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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原料ガスと触媒を反応条件下で接触させて、ブラシ状カーボンナノチューブであるカー
ボンナノ構造物を製造する方法であって、
　前記触媒が反応室内に静止しており、０．１秒よりも短い時間で開閉制御可能な非手動
式高速弁で切り替えを行うことによって、当該静止している触媒に前記原料ガスの供給を
開始することを特徴とするカーボンナノ構造物の高効率合成方法において、
　キャリアガスと原料ガスとを反応室に供給して触媒によりカーボンナノ構造物を製造す
る装置が用いられ、
　当該装置は、基本流量に制御されたキャリアガスを反応室に供給する手段を備え、
　且つ所定流量に制御された原料ガスを反応室に供給又は遮断する０．１秒よりも短い時
間で開閉制御可能な非手動式高速三方弁を備え、
　且つ、前記原料ガス流量と同じ所定流量に制御されたキャリアガスを反応室に供給又は
遮断する０．１秒よりも短い時間で開閉制御可能な非手動式高速三方弁を備え、
　非手動式高速三方弁により原料ガスを供給する場合には非手動式高速三方弁によりキャ
リアガスを遮断し、非手動式高速三方弁で原料ガスの供給を遮断する場合には非手動式高
速三方弁によりキャリアガスを供給し、前記基本流量のキャリアガスを含めて反応室に供
給されるキャリアガスと原料ガスの合計流量を一定になるように制御することを特徴とす
るカーボンナノ構造物の高効率合成方法。
【請求項２】
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　原料ガスと触媒を反応条件下で接触させて、ブラシ状カーボンナノチューブであるカー
ボンナノ構造物を製造する方法であって、
　前記触媒が反応室内に静止しており、０．１秒よりも短い時間で開閉制御可能な非手動
式高速弁で切り替えを行うことによって、当該静止している触媒に前記原料ガスの供給を
開始することを特徴とするカーボンナノ構造物の高効率合成方法において、
　キャリアガスと原料ガスとを反応室に供給して触媒によりカーボンナノ構造物を製造す
る装置が用いられ、
　当該装置は、基本流量に制御されたキャリアガスを反応室に供給する手段を備え、
　且つ原料ガスの供給流量を複数段階に可変するために用いられる、原料ガスを各供給流
量で反応室に供給又は遮断する０．１秒よりも短い時間で開閉制御可能な非手動式高速三
方弁が複数段並列に配置され、
　且つ前記原料ガスの供給流量の複数段と同じ段数でキャリアガスの供給流量を可変する
ために用いられる、キャリアガスを各供給流量で反応室に供給又は遮断する０．１秒より
も短い時間で開閉制御可能な非手動式高速三方弁が複数段並列に配置されており、
　ガス供給時において、前記原料ガスの非手動式高速三方弁と前記キャリアガスの非手動
式高速三方弁から常に１個以上の必要な非手動式高速三方弁をガス供給側に切換え、残り
の非手動式高速三方弁をガス遮断側に切換え、前記基本流量のキャリアガスを含めて反応
室に供給されるキャリアガスと原料ガスの合計流量を一定になるように制御することを特
徴とするカーボンナノ構造物の高効率合成方法。
【請求項３】
　上記非手動式高速三方弁で切り替えを行うことによって、当該静止している触媒に前記
原料ガスの供給を終了することを特徴とする請求項１または２に記載のカーボンナノ構造
物の高効率合成方法。
【請求項４】
　上記非手動式高速三方弁は、電磁三方弁である、請求項１ないし３のいずれか１項に記
載のカーボンナノ構造物の高効率合成方法。
【請求項５】
　請求項１に記載のカーボンナノ構造物の高効率合成方法に用いられる、キャリアガスと
原料ガスとを反応室に供給して触媒によりブラシ状カーボンナノチューブであるカーボン
ナノ構造物を製造する装置であって、
　当該装置は、基本流量に制御されたキャリアガスを反応室に供給する手段を備え、
　且つ所定流量に制御された原料ガスを反応室に供給又は遮断する０．１秒よりも短い時
間で開閉制御可能な非手動式高速三方弁を備え、
　且つ、前記原料ガス流量と同じ所定流量に制御されたキャリアガスを反応室に供給又は
遮断する０．１秒よりも短い時間で開閉制御可能な非手動式高速三方弁を備え、
　非手動式高速三方弁で原料ガスを供給する場合には非手動式高速三方弁によりキャリア
ガスを遮断し、非手動式高速三方弁で原料ガスの供給を遮断する場合には非手動式高速三
方弁によりキャリアガスを供給し、前記基本流量のキャリアガスを含めて反応室に供給さ
れるキャリアガスと原料ガスの合計流量を一定になるように制御可能であることを特徴と
するカーボンナノ構造物の高効率合成装置。
【請求項６】
　請求項２に記載のカーボンナノ構造物の高効率合成方法に用いられる、キャリアガスと
原料ガスとを反応室に供給して触媒によりブラシ状カーボンナノチューブであるカーボン
ナノ構造物を製造する装置であって、
　当該装置は、基本流量に制御されたキャリアガスを反応室に供給する手段を備え、
　且つ原料ガスの供給流量を複数段階に可変するために用いられる、原料ガスを各供給流
量で反応室に供給又は遮断する０．１秒よりも短い時間で開閉制御可能な非手動式高速三
方弁が複数段並列に配置され、
　且つ前記原料ガスの供給流量の複数段と同じ段数でキャリアガスの供給流量を可変する
ために用いられる、キャリアガスを各供給流量で反応室に供給又は遮断する０．１秒より
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も短い時間で開閉制御可能な非手動式高速三方弁が複数段並列に配置されており、
　ガス供給時において、前記原料ガスの非手動式高速三方弁と前記キャリアガスの非手動
式高速三方弁から常に１個以上の必要な非手動式高速三方弁をガス供給側に切換え、残り
の非手動式高速三方弁をガス遮断側に切換え、前記基本流量のキャリアガスを含めて反応
室に供給されるキャリアガスと原料ガスの合計流量を一定になるように制御することを特
徴とするカーボンナノ構造物の高効率合成装置。
【請求項７】
　上記非手動式高速三方弁は、電磁三方弁である、請求項５または６に記載のカーボンナ
ノ構造物の高効率合成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
　本発明はカーボンナノチューブやカーボンナノコイル等のカーボンナノ構造物を製造す
る方法に関し、更に詳細には、原料ガスと触媒との反応時の接触条件を改良することによ
ってカーボンナノ構造物の初期成長速度を高め、カーボンナノ構造物を高効率に製造でき
るカーボンナノ構造物の高効率合成方法、装置及びカーボンナノ構造物に関する。
【背景技術】
　本発明のカーボンナノ構造物とは炭素原子から構成されるナノサイズの物質であり、例
えば、カーボンナノチューブ、カーボンナノチューブにビーズが形成されたビーズ付カー
ボンナノチューブ、カーボンナノチューブが多数林立したブラシ状カーボンナノチューブ
、カーボンナノチューブが捩れを有したカーボンナノツイスト、コイル状のカーボンナノ
コイル、球殻状のフラーレンなどである。以下では、これら多数の炭素物質をカーボンナ
ノ構造物と総称する。
　これらのカーボンナノ構造物を製造する方法として、炭化水素などの原料ガスを分解し
て目的物質を成長させる化学的気相成長法（ＣＶＤ法、Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　
Ｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ）、また触媒を利用して目的物質を成長させる触媒化学的気相成長
法（ＣＣＶＤ法、Ｃａｔａｌｙｓｔ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｖａｐｏｒ　Ｄｅｐｏｓｉｔｉ
ｏｎ）が知られている。このＣＣＶＤ法はＣＶＤ法の一形態に過ぎない。
　本発明は前記ＣＶＤ法によりカーボンナノ構造物を製造する方法に関連している。この
ＣＶＤ法とは、反応容器内で原料ガスを分解して触媒に目的物質を成長させる方法を総称
しており、その分解手段には熱、電子ビーム、レーザービーム、イオンビームなど各種の
分解手段が包含される。
　従来、ＣＶＤ法でカーボンナノ構造物を製造するには、反応室に原料ガスとキャリアガ
スの混合ガスを導入し、触媒により原料ガスを分解して触媒表面にカーボンナノ構造物を
成長させる方法が採用されている。
　図１８は第１従来例であるカーボンナノ構造物合成装置５０の概略構成図である。この
従来型カーボンナノ構造物合成装置５０は、反応室４の中に触媒体６を配置し、この反応
室４にキャリアガスと原料ガスを供給し、触媒体６の表面にカーボンナノ構造物８を成長
させるように構成されている。
　キャリアガス容器１０から送出されるＨｅ等のキャリアガスはレギュレータ１２により
減圧された後、マスフローコントローラなどのキャリアガス流量制御器１４により所定流
量に調整され、キャリアガスバルブ１６により必要なタイミングで供給される。
　他方、原料ガス容器１８から送出されるＣ２Ｈ２等の原料ガスはレギュレータ２０によ
り減圧された後、マスフローコントローラなどの原料ガス流量制御器２２により所定流量
に調整され、原料ガスバルブ５２により必要なタイミングで供給される。
　キャリアガスと原料ガスは合流部３２で混合され、ガス供給ノズル３４から反応室４の
中に矢印ｃ方向に噴出される。原料ガスは触媒体６で分解され、触媒体６の表面にカーボ
ンナノ構造物８が合成され、不要なガスはガス排出管３６から矢印ｄ方向に放出される。
　図１９は従来装置における原料ガス流量制御器２２による原料ガス流量の初期不安定性
を示す時間経過図である。原料ガス流量制御器２２として通常マスフローコントローラが
使用されており、このマスフローコントローラはＰＩＤ制御により原料ガスを所定流量に
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なるように設計されている。
　ＰＩＤ制御とは比例制御（Ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ）と積分制御（Ｉｎｔｅｇｒａｌ
）と微分制御（Ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｉａｌ）を組み合わせた制御方式で、現在最も優れた
制御方式と考えられている。この制御方式では、原料ガスを所定流量に制御するのに数秒
を要する。その初期過程では、流量がオーバーシュートやアンダーシュートを繰り返しな
がら所定流量に到達し、この初期流量の揺らぎは避けることができない。初期揺らぎ時間
ΔＴは数秒に達する。
　この原料ガス流量の初期揺らぎはカーボンナノ構造物８の初期成長に大きな影響を及ぼ
すことが本発明者等の研究により明らかになった。カーボンナノ構造物８はナノメートル
サイズであるから、その成長時間は極めて短時間である。カーボンナノ構造物８の成長時
間を数秒で停止させるような合成条件では、原料ガス流量の初期揺らぎはカーボンナノ構
造物の合成に決定的な悪影響を与える。従って、原料ガスの初期揺らぎを抑制する工夫が
なされた。
　図２０は第２従来例であるカーボンナノ構造物合成装置５０の概略構成図である。この
カーボンナノ構造物合成装置５０では、原料ガスバルブ５２が手動三方弁５４に置換され
、他の構成は図１８と同様である。
　この従来例では、原料ガスの初期揺らぎを無くすために、手動三方弁５４が使用されて
いる。原料ガス流量制御器２２では原料ガスが所定流量に調整される。この所定流量の原
料ガスが遮断状態では矢印ａ方向に示されるように補助排気管５４ｂへと排気される。
　原料ガスを反応室４に供給する場合には、手動三方弁５４を手動操作で切換えて、所定
流量の原料ガスを矢印ｂ方向に示されるように注入管５４ａへと供給する。このようにす
れば、ＰＩＤ制御による初期揺らぎ時間ΔＴの影響を避けることが可能になる。しかし、
別の問題が生じる。
　図２１は従来の手動三方弁による原料ガス流量の開閉緩慢性を示す時間経過図である。
手動操作で三方弁５４を切換えると、切換えにどうしても時間が掛かる。従って、供給時
における矢印ａ方向から矢印ｂ方向への切り替えによる開操作では、立上り時間ΔＴ１が
出現する。同様に、遮断時における矢印ｂ方向から矢印ａ方向への切り替えによる閉操作
では、立下り時間ΔＴ２が出現する。
　特に、立上り時間ΔＴ１は初期過程における流量不安定性を生じるから、カーボンナノ
構造物８の初期成長過程に悪影響を与える原因となる。カーボンナノ構造物８を成長させ
る時間が長い場合には、立下り時間ΔＴ２はそれほど影響しないが、立上り時間ΔＴ１は
成長に多少の影響を与える。
　第１従来例及び第２従来例から分かるように、原料ガスの供給を開始する場合に、原料
ガス流量に初期揺らぎ時間ΔＴや立上り時間ΔＴ１が存在する場合には、カーボンナノ構
造物の初期成長に悪影響を与えるだけでなく、ある程度の時間が経過した後でも、初期成
長の歪が後の成長を阻害する可能性も存在する。
　従って、本発明は、原料ガスの供給時における原料ガス流量の初期揺らぎ時間や立上り
時間を無くし、反応条件下における原料ガスと触媒の接触の開始を瞬時に行うことにより
、カーボンナノ構造物の初期成長に悪影響を与えることの無いカーボンナノ構造物の高効
率合成方法、装置を提供し、高純度のカーボンナノ構造物を製造することを目的とする。
【発明の開示】
　本発明は上記課題を解決するためになされたもので、本発明の第１の形態は、原料ガス
と触媒を反応条件下で接触させてカーボンナノ構造物を製造する方法において、原料ガス
と触媒の接触の開始を瞬時に行うカーボンナノ構造物の高効率合成方法である。温度や原
料ガス濃度などの反応条件を触媒成長条件に設定して、この反応条件下で原料ガスと触媒
の接触の開始を瞬時に行うから、原料ガス濃度（又は流量）の初期揺らぎや緩慢な立上り
が無く、カーボンナノ構造物の初期成長を積極的に行わせ、カーボンナノ構造物の高さ成
長や太さ成長を高効率にするだけでなく高密度成長、更に短時間の高速度成長をも可能に
する。前記触媒は触媒基板、触媒構造体、触媒粉体、触媒ペレットなどの任意形状の触媒
を包含している。
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　本発明における瞬時とは、例えば電磁弁などの高速弁で制御可能な範囲の瞬時性を意味
し、高速弁でガス注入をオフからオンに切替え、また逆にオンからオフに切替える時間範
囲内の瞬時性を意味する。前記高速弁は電磁弁に限られず、非手動式の高速弁の全てを包
含する。また、より具体的には、０．１秒でカーボンナノ構造物を成長させる場合には、
０．１秒よりも十分に短い時間で開閉制御する高速弁の切替え時間を本発明の瞬時という
。
　本発明の第２の形態は、前記第１形態において、前記触媒が静止しており、この触媒に
対して前記原料ガスの供給を瞬時に開始することにより前記接触の開始を瞬時に行うカー
ボンナノ構造物の高効率合成方法である。反応室内に静置された触媒に対し、原料ガス流
の供給を電子制御・コンピュータ制御などにより高速度で短時間に制御することによって
、所定流量（所定濃度）の原料ガスが触媒に一気に接触反応し、カーボンナノ構造物の初
期成長を促進し、カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長を高効率にするだけでなく高
密度成長、短時間の高速度成長を実現できる。触媒を静止させておくため、触媒基板や触
媒構造体に好適である。
　本発明の第３の形態は、前記第１形態において、前記原料ガスを流通させておき、この
原料ガス流の外から原料ガス流の中へと前記触媒を移動させることにより前記接触の開始
を瞬時に行うカーボンナノ構造物の高効率合成方法である。例えば、反応室内において原
料ガス流が通過する領域と通過しない領域に区分しておき、所定流量で原料ガスが流通す
ると、通過しない領域に配置された触媒を機械的に通過する領域に瞬時移動させる方式が
ある。また、原料ガス流に対し触媒粉体を瞬時に噴霧する方式などが含まれる。瞬時移動
・瞬時噴霧により、触媒と原料ガスとの接触の開始が瞬間的になり、カーボンナノ構造物
の初期成長を促進し、カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長を高効率にするだけでな
く高密度成長、短時間の高速度成長を実現できる。
　本発明の第４の形態は、前記第１形態において、前記原料ガスを滞留させておき、この
滞留した原料ガスの外から原料ガスの中へと前記触媒を移動させることにより前記接触の
開始を瞬時に行うカーボンナノ構造物の高効率合成方法である。例えば、反応室内に所定
濃度の原料ガスを封入しておき、機械的に隔離された領域に触媒を配置し、この触媒を反
応室へと機械的に瞬時に移動させれば、触媒と原料ガスとの接触開始を瞬時に起こすこと
ができる。また、触媒粉体を前記反応室に瞬時に噴霧すれば、両者の瞬時接触を可能にす
る。このような瞬時移動・瞬時噴霧により、触媒と原料ガスとの接触の開始が瞬間的にな
り、カーボンナノ構造物の初期成長を促進し、カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長
を高効率にするだけでなく高密度成長、短時間の高速度成長を実現できる。
　本発明の第５の形態は、前記第１形態において、前記原料ガスを滞留させておき、この
滞留した原料ガスの中に触媒を配置し、この触媒又は触媒近傍の温度を反応温度にまで瞬
時に昇温させることにより反応条件下での前記接触の開始を瞬時に行うカーボンナノ構造
物の高効率合成方法である。原料ガスの触媒分解温度未満の温度領域では、触媒と原料ガ
スが接触していても、カーボンナノ構造物は成長しない。従って、触媒分解温度未満の温
度領域で、原料ガスと触媒を接触配置しておき、この状態で触媒又は触媒近傍を瞬時に触
媒分解温度以上に加熱すれば、カーボンナノ構造物が成長する反応条件が瞬時に満足され
、結果的に前述した反応条件下における触媒と原料ガスの接触を瞬時に生起することがで
きる。温度の瞬時上昇を実現するには、触媒のレーザービーム照射・赤外線ビーム照射・
電子ビーム照射・イオンビーム照射などのビーム照射方式が有効であるが、その他の公知
の加熱方法の全てを応用することができる。このような方法により、触媒と原料ガスとの
接触の開始が瞬間的になり、カーボンナノ構造物の初期成長を促進し、カーボンナノ構造
物の高さ成長や太さ成長を高効率にするだけでなく高密度成長、短時間の高速度成長を実
現できる。
　本発明の第６の形態は、前記第１～第５形態において、前記反応条件下における前記原
料ガスと前記触媒の接触の終了を瞬時に行うカーボンナノ構造物の高効率合成方法である
。カーボンナノ構造物の成長時間が長時間の場合には、接触終了時の原料ガスの濃度揺ら
ぎはカーボンナノ構造物の完成形態にそれ程影響を与えない。しかし、カーボンナノ構造
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物の成長時間が短時間の場合には、接触終了時の原料ガスの濃度揺らぎはカーボンナノ構
造物の完成形態に強い影響を与える。この第６形態は、短時間成長条件において、原料ガ
スと触媒の接触を瞬時に行って濃度揺らぎを抑制し、良好な形態のカーボンナノ構造物の
製造を実現する。
　本発明の第７の形態は、キャリアガスと原料ガスを反応室に供給して触媒によりカーボ
ンナノ構造物を製造する方法において、原料ガスの供給を開始するときに原料ガスを瞬時
に所定流量で供給するカーボンナノ構造物の高効率合成方法である。この発明では、原料
ガスの供給流量を瞬時に所定流量まで立ち上げて反応室に原料ガスを供給するから、供給
時における原料ガス流量の初期揺らぎや緩慢な立上りが無く、カーボンナノ構造物の初期
成長を積極的に行わせ、カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長を高効率にするだけで
なく高密度成長をも可能にする。
　本発明の第８の形態は、キャリアガスと原料ガスを反応室に供給して触媒によりカーボ
ンナノ構造物を製造する方法において、原料ガスの供給を瞬時に所定流量で開始する場合
にはキャリアガスの流量をその分量だけ瞬時に低減させ、原料ガスの供給を瞬時に遮断す
る場合にはその分量だけキャリアガスの流量を瞬時に増大させて、キャリアガスと原料ガ
スの合計流量が常に一定になるように制御するカーボンナノ構造物の高効率合成方法であ
る。この方法によれば、原料ガスの遮断時にはキャリアガスだけが流通し、原料ガスの供
給時にはキャリアガスをその分量だけ低減するから、原料ガスの遮断時・供給時を通して
キャリアガスと原料ガスの合計ガス流量は常に一定に保持される。このように、原料ガス
の供給開始の前後における触媒表面のガス流量を一定に保持したときには、原料ガスを供
給した後のカーボンナノ構造物の初期成長が著しく増大する事実は、本発明者等によって
初めて発見されたものである。この発明は、この発見に基づいてなされたものである。特
に、カーボンナノ構造物を短時間成長させるような場合には、ガス流量（キャリアガス流
量＋原料ガス流量）の一定性の条件は極めて重要な要素になる。このガス流量一定性の条
件に加えて、反応室の圧力や温度の一定性が保持される場合には、カーボンナノ構造物の
成長を一層促進させる効果がある。また、反応室内の物理化学的条件に揺らぎが無いこと
が望ましい。
　本発明の第９の形態は、キャリアガスと原料ガスを反応室に供給して触媒によりカーボ
ンナノ構造物を製造する方法において、反応過程で原料ガスの供給流量を複数段階で可変
し、原料ガスの供給流量をある変化量だけ瞬時に増加又は減少させる場合にはキャリアガ
スの供給流量をその変化量だけ逆に瞬時に減少又は増加させて、キャリアガスと原料ガス
の合計流量が常に一定になるように制御するカーボンナノ構造物の高効率合成方法である
。例えば、合計流量をＱに設定したときに、原料ガスの供給流量をｑ１、ｑ２の２段階に
可変する場合には、キャリアガスの供給流量をＱ－ｑ１とＱ－ｑ２の２段階に可変する必
要がある。勿論、原料ガスを供給しない場合には、キャリアガスの流量はＱに設定される
。このように、原料ガスの供給流量を複数段階で制御する場合でも、合計流量を常に一定
にするように制御するから、原料ガスの流量変更時においてもカーボンナノ構造物を効率
的にすることが可能になる利点がある。
　本発明の第１０の形態は、キャリアガスと原料ガスを反応室に供給して触媒によりカー
ボンナノ構造物を製造する装置において、基本流量に制御されたキャリアガスを反応室に
供給する手段を設けておき、また所定流量に制御された原料ガスを反応室に瞬時に供給又
は遮断する電磁三方弁を設け、原料ガスの遮断時には電磁三方弁を排気側に瞬時に切換え
て原料ガスの供給を遮断し、原料ガスの供給時には電磁三方弁を供給側に瞬時に切換えて
所定流量の原料ガスを反応室に供給するカーボンナノ構造物の高効率合成装置である。原
料ガスの遮断時に所定流量に制御された原料ガスを排気しておき、原料ガスの供給時には
電磁三方弁で原料ガスを瞬時に反応室に供給するから、原料ガスの供給・遮断が電磁力に
より瞬時に行える。従って、原料ガスが瞬時に所定流量に立ち上がって供給でき、原料ガ
スの供給初期時の流量変動が無くなる。その結果、カーボンナノ構造物の初期成長が促進
され、この促進作用によって中期段階におけるカーボンナノ構造物の成長も促進される利
点がある。
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　本発明の第１１の形態は、キャリアガスと原料ガスを反応室に供給して触媒によりカー
ボンナノ構造物を製造する装置において、基本流量に制御されたキャリアガスを反応室に
供給する手段を設けておき、所定流量に制御された原料ガスを反応室に瞬時に供給又は遮
断する電磁三方弁を設け、同様に前記原料ガス流量と同じ所定流量に制御されたキャリア
ガスを反応室に瞬時に供給又は遮断する電磁三方弁を別に設けておき、電磁三方弁で原料
ガスを供給する場合には電磁三方弁によりキャリアガスを遮断し、電磁三方弁で原料ガス
の供給を遮断する場合には電磁三方弁によりキャリアガスを供給し、前記基本流量のキャ
リアガスを含めて反応室に供給されるキャリアガスと原料ガスの合計流量を一定になるよ
うに制御するカーボンナノ構造物の高効率合成装置である。この装置によれば、原料ガス
を所定流量で瞬時に供給できるだけでなく、原料ガスの供給前後における合計流量が一定
に保持されるから、触媒表面におけるガス流量の一定性とガス圧力の一定性が保証され、
原料ガスの供給初期におけるカーボンナノ構造物の初期成長が促進される効果がある。例
えば、カーボンナノ構造物を触媒基板に低密度で成長させる場合には、原料ガスの供給時
間を短時間で終了させなければならないから、原料ガスの初期成長を強力に促進させる本
発明が極めて有効になる。
　本発明の第１２の形態は、キャリアガスと原料ガスを反応室に供給して触媒によりカー
ボンナノ構造物を製造する装置において、基本流量に制御されたキャリアガスを反応室に
供給する手段を設けておき、原料ガスの供給流量を複数段階に可変するために、原料ガス
を各供給流量で反応室に瞬時に供給又は遮断する電磁三方弁を複数段並列に配置し、前記
原料ガスの供給流量の複数段と同じ段数でキャリアガスの供給流量を可変するために、キ
ャリアガスを各供給流量で反応室に瞬時に供給又は遮断する電磁三方弁を複数段並列に配
置し、ガス供給時において、前記原料ガスの電磁三方弁と前記キャリアガスの電磁三方弁
から常に１個以上の必要な電磁三方弁をガス供給側に切換え、残りの電磁三方弁をガス遮
断側に切換え、前記基本流量のキャリアガスを含めて反応室に供給されるキャリアガスと
原料ガスの合計流量を一定になるように制御するカーボンナノ構造物の高効率合成装置で
ある。この発明は、原料ガスの供給流量を２段階以上で可変する場合に、合計流量を常に
一定に保持する装置であり、原料ガスの供給開始時における瞬時性と合計流量一定性を両
立させて、カーボンナノ構造物の初期成長を活性化し、高密度・高効率なカーボンナノ構
造物の合成装置を提供する。
　本発明の第１３の形態は、前記第１～第９形態のいずれかに記載のカーボンナノ構造物
の高効率合成方法を使用して製造されたカーボンナノ構造物である。本発明によれば、触
媒と原料ガスとの反応の開始を瞬時に行え、また反応の終了を瞬時に行えるから、高純度
の各種カーボンナノ構造物を高効率に合成することができる。このカーボンナノ構造物に
は、例えば、カーボンナノチューブ、カーボンナノチューブにビーズが形成されたビーズ
付カーボンナノチューブ、カーボンナノチューブが多数林立したブラシ状カーボンナノチ
ューブ、カーボンナノチューブが捩れを有したカーボンナノツイスト、コイル状のカーボ
ンナノコイル、球殻状のフラーレンなどが含まれる。
　本発明の第１４の形態は、前記第１３形態において、前記カーボンナノ構造物がブラシ
状カーボンナノチューブであり、最外層が主としてグラーフェンシートからなる高純度カ
ーボンナノチューブを高密度に成長させたカーボンナノ構造物である。触媒として触媒基
板のような触媒構造物を使用すれば、触媒上にカーボンナノチューブを高密度に立設成長
させることができる。一般に、長時間の成長を行わせると、カーボンナノチューブの内部
はグラーフェンシートから構成されるが、その外層にアモルファス炭素が堆積し、グラフ
ァイト層とアモルファス層の二重構造のカーボンナノチューブが生成される。本発明では
、原料ガスとの接触を瞬時に開始・終了できるから、短時間の成長制御が可能になり、ア
モルファス層が存在しない、又は殆ど存在しない高純度のカーボンナノチューブを生成す
ることが可能になる。
　本発明の第１５の形態は、前記第１４形態において、１００秒以内に成長が完了するカ
ーボンナノ構造物である。触媒と原料ガスとの接触時間を、特に１００秒以内の所望時間
に制御すると、高純度のカーボンナノチューブを高密度にブラシ状に成長させることがで
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きる。１００秒以内の任意時間でよいが、０．０１秒～６０秒であれば、不純物の混入率
を殆どゼロにすることができる。
　本発明の第１６の形態は、前記第１４形態において、前記ブラシ状カーボンナノチュー
ブを任意の断面で開裂させたときに、断面に糸屑状のカーボンナノチューブが出現するカ
ーボンナノ構造物である。本発明では、カーボンナノチューブが高密度に成長するから、
カーボンナノチューブが相互に接触状態で成長し、カーボンナノチューブが分子間力によ
り相互に表面結合する場合が多い。その結果、ブラシ状カーボンナノチューブを任意の断
面で開裂させると、カーボンナノチューブ相互の引力で、断面に糸屑状のカーボンナノチ
ューブが出現する。この糸屑の出現により、高密度成長が証明される。従って、この糸屑
が出現すると、本発明方法によりカーボンナノチューブを製造したことが証明される。
【図面の簡単な説明】
　図１Ａは静止した触媒体６に対し原料ガスＧを瞬時に供給遮断する高効率合成方法の概
略説明図であり、図１Ｂは流通する原料ガスＧ中に触媒体６を外部から移入させる高効率
合成方法の概略説明図である。
　図２Ａは反応室内に滞留させた原料ガスＧ中に触媒体６を瞬時に移入する高効率合成方
法の概略説明図であり、図２Ｂは反応室に滞留した原料ガスＧの中に触媒体６を静置させ
て反応温度を瞬時に達成させる高効率合成方法の概略説明図である。
　図３は、本発明に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置の第１実施形態の概略構成
図である。
　図４は、本発明の第１実施形態におけるガス流量の時間経過図である。
　図５は、本発明の第１実施形態により成長させたカーボンナノ構造物８の一種であるカ
ーボンナノチューブのＳＥＭ像である。
　図６は、比較例として従来の手動三方弁（図１３）により成長させたカーボンナノチュ
ーブのＳＥＭ像である。
　図７は、本発明に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置の第２実施形態の概略構成
図である。
　図８は、本発明の第２実施形態におけるガス流量の時間経過図である。
　図９は、本発明の第２実施形態により成長させたカーボンナノチューブのＳＥＭ像であ
る。
　図１０は、比較例として本発明の第１実施形態により成長させたカーボンナノチューブ
のＳＥＭ像である。
　図１１は、本発明に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置の第３実施形態の概略構
成図である。
　図１２は、本発明の第３実施形態におけるガス流量の時間経過図である。
　図１３は、前記実施形態におけるアセチレン濃度とカーボンナノチューブの成長速度と
の関係図である。
　図１４は、前記実施形態におけるアセチレン濃度とカーボンナノチューブ密度との関係
図である。
　図１５は、前記実施形態におけるブラシ状ナノチューブの平均高さとアセチレン供給時
間との関係図である。
　図１６は、前記実施形態におけるブラシ状ナノチューブの側面拡大電子顕微鏡像である
。
　図１７は、前記実施形態におけるカーボンナノチューブの透過型電子顕微鏡像である。
　図１８は、第１従来例であるカーボンナノ構造物合成装置５０の概略構成図である。
　図１９は、従来装置における原料ガス流量制御器２２による原料ガス流量の初期不安定
性を示す時間経過図である。
　図２０は、第２従来例であるカーボンナノ構造物合成装置５０の概略構成図である。
　図２１は、従来の手動三方弁による原料ガス流量の開閉緩慢性を示す時間経過図である
。
【発明を実施するための最良の形態】
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　以下に、本発明に係るカーボンナノ構造物の高効率合成方法及び装置の実施形態を図面
に従って詳細に説明する。
　図１の（１Ａ）は静止した触媒体６に対し原料ガスＧを瞬時に供給遮断する高効率合成
方法の概略説明図である。触媒体６は触媒基板、触媒構造体、ペレット状触媒、触媒粉体
などの任意形状の触媒を代表している。この触媒体６に原料ガスＧを矢印ｗ方向に瞬時に
供給し、また瞬時に遮断する方式である。原料ガスの流量（又は濃度）と環境温度をカー
ボンナノ構造物が成長する反応条件に設定しておき、この反応条件下で原料ガス供給を瞬
時に開始し、また供給を瞬時に遮断すると、原料ガスが供給されている時間だけ、カーボ
ンナノ構造物が成長できる。短時間成長では、瞬時供給と瞬時遮断が極めて有効になる。
原料ガス流の供給・遮断は電子制御・コンピュータ制御などにより高速度で短時間に制御
できる。特に、瞬時供給により、原料ガス濃度（又は流量）の初期揺らぎや緩慢な立上り
が無く、カーボンナノ構造物の初期成長を積極的に行わせ、カーボンナノ構造物の高さ成
長や太さ成長を高効率にするだけでなく高密度成長、更に短時間の高速度成長をも可能に
する。この詳細は、図３～図１８で後述する。
　図１の（１Ｂ）は流通する原料ガスＧ中に触媒体６を外部から移入させる高効率合成方
法の概略説明図である。触媒体６は触媒基板、触媒構造体、ペレット状触媒、触媒粉体な
どの任意形状の触媒を代表している。原料ガスＧを矢印ｗ方向に流通させておき、この原
料ガス流に対し触媒体６を矢印ｖ方向に移動させる。この触媒体６の移動を手動制御・電
子制御・コンピュータ制御などに制御すると、触媒体６と原料ガスの接触開始は瞬時に行
われる。移動方式には機械的移動や触媒粉体を噴霧する場合も含まれる。接触の遮断にお
いては、機械的移動では単に原料ガス流から触媒体６を引き離せばよく、触媒粉体では吸
引回収などにより遮断を短時間に瞬時制御することができる。瞬時移動や瞬時噴霧・瞬時
回収により、触媒体と原料ガスとの接触の開始・終了が瞬間的になり、カーボンナノ構造
物の短時間成長を実現でき、高純度カーボンナノ構造物の製造が可能になる。
　図２の（２Ａ）は反応室内に滞留させた原料ガスＧ中に触媒体６を瞬時に移入する高効
率合成方法の概略説明図である。触媒体６は触媒基板、触媒構造体、ペレット状触媒、触
媒粉体などの任意形状の触媒を代表している。原料ガスＧを反応室内に滞留させておき、
この滞留した原料ガスＧの中に触媒体６を矢印ｖ方向に移動させる。原料ガス濃度やガス
温度は反応条件に設定されている。例えば、反応室内に所定濃度の原料ガスＧを封入して
おき、機械的に隔離された領域に触媒体６を配置し、この触媒体６を反応室へと機械的に
瞬時に移動させれば、触媒体６と原料ガスＧとの接触開始が瞬時行われ、成長開始の瞬時
性が確保される。また、触媒粉体を前記反応室に瞬時に噴霧すれば、両者の瞬時接触を可
能にする。このような瞬時移動・瞬時噴霧により、触媒と原料ガスとの接触の開始が瞬間
的になり、カーボンナノ構造物の初期成長を促進し、カーボンナノ構造物の高さ成長や太
さ成長を高効率にするだけでなく高密度成長、短時間の高速度成長を実現できる。
　図２の（２Ｂ）は、反応室に滞留した原料ガスＧの中に触媒体６を静置させて反応温度
を瞬時に達成させる高効率合成方法の概略説明図である。実際には、触媒体６又は触媒体
の近傍を一気に反応温度にまで昇温させればよい。通常、原料ガスの触媒分解温度未満の
温度領域では、触媒体６と原料ガスＧが接触していても、カーボンナノ構造物は成長しな
い。従って、触媒分解温度未満の温度領域で、原料ガスＧと触媒体６を接触配置しておき
、この状態で触媒又は触媒近傍を瞬時に触媒分解温度以上に加熱すれば、カーボンナノ構
造物が成長する反応条件が瞬時に満足され、結果的に前述した反応条件下における触媒体
６と原料ガスＧの接触を瞬時に生起することができる。温度の瞬時上昇を実現するには、
触媒体６のレーザービーム照射・赤外線ビーム照射・電子ビーム照射・イオンビーム照射
などのビーム照射Ｈが有効であるが、その他の公知の加熱方法の全てを応用することがで
きる。このような方法により、触媒体６と原料ガスＧとの接触の開始が瞬間的になり、カ
ーボンナノ構造物の初期成長を促進し、カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長を高効
率にするだけでなく高密度成長、短時間の高速度成長を実現できる。ビーム照射を停止す
れば、触媒体６の温度は急速に低下し、カーボンナノ構造物の成長を停止できる。
　以下では、（１Ａ）で述べた減量ガス流の断続制御を図３～図１８を用いて詳述する。
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図３は本発明に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置の第１実施形態の概略構成図で
ある。この高効率合成装置２は、ＣＣＶＤ法を使用してカーボンナノ構造物を製造する装
置である。反応室４の中に触媒体６を配置し、この触媒体６の表面にカーボンナノ構造物
８が触媒化学気相成長法により成長している。この第１実施形態では、カーボンナノ構造
物８としてカーボンナノチューブが図示されている。
　触媒体８は触媒を表面に形成した基体であり、その基体の形状は基板、多層基板、筒体
、多面体、ペレット、粉体など種々の形態がある。また、使用される触媒はカーボンナノ
構造物８の種類に応じて異なるが、例えば鉄、コバルト、ニッケル、鉄合金、コバルト合
金、ニッケル合金、鉄酸化物、コバルト酸化物、ニッケル酸化物、又はこれらの組み合わ
せなど各種の公知の触媒が利用できる。
　キャリアガス容器１０からは不活性ガスなどのキャリアガスが供給され、このキャリア
ガスはレギュレータ１２により所定圧力まで低圧化される。低圧化されたキャリアガスは
マスフローコントローラ（ＭＦＣ１）からなるキャリアガス流量制御器１４により基本流
量Ｑに調節され、二方向弁からなるキャリアガスバルブ１６を介して合流部３２に供給さ
れる。
　このキャリアガスとしては、Ｈｅ、Ｎｅ、Ａｒ、Ｎ２、Ｈ２などのガスが利用される。
キャリアガスは原料ガスを搬送するガスで、原料ガスが反応により消耗されるのに対し、
キャリアガスは全く無反応で消耗しない特徴がある。
　また、原料ガス容器１８から原料ガスが供給され、この原料ガスはレギュレータ２０に
より所定圧力まで低圧化される。低圧化された原料ガスはマスフローコントローラ（ＭＦ
Ｃ２）からなる原料ガス流量制御器２２により所定流量ｑに調節される。この原料ガスは
電磁三方弁２４を介して供給される。
　この原料ガスとしては、炭化水素のみならず硫黄含有有機ガス、リン含有有機ガスなど
の有機ガスが広く利用され、特定構造のカーボンナノ構造物の生成に好適な有機ガスが選
択される。また、有機ガスの中でも余分な物質を生成しない意味で炭化水素が好適である
。
　炭化水素としては、メタン、エタンなどのアルカン化合物、エチレン、ブタジエンなど
のアルケン化合物、アセチレンなどのアルキン化合物、ベンゼン、トルエン、スチレンな
どのアリール炭化水素化合物、インデン、ナフタリン、フェナントレンなどの縮合環を有
する芳香族炭化水素、シクロプロパン、シクロヘキサンなどのシクロパラフィン化合物、
シクロペンテンなどのシクロオレフィン化合物、ステロイドなどの縮合環を有する脂環式
炭化水素化合物などが利用できる。また、以上の炭化水素化合物を２種以上混合した混合
炭化水素ガスを使用することも可能である。特に、望ましくは炭化水素の中でも低分子、
例えば、アセチレン、アリレン、エチレン、ベンゼン、トルエンなどが好適である。
　次に、本発明の特徴である電磁三方弁２４について説明する。電磁三方弁２４は自動バ
ルブ制御器２６の作用により遮断状態と供給状態の２方向に制御される。即ち、原料ガス
の遮断状態では、原料ガスは矢印ａ方向に補助排気管２４ｂへと排気される。原料ガスの
供給状態では、原料ガスは矢印ｂ方向に注入管２４ａへと供給され、合流部３２にて原料
ガスはキャリアガスと混合される。
　この電磁三方弁２４を使用すると、既に原料ガスは所定流量ｑに制御されているから、
矢印ｂ方向に切換えられても原料ガスの初期揺らぎは存在しない。しかも電磁作用で矢印
ｂ方向に切換えられるから、その切換えは瞬時に行われ、原料ガスの緩慢な立上がりは無
く、一気に所定流量ｑの原料ガスが供給される。
　また、原料ガスを供給状態から遮断状態に切換える場合でも、自動バルブ制御器２６に
よる電磁作用で瞬時に流量ｑから流量ゼロに切換えることができ、原料ガスの緩慢な立下
りは無い。このように、この電磁三方弁２４を用いれば、原料ガスの反応室４への供給と
遮断を瞬時に行うことができ、しかもその変化過程において流量の揺らぎは全く存在しな
い。
　キャリアガスと原料ガスは合流部３２で混合された後、混合流としてガス供給ノズル３
４から反応室４に供給される。反応室４はカーボンナノ構造物を最も生成しやすい温度域
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に加熱されており、原料ガスは触媒体６の近傍で熱分解され、触媒体６の表面で分解物か
らカーボンナノ構造物８が成長する。
　図３では、触媒化学気相成長法において、原料ガスを分解するのに熱分解法を利用した
が、例えばレーザービーム分解法、電子ビーム分解法、イオンビーム分解法、プラズマ分
解法、その他の分解法が利用できる。いずれにしても、これらの分解物から触媒体６の表
面にカーボンナノ構造物８が形成されることになる。
　しかし、触媒体６の表面では原料ガスの一部がカーボンナノ構造物に変換され、反応に
寄与しなかった未反応の原料ガスはキャリアガスと共に排出管端部３６ａからガス排出管
３６へと矢印ｄ方向に流通する。
　図４は本発明の第１実施形態におけるガス流量の時間経過図である。この第１実施例で
は、以下に共通するように、キャリアガスとしてヘリウム（Ｈｅ）、原料ガスとしてアセ
チレン（Ｃ２Ｈ２）が使用されている。従って、Ｈｅと表示してもキャリアガス一般に適
用でき、同様にＣ２Ｈ２と表示しても原料ガス一般に適用できる。時刻ｔ１～ｔ２ではキ
ャリアガスは基本流量Ｑの供給状態にあり、原料ガスは遮断状態にある。従って、キャリ
アガスと原料ガスの合計流量はＱになる。
　時刻ｔ２では、原料ガスが供給状態となり、原料ガスは所定流量ｑで矢印Ａ方向のよう
に瞬時に立ち上り、合計流量はＱ＋ｑとなる。この状態は時刻ｔ２～ｔ３の間継続する。
時刻ｔ３では、原料ガスは遮断状態となり、原料ガスは矢印Ｂ方向のように瞬時に立ち下
がり、合計流量はキャリアガスの基本流量Ｑに一致する。原料ガスの供給時間Ｔはｔ３－
ｔ２に等しい。
　図５は本発明の第１実施形態により成長させたカーボンナノ構造物８の一種であるカー
ボンナノチューブのＳＥＭ像である。このカーボンナノチューブの成長条件は次のとおり
である。キャリアガスの流量Ｑは２００ｓｃｃｍとし、原料ガスの流量ｑは６０ｓｃｃｍ
である。反応室４内は７００℃に制御され、圧力は大気圧（１×１０５Ｐａ）に保たれた
。（５Ａ）では原料ガス供給時間Ｔは１（ｓ）であり、（５Ｂ）では原料ガスの供給時間
Ｔは３０（ｓ）である。電磁三方弁２４の供給・遮断（即ちオン・オフ）により、１秒間
という極めて短時間の原料ガス供給も可能になる。
　Ｔ＝１（ｓ）でも、カーボンナノチューブは触媒体６に高密度にほぼ垂直に成長し、そ
の高さＨは３５μｍで、全領域にほぼ均一高さで成長している。従って、カーボンナノチ
ューブ群の表面は平坦であり、鏡面性を有していることが観察される。Ｔ＝３０（ｓ）で
は、高さＨは１０７μｍまで成長し、数分以上の長時間性長ではカーボンナノチューブの
直径も太くなってくる。勿論、高さの均一性と表面の平坦性及び鏡面性は同様に保持され
ている。
　図６は比較例として従来の手動三方弁（図２０）により成長させたカーボンナノチュー
ブのＳＥＭ像である。このカーボンナノチューブの成長条件は次の通りである。キャリア
ガスの流量Ｑは２００ｓｃｃｍであり、原料ガスの流量ｑは６０ｓｃｃｍである。反応室
４内は７００℃に制御され、圧力は大気圧（１×１０５Ｐａ）に保持された。（６Ａ）で
は原料ガス供給時間Ｔは１（ｓ）であり、（６Ｂ）では原料ガスの供給時間Ｔは３０（ｓ
）である。
　手動三方弁５４の操作では、Ｔ＝１（ｓ）の開閉操作は原理的に不可能であり、原料ガ
スの立上り時間Ｔ１と立下り時間Ｔ２を１秒以内に制御することは困難を極める。従って
、原料ガス流量は１秒間の間にかなり揺らいでいることが分かる。この揺らぎにより、（
６Ａ）に示されるように、カーボンナノチューブは殆ど成長していない。
　（６Ｂ）では、原料ガス供給時間は３０秒であるが、カーボンナノチューブの高さＨは
図の領域内でも１２μｍ～２０μｍの範囲でバラツき、しかもカーボンナノチューブはそ
れほど太く成長していない。開閉の手動操作による原料ガス流量の揺らぎは、３０秒間の
間にかなりの影響を及ぼし、その結果成長速度が小さくなったと考えられる。しかも、カ
ーボンナノチューブ群の表面の平坦性が悪く、その結果鏡面性も得られないことが分かる
。
　図５と図６の比較から、手動三方弁５４を電磁三方弁２４に交換するだけで、カーボン
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ナノチューブの成長に大きな影響を与えることが理解できる。原料ガスの供給を瞬時に行
うことによりカーボンナノチューブ等のカーボンナノ構造物８の成長を促進できることが
実証された。
　本発明者等は図６Ｂにおいて得られた３０（ｓ）で高さ１０７μｍの成長結果が、現在
までに得られている世界中のデータと比較して、どのような位置にあるかを検討した。結
果は表１に示されている。

　カーボンナノチューブの大量合成のためには、成長速度を高めることが必然的に要請さ
れる。本発明者等の成長速度は世界のどのデータよりも高さ方向の成長速度が速いことを
示している。この結果から、成長速度を上げるためには、本発明により明らかにされた原
料ガスの瞬時供給と原料ガスの供給流量の一定性が本質的に重要であることが理解される
。
　図７は本発明に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置の第２実施形態の概略構成図
である。この高効率合成装置２は、キャリアガスと原料ガスの合計流量を常に一定に保持
する点で第１実施形態と異なっており、同一符号部材の作用効果の説明は省略し、異なる
符号部材を説明する。
　キャリアガスは基本流量Ｑと所定流量ｑに分流される。つまり、キャリアガス流量制御
器１４により基本流量Ｑに制御され、これと同時に分流されたキャリアガスはキャリアガ
ス流量制御器（マスフローコントローラＭＦＣ３）３８により所定流量ｑに制御される。
このキャリアガスの所定流量ｑは原料ガスの所定流量ｑに等しく設定される。
　所定流量ｑのキャリアガスは電磁三方弁４０により供給・遮断制御が行われる。電磁三
方弁４０の供給状態では、キャリアガスは矢印ｅ方向に流れ、電磁三方弁４０の遮断状態
では、キャリアガスは矢印ｆ方向に流れる。つまり、供給状態では、キャリアガスは注入
管４０ａから合流部３２に流れ込むが、遮断状態では、キャリアガスは補助排気管４０ｂ
から外部に排気される。
　自動バルブ制御器２６は電磁三方弁２４と電磁三方弁４０の両者を開閉制御している。
電磁三方弁２４が供給状態のとき電磁三方弁４０は遮断状態となり、電磁三方弁２４が遮
断状態のとき電磁三方弁４０は供給状態に制御される。
　電磁三方弁を使用するから、ガスの供給は瞬時に行われ、またガスの遮断も瞬時に行わ
れる。従って、基本流量Ｑのキャリアガスに所定流量ｑの原料ガスが瞬時に合流され、又
は原料ガスが遮断されると同時に所定流量ｑのキャリアガスが瞬時に合流するように制御
される。
　図８は本発明の第２実施形態におけるガス流量の時間経過図である。基本流量Ｑのキャ
リアガスはｔ１～ｔ４の時間範囲で常時供給されている。ｔ１～ｔ２では、所定流量ｑの
キャリアガスが供給され、合計流量はＱ＋ｑになる。ｔ２～ｔ３では、所定流量ｑの原料
ガスが供給され、合計流量はＱ＋ｑになる。また、ｔ３～ｔ４では、所定流量ｑのキャリ
アガスが供給され、合計流量はＱ＋ｑになる。
　従って、全過程を通して、原料ガスとキャリアガスの合計流量は常にＱ＋ｑになるよう
に制御される。合計流量が一定であると、反応室４の内部のガス圧力が一定になる。この
全圧力（ガス圧力）が一定の中で原料ガスが分解されため、反応室４の内部に圧力揺らぎ
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が発生せず、触媒体８のガス環境条件を定常化でき、カーボンナノ構造物８の成長を促進
する作用がある。
　時刻ｔ２においては、電磁三方弁の制御により、原料ガスの立上り（矢印Ａ方向）とキ
ャリアガスの立下りが同時的に瞬時に行われ、ガス流の乱れが生じない。また、時刻ｔ３

においても、電磁三方弁の制御により、原料ガスの立下り（矢印Ｂ方向）とキャリアガス
の立上りが同時的に瞬時に行われ、ガス流の乱れが生じない。原料ガス供給時間Ｔにおけ
る合計ガス流量に揺らぎや乱れが生じないから、カーボンナノ構造物の成長を促進できる
。特に、原料ガスの供給時（時刻ｔ２）に乱れが無いから初期成長を著しく促進できる効
果がある。
　図９は本発明の第２実施形態により成長させたカーボンナノチューブのＳＥＭ像である
。このカーボンナノチューブの成長条件は次の通りである。Ｑの流量は２００ｓｃｃｍで
あり、ｑの流量は６０ｓｃｃｍである。反応室４内は７００℃に制御され、圧力は大気圧
（１×１０５Ｐａ）に保持された。原料ガス供給時から０．１秒間という短時間でも、カ
ーボンナノチューブが平均高さ＜Ｈ＞＝２．５μｍまで成長するという画期的な成長促進
効果が得られることが分かった。
　図１０は比較例として本発明の第１実施形態により成長させたカーボンナノチューブの
ＳＥＭ像である。このカーボンナノチューブの成長条件も次の通りである。キャリアガス
の流量Ｑは２００ｓｃｃｍであり、原料ガスの流量ｑは６０ｓｃｃｍである。反応室４内
は７００℃に制御され、圧力は大気圧（１×１０５Ｐａ）に保たれた。第１実施形態では
、合計流量の一定性は無いが、カーボンナノチューブが平均高さ＜Ｈ＞＝１．０μｍまで
成長するという結果が得られた。合計流量の一定性を加えると、成長初期段階でも２．５
倍の高さ成長速度が得られることが理解できる。
　図１１は本発明に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置の第３実施形態の概略構成
図である。この第３実施形態では、原料ガスは所定流量ｑ１、ｑ２の２段階に分流され、
この分流段数に対応して、基本流量Ｑを除いてキャリアガスも所定流量Ｑ１、Ｑ２の２段
階に分流されている。
　マスフローコントローラＭＦＣ３のキャリアガス流量制御器３８によりキャリアガス流
量Ｑ１が得られ、同様にマスフローコントローラＭＦＣ５のキャリアガス流量制御器３９
によりキャリアガス流量Ｑ２が得られる。これらのキャリアガス流量の供給・遮断は電磁
三方弁４０、４２により制御される。
　また、マスフローコントローラＭＦＣ２の原料ガス流量制御器２２により原料ガス流量
ｑ１が得られ、同様にマスフローコントローラＭＦＣ４の原料ガス流量制御器２３により
原料ガス流量ｑ２が得られる。これらの原料ガス流量の供給・遮断は電磁三方弁２４、４
４により制御される。
　キャリアガス流量Ｑ１は供給時には矢印ｅ方向の注入管４０ａに流れ、遮断時には矢印
ｆ方向の補助排気管４０ｂに流れる。キャリアガス流量Ｑ２は供給時には矢印ｇ方向の注
入管４２ａに流れ、遮断時には矢印ｈ方向の補助排気管４２ｂに流れる。
　また、原料ガス流量ｑ１は供給時には矢印ｂ方向の注入管２４ａに流れ、遮断時には矢
印ａ方向の補助排気管２４ｂに流れる。原料ガス流量ｑ２は供給時には矢印ｉ方向の注入
管４４ａに流れ、遮断時には矢印ｊ方向の補助排気管４４ｂに流れる。
　キャリアガス側の電磁三方弁４０、４２はキャリアガスバルブ制御器２６ａにより供給
・遮断の制御が行われ、原料ガス側の電磁三方弁２４、４４は原料ガスバルブ制御器２６
ｂにより供給・遮断の制御が行われる。これらのバルブ制御器２６ａ，２６ｂは統括ガス
バルブ制御器２６ｃによりタイミング調整が行われる。キャリアガスバルブ制御器２６ａ
、原料ガスバルブ制御器２６ｂ及び統括ガスバルブ制御器２６ｃの全体により自動バルブ
制御器２６が構成される。
　図１２は本発明の第３実施形態におけるガス流量の時間経過図である。時間ｔ１～ｔ６

の全範囲を通して基本流量Ｑのキャリアガスは供給されている。まず、時刻ｔ１では電磁
三方弁４０だけが供給状態になり、流量Ｑ１のキャリアガスが供給され、他の電磁三方弁
４２、２４、４４は遮断されている。従って、ｔ１～ｔ２では流量Ｑ＋Ｑ１のキャリアガ
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スだけが反応室４に供給される。
　次に、時刻ｔ２では電磁三方弁４２、４４が供給状態になり、流量Ｑ２のキャリアガス
と流量ｑ２の原料ガスが供給され、他の電磁三方弁４０、２４は遮断されている。従って
、ｔ２～ｔ３では流量Ｑ＋Ｑ２＋ｑ２の混合ガスが反応室４に供給される。しかし、Ｑ２

＋ｑ２＝Ｑ１に設定されているから、合計流量は一定に制御される。
　更に、時刻ｔ３では電磁三方弁２４だけが供給状態になり、流量ｑ１の原料ガスが供給
され、他の電磁三方弁４０、４２、４４は遮断されている。従って、ｔ３～ｔ４では流量
Ｑ＋ｑ１の混合ガスが反応室４に供給される。しかし、ｑ１＝Ｑ１に設定されているから
、合計流量は一定に制御される。
　また、時刻ｔ４では電磁三方弁４２、４４が供給状態になり、流量Ｑ２のキャリアガス
と流量ｑ２の原料ガスが供給され、他の電磁三方弁４０、２４は遮断されている。従って
、ｔ４～ｔ５では流量Ｑ＋Ｑ２＋ｑ２の混合ガスが反応室４に供給される。前述と同様に
、Ｑ２＋ｑ２＝Ｑ１に設定されているから、合計流量は一定に制御される。
　最後に、時刻ｔ５では電磁三方弁４０だけが供給状態になり、流量Ｑ１のキャリアガス
が供給され、他の電磁三方弁４２、２４、４４は遮断されている。従って、ｔ５～ｔ６で
は流量Ｑ＋Ｑ１のキャリアガスだけが反応室４に供給されることになる。
　以上のように、原料ガスを多段階で供給する場合には、原料ガスの供給制御のためにそ
の段数の電磁三方弁が必要になる。同様に、キャリアガスの供給制御のために同じ段数の
電磁三方弁が必要になる。しかも、原料ガスとキャリアガスの合計流量が常に一定になる
ように、原料ガス流量とキャリアガス流量が適切に調節される必要がある。
　このような多段階制御であっても、原料ガスとキャリアガスの供給・遮断は瞬時に行わ
れるから、ガス流に揺らぎが生じず、カーボンナノ構造物の成長を促進することができる
。また、合計流量を常時一定に制御するから、原料ガスの分解が安定し、カーボンナノ構
造物の成長を促進することができる。特に、原料ガスの供給時の瞬時性と安定性により、
カーボンナノ構造物の初期成長を促進することができる。
　図１３は前記実施形態におけるアセチレン濃度とカーボンナノチューブの成長速度との
関係図である。縦軸のカーボンナノチューブ成長速度（Ｇｒｏｗｔｈ　ｒａｔｅ：μｍ／
ｓ）は初期成長速度であり、横軸はアセチレン濃度（Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ　ｏｆ
　Ｃ２Ｈ２）を示している。アセチレン濃度は全ガス量に対する容量％で示されている。
アセチレン濃度が小さい場合には成長速度は比例的に増大する傾向を示し、アセチレン濃
度が５０％を超えると次第に増加率が減少することが分かる。このことから、本発明はア
セチレン濃度を適切に調整して成長速度を制御することができる。
　図１４は前記実施形態におけるアセチレン濃度とカーボンナノチューブ密度との関係図
である。縦軸はカーボンナノチューブ密度（Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅ　ｄｅｎｓ
ｉｔｙ：ｎｕｍｂｅｒ／ｃｍ２）であり、横軸はアセチレン濃度（Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔ
ｉｏｎ　ｏｆ　Ｃ２Ｈ２）である。アセチレン濃度は全ガス量に対する容量％で示されて
いる。ナノチューブ密度はアセチレン濃度に関し指数関数的に増加する傾向を示す。アセ
チレン濃度が２３％ではナノチューブ密度は２×１０１０（ｎｕｍｂｅｒ／ｃｍ２）であ
るが、７６％になるとナノチューブ密度は７×１０１１（ｎｕｍｂｅｒ／ｃｍ２）に増大
する。このことから、本発明はブラシ状ナノチューブの高密度成長を実現することができ
る。
　図１５は前記実施形態におけるブラシ状ナノチューブの平均高さとアセチレン供給時間
との関係図である。縦軸はブラシ状ナノチューブの平均高さ（Ｍｅａｎ　Ｈｅｉｇｈｔ　
ｏｆ　Ｂｒｕｓｈ－Ｔｙｐｅ　ＣＮＴｓ：μｍ）であり、横軸はアセチレン供給時間（Ｆ
ｅｅｄ　ｔｉｍｅ　ｏｆ　Ｃ２Ｈ２：ｓ）である。第１実施形態（図４）及び第２実施形
態（図８）では、平均高さは約１０秒で飽和する傾向を示す。従って、ブラシ状カーボン
ナノチューブは初期の約１０秒間で成長することが実証され、初期制御の重要性を実証し
ている。
　図１６は前記実施形態におけるブラシ状ナノチューブの側面拡大電子顕微鏡像である。
最上の電子顕微鏡像は第１実施形態（図４）を示し、カーボンナノチューブがほぼ直線的
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に直立していることを示す。中段の電子顕微鏡像は第２実施形態（図８）を示し、カーボ
ンナノチューブの直立状態がややジグザグしていることを示す。最下の電子顕微鏡像は三
方弁を手動操作する従来技術を示し、カーボンナノチューブがかなりジグザグし、カーボ
ンナノチューブの直立性が保証されないことを示している。このことから、初期制御を行
う本発明が高密度・高直立性を有したブラシ状カーボンナノチューブを実現できることが
分かる。
　図１７は前記実施形態におけるカーボンナノチューブの透過型電子顕微鏡像である。上
段の透過型電子顕微鏡像は成長時間が０．１秒のカーボンナノチューブに対して得られ、
グラファイト層（Ｇｒａｐｈｉｔｅ　Ｌａｙｅｒ）だけからなる高純度カーボンナノチュ
ーブ（Ｐｕｒｅ　Ｃａｒｂｏｎ　ｎａｎｏｔｕｂｅ）を示している。このグラファイト層
はグラーフェンシートが積層した構造であることが分かる。下段の透過型電子顕微鏡像は
成長時間が２０分のカーボンナノチューブに対して得られ、グラファイト層（Ｇｒａｐｈ
ｉｔｅ　Ｌａｙｅｒ）の外周にアモルファス層（Ａｍｏｒｐｈｏｕｓ　Ｌａｙｅｒ）が堆
積したカーボンナノチューブ（Ｃａｒｂｏｎ　Ｎａｎｏｔｕｂｅ　ｗｉｔｈ　Ａｍｏｒｐ
ｈｏｕｓ　Ｌａｙｅｒ）を示している。このことから本発明を用いた短時間成長では高純
度カーボンナノチューブが成長し、長時間成長になると不純物としてアモルファス層が堆
積することが実証された。
　本発明は、カーボンナノチューブやカーボンナノコイルやフラーレンの製造に限定され
るものではなく、カーボンナノツイスト、ビーズ付きカーボンナノチューブ、カーボンナ
ノブラシなどの広範囲のカーボンナノ構造物の製造に利用できるものである。
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の技術的思想を逸脱しない範
囲における種々の変形例、設計変更などをその技術的範囲内に包含するものであることは
云うまでもない。
【産業上の利用可能性】
　本発明の第１の形態によれば、反応条件下で原料ガスと触媒の接触の開始を瞬時に行う
から、原料ガス濃度（又は流量）の初期揺らぎや緩慢な立上りが無く、カーボンナノ構造
物の初期成長を積極的に行わせ、カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長を高効率にす
るだけでなく高密度成長、更に短時間の高速度成長をも可能にする。前記触媒は触媒基板
、触媒構造体、触媒粉体、触媒ペレットなどの任意形状の触媒を包含している。
　本発明の第２の形態によれば、反応室内に静置された触媒に対し、原料ガス流の供給を
電子制御・コンピュータ制御などにより高速度で短時間に制御するから、所定流量（所定
濃度）の原料ガスが触媒に一気に接触反応し、カーボンナノ構造物の初期成長を促進し、
カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長を高効率にするだけでなく高密度成長、短時間
の高速度成長を実現できる。触媒を静止させておくため、触媒基板や触媒構造体に好適で
ある。
　本発明の第３の形態によれば、原料ガスを流通させておき、この原料ガス流の外から原
料ガス流の中へと前記触媒を移動させることにより前記接触の開始を瞬時に行うことがで
きる。触媒の瞬時移動・瞬時噴霧により、触媒と原料ガスとの接触の開始が瞬間的になり
、カーボンナノ構造物の初期成長を促進し、カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長を
高効率にするだけでなく高密度成長、短時間の高速度成長を実現できる。
　本発明の第４の形態によれば、反応室内に所定濃度の原料ガスを封入しておき、機械的
に隔離された領域に触媒を配置し、この触媒を反応室へと機械的に瞬時に移動させること
により、触媒と原料ガスとの接触開始を瞬時に起こすことができる。また、触媒粉体を前
記反応室に瞬時に噴霧すれば、両者の瞬時接触を可能にする。このような瞬時移動・瞬時
噴霧により、触媒と原料ガスとの接触の開始が瞬間的になり、カーボンナノ構造物の初期
成長を促進し、カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長を高効率にするだけでなく高密
度成長、短時間の高速度成長を実現できる。
　本発明の第５の形態によれば、相互に接触状態にある触媒と原料ガスの環境温度を反応
温度にまで瞬時に昇温させるから、触媒と原料ガスとの反応接触の開始が瞬間的になり、
カーボンナノ構造物の初期成長を促進し、カーボンナノ構造物の高さ成長や太さ成長を高
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効率にするだけでなく高密度成長、短時間の高速度成長を実現できる。温度の瞬時上昇を
実現するには、触媒のレーザービーム照射・赤外線ビーム照射・電子ビーム照射・イオン
ビーム照射などのビーム照射方式が有効であり、その他の公知の加熱方法の全てを応用す
ることができる。
　本発明の第６の形態によれば、原料ガスと触媒の接触の終了を瞬時に行うから、短時間
成長によるカーボンナノ構造物の製造に特に有効である。
　本発明の第７形態によれば、原料ガスの供給流量を瞬時に所定流量まで立ち上げて反応
室に原料ガスを供給するから、供給時における原料ガス流量の初期揺らぎや緩慢な立上り
が無く、カーボンナノ構造物の初期成長を積極的に行わせ、カーボンナノ構造物の高さ成
長や太さ成長を高効率にするだけでなく高密度成長をも可能にする。
　本発明の第８形態によれば、原料ガスの遮断時にはキャリアガスだけが流通し、原料ガ
スの供給時にはキャリアガスをその分量だけ低減するから、原料ガスの遮断時・供給時を
通してキャリアガスと原料ガスの合計ガス流量は常に一定に保持される。このように、原
料ガスの供給開始の前後における触媒表面のガス流量を一定に保持したときには、原料ガ
スを供給した後のカーボンナノ構造物の初期成長を著しく増大させることができ、カーボ
ンナノ構造物の大量合成を可能にする。特に、カーボンナノ構造物を短時間成長させるよ
うな場合には、ガス流量（キャリアガス流量＋原料ガス流量）の一定性の条件は極めて重
要な要素になる。
　本発明の第９形態によれば、キャリアガスと原料ガスの合計流量を常時一定に保持しな
がら、原料ガス流量を複数段に可変制御するから、カーボンナノ構造物の成長速度を自在
に増大させることが可能になる。例えば、合計流量をＱに設定したときに、原料ガスの供
給流量をｑ１、ｑ２の２段階に可変する場合には、キャリアガスの供給流量をＱ－ｑ１と
Ｑ－ｑ２の２段階に可変する必要がある。勿論、原料ガスを供給しない場合には、キャリ
アガスの流量はＱに設定される。このように、原料ガスの供給流量を複数段階で制御する
場合でも、合計流量を常に一定にするように制御するから、原料ガスの流量変更時におい
てもカーボンナノ構造物を効率的に合成することが可能になるのである。
　本発明の第１０形態によれば、原料ガスの遮断時に所定流量に制御された原料ガスを排
気しておき、原料ガスの供給時には電磁三方弁で原料ガスを瞬時に反応室に供給するから
、原料ガスの供給・遮断が電磁力により瞬時に行える。従って、原料ガスが瞬時に所定流
量に立ち上がって供給でき、原料ガスの供給初期時の流量変動が無くなる。その結果、カ
ーボンナノ構造物の初期成長が促進され、この促進作用によって中期段階におけるカーボ
ンナノ構造物の成長も促進される利点があり、カーボンナノ構造物の高速量産性を可能に
できる。
　本発明の第１１形態によれば、原料ガスを所定流量で瞬時に供給できるだけでなく、原
料ガスの供給前後における合計流量が一定に保持されるから、触媒表面におけるガス流量
の一定性とガス圧力の一定性が保証され、原料ガスの供給初期におけるカーボンナノ構造
物の初期成長が促進される効果がある。例えば、カーボンナノ構造物を触媒基板に低密度
で成長させる場合には、原料ガスの供給時間を短時間で終了させなければならないから、
原料ガスの初期成長を強力に促進させる本発明が極めて有効になる。
　本発明の第１２形態によれば、原料ガスの供給流量を２段階以上で可変する場合でも、
合計流量を常に一定に保持することができる。従って、原料ガスの供給開始時における瞬
時性と合計流量一定性を両立させて、カーボンナノ構造物の初期成長を活性化し、高密度
・高効率なカーボンナノ構造物の合成装置を提供できる。
　本発明の第１３の形態によれば、触媒と原料ガスとの反応の開始を瞬時に行え、また反
応の終了を瞬時に行えるから、高純度の各種カーボンナノ構造物を高効率に合成すること
ができる。このカーボンナノ構造物には、例えば、カーボンナノチューブ、カーボンナノ
チューブにビーズが形成されたビーズ付カーボンナノチューブ、カーボンナノチューブが
多数林立したブラシ状カーボンナノチューブ、カーボンナノチューブが捩れを有したカー
ボンナノツイスト、コイル状のカーボンナノコイル、球殻状のフラーレンなどが含まれる
。
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　本発明の第１４の形態によれば、原料ガスとの接触を瞬時に開始・終了できるから、短
時間の成長制御が可能になり、アモルファス層が存在しない、又は殆ど存在しない高純度
のカーボンナノチューブを生成することが可能になる。
　本発明の第１５の形態によれば、触媒と原料ガスとの接触時間を、特に１００秒以内の
所望時間に制御するから、高純度のカーボンナノチューブを高密度にブラシ状に成長させ
ることができる。１００秒以内の任意時間でよいが、０．０１秒～６０秒であれば、不純
物の混入率を殆どゼロにすることができる。
　本発明の第１６の形態によれば、カーボンナノチューブが高密度に成長するから、カー
ボンナノチューブが相互に接触状態で成長し、カーボンナノチューブが分子間力により相
互に表面結合する場合が多い。その結果、ブラシ状カーボンナノチューブを任意の断面で
開裂させると、カーボンナノチューブ相互の引力で、断面に糸屑状のカーボンナノチュー
ブが出現する。この糸屑の出現により、高密度成長が実証される。従って、この糸屑が出
現することにより、本発明方法によりカーボンナノチューブが製造されたことを実証でき
る。

【図１】 【図２】
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