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【ナノテク・材料（ナノテク）】CNT 湿式紡糸 クロロスルホン酸溶剤 
 
仮訳 

 

 

 

新ナノテクファイバー：強い耐久性、驚くべき性能(米国) 
著者：Jade Boyd 氏、2013 年 1 月 10 日 
掲載：Current News, Featured Stories 

 
 
他に類を見ない強度、伝導性、柔軟性を併せ持つナノチューブファイバー 
 
 ライス大学でのナノテクノロジー研究における最後のブレークスルーがあったのは

10 年以上も前だが、その内容は今もなお衝撃的なものである。今週、ライス大学、オ

ランダの Teijin Aramid 社、米国空軍、そしてイスラエル工科大学の科学者たちは、見

た目も機能も織物糸に似ていて、金属ワイヤーのように電気や熱の伝導性をもつ、新た

なカーボンナノチューブ(CNT)ファイバーについての公表を行った。研究者たちは今週

の Science 誌掲載記事において、商業化が可能な他の高性能材料よりも様々な点で優れ

ているこの糸状ファイバーの製造を産業規模に拡大させるプロセスを説明している。 
 
 「私たちはようやく、他の材料にはない性能を持つナノチューブファイバーを手に入

れたのです。」と研究チームのリーダであり、ライス大学の化学・バイオ分子工学

(chemical and biomolecular engineering)および化学の教授である Matteo Pasquali 氏
は言う。「見た目は黒い綿糸のようですが、金属ワイヤー、及び強度のあるカーボンフ

ァイバーの両方に似た挙動を示します。」 

 
 研究チームには、ライス大学、オランダ Arnhem にある Teijin Aramid 本社、イスラ

エル Haifa のイスラエル工科大学、そしてオハイオ州 Dayton の空軍研究所(Air Force 
Research Laboratory: AFRL)からの産・学・官の科学者たちが含まれている。 
 

YouTube 映像リンク 

http://www.youtube.com/embed/4XDJC64tDR0?feature=oembed
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この電球は見た目も感触も織物糸のような

カーボンナノチューブファイバーをより糸

状にしたもの 2 本に吊され、そこから動力

を得ている。ナノチューブファイバーは金

属ワイヤーと同様に熱と電気を伝導する

が、強度と柔軟性に優れている。 

 「新たなCNTファイバーは最良のグラファイ

トファイバーに比べ、熱伝導性では同等である

ものの、電気伝導性は 10 倍です。」と、研究論

文の共著者でTeijin Aramid社のビジネス開発

マネージャーでもあるMarcin Otto氏は言う。

「グラファイトファイバーは脆弱ですが、その

一方でこの新しいCNTファイバーは織物糸のよ

うに柔軟性があり、頑丈です。この性質を組み

合わせることで、航空宇宙や自動車、医療、そ

れにsmart-clothing(スマートクロージング)注 1

といった分野にユニークな性能をもった新製品

がもたらされると期待しています。」 
 
 1991 年にカーボンナノチューブが発見され

て以来、その驚くべき特性は科学者たちを魅了

し続けている。ほとんど DNA 鎖と同じ程度の

幅しかない純粋カーボンチューブの中空管は、

鉄と比較して約 100 倍の強度をもつが、重量は 1/6 である。ナノチューブの(電気と熱

の両方の)伝導性は最良の金属コンダクターのそれに匹敵する。この特性は光起動式セ

ミコンダクターや(体内の)薬物デリバリーデバイス、油吸収スポンジとしても応用でき

る。 
 
 あいにくカーボンナノチューブもまたナノ材料のプリマドンナ(prima donna)と呼べ

るもので、優れた可能性を有しているにもかかわらず、その扱いは難しい。第一に、一

定量のナノチューブを製造する方法を見つけ出すのに約 10 年かかっている。また、科

学者たちは早い段階でユニークな材料特性および電気特性を持つ数 10 種類のナノチュ

ーブが存在することを発見したが、エンジニアたちは未だに(複数の種類が混在しない) 
1 種類のみで構成されるナノチューブの製造方法を模索しなければならない段階であ

る。現状では、どの製造方法を用いても大抵の場合は毛玉のような塊の中に数種類のナ

ノチューブが混在したものが製造されている。 
 

                                                           
注1 訳者注：コンピューター機能が組み込まれた衣服 
参照元：http://www.livescience.com/18238-smart-clothing-wearable-gadgets.html 

http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance/0110-fiber-lamp2-med/
http://www.livescience.com/18238-smart-clothing-wearable-gadgets.html
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ライス大学内で院生の Dmitri Tsentalovich 氏

が実験用のカーボンナノチューブファイバー紡

績装置を使用している様子。 

 ナノチューブのこうした塊から大規模製

品を製造することは困難とされてきた。太さ

が人間の髪の1/4未満の糸状ファイバーには、

数千万本のナノチューブが並んで収容され

る。こうしたナノチューブは(筆箱の中の鉛

筆のように)真っ直ぐにきちんと整列して収

容されるのが理想とされる。いくつかの研究

所でこうしたファイバー全体の成長方法を

調査したところ、半導体(solid-state)ファイ

バーの生産速度は、「湿式紡糸(wet spinning)」
と呼ばれる化学的プロセスを用いたファイバー製造方法に比べて非常に遅いことが明

らかになった。この湿式紡糸プロセスでは、未加工のナノチューブの塊を液体に溶かし、

小さい穴から(液体を)吹き掛けることで長いより糸構造を形成している。 
 
 Pasquali 氏は 2000 年にライス大学に着任してまもなく、ナノテクノロジーのパイオ

ニアであり、ライス大学 Smalley Institute for Nanoscale Science and Technology の

名でも知られる故 Richard Smalley 氏と共に CNT 湿式紡糸方法の研究を始めた。2003
年、つまり Smalley 氏の早すぎる死の 2 年前に、彼は Pasquali 氏や同僚たちと共に初

の純粋ナノチューブファイバーを作りだした。この研究によってナノチューブのための

工業用湿式紡糸プロセスが確立されたが、これは Teijin 社のトワロン(Twaron)のよう

に、防弾チョッキやその他の製品に使われている高性能アラミドファイバーの製造方法

に似たものであった。ただし、このプロセスには改良が必要とされた。内部の数百万本

のナノチューブ間に生まれる部分的な隙間やズレにより、ファイバーの強度や伝導性は

いまひとつであった。 
 
 「ファイバー内部のカーボンナノチューブ収容の効率を高め、整列配置させることが

重要なのです。」と、イスラエル工科大学の Russell Berrie ナノテクノロジー研究所の

ディレクターを務め、5 年前に Pasquali 氏との共同研究を始めた、研究論文の共著者

である Yeshayahu Talmon 氏は言う。 
 
 次の大きなブレークスルーは、Talmon 氏や Pasquali 氏と同僚たちが初めてナノチ

ューブの真溶剤であるクロロスルホン酸を見つけ出した 2009 年に起きた。科学者たち

はナノチューブの高濃度の濃縮液を作りだす方法を初めて見つけ出し、この進展が整列

配置や収容率に改善をもたらした。 
 

http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance/0110-fiber-dmitri-med/
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ナノチューブはライス大学と Teijin 
Aramid 社が開発した新たなカーボンナノ

チューブファイバー内に隙間なく包まれ

ている。走査型電子顕微鏡で撮影されたこ

のテストファイバー断面図は、ファイバー

内側の隙間がわずかなであることを示し

ている。 

 「クロロスルホン酸は水と反応してしまうた

め、それまでは誰も制御が可能だとは考えてい

ませんでした。」と Paswuali 氏は言う。「私の研

究室の院生 Natnael Bahabtu 氏がクロロスルホ

ン酸溶液からCNTファイバーを紡ぐシンプルな

方法を見つけ出したのです。それが、この新し

いプロセスにとって重要な意味を持つものでし

た。」 
 
 Pasquali 氏は、出発物質(starting material)、
つまり未加工のナノチューブの塊に原子欠陥の

全くない、長いナノチューブが含まれている場

合には、紡いだファイバーの強度や伝導性を改

善できることを、他の研究室は認識していたと

している。2010 年、Pasquali 氏と Talmon 氏は様々なサプライヤーからのナノチュー

ブを使った実験を開始し、AFRL の科学者たちと共に改良されたファイバーの電気特性

と熱特性の正確な測定を行った。 
 
 同じ時期、Otto 氏は他の研究センターが提案する CNT ファイバー製造手段の評価を

行っていた。彼は Pasquali 氏が発見したもの、Teijin Aramid 社のもつノウハウ、そし

て長い CNT を組み合わせて、より高性能な CNT ファイバーを実現させる構想をもっ

た。2010 年、Teijin Aramid 社はライス大学との共同プロジェクトを設置し、資金提供

を行った。同社のファイバー紡糸の専門家とライス大学の科学者たちが協力してプロジ

ェクトを遂行した。 
 
 「Teijin の科学的および技術的支援のおかげで、強度と伝導性に迅速な改善がもたら

されました。」と Pasquali 氏は言う。 
 
 研究論文の共著者であるライス大学の電気コンピューター工学(electrical and 
computer engineering)教授 Junichiro Kono 氏は次のように述べている。「この研究で

ファイバーの電気伝導性は、初期生産後に適用される技術によって調整および最適化で

きることが明らかになりました。巨視的な CNT ファイバーに、これまで報告された中

で最高の伝導性がもたらされたのです。」 
 
 Science 誌で発表されたこのファイバーは、それまで報告されていた湿式紡糸 CNT
ファイバーと比較して、およそ10倍の抗張力と電・熱の伝導性を有しているとPasquali

http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance/0110-fiber-sem-med/
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ライス大学の工学教授 Matteo Pasquali(座っ

ている)は、純粋なカーボンナノチューブファ

イバーを創る研究チームに、金属ワイヤー、カ

ーボンファイバー、それに織物糸それぞれの最

適特性を結集させるよう指導した。(左から)ラ
イス大学の院生 Colin Young 氏、Dmitri 
Trentalovich 氏、Teijin Aramid 社の科学者

Ron ter Waarbeek 氏、ライス大学の院生

Mohammed Adnan 氏が研究チームに参加し

ている。 

氏は言う。新しいファイバーの電気伝導性は金、銅、アルミニウムのワイヤーと同等だ

が、この新材料には金属ワイヤーを超える有利性がある。 
 
 たとえば、高い強度と電気伝導性が役立つ

可能性のあるアプリケーションの一つが、デ

ータと低消費電力のアプリケーションだろう

と Pasquali 氏は述べている。 
 
 「金属ワイヤーは細すぎるとローラーや他

の製造機械の中で壊れてしまいます。多くの

場合、単純に細いワイヤーを製造すると強度

がなくなるため、人々は電気的に必要とされ

るよりもかなり太さのある金属ワイヤーを使

っているのです。データケーブルがその最た

る例です。」 
 
 さらに共著者には Behabtu 氏、ライス大学の院生 Colin Young 氏、Dmitri 
Tsentalovich 氏、Amram Bengio 氏、同大ポスドク研究者 Xuan Wang 氏、Anson Ma
氏(現在はコネチカット大学で研究を行っている)、イスラエル工科大学の Olga 
Kleinerman 氏、Yachin Cohen 氏、AFRL の Steven Fairchild 氏、John Ferguson 氏、

Benji Maruyama 氏、Teijin Aramid 社の Ron ter Waarbeek 氏、Jorrit de Jong 氏、

そして Ron Hoogerwerf 氏が含まれる。 
 
 この研究は Teijin Aramid BV 社、Teijin 社、AFRL、空軍科学研究局、イスラエル

工科大学の Russell Berrie ナノテクノロジー研究所、国防省、Welch 財団の支援を受け

て行われた。 
 

 

翻訳：NEDO（担当 総務企画部 望月 麻衣） 
 
出典：本資料は、米国 Rice 大学の以下の記事を翻訳したものである。 
“New nanotech fiber: Robust handling, shocking performance” 
http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-perfo
rmance-2/ 
(Used with Permission of Rice University) 

http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance/0110-fiber-group-med/
http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance-2/
http://news.rice.edu/2013/01/10/new-nanotech-fiber-robust-handling-shocking-performance-2/



