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はじめに 

カーボンナノチューブは、優れた電気的機械的
化学的性質により注目を集める。高密度垂直配向
CNT フォレストに、黒体吸収を示す低い反射率が報
告され、単層 CNT の光吸収に偏光依存性が報告され、
カーボンナノチューブは次の電気光学素子応用が期
待されている。 

カーボンナノチューブはナノスケールの直径と
ミリメートルスケールの長さの高いアスペクト比を
持つ導電体で、電気伝導異方性をもつカーボンナノ
チューブを、電磁波スケールでの成長制御（１００
ｎｍ～１μｍ）することで、カーボンナノチューブ
を構成要素とする光学メタマテリアル特性を期待で
きる。本研究では、カーボンナノチューブフォレス
トの構造と光学特性に注目し、構造制御したカーボ
ンナノチューブフォレストのテラヘルツ電磁場吸収
特性を明らかにすることを目標とした。 

実験方法 

  ｐ形 Si 基板上に、マグネトロンスパッタリング
法により堆積させた AlO／Fe 積層触媒を用い、アセ
チレンを原料ガスとする熱 CVD 法により、表１に
示す条件で、配向性の異なる CNT フォレストを３試
料ずつ計６試料合成した。熱 CVD 合成時間を調整
して、高さ２００μｍとした。 
  カーボンナノチューブフォレストの成長形態評
価には電界放出電子走査型電子顕微鏡（ JEOL 
FESEM JSM-5310）を用いた。カーボンナノチュー
ブの結晶性評価には顕微ラマン分光装置 (Horiba 
HR-800)を使用し、レーザー波長 560.2nm の励起光
は CNT フォレストの軸方向、基板に垂直方向から入
射した。テラヘルツ分光測定は、萩行・中嶋研究室
テラヘルツ分光装置 ADVANTEST THz-TDS を用い、
Aperture 直径 10mm、Purge Interval 3 分、積算回数
1024 回、Data 数 2048 を測定条件として評価した。
テラヘルツ光は図２に示すように基板裏面から入射
し、透過スペクトルを測定した。 
 

結果と考察 

  図１に、表１の条件で合成したカーボンナノチ
ューブフォレストを断面方向から SEM 観察した断
面 SEM 像を示す。左の CNT フォレストでは、カー
ボンナノチューブが基板に対し垂直に配向して成長

した。合成時に水素を追加導入して合成した CNT
フォレストでは、高さごとに CNT が配向方向を変え
て成長し、断面方向から見ると波状（ウェーブ状）
に配向した CNT フォレストを得た。 
  図２に高配向 CNT フォレストとウェーブ状
CNT フォレストのラマンスペクトルを示す。ともに、
250cm-1付近にRBM (Radial Breezing Mode)の振動が
あり、1600cm-1 の G ピーク波形から、１層または２
層の低層数 CNT で構成されることがわかった。これ
らの CNT フォレストは、ラマンスペクトル波形がほ
ぼ同じ形状であることから、構成される CNT の層数
や結晶性がほぼ同等の CNT フォレストであること
が確認できた。 
  そこで、これら配向性の異なる CNT フォレスト
のテラヘルツ電磁場透過スペクトルを測定し、CNT
の配向性とテラヘルツ電磁場応答の対応について調
べた。図２に示すように、テラヘルツ電磁場は基板
裏面から、基板に垂直に入射し、透過スペクトルを
測定した。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１ カーボンナノチューブフォレストの断面
SEM 像（左）垂直配向（右）ウェーブ状[1,2] 
 

図２ 高配向 CNT（赤）とウェーブ状 CNT フォレ
スト（黒）のラマンスペクトル。強度は規格化表示。 
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図３ （左）高配向 High-Align（右）波状 Wavy 形
状のカーボンナノチューブフォレストのテラヘルツ
電磁場入射方向概略図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図４ THｚ電磁波透過スペクトル （赤）高配向
（青）ウェーブ状,（灰色：リファレンス試料）６７
０μｍ高さ CNT フォレスト[2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図５ 屈折率スペクトル（赤）高配向（青）ウェー
ブ状,（灰色：リファレンス試料）６７０μｍ高さ
CNT フォレスト[2] 
 

図４に透過スペクトルを示す。Transmittance=1
が 100%の透過率を表し、すべての試料について２
THｚ以下で約２０％以下の透過率を示した。昨年度
の共同研究で測定した CNT フォレスト（CNT630）
をリファレンスとして測定した。すべての試料で、
１THｚ以下で透過率が上昇した。２００μｍの高さ
のある、垂直配向 (High Align)およびウェーブ状
(Wavy)CNT フォレストの透過率は、２９０μｍの高
さのあるリファレンス CNT フォレスト試料
（CNT630）よりも透過率が高く、ウェーブ状 CNT
フォレストは、高配向 CNT フォレストよりも、透過

率が低かった。 
図５に、タイムドメインスペクトルから計算モ

デルにより求めた複素屈折率スペクトルを示す。低
周波数で、複素屈折率の実成分虚数成分ともに上昇
し、これはフリーキャリア吸収と対応すると考えて
いる。低配向のウェーブ状 CNT フォレストの屈折率
の虚数成分が、高配向 CNT フォレストの屈折率の値
よりも高いことから、テラヘルツ電磁場の電場が、
ウェーブ状 CNT フォレスト内の、CNT 軸方向と平
行となり、キャリア電子が吸収を起こしたと考えら
れる。 

まとめ 

熱 CVD 法による基板上に合成した CNT の高密度構
造体（CNT フォレスト）について、合成条件により、
配向性を変えて作製した。配向性の違いによるテラ
ヘルツ電磁場透過スペクトルから、屈折率の評価を
行った。テラヘルツ電磁場の電界成分と平行な軸方
向を持つ CNT フォレスト（ウェーブ状 CNT フォレ
スト）では、吸収を表す複素屈折率虚数成分が高い
結果を得た。 
 
 

表１ CNT フォレスト作製条件[1] 
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試料 垂 直 配 向
CNT, 
High Align 

ウ ェ ー ブ 状
CNT, 
Wavy 

基板 p 形 Si 
積層触媒 AlOx(30nm)/Fe(0.5nm) 
アニール 730℃、H2-65sccm, 2.5min 
原料ガス C2H2 15sccm C2H2 15sccm 

+ H2 15sccm 
合成温度 730℃ 
合成時間 10min 
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