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はじめに 

カーボンナノチューブ(Carbon Nanotube : CNT)

は、ナノサイズの尖鋭性、高いアスペクト比、電流
耐性、比表面積、熱伝導性、機械強度、化学的安定
性に優れ、透明導電膜材料、フレキシブル電極、二
次電池電極、電界電子放出材料として注目されてき
た。CNT フォレストは基板に垂直配向成長した CNT

の集合体で、電気伝導性や熱伝導性を生かし LSI ビ
ア配線[1]やキャパシタ電極、可飽吸収特性を利用し
たモード同期光ファイバーレーザー[2]などのデバ
イス応用も始まっている。また導電性 CNT が高配向
成長した CNT フォレストには、偏光ラマン散乱波形
の入射角依存性[3]、CNT 軸方向への低反射高放射率
（波長 0.2～200μm 反射率 0.01～0.02）の新規物性
が報告され[4]、CNTフォレスト構造の光学異方性[5]

に強い関心が集まっている。 

CNT は、電気伝導性、ナノスケールサイズ直径、
高いアスペクト比などの特徴から、電磁波波長以下
のサイズにもたらされる共鳴現象を利用したメタマ
テリアル材料として興味が持たれている。これまで
に、400 nm 周期で規則配列した垂直配向孤立 CNT

により、1.4μm以下の短波長を透過するハイパスフ
ィルタ[6]や、CNT フォレスト構造体をナノロッドア
レイとし、光波長 700nm の光の解像度 150nm での
伝搬[7]、陽極酸化アルミナ周期配列多孔により周期
的に配置した CNTによる Fano共鳴型透過波形[8]が
報告されている。 

本研究の目的は、異方性構造を制御した CNT

フォレストの１次元電気伝導性の異方性の特徴を生
かし、テラヘルツ電磁場光学特性の発現機構と CNT

の一次元異方性構造の対応を明らかにすることであ
る。 

実験方法 

  CNT フォレストの合成には触媒熱 CVD 法を用
い、触媒には、Si基板上にEB蒸着法で堆積した Fe/Al

積層触媒（厚さ Fe/Al＝２／３ｎｍ）を用いた。熱
CVD 法はアセチレンガスを原料ガスとし、基板温度
を４８０、５３０、５６５、６３０、６９０℃とし
た５試料を用意した。カーボンナノチューブの成長
高さは断面ＳＥＭ観察により測定し、テラヘルツ電
磁波透過測定評価は、萩行・西島研究室高野先生に
行っていただいた。 

実験結果と考察 

図１にテラヘルツ強度透過率スペクトルを示す。
SEM 断面測定から、６９０℃、５６５℃、６３０℃
で合成した CNT フォレストは、それぞれ１９０μｍ、
２３０μｍ、２９０μｍの高さがあり、テラヘルツ
吸収では、カーボンナノチューブフォレストが高い
ほど、透過率が下がった。また、各 CNT フォレスト
試料で共通して、低周波領域で反射率が上昇した。 

図１ CNT フォレストの透過率スペクトル 

 

図２に、６３０℃で合成した CNT フォレストの
テラヘルツ波透過強度時間スペクトルを示す。
Reference に対してカーボンナノチューブフォレス
トおよびシリコン基板を透過する時間遅れが検出さ
れた。 

図２ ６３０℃で合成した２９０μｍ高さの CNT

フォレストのテラヘルツ波透過強度時間波形スペク
トル 
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CNT フォレスト内で多重反射がないと仮定し
た場合に、複素振幅透過率を再現する複素屈折率を
求めた。図３に屈折率の周波数スペクトルを示す。
複素屈折率は低周波で上昇した。Paul らは、文献[9]

において、CNT フォレストの配向方向の複素屈折率
の実部，虚部に関して、平面方向と同様に低周波領
域において上昇することを報告している [9]。Paul

らは CNT の軸に平行な電気伝導度の上昇が、1 THz

以下での屈折率上昇の原因であると主張している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ CNT フォレストの複素屈折率周波数スペク
トル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ CNTフォレストの UV-VIS反射率スペクトル
（690, 630, 565℃合成試料）[11] 

 

 

多層ＣＮＴはグラフェンシートが同心円筒状と
なった構造体であり、多層ＣＮＴフォレストは、炭
素で構成される結晶構造の一種と考えることができ
る。我々は、これまでに、ＣＮＴフォレストの配向
性をＸＲＤ波形解析により評価し報告している[10]。 

XRD 波形解析から求めた配向性は、高い順に、690, 

630, 580℃で合成した試料であった[11]。 

UV-VIS 領域の正反射率を図４に示す。4.5eVに
ピークを持つ反射率スペクトルが得られた[11]。反
射率は、690、630、565℃の順に高くなり、XRD で
評価した CNT フォレストの配向性と逆順の結果と
なった。これは、従来報告にもあるように、高い配
向性のＣＮＴフォレストは、軸方向に侵入する光が
複数回反射を繰り返し、試料内部から脱出できず、
黒体に近い振る舞いとなる現象を表している。 

まとめ 

高いアスペクト比を有する、カーボンナノチュ
ーブで構成される CNT フォレストについて、その合
成温度を変えることで、CNT フォレスト高さ、CNT

本数密度、配向性などの内部構造を変えた試料を作
製し、テラヘルツ電磁波透過評価を行い、軸方向へ
の電気伝導性のため、低周波で屈折率が上昇した。
UV-VIS 領域反射スペクトルを評価し、配向性の高
い CNT フォレスト試料ほど反射率が低下し、軸方向
への複数回反射による黒体吸収で説明した。UV-VIS

領域とテラヘルツ領域の屈折率、吸収係数と CNT

フォレスト構造の相関解明にはさらなる研究が必要
である。 

 今後、配線加工したカーボンナノチューブ構造体
（CNT フォレスト）をメタ原子とするテラヘルツ領
域電磁メタマテリアルのテラヘルツ・光領域光学応
答特性と、CNT フォレストの異方性結晶構造の対応
関係を明らかにし、CNT フォレストの異方性構造を
生かしたメタマテリアル光学デバイスにつなげたい。 
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