜判定基準＞ 
 (1) 研究開発成果について       (2) 実用化、事業化の見通しについて 
・非常によい        →Ａ   ・非常に明確        →Ａ 
・よい           →Ｂ   ・明確           →Ｂ 
・概ね妥当         →Ｃ   ・概ね明確         →Ｃ 
・妥当とはいえない     →Ｄ   ・見通しが不明       →Ｄ 
 

以上 




