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内容

１ ＴＡＳＣの活動状況１．ＴＡＳＣの活動状況
２．材料の変遷
３．２０～３０年後の社会
４ 未来の材料を支えるＣＮＴ４．未来の材料を支えるＣＮＴ
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４ 未来の材料を支えるＣＮＴ４．未来の材料を支えるＣＮＴ
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ナノカーボンの仲間

フラーレン（Ｃ６０） 1984年、ﾘﾁｬｰﾄﾞ・ｽﾓｰﾘｰ発見

ナノカ ボンの仲間

カ ボンナノチ ブ発見の背景

フラ レン（Ｃ６０）
ﾊﾞｯｸﾐﾝｽﾀｰ・ﾌﾗの建設し
たドームに似ているため
ﾌﾗ ﾚﾝと命名カーボンナノチューブ発見の背景ﾌﾗｰﾚﾝと命名

グラフ ン

カーボンナノチューブ

グラフェン

1991年：飯島澄男発見

2010年ノーベル物理学

アンドレ・ガイム
コンスタンチン ノボセロフ 1991年：飯島澄男発見

理論物理学者を刺激
コンスタンチン・ノボセロフ
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単層CNTの代表的特性

・鋼の２０倍の強度
・銅の１０倍の熱伝導性

単層CNTの代表的特性

・銅の１０倍の熱伝導性
・アルミの半分の密度
・シリコンの１０倍の電子移動度

注 無欠陥カ ボンナノチ ブの特性

単層CNT合成技術

注： 無欠陥カーボンナノチューブの特性
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High Purity > 95%High Purity > 95%

TG-DTA

High Purity > 95%High Purity > 95%

水分添加水分添加
ナノチューブ集合体ナノチューブ集合体
高さ高さ2.52.5ミリ成長時間ミリ成長時間1010分分

Science, 306, 1362 (2004)Science, 306, 1362 (2004)

単層CNT合成技術

High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% 

TEM
比較的均一な直径比較的均一な直径

TEMTEM
比較的均一な直径比較的均一な直径

TEMTEM
比較的均一な直径比較的均一な直径

TEMTEM
比較的均一な直径比較的均一な直径

TEMTEM
比較的均一な直径比較的均一な直径

High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% High Purity > 95% 

TEMTEM
比較的均一な直径比較的均一な直径

ブレークスルー：分解特性の異なる2種類以上の炭化水素原料を独立制御する

通常の合成炉通常の合成炉

１センチ角１センチ角 単層単層CNTCNTを短時間に大量かつ低コスを短時間に大量かつ低コス
トで合成できるトで合成できる

e-Dips法、スーパーグロース法で日本は世界をリード
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強く･しなやかで･軽い･未来の素材強く しなやかで 軽い 未来の素材

耐震性超々高層ビル

巨大風車軽くて丈夫な輸送機
による発電

軽くて丈夫な省エネルギー航空機軽くて丈夫な省エネルギ 航空機

未来の低炭素社会を支える最先端の軽量素材

6期待は非常に大きいが、まだ産業化には至ってない
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つくばイノベーションアリーナ（ＴＩＡ－ｎａｎｏ）くばイ ションアリ ナ（ ）

技術研究組合 単層ＣＮＴ融合新材料研究開発機構（ＴＡＳC） が受託

低炭素社会を実現する革新的ｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ複合材開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（ＮＥＤＯ）

技術研究組合 単層ＣＮＴ融合新材料研究開発機構（ＴＡＳC） が受託
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TASCの概要

設立日 平成22年5月24日

TASCの概要

設立日 ：平成22年5月24日

代表理事 ：古河直純（日本ゼオン㈱代表取締役社長）

組合員 ：NEC、東レ、帝人、ゼオン、住友精密工業、産総研

DNP、カネカ、尾池工業（８社1機関）

研究拠点 ：産総研つくば事業所

（大阪分室：大阪府立産業技術総合研究所）（大阪分室：大阪府立産業技術総合研究所）

プロジェクト：「低炭素社会を実現する革新的カーボンナノチューブ

（NEDO委託） 融合新材料開発」（H22年度～H26年度）（NEDO委託） 融合新材料開発」（H22年度～H26年度）

：「グラフェンの高品質大量合成と応用技術を活用した

透明電極向けイ ジウム代替技術 開発 （ 年度 ）透明電極向けインジウム代替技術の開発」（H23年度～）
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ＴＡＳＣ活動計画 （？円/年）  　　　　　　　　　      ＴＡＳＣ活動計画

【Ⅰ】 【Ⅱ】 【Ⅲ】 【Ⅳ】

（？円/年）

ｴﾈﾙｷﾞｰ関連用途

（風車ﾌﾞﾚｰﾄﾞ・航空

市

場

企業化５社組合 組合会社拡大

用途開発協力企業

（風車ﾌ ﾚ ﾄ 航空

機材・自動車材）

ﾜｲﾔﾊｰﾈｽ・電線他

場

規・基盤技術開発

・e-DIPs技術開発

用途開発協力企業

生産技術確立 導電用途（透明導電膜他）

ｺﾞﾑ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ補強他

模
・e-DIPs技術開発

・ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰｽ関連

技術開発 各企業生産機導入

生産技術確立

半導体用途（ｲﾝｸ印刷半導体他）

導電用途（透明導電膜他）

生産開始ｻﾝﾌﾟﾙ供給/用途開発

熱伝導用途(PC・自動車ﾋｰﾄｼﾝｸ他）

2015 20302020 2035年2014

e‐DIPS生産

2010 2015 20302020 2025 2035年2011 2012 2013 2014



ナノチューブの様々な用途ナノチュ ブの様々な用途

幅広にナノチューブの用途開発を可能にする
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成果の普及成 及

自主安全管理手法の開発 + 手法の国際標準化自主安全管理手法の開発 + 手法の国際標準化CO２削減 万ﾄﾝ/年： 81.0 324
2015年 2020年 2030
年CO２削減 万ﾄﾝ/年： 81.0 324
2015年 2020年 2030
年

カーボンナノチューブによる
低炭素社会

カーボンナノチューブによる
低炭素社会

高性能熱交換

対象分野 ：熱交換器の小型化や電子機器のファンレス化対象分野 ：熱交換器の小型化や電子機器のファンレス化
ISO（国際標準化機構）
TC229（ナノテクノロジー）
WG3（環境・安全分科会）低炭素社会

パワー半導体
放熱板

パワー半導体
放熱板

ＯＡ機器
ロ ル

ＯＡ機器
ロールCNT分散 融CNT分散･融

ＣＮＴ航空機ＣＮＴ航空機

高性能熱交換器高性能熱交換器

ハイブ
リッド車

ハイブ
リッド車

省エネ電子回路省エネ電子回路

/
2015年 2020年 2030年

/
2015年 2020年 2030年

導電性ゴム導電性ゴム

ロールロールCNT分散･融
合化技術

CNT分散･融
合化技術

リッド車

印刷エレクトロニクス印刷エレクトロニクス

電池部材電池部材

CO２削減 万ﾄﾝ/年： 3.3 10 25

対象分野 ： 製造プロセスの省エネ

CO２削減 万ﾄﾝ/年： 3.3 10 25

対象分野 ： 製造プロセスの省エネ

導電性樹
脂材料

導電性樹
脂材料

蓄電デ イス電極蓄電デバイス電極

高強度ＣＮＴ
繊維

高強度ＣＮＴ
繊維半導体金属分離

ベンチプラント

半導体金属分離
ベンチプラント

ＣＮＴ導電繊維ＣＮＴ導電繊維

透明導電性フィルム 高強度ＣＮＴ複合部材高強度ＣＮＴ複合部材

2015年 2020年 2030年2015年 2020年 2030年

CNT形状制
御･分離技術

CNT形状制
御･分離技術

蓄電デバイス電極蓄電デバイス電極ベンチプラントベンチプラント

スーパーグロース商業生産スーパーグロース商業生産

300トン/年

スーパーグロース生産プラントスーパーグロース生産プラント

20トン/年

DIPS パイロットプラント生産eDIPS パイロットプラント生産 eDIPS商業生産eDIPS商業生産eDIPS ベンチプラントeDIPS ベンチプラント DIPS パイロットプラント生産eDIPS パイロットプラント生産 eDIPS商業生産eDIPS商業生産DIPS パイロットプラント生産eDIPS パイロットプラント生産 eDIPS商業生産eDIPS商業生産eDIPS ベンチプラントeDIPS ベンチプラント

CO２削減 万ﾄﾝ/年： 27.7 114

対象分野 ： 輸送機器の軽量化・高強度化

CO２削減 万ﾄﾝ/年： 27.7 114

対象分野 ： 輸送機器の軽量化・高強度化

2020年2015年 2025年

300kg/年

eDIPS パイロットプラント生産eDIPS パイロットプラント生産 eDIPS商業生産eDIPS商業生産

10トン/年 300トン/年

eDIPS ベンチプラントeDIPS ベンチプラント

300kg/年

eDIPS パイロットプラント生産eDIPS パイロットプラント生産 eDIPS商業生産eDIPS商業生産

10トン/年 300トン/年

eDIPS パイロットプラント生産eDIPS パイロットプラント生産 eDIPS商業生産eDIPS商業生産

10トン/年 300トン/年

eDIPS ベンチプラントeDIPS ベンチプラント
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自主安全管理技術の構築自主安全管理技術の構築

ＣＮＴの実用化 ＣＮＴの安全管理
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提供可能サンプル内容

番号 名称 スペック

１ ｅＤＩＰＳ－ＣＮＴ １～２nmの範囲で希望に合わせて応相談

２ ＣＮＴ粘弾性体（ＳＧ－ＣＮＴ） -196℃～1000℃で粘弾性を示す、１ｾﾝﾁ角

３ 分散性に優れたＣＮＴ（ＳＧ－CNT） ０．１－０．３重量％の分散液

４ ＣＮＴ不織布（ＳＧ－ＣＮＴ） 導電率 ～50S/cm 比表面積 500～1000㎡/g４ ＣＮＴ不織布（ＳＧ ＣＮＴ） 導電率 ～50S/cm、比表面積 500～1000㎡/g
５ 金属ＣＮＴ（ｅＤＩＰＳ－ＣＮＴ） 純度９５％以上

６ 半導体ＣＮＴ（ｅＤＩＰＳ－ＣＮＴ） 純度９５％以上

７ 高伝熱ゴム（ＳＧ－ＣＮＴ） 熱伝導性 ２０ｗ/ｍＫ以上

８ 低添加導電性大面積ゴム
（ＳＧ ＣＮＴ）

ＣＮＴ充填率１wt%未満
体積導電率 １S/cm以下（ＳＧ－ＣＮＴ） 体積導電率 １S/cm以下

９ ＣＮＴ複合材料
（樹脂・ゴム・フィルム）

体積導電率１S/cm以上のゴム、樹脂
ゴム：NBR、SBR、フッ素、シリコン等
樹脂 アクリル系 スチレン系等樹脂：アクリル系、スチレン系等
形状：任意（要相談）

１０ ＣＮＴ・金属複合体 熱伝導率750W/mk以上、引張強度約70MPa
材料内の熱伝導経路の設計要相談
アルミニウムマトリクス以外は要相談
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研究成果例研究成果例
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ＴＡＳＣ開発 導電ゴムＴＡＳＣ開発 導電ゴム
2011年9月7日プレスリリース

ＳＧＣＮＴをゴムへ特殊な方法で分散させることで従来のカ ボンＳＧＣＮＴをゴムへ特殊な方法で分散させることで従来のカーボン
ブラックを用いた導電性ゴムの100倍の導電率（30S/cm）を有し
つつ 約5000回の破断耐久試験に耐えうる材料を実現つつ、約5000回の破断耐久試験に耐えうる材料を実現
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ＴＡＳＣ開発 導電ゴムＴＡＳＣ開発 導電ゴム

変形しても導電性を維持できる複合材料
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ＴＡＳＣ開発 導電ゴム
20112011年年1010月月1212日プレスリリース日プレスリリース

極少量添加での単層ＣＮＴ導電性ゴムの開発に成功極少量添加での単層ＣＮＴ導電性ゴムの開発に成功
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長い単層長い単層CNTCNTの使用の使用

100m
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/c 長い単層長い単層CNTCNTの使用の使用

10‐10
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SG-SWNT no-surfac
SG-SWNT surfactandu
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 a
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10‐12
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0.01 0.1 1 10

SG-SWNT surfactan
SWNT
MWNTCo

nd

Percolation threshold (wt%)

長尺で比表面積の高い単層ＣＮＴ網目構造を用い、長尺で比表面積の高い単層ＣＮＴ網目構造を用い、
CNTCNT濃度僅か濃度僅か0 01 t%0 01 t%で体積導電率で体積導電率1010 33S/S/ を実現を実現CNTCNT濃度僅か濃度僅か0.01wt%0.01wt%で体積導電率で体積導電率1010--33S/cmS/cmを実現を実現
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ＴＡＳＣ開発 熱伝導材料（ゴム系）ＴＡＳＣ開発 熱伝導材料（ゴム系）

ＳＧＣＮＴとピッチ系の炭素繊維(CF)をゴム中に分散させることにＳＧＣＮＴとピッチ系の炭素繊維(CF)をゴム中に分散させることに
より、金属チタンに匹敵する25 W/mK の熱伝導率をもつＳＧＣＮ
Ｔ/CF/ゴム複合材料を開発Ｔ/CF/ゴム複合材料を開発
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ＴＡＳＣ開発 熱伝導材料（ゴム系）ＴＡＳＣ開発 熱伝導材料（ゴム系）
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CNT粘弾性体CNT粘弾性体

1mm

マットレスみたいな 柔らかさを有するマットレスみたいな、柔らかさを有する
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温度に依存しない粘弾性体

温度依存性なし
この材料は、ゴムと異なり-196℃ から 1000℃とい

温度に依存しない粘弾性体

この材料は、ゴムと異なり 196℃ から 1000℃とい

う広い温度範囲においてゴムのような弾性やエネル
ギー散逸能を示します。
エネルギー散逸能（損失弾性率）がシリコンゴムよ

り高い。り高い。

周波数の変化に対して粘弾性が安定しており、
大変形できるという性質も有しています。

耐疲労性
600℃ で、百万回の繰り返し伸長試験によって、

本材料が素晴らしい耐疲労特性を有しているこ
とも明らかになっています a)

温度非依存な粘弾性の調製
今後、温度非依存なＣＮＴ粘弾性材料を、より
高性能な部材へと研究開発を行っていく予定
です

Rt.wmv

とも明らかになっています。

失
正

接
/ T

an
 (d

el
t

CNT粘弾性材料

です。

30
℃

で
、

損
失

貯蔵弾性率 (MPa)

CNT粘弾性材料
-140-600℃

図2 繰り返し伸長試験（1,000,000 サイクル）

貯蔵弾性率 (MPa)
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CNTとアルミニウムを複合化

～放電プラズマ焼結による複合化技術～

CNTとアルミニウムを複合化

～放電プラズマ焼結による複合化技術～

・高い熱伝導特性高 熱伝導特性
熱伝導率；750W/mK（純Al；200、Cu;380）。
⇒目標値1000W/mKとし、開発を推進中。
軽量性・軽量性
引張強度：70MPa（純Al：55-96MPa）。
密度：2 5g/cm3（純Al：2 7 Cu；8 9）密度：2.5g/cm3（純Al：2.7、Cu；8.9）。

・高い熱応答性（＝温まり易く、冷め易い）
熱容量：2300J/(g・℃)  （Cu;3400）。熱容 (g ) （ ; ）。

・加工性
フライス、旋盤などで容易に機械加工が可能。

量産技術 品質保証技術の開発を推進中⇒量産技術、品質保証技術の開発を推進中。



高熱伝導材料の伝熱試験高熱伝導材料の伝熱試験

配
向

注） VGCF/CNTを縦方向に配向制御しており、
熱は、やや縦長の楕円状に広がる。

5分後 10分後 15分後
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製品内に“熱の道”を自由に作ることも可能製品内に 熱の道 を自由に作ることも可能
～CNTの熱異方性を利用～
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内容

１ ＴＡＳＣの活動状況１．ＴＡＳＣの活動状況
２．材料の変遷
３．２０～３０年後の社会
４ 未来の材料を支えるＣＮＴ４．未来の材料を支えるＣＮＴ
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材料の変遷材料の変遷
～１９世紀 ２０世紀 ２１世紀

真空管 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ ＬＳＩ ＬＣＤ ＰＤＰ 電子ﾍﾟｰﾊﾟｰ

航空機 合成ｺﾞﾑﾀｲﾔ ｼﾞｪｯﾄ旅客機 ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｶｰ 電気自動車 燃料電池車

金銅・鉄・鋼 ステンレス鋼 高張力鋼 炭素繊維複合材

石炭 石油 原子力発電 風力発電 太陽光発電 燃料電池

金
属

無

銅 鉄 鋼 ステンレス鋼 高張力鋼 炭素繊維複合材
アルミ ジュラルミン ＣＮＴ複合材

ガラス 無アルカリガラス
機
材
料

ガラス 無アルカリガラス
半導体 ゲルマニウム シリコン 化合物半導体 ＣＮＴ半導体

炭素材料 ＣＦＲＰ
料

有
機
材

天然繊維 レーヨン ナイロン ポリエステル アラミド ＣＮＴ繊維
高重合ＰＥ ＰＢＯ

木 天然ゴム 合成ゴム プラスチック ＣＮＴ複合材材
料

木・天然ゴム 合成ゴム・プラスチック ＣＮＴ複合材
光学機能材料 光画像性有機材料



繊維材料の変遷（例：タイヤコード/国内消費量ﾄﾝ/年）
300000
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（JATMA資料）



炭素繊維の歴史炭素繊維の歴史

1961年
進藤博士が 系

価格
（千

世
界

進藤博士がPAN系

炭素繊維製造の基本
原理を発表

７８７就航(2012)
60 （千円/kg)

界
需
要

( 商業
生産開始 ｼﾞｪｯﾄ旅客機

ｼﾞｪｯﾄ旅客機
一次構造材
の採用(1990)

40
20

(

千
ト
ン
／

生産開始
(1971)

釣り竿の採用

ｼ ｯﾄ旅客機
二次構造材
の採用(1975)

( )

需要
10／

年
）

釣り竿の採用
(1972)

ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞの採用
(1973)

20 価格

1960    1965    1970    1975    1980    1985    1990    1995    2000    2005    2010    

（特許庁特許出願技術動向調査報告書、ＪＡＭＡ、東レ資料）



高強力繊維の引張特性高強力繊維の引張特性

ＣＮＴ繊維の領域

50 PBO

40
PE

20

30

炭素繊維
パラアラミド

10

20 炭素繊維

無機繊維(ｱﾙﾐﾅ ﾎﾞﾛﾝ 炭化ｹｲ素 窒化ｹｲ素)
S-ｶﾞﾗｽ
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無機繊維(ｱﾙﾐﾅ, ﾎ ﾛﾝ, 炭化ｹｲ素, 窒化ｹｲ素)

ｽﾁｰﾙ

弾性率(g/de)
1000 2000 3000 4000 50000



内容

１ ＴＡＳＣの活動状況１．ＴＡＳＣの活動状況
２．材料の変遷
３．２０～３０年後の社会
４ 未来の材料を支えるＣＮＴ４．未来の材料を支えるＣＮＴ
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社会の変化（３０年前、現在、将来）

項目 １９７５年 ２０００年 将来 将来成長分野

人口(百万人） １１２ １２７ （人口減少）(

世帯人数（人/世帯数） ３．６ ２．７ （核家族化）

都市化（人口％） ５７．０ ６５．２ 超小型自動車

老齢化（人口％） １３．０ １８．３ 介護ロボット

高学歴（人口％） １３．５ ４０．６ （職業構造変化）

国民総生産（兆円/年） １４５ ５０３ （低成長）

石油/総エネルギー（％） ７３ ４６ 燃料電池、太陽光発電、
風力発電

食糧自給率（％） ７０ ４０ 工場農園

情報化 ｲﾝﾀ ﾈｯﾄ タッチパネル情報化 － ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ タッチパネル

環境 － ＣＯ２削減 放射線対策

余暇時間 増加 格安ジェット余暇時間 － 増加 格安ジェット

（国土交通省国土総合開発計画他）



成長分野とＣＮＴの関わり成長分野とＣＮＴの関わり

自動車 ハイブリッド 電気 燃料電池 超小型自動車自動車 ハイブリッド、電気、燃料電池、超小型自動車
（リチウムイオン電池、キャパシタ、軽量車体）

エ 船 小型ジ ト機 飛行船輸送 エコ船、小型ジェット機、飛行船
（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池、ｷｬﾊﾟｼﾀ、軽量構造体、塗料）

情報 タッチパネル （透明導電膜）

工場農園 ＬＥＤ高熱伝導材料場農園

太陽電池、風力発電

高熱伝導材料

エネルギー

福祉 介護ロボット（アクチュエータ）、超小型自動車

資源 深海資源（深海ロープ）資源 深海資源（深海 プ）



特許から見たＳＣＮTの用途の動向特許から見た の用途の動向

添加材



自動車の将来自動車の将来

FCEV
ガソリン【動力源】
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ガソリン 燃料電池・電気

キャパシタ
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イブリ ド

キャパシタ

バッテリー

燃料電池

電気

ea
se

ハイブリッド

モーター

燃料電池・
電気

in
cr

e
now 2020～2030now 2020 2030



超小型電気自動車超小型電気自動車

軽量化・低公害・安全などの対策

（トヨタ資料）



自動車ボディの樹脂化（軽量化）

（帝人資料）

炭素繊維との複合（軽量化、曲強度、靭性、衝撃吸収）
プリプレグ、ＦＲＰ、立体構造体、不織布



未来の船（エコシップ）未来の船（エコシップ）

（日本郵船資料）



小型ジ ト旅客機の普及小型ジェット旅客機の普及

軽量化、曲強度、靭性、衝撃吸収、導電性

（三菱重工資料）（三菱重 資料）



飛行船飛行船

膜補強材
太陽電池

膜補強材

燃料電池

（日本機械学会誌から）



内容

１ ＴＡＳＣの活動状況１．ＴＡＳＣの活動状況
２．材料の変遷
３．２０～３０年後の社会
４ 未来の材料を支えるＣＮＴ４．未来の材料を支えるＣＮＴ
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透明導電膜での可能性透明導電膜での可能性

１．ＩＴＯ代替（タッチパネル、携帯電子書籍、液晶パネル）

２．曲げ安定性
ＣＮＴ 曲率2mmまで抵抗変化なし。
（ＩＴＯ基板は曲率13mm付近で表面抵抗上昇）

３．ＣＮＴ 18%の伸長で14%
の抵抗変化
（ＩＴＯでは2%伸長で抵抗昇）

４．摩擦試験 ＣＮＴ10,000回
変化なし変化なし
（ITOでは開始から上昇）

透明導電膜（アルバック資料）

（高分子学会編
カーボンナノチューブ・グラフェンより）



エネルギーディバイスでの可能性

燃料電池(高分子電界質型） ⇒ 導電体担持体活性炭のCNT/PBI化

エネルギ ディバイスでの可能性

色素増感型太陽電池 ⇒ 対極基板ＰｔのＣＮＴ化

有機薄膜型太陽電池 ⇒ 金属性SCNT使用透明電極

電気二重層キャパシタ ⇒ 活性炭のCNT化、静電容量増大、高速充放電

リチウムイオン電池 ⇒ 正極・負極、導電補助材

（燃料電池） （色素増感型太陽電池）
（有機薄膜太陽電池）

（電気二重層ｷｬﾊﾟｼﾀ）
（ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池）

（高分子学会編カーボンナノチューブ・グラフェンより）

（有機薄膜太陽電池）



アクチュエーターでの可能性アクチュエーターでの可能性

１．圧電性高分子
ＣＮＴ添加により弾性
率 誘電率向上 弱い率、誘電率向上、弱い
印加で大きな応力電
流によるジュール熱で流によるジュ ル熱で
体積変化し駆動。

（熱膨張高分子 形状記憶高分子との組合わせ）

２．分子ヒーター

（熱膨張高分子、形状記憶高分子との組合わせ）

分子ヒ タ
ＣＮＴの光照射による発熱（光熱変換）利用による遠隔光
照射による高分子変形誘起

（高分子学会編カーボンナノチューブ・グラフェンより）



深海資源開発用深海ロープの可能性深海資源開発用深海ロープの可能性

マリアナ海溝 深部
10920m

深海鉱物資源探査専用船（深海資源開発（株）資料）



材料の未来を支えるＣＮＴ材料の未来を支えるＣＮＴ

透明導電膜 薄膜トランジスタ市

複合材・導電体・半導体 高強力素材

自動車車体透明導電膜
導電ゴム
熱伝導ゴム

薄膜トランジスタ
回路部品
ＣＮＴメモリー

市

場

規

自動車車体
飛行機胴体
風力発電ブレード

高熱伝導金属 炭素繊維複合規

模

深海ロープ

アクチュエーター

万円 万円 万円 万円

アクチュエ タ
ワイヤーハーネス

１００万円/kg ～１０万円/kg    ～１万円/kg    ～０．１万円/kg
（現在） 単層ＣＮＴ価格 （未来）

eＤＩＰS、ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰｽＣＮＴ ⇒ 次世代ＣＮＴ



カウンターウエイトカウンタ ウエイト
96,000km宇宙エレベーターの可能性

（大林組プロジェクト）

火星連絡ゲート
57 000k

１．２０１２年２月に大林組が
宇宙エレベータープロジェクト 57,000km

静止ステーション

宇宙エレベ タ プロジェクト
構想を発表。

静止ステ ション
36,000km

低軌道衛星ゲート

２．２０３０年までに１５０ＧＰａの強度
を持ったケーブルを開発し、
２０５０年には実現 23,750km２０５０年には実現。

３ そのケーブルにはカーボン
アース・ポート

３．そのケ ブルにはカ ボン
ナノチューブ製が使われる可能。

（季刊大林 Ｎｏ．５３より）



サンプル提供に関する問い合わせ先サンプル提供に関する問い合わせ先

技術普及部長 上野光保

技術研究組合単層ＣＮＴ融合新材料研究開発機構（ＴＡＳC)
ＴＥＬ：０２９－８６１－６２６３， ＦＡＸ：０２９－８５８－６３３０
Ｅ－ｍａｉｌ：ｕｅｎｏ＠ｔａｓｃ－ｎｔ．ｏｒ．ｊｐ

ご清聴ありがとうございました。
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