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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
キャリアガスと原料ガスを反応室に供給し、前記原料ガスを前記反応室に流通させながら
、前記反応室に配置された触媒によりカーボンナノ構造物を成長させるカーボンナノ構造
物の製造方法において、鉄元素からなる触媒を前記反応室に予め配置し、前記原料ガスを
供給して前記反応室に流通させる前に、前記キャリアガスとともに水び／又は酸素からな
る酸化性ガスを前記反応室に供給し、前記触媒をマグネタイトに転化するマグネタイト転
化工程を有することを特徴とするカーボンナノ構造物の製造方法。
【請求項２】
前記マグネタイト転化工程の前に、還元性ガスを前記反応室に供給し、前記反応室に配置
された前記触媒の酸化鉄成分を還元する触媒初期化工程を有する請求項１に記載のカーボ
ンナノ構造物の製造方法。
【請求項３】
前記マグネタイト転化工程の後、前記原料ガス及び前記キャリアガスとともに酸化性ガス
を前記反応室に供給するカーボンナノ構造物成長工程を有する請求項１又は２に記載のカ
ーボンナノ構造物の製造方法。
【請求項４】
前記水は、前記原料ガスに対して０．５ｐｐｍ以上６５０ｐｐｍ以下の範囲であり、前記
酸素は、前記原料ガスに対して５０ｐｐｂ以上１ｐｐｍ未満の範囲であり、前記酸化性ガ
スが、さらにアセトン、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２及びＣＯのうち少なく
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とも1つ以上を含む請求項１、２又は３に記載のカーボンナノ構造物の製造方法。
【請求項５】
原料ガスを反応室に供給する原料ガス供給手段と、前記反応室に予め配置される、鉄元素
からなる触媒とを具備し、前記原料ガス供給手段により前記原料ガスを供給して前記反応
室に流通させながら、前記触媒によりカーボンナノ構造物を成長させるカーボンナノ構造
物の製造装置であって、キャリアガスを前記反応室に供給するキャリアガス供給手段と、
水及び／又は酸素からなる酸化性ガスを前記反応室に供給する酸化性ガス供給手段とを設
け、前記原料ガスを供給して前記反応室に流通させる前に、前記キャリアガス供給手段及
び前記酸化性ガス供給手段により前記キャリアガスとともに酸化性ガスを前記反応室に供
給し、前記触媒をマグネタイトに転化することを特徴とするカーボンナノ構造物の製造装
置。
【請求項６】
前記反応室における前記マグネタイトに対して、前記原料ガス及び酸化性ガスを流通させ
る請求項５に記載のカーボンナノ構造物の製造装置。
【請求項７】
前記酸化性ガスが、さらにアセトン、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２及びＣＯ
のうち少なくとも1つを含む以上からなる請求項５又は６に記載のカーボンナノ構造物の
製造装置。
【請求項８】
還元性ガスを前記反応室に供給する還元性ガス供給手段を有し、前記触媒のマグネタイト
転化の前に、前記還元性ガス供給手段により前記還元性ガスを前記反応室に供給し、前記
反応室に配置された前記触媒の酸化鉄成分を還元する請求項５、６又は７に記載のカーボ
ンナノ構造物の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　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成長用触
媒、カーボンナノ構造物の製造方法、その製造に用いる原料ガス、キャリアガス及びそれ
らの混合ガス、及びカーボンナノ構造物製造装置に関する。殊に、原料ガスを反応室に供
給して、反応室に配置された触媒によりカーボンナノ構造物を成長させる場合に、キャリ
アガス中及び／又は原料ガス中に酸化性ガスを添加することにより、連続的に成長するカ
ーボンナノ構造物を高効率に合成する製造方法、それに用いる製造用ガス及び製造装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　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カーボンナノブラシ、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。
【０００３】
　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 Deposition）が知られている。このＣＣＶＤ法はＣＶＤ法の一形態に過
ぎない。
【０００４】
　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
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段が包含される。
【０００５】
　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
成長させる製造方法が採用されている。
【０００６】
　この種の製造方法を用いた製造装置の一つに原料吹き付け式カーボンナノ構造物合成装
置がある。このカーボンナノ構造物合成装置は、例えば、特許文献１に示されているよう
に、触媒体を内部に配置した反応室にキャリアガスとともに、原料ガスを供給して、触媒
体の表面にカーボンナノ構造物を成長させるように構成されている。反応室の中に原料ガ
スを導入する原料ガスノズルのノズル先端が触媒体表面の近傍に配設され、予熱されたカ
ーボン原料ガスを瞬時に大量に触媒表面に集中的に吹き付け、または吹き込むことによっ
て、原料ガスと触媒表面との接触確率を飛躍的に高めることにより、高効率にカーボンナ
ノ構造物を製造することができる。
【０００７】
　非特許文献２では、原料ガス流量の初期揺らぎなく瞬時に必要量の原料ガスを供給する
ことで、高効率でカーボンナノ構造物の成長を実現したが、カーボンナノ構造物の成長時
間が極めて短時間の合成の部分に決定的な悪影響を与えることは本発明者等の研究により
既に明らかになっている。更に、カーボンナノ構造物の成長機構を、カーボンナノ構造物
が初期に急速に成長する第1段階、比較的ゆっくり連続的に成長する第２段階があること
が記載されている。
　図２１は、上記原料吹き付け式カーボンナノ構造物合成装置において、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たカーボンナノ構造物合
成装置の概略構成図である。
　キャリアガス容器１００から送出されるＨｅ等のキャリアガスはレギュレータ１０１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１０２により
所定流量に調整され、キャリアガスバルブ１０３調整により必要なタイミングで供給され
る。
【０００８】
　他方、原料ガス容器１０９から送出されるＣ２Ｈ２等の原料ガスはレギュレータ１１０
により減圧された後、マスフローコントローラなどの酸素流量制御器１１１により所定流
量に調整され、原料ガスバルブ１１４調整により必要なタイミングで供給される。
【０００９】
　キャリアガスと原料ガスは合流部１０７において混合され、ガス供給ノズル１１５から
反応室１０４の中に噴出される。原料ガスは触媒体１０５と反応し、触媒体１０５の表面
にカーボンナノ構造物１０６が合成され、不要なガスはガス排出管１０８から外部に放出
される。原料ガスは合流部１０７に至るまでに、キャリアガス容器１００から別の供給経
路を通じて送出されるキャリアガスと予め混合される。この混合量はキャリアガス流量制
御器１１２及びキャリアガスバルブ１１３により調整される。
【００１０】
　図２１のカーボンナノ構造物合成装置によれば、原料ガス流量の初期揺らぎなく瞬時に
必要量の原料ガスを供給することにより、カーボンナノ構造物１０６の高効率成長を実現
することができる。
　なお、本発明は、以下に述べるように、良質のカーボンナノ構造物の製造に好適な触媒
に関するものを含むが、本発明者らの一部により、カーボンナノ構造物の成長過程におけ
る触媒の物性変動については非特許文献１により開示されている。
【特許文献１】特開２００４－１８２５７３号公報
【非特許文献１】Ｋenji　Ｎishimura，Nobuharu　Okazaki，Lujin　Pan， and Yoshikaz
u　Nakayama，Japanese　Journal　of　Applied　Physics，Vol．43, No.4A,　2004,　pp
.L471－L474
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【非特許文献２】末金　皇,　長坂岳志,　野坂俊紀,　中山喜萬,　応用物理,第73巻,　第
５号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記カーボンナノ構造物合成装置においても、カーボンナノ構造物の長
さに再現性が悪いことに起因した歩留まりの低下や、突如カーボンナノ構造物が成長しな
い等と共に、カーボンナノ構造物の成長がある程度の範囲で止まるために、カーボンナノ
構造物の長さを自由に制御することが困難である問題点があった。
【００１２】
　そこで、本発明者らは、カーボンナノ構造物の成長機構を、カーボンナノ構造物が成長
する直前の触媒の状態、カーボンナノ構造物が初期に急速に成長する第１成長機構、比較
的ゆっくりと連続的に成長する第２成長機構の３つの成長過程に分解して、それぞれの過
程における成長条件を明確にし、カーボンナノ構造物の長さを制御しつつ高効率な成長を
制御する可能性を探った。
【００１３】
　カーボンナノ構造物のＣＶＤ成長プロセスを分解すると、図２２に示すように、シリコ
ン基板の準備工程に始まり、基板への触媒成膜工程、触媒の昇温工程(触媒粒子の粒子化
と酸化工程)、急速な成長工程(第１成長機構)、緩慢な連続的成長工程(第２成長機構)に
整理することができる。
【００１４】
　カーボンナノ構造物の成長過程において、カーボンナノ構造物の第１レイヤーの中に触
媒微粒子が存在することが判明している。前記昇温工程における触媒の微粒子化と酸化工
程では、触媒微粒子は粒状の酸化物を形成し、原料ガスとの接触による炭化物形成を行い
ながら、その表面にカーボンナノ構造物を形成していくが、その前段階においてグラファ
イトレイヤーが形成される。触媒表面の酸化物結晶と相互作用が比較的緩やかであるため
に、このグラファイトレイヤーは触媒表面に拡散して、カーボンナノ構造物が成長してい
くことが判明している。
　このとき、触媒微粒子径は昇温工程の過程で必要以上に大きくなり過ぎたり、必要以上
に酸化されすぎることにより良質のカーボンナノ構造物の形成が困難になる。
【００１５】
　図２３は、上記カーボンナノ構造物合成装置を用いて本発明者らにより測定された、急
速な成長と緩慢な成長についての測定例（原料ガス：濃度６％のアセチレン）であり、原
料ガスの添加開始以降の反応時間とカーボンナノ構造物（ＣＮＴ：カーボンナノチューブ
）の成長長さとの関係を示す。この測定例から、反応開始より６０秒程度までの期間Ｔ１
において急速にＣＮＴの長さが成長するのに対して、６０秒以降の期間Ｔ２においては反
応時間に対して成長速度が緩慢になっていることがわかる。
【００１６】
　図２４の（２４Ａ）と（２４Ｂ）は、ＣＶＤ反応時間２分と３０分のＣＮＴのラマン（
Ｒａｍａｎ）スペクトルを示す。図２４の（２４Ｃ）及び（２４Ｄ）は、ＣＶＤ反応時間
２分と３０分のＣＮＴのＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）写真を示す。これらを比較すると、
２分後のＣＮＴは、Ｇバンド（ｂａｎｄ）に対するＤバンドの比率は１．５とＧバンドの
スペクトルが多い。一方、３０分後のＣＮＴは、同比率が０．８５になり、Ｄバンドのス
ペクトルが増加しており、アモルファス状のカーボンの比率が多いことがわかる。これは
、緩慢な成長速度に移行した後においては、拡散速度よりも原料供給速度が高いために、
十分反応しきれないカーボン構造物表面やカーボンが触媒上に堆積していることに起因す
る。
【００１７】
　適当な条件で生成した酸化物触媒に接触した原料ガスは、瞬時に触媒を還元し炭化物を
生成する反応が主となり、短時間で触媒粒子の周りにグラファイトの層を形成し、触媒が
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保持しうる活性が持続しうる限りカーボンナノ構造物が急速に成長する。しかしながら、
第１段階の急速な成長が鈍化すると、触媒表面に余分になったカーボン分が堆積し、原料
ガスと活性な触媒表面の接触を妨げるために触媒表面の炭素分の拡散律速となり緩慢な成
長となり遂には、成長が終了することが判明している。
　従って、本発明は、触媒の昇温工程から緩慢な連続的成長工程至る過程において、雰囲
気ガス（キャリアガス）や原料ガス中の微量成分（例えば、酸素、水分、ＤＭＦ、アセト
ン（ジメチルホルムアミド）の濃度を制御して、カーボンナノ構造物の連続的成長メカニ
ズムを最適化でき、高品質のカーボンナノ構造物を製造することのできるカーボンナノ構
造物の製造方法、同製造に用いるカーボンナノ構造物成長用触媒、同製造用原料ガスとキ
ャリアガス及び同製造装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、以下の第１～第３９の形態を
有する。
【００１９】
　まず、本発明の完成に至る経緯を詳述する。非特許文献１には、ヘリウムガス雰囲気中
における鉄触媒が、室温からカーボンナノ構造物成長温度（７００℃）に至る過程で、鉄
元素状態からマグネタイト（Ｆｅ３Ｏ４）状態を経て、７００℃ではヘマタイト（Ｆｅ２

Ｏ３）等の酸化鉄状態に相転移することが示されている。この先行技術情報を踏まえ、本
発明者らは、キャリアガスと原料ガスを反応室に供給してカーボンナノ構造物を製造する
製造方法に用いる好適な鉄触媒物性について鋭意検討した結果、キャリアガスを供給しな
がら触媒を反応温度まで昇温する過程において、触媒が強く酸化していると触媒粒子の流
動化する温度が高く、所定の温度での粒子化が起こらない現象がみられるという知見を得
た。
【００２０】
　図１の（１Ａ）～（１Ｃ）は、それぞれ、鉄元素からなる触媒、その触媒を加熱酸化し
て得られるマグネタイト、更に加熱酸化して得られるヘマタイトのＡＦＭ像（原子間力顕
微鏡像）を示す。（１Ｂ）のマグネタイトの粒子径が（１Ｃ）のヘマタイトの粒子径より
小さいことがわかる。従って、雰囲気ガス中に酸素、水分などの触媒酸化を促進する成分
が多く含まれている場合には、粒子化過程において酸化が過度に進むことにより粒子径の
肥大が起こり、カーボンナノ構造物が生成する確率が低下することになる。
【００２１】
　また、酸化されていない金属状態の触媒によるカーボンナノ構造物成長実験によれば、
カーボンナノ構造物が生成する確率が低下する現象がみられる。これは、酸化していない
金属状態では、カーボンナノ構造物形成の核となる触媒粒子のサイズが数十ｎｍ程度で極
めて微細で不安定であるため、反応温度である７００℃より低い温度において流動化・凝
集し粒子化過程での粒子径が大きくなることによるものと考えられる。
【００２２】
　所定の温度で十分に長い時間をかけてアニールを行った触媒によるカーボンナノ構造物
成長実験によれば、カーボンナノ構造物が生成しない現象が見られる。これは、昇温時に
触媒の１次結晶粒子は昇温によって凝集を起こし、２次結晶粒子径が数十～数百ｎｍ以上
になった場合にはカーボンナノ構造物の形成の確率が極めて低下するものと考えられる。
【００２３】
　以上の実験及び考察により、初期段階では強く酸化されていない触媒金属が、雰囲気ガ
ス中に含まれる微量成分である酸素もしくは水分の存在により適度な酸化を受けながら所
定の温度で微粒子化することが、良質なカーボンナノ構造物の高効率形成の制御要素にな
るという結論を得た。
【００２４】
　なお、上記の粒子化過程が適度な粒子径を形成しても、上述のように、原料ガス供給過
程において揺らぎや、原料ガス濃度の緩慢な立ち上がりがあると、カーボンナノ構造物の
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生成確率の低下を招く。これは揺らぎに対しては、カーボンナノ構造物が結晶成長である
が故に、圧力と温度に大きく影響を受けるために他ならない。また、初期の緩慢な立ち上
がりについては、第１段階の急速な成長時において、触媒に必要十分なカーボン源ガス量
が、不足することにより十分な長さのカーボンナノ構造物の成長とならない現象が見られ
る。従って、本発明により制御されたカーボンナノ構造物の高効率形成の安定化に、圧力
の揺らぎのない原料供給形態や原料ガスを効率的に触媒に接触させる手段を使用するのが
好ましい。
【００２５】
　次に、カーボンナノ構造物の成長過程における触媒酸化の有効性について検証した。上
述のように、触媒が適度な酸化を受けながら微粒子化した後、原料ガス供給過程において
揺らぎや、原料ガス濃度の緩慢な立ち上がりをなくして、十分な原料ガスが触媒に接触す
ることにより第１成長段階の急激なカーボンナノ構造物の成長は達成される。即ち、通常
の状況では、触媒粒子へのカーボンの堆積により原料ガスとの接触が妨げられるために、
カーボンの表面拡散律速によりゆっくりとした第２成長段階へ移行する。第２成長段階に
移行した時に、触媒表面に堆積したカーボンを原料ガス中に適度な濃度の酸素もしくは水
分あるいはカーボンの酸化機能のあるアセトン、ＤＭＦなどが存在することにより、触媒
表面に堆積するカーボンの酸化により炭酸ガスの生成と拡散により触媒表面と原料ガスの
接触が達成される。従って、連続的に成長するカーボンナノ構造物の高効率な形成におい
て、触媒表面に堆積するカーボンの酸化を行うことが重要な制御要素となるという結論を
得た。
【００２６】
　本発明は上記結論に基づきなされたものであり、本発明の第１の形態は、原料ガスが供
給される反応室に配置され、前記原料ガスを前記反応室に流通させながらカーボンナノ構
造物を成長させる触媒において、少なくともマグネタイトを有する触媒である。
【００２７】
　本発明の第２の形態は、前記第１の形態において、前記マグネタイトが、前記反応室に
おいて前記カーボンナノ構造物を成長させる出発触媒として用いられる触媒である。
【００２８】
　本発明の第３の形態は、キャリアガスと原料ガスを反応室に供給し、前記原料ガスを前
記反応室に流通させながら、前記反応室に配置された触媒によりカーボンナノ構造物を成
長させるカーボンナノ構造物の製造方法において、鉄元素からなる触媒を前記反応室に予
め配置し、前記原料ガスを供給して前記反応室に流通させる前に、前記キャリアガスとと
もに酸化性ガスを前記反応室に供給し、前記触媒をマグネタイトに転化するマグネタイト
転化工程を有するカーボンナノ構造物の製造方法である。
【００２９】
　本発明の第４の形態は、前記第３の形態において、前記マグネタイト転化工程の前に、
還元性ガスを前記反応室に供給し、前記反応室に配置された前記触媒の酸化鉄成分を還元
する触媒初期化工程を有するカーボンナノ構造物の製造方法である。
【００３０】
　本発明の第５の形態は、前記第３又は４の形態において、前記マグネタイト転化工程の
後、前記原料ガス及び前記キャリアガスとともに酸化性ガスを前記反応室に供給するカー
ボンナノ構造物成長工程を有するカーボンナノ構造物の製造方法である。
【００３１】
　本発明の第６の形態は、前記第３、４又は５の形態において、前記酸化性ガスが、水、
酸素、アセトン、アルコール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ、Ｏ３又
はＨ２Ｏ２のうち少なくとも1つ以上からなるカーボンナノ構造物の製造方法である。
【００３２】
　本発明の第７の形態は、酸化性ガスが予め混入されたことを特徴とするカーボンナノ構
造物製造用原料ガスである。
【００３３】
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　本発明の第８の形態は、前記第７の形態において、前記酸化性ガスが、０．０５ｐｐｍ
～３％の範囲で混入された水分であるカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００３４】
　本発明の第９の形態は、前記第７の形態において、前記酸化性ガスが、０．０１ｐｐｂ
～１％の範囲で混入された酸素であるカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００３５】
　本発明の第１０の形態は、前記第７の形態において、前記酸化性ガスが、０．１ｐｐｍ
～５％の範囲で混入されたＣＯ２であるカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００３６】
　本発明の第１１の形態は、前記第７の形態において、前記酸化性ガスが、０．１ｐｐｍ
～５％の範囲で混入されたＣＯであるカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００３７】
　本発明の第１２の形態は、前記第７の形態において、前記酸化性ガスが、０．１ｐｐｂ
～１％の範囲で混入されたＯ３であるカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００３８】
　本発明の第１３の形態は、前記第７の形態において、前記酸化性ガスが、０．１ｐｐｂ
～１％の範囲で混入されたＨ２Ｏ２であるカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００３９】
　本発明の第１４の形態は、前記第７の形態において、前記酸化性ガスが、１ｐｐｍ～１
０％の範囲で混入されたアセトンであるカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００４０】
　本発明の第１５の形態は、前記第７の形態において、前記酸化性ガスが、１ｐｐｍ～１
０％の範囲で混入されたアルコールであるカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００４１】
　本発明の第１６の形態は、前記第７の形態において、前記酸化性ガスが、０．０１～０
．５％の範囲で混入されたＤＭＦであるカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００４２】
　本発明の第１７の形態は、前記第７～１６の形態において、１ｐｐｍ以下の還元性成分
を含むカーボンナノ構造物製造用原料ガスである。
【００４３】
　本発明の第１８の形態は、酸化性ガスが予め混入されたカーボンナノ構造物製造用キャ
リアガスである。
【００４４】
　本発明の第１９の形態は、前記第１８の形態において、前記酸化性ガスが、０．０５ｐ
ｐｍ～３％の範囲で混入された水分であるカーボンナノ構造物製造用キャリアガスである
。
【００４５】
　本発明の第２０の形態は、前記第１８の形態において、前記酸化性ガスが、０．０１ｐ
ｐｂ～1％の範囲で混入された酸素であるカーボンナノ構造物製造用キャリアガスである
。
【００４６】
　本発明の第２１の形態は、カーボンナノ構造物製造用原料ガスと、キャリアガスと、酸
化性ガスが予め混合されたカーボンナノ構造物製造用混合ガスである。
【００４７】
　本発明の第２２の形態は、前記第２１の形態において、前記酸化性ガスが、０．０５ｐ
ｐｍ～３％の範囲で混入された水分であるカーボンナノ構造物製造用混合ガスである。
【００４８】
　本発明の第２３の形態は、前記第２１の形態において、前記酸化性ガスが、０．０１ｐ
ｐｂ～１％の範囲で混入された酸素であるカーボンナノ構造物製造用混合ガスである。
【００４９】
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　本発明の第２４の形態は、前記第２１、２２又は２３の形態において、１ｐｐｍ以下の
還元性成分を含むカーボンナノ構造物製造用混合ガスである。
【００５０】
　本発明の第２５の形態は、原料ガスを反応室に供給し、前記原料ガスを前記反応室に流
通させながら、前記反応室に配置された触媒によりカーボンナノ構造物を成長させるカー
ボンナノ構造物の製造方法において、鉄元素からなる触媒を前記反応室に予め配置し、前
記原料ガスを、水を除く酸化性ガスとともに前記反応室に供給するカーボンナノ構造物の
製造方法である。
【００５１】
　本発明の第２６の形態は、前記第２５の形態において、前記酸化性ガスが、酸素、アセ
トン、アルコール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ、Ｏ３又はＨ２Ｏ２

のうち少なくとも1つ以上からなるカーボンナノ構造物の製造方法である。
【００５２】
　本発明の第２７の形態は、原料ガスを反応室に供給し、前記原料ガスを前記反応室に流
通させながら、前記反応室に配置された触媒によりカーボンナノ構造物を成長させるカー
ボンナノ構造物の製造方法において、鉄元素からなる触媒を前記反応室に予め配置し、前
記原料ガスを、酸化性ガスとともに前記反応室に供給し、前記原料ガスに対する、前記酸
化性ガス成分中の酸素の割合を、カーボンナノ構造物の成長過程において可変制御するカ
ーボンナノ構造物の製造方法である。
【００５３】
　本発明の第２８の形態は、前記第２７の形態において、前記原料ガスの供給濃度を可変
して前記割合の可変制御を行うカーボンナノ構造物の製造方法である。
【００５４】
　本発明の第２９の形態は、前記第２７の形態において、前記酸化性ガスの供給濃度を可
変して前記割合の可変制御を行うカーボンナノ構造物の製造方法である。
【００５５】
　本発明の第３０の形態は、前記第２７、２８又は２９の形態において、前記酸化性ガス
が、水、酸素、アセトン、アルコール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ
、Ｏ３又はＨ２Ｏ２のうち少なくとも1つ以上からなるからなるカーボンナノ構造物の製
造方法である。
【００５６】
　本発明の第３１の形態は、原料ガスを反応室に供給する原料ガス供給手段と、前記反応
室に予め配置される、鉄元素からなる触媒とを具備し、前記原料ガス供給手段により前記
原料ガスを供給して前記反応室に流通させながら、前記触媒によりカーボンナノ構造物を
成長させるカーボンナノ構造物の製造装置であって、キャリアガスを前記反応室に供給す
るキャリアガス供給手段と、酸化性ガスを前記反応室に供給する酸化性ガス供給手段とを
設け、前記原料ガスを供給して前記反応室に流通させる前に、前記キャリアガス供給手段
及び前記酸化性ガス供給手段により前記キャリアガスとともに酸化性ガスを前記反応室に
供給し、前記触媒をマグネタイトに転化するカーボンナノ構造物の製造装置である。
【００５７】
　本発明の第３２の形態は、前記第３１の形態において、前記反応室における前記マグネ
タイトに対して、前記原料ガス及び酸化性ガスを流通させるカーボンナノ構造物の製造装
置である。
【００５８】
　本発明の第３３の形態は、前記第３１又は３２の形態において、前記酸化性ガスが、水
、酸素、アセトン、アルコール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ、Ｏ３

又はＨ２Ｏ２のうち少なくとも1つ以上からなるカーボンナノ構造物の製造装置である。
【００５９】
　本発明の第３４の形態は、前記第３１、３２又は３３の形態において、還元性ガスを前
記反応室に供給する還元性ガス供給手段を有し、前記触媒のマグネタイト転化の前に、前
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記還元性ガス供給手段により前記還元性ガスを前記反応室に供給し、前記反応室に配置さ
れた前記触媒の酸化鉄成分を還元するカーボンナノ構造物の製造装置である。
【００６０】
　本発明の第３５の形態は、原料ガスを反応室に供給する原料ガス供給手段と、前記反応
室に予め配置される、鉄元素からなる触媒と、水を除く酸化性ガスを前記反応室に供給す
る酸化性ガス供給手段とを具備し、前記原料ガス供給手段により前記原料ガスを前記反応
室に供給するとともに前記酸化性ガス供給手段により前記酸化性ガスを前記反応室に供給
して、前記原料ガス及び前記酸化性ガスを前記反応室に流通させながら、前記触媒により
カーボンナノ構造物を成長させるカーボンナノ構造物の製造装置である。
【００６１】
　本発明の第３６の形態は、原料ガスを反応室に供給する原料ガス供給手段と、前記反応
室に予め配置される、鉄元素からなる触媒と、酸化性ガスを前記反応室に供給する酸化性
ガス供給手段と、前記原料ガス供給手段により前記反応室に供給される前記原料ガスに対
する、前記酸化性ガス供給手段により前記反応室に供給される前記酸化性ガス成分中の酸
素の割合を可変制御する酸素割合制御手段とを具備し、前記原料ガス供給手段により前記
原料ガスを前記反応室に供給するとともに前記酸化性ガス供給手段により前記酸化性ガス
を前記反応室に供給して、前記原料ガス及び前記酸化性ガスを前記反応室に流通させなが
ら、前記触媒によりカーボンナノ構造物を成長させる成長過程において、前記原料ガスに
対する、前記酸化性ガス成分中の酸素の割合を、前記酸素割合制御手段により可変制御す
るカーボンナノ構造物の製造装置である。
【００６２】
　本発明の第３７の形態は、前記第３６の形態において、前記酸素割合制御手段が、前記
原料ガスの供給濃度を可変して前記割合の可変制御を行うカーボンナノ構造物の製造装置
である。
【００６３】
　本発明の第３８の形態は、前記第３６の形態において、前記酸素割合制御手段が、前記
酸化性ガスの供給濃度を可変して前記割合の可変制御を行うカーボンナノ構造物の製造装
置である。
【００６４】
　本発明の第３９の形態は、前記第３６、３７又は３８の形態において、前記酸化性ガス
が、水、酸素、アセトン、アルコール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ
、Ｏ３又はＨ２Ｏ２のうち少なくとも1つ以上からなるカーボンナノ構造物の製造装置で
ある。
【発明の効果】
【００６５】
　本発明の第１の形態に係るカーボンナノ構造物成長用触媒によれば、少なくともマグネ
タイトを有するので、マグネタイトの鉄酸化と微粒子性の作用により良質のカーボンナノ
構造物を成長させることができる。
【００６６】
　本発明の第２の形態に係るカーボンナノ構造物成長用触媒によれば、前記マグネタイト
が、前記反応室において前記カーボンナノ構造物を成長させる出発触媒として用いられる
ことにより、急速な成長工程における良質のカーボンナノ構造物の連続的成長が可能とな
る。
【００６７】
　本発明の第３の形態によれば、鉄元素からなる触媒を前記反応室に予め配置し、前記原
料ガスを供給して前記反応室に流通させる前に、前記キャリアガスとともに酸化性ガスを
前記反応室に供給し、前記触媒をマグネタイトに転化するマグネタイト転化工程を有する
ので、マグネタイトに転化した触媒により良質のカーボンナノ構造物の連続的製造が可能
となる。
　　本形態及び後述の形態における酸化性ガスとは、触媒である鉄元素に酸素原子を結合
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させる酸化作用を有するガスを称し、分子式中に酸素原子を含有して酸素原子を触媒鉄に
直接的に付与する酸素含有ガスだけでなく、他の物質成分から酸素原子を抜き出して触媒
鉄に間接的に付与するガスを含み、結果的に触媒鉄を酸化させる全ての酸化性ガスを包含
する。
【００６８】
　本発明の第４の形態によれば、前記マグネタイト転化工程の前に、還元性ガスを前記反
応室に供給し、前記反応室に配置された前記触媒の酸化鉄成分を還元する触媒初期化工程
を有するので、マグネタイト転化前に自然酸化された触媒を前期還元性ガスにより初期化
しておくことにより、触媒の酸化度合いを安定的に制御でき、カーボンナノ構造物の成長
のばらつきをなくし、成長カーボンナノ構造物の良質化を実現することができる。
【００６９】
　本発明の第５の形態によれば、前記マグネタイト転化工程の後、前記原料ガス及び前記
キャリアガスとともに酸化性ガスを前記反応室に供給するカーボンナノ構造物成長工程を
有するので、緩慢な連続的成長工程において原料ガスから過剰なカーボン成分が供給され
ても、前記酸化性ガスの供給により触媒酸化と微粒子化が促進されて触媒作用が低下する
ことなく、良質のカーボンナノ構造物を連続的に成長させることができる。
【００７０】
　本発明の第６の形態によれば、前記第３～５の形態において、水、酸素、アセトン、ア
ルコール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ、Ｏ３又はＨ２Ｏ２のうち少
なくとも１つ以上からなる前記酸化性ガスを用いることにより、触媒の酸化処理を低価格
に行え、良質のカーボンナノ構造物を安価に製造することができる。
なお、本発明における酸化性ガスには分子式中に酸素を含む酸化性ガスを使用でき、本形
態で列挙した酸化性ガス以外の酸化性ガスを用いてもよい。
【００７１】
　本発明の第７の形態に係るカーボンナノ構造物製造用原料ガスによれば、酸化性ガスが
予め混入されているため、原料ガスとは別に酸化性ガスを前記反応室に供給する供給機構
を必要とせずに、原料ガスと同時に酸化性ガスの供給を行え、良質のカーボンナノ構造物
の成長制御を簡易かつ安価に行うことができる。
【００７２】
　本発明の第８～１６のいずれかの形態によれば、各形態において、０．０５ｐｐｍ～３
％の範囲で混入された水分、０．０１ｐｐｂ～１％の範囲で混入された酸素、０．１ｐｐ
ｍ～５％の範囲で混入されたＣＯ２、０．１ｐｐｍ～５％の範囲で混入されたＣＯ、０．
１ｐｐｂ～１％の範囲で混入されたＯ３、０．１ｐｐｂ～１％の範囲で混入されたＨ２Ｏ

２、１ｐｐｍ～１０％の範囲で混入されたアセトン、１ｐｐｍ～１０％の範囲で混入され
たアルコール、０．０１～０．５％の範囲で混入されたＤＭＦである前記酸化性ガスを含
むカーボンナノ構造物製造用原料ガスを用いて良質のカーボンナノ構造物の成長制御を簡
易かつ安価に行うことができる。
　なお、本発明における酸化性ガスの混入割合（濃度）は、反応室に供給する原料ガス及
び／又はキャリアガスとの混合体積比であり、下記の発明の形態のうちガス混入割合形態
においても同様である。
　原料ガス中の水分、酸素、ＣＯ２、ＣＯ、Ｏ３、Ｈ２Ｏ２、アセトン、アルコール、Ｄ
ＭＦなどの混合濃度は、当然ながらカーボンナノ構造物の成長速度に合わせたカーボン源
ガスの濃度によって触媒上に堆積するカーボンが酸化するのに必要十分な量にあわせるこ
とが必要である。
【００７３】
　本発明の第１７の形態に係るカーボンナノ構造物製造用原料ガスによれば、前記第８～
１６の形態において、１ｐｐｍ以下の還元性成分を含むので、カーボンナノ構造物成長過
程における触媒の過剰酸化を抑制して、成長制御をより精密に行うことができる。
【００７４】
　本発明の第１８の形態に係るカーボンナノ構造物製造用キャリアガスによれば、酸化性
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ガスが予め混入されているため、原料ガスとは別に酸化性ガスを前記反応室に供給する供
給機構を必要とせずに、キャリアガス供給時に酸化性ガスの供給を行え、良質のカーボン
ナノ構造物の成長制御を簡易かつ安価に行うことができる。
【００７５】
　本発明の第１９又は２０の形態によれば、それぞれ、０．０５ｐｐｍ～３％の範囲で混
入された水分、０．０１ｐｐｂ～1％の範囲で混入された酸素である前記酸化性ガスを含
むカーボンナノ構造物製造用キャリアガスを用いて良質のカーボンナノ構造物の成長制御
を簡易かつ安価に行うことができる。
【００７６】
　本発明の第２１の形態に係るカーボンナノ構造物製造用混合ガスによれば、カーボンナ
ノ構造物製造用原料ガスと、キャリアガスと、酸化性ガスが予め混合されているので、原
料ガスとは別に酸化性ガスを前記反応室に供給する供給機構を必要とせずに、原料ガス及
びキャリアガス供給時に酸化性ガスの供給を行え、良質のカーボンナノ構造物の成長制御
を簡易かつ安価に行うことができる。
【００７７】
　本発明の第２２又は２３の形態によれば、それぞれ、０．０５ｐｐｍ～３％の範囲で混
入された水分、０．０１ｐｐｂ～１％の範囲で混入された酸素である前記酸化性ガスを含
むカーボンナノ構造物製造用混合ガスを用いて良質のカーボンナノ構造物の成長制御を簡
易かつ安価に行うことができる。
【００７８】
　本発明の第２４の形態に係るカーボンナノ構造物製造用混合ガスによれば、前記第２１
～２３の形態において、１ｐｐｍ以下の還元性成分を含むので、カーボンナノ構造物成長
過程における触媒の過剰酸化を抑制して、成長制御をより精密に行うことができる。
【００７９】
　本発明の第２５の形態によれば、鉄元素からなる触媒を前記反応室に予め配置し、前記
原料ガスを、水を除く酸化性ガスとともに前記反応室に供給するので、触媒酸化を行いな
がら良質のカーボンナノ構造物を製造することができる。特に、本形態においては、水の
使用は精製のためのバブリング処理を施したりする手間を要するうえに、高温の反応室内
壁に付着しやすく、その付着水分がカーボンナノ構造物の成長に影響を与えるおそれが大
きいため、本発明の第２６の形態に列挙したように、水を除く酸化性ガスを使用すること
により、製造工程の簡素化を実現することができる。
【００８０】
　本発明の第２６の形態によれば、前記第２５の形態において、酸素、アセトン、アルコ
ール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ、Ｏ３又はＨ２Ｏ２のうち少なく
とも１つ以上からなる前記酸化性ガスを用いることにより、触媒の酸化処理を低価格に行
え、良質のカーボンナノ構造物を安価に製造することができる。
【００８１】
　本発明の第２７の形態によれば、鉄元素からなる触媒を前記反応室に予め配置し、前記
原料ガスを、酸化性ガスとともに前記反応室に供給し、前記原料ガスに対する、前記酸化
性ガス成分中の酸素の割合を、カーボンナノ構造物の成長過程において可変制御するので
、触媒酸化と微粒子化を微調整して、良質のカーボンナノ構造物製造を高精度に行うこと
ができる。
【００８２】
　本発明の第２８の形態によれば、前記第２７の形態において、前記原料ガスの供給濃度
を可変して前記割合の可変制御を行うので、触媒酸化と微粒子化を微調整して、良質のカ
ーボンナノ構造物製造を高精度に行うことができる。
【００８３】
　本発明の第２９の形態によれば、前記第２７の形態において、前記酸化性ガスの供給濃
度を可変して前記割合の可変制御を行うので、触媒酸化と微粒子化を微調整して、良質の
カーボンナノ構造物製造を高精度に行うことができる。
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【００８４】
　本発明の第３０の形態によれば、前記第２７、２８又は２９の形態において、水、酸素
、アセトン、アルコール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ、Ｏ３又はＨ

２Ｏ２のうち少なくとも１つ以上からなる前記酸化性ガスを用いることにより、触媒酸化
と微粒子化を微調整して、良質のカーボンナノ構造物製造を高精度に行え、しかも触媒の
酸化処理を低価格に行え、良質のカーボンナノ構造物を安価に製造することができる。
【００８５】
　本発明の第３１の形態に係るカーボンナノ構造物の製造装置によれば、キャリアガスを
前記反応室に供給するキャリアガス供給手段と、酸化性ガスを前記反応室に供給する酸化
性ガス供給手段とを設け、前記原料ガスを供給して前記反応室に流通させる前に、前記キ
ャリアガス供給手段及び前記酸化性ガス供給手段により前記キャリアガスとともに酸化性
ガスを前記反応室に供給し、前記触媒をマグネタイトに転化するので、マグネタイトに転
化した触媒により良質のカーボンナノ構造物の連続的製造を行うことができる。
【００８６】
　本発明の第３２の形態によれば、前記第３１の形態において、前記反応室における前記
マグネタイトに対して、前記原料ガス及び酸化性ガスを流通させるので、緩慢な連続的成
長工程において原料ガスから過剰なカーボン成分が供給されても、前記酸化性ガスの流通
により触媒酸化と微粒子化が促進されて触媒作用が低下することなく、良質のカーボンナ
ノ構造物を連続的に成長させ、製造することができる。
【００８７】
　本発明の第３３の形態によれば、前記第３１又は３２の形態において、水、酸素、アセ
トン、アルコール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ、Ｏ３又はＨ２Ｏ２

のうち少なくとも１つ以上からなる前記酸化性ガスを用いることにより、触媒酸化と微粒
子化を微調整して、良質のカーボンナノ構造物製造を高精度に行え、しかも触媒の酸化処
理を低価格に行え、良質のカーボンナノ構造物を安価に製造できるカーボンナノ構造物の
製造装置の提供が可能となる。
【００８８】
　本発明の第３４の形態によれば、前記第３１、３２又は３３の形態において、還元性ガ
スを前記反応室に供給する還元性ガス供給手段を有し、前記触媒のマグネタイト転化の前
に、前記還元性ガス供給手段により前記還元性ガスを前記反応室に供給し、前記反応室に
配置された前記触媒の酸化鉄成分を還元するので、マグネタイト転化前に自然酸化された
触媒を前期還元性ガスにより初期化して、触媒の酸化度合いを安定的に制御でき、カーボ
ンナノ構造物の成長のばらつきをなくし、良質のカーボンナノ構造物の製造を行えるカー
ボンナノ構造物の製造装置の提供が可能となる。
【００８９】
　本発明の第３５の形態によれば、原料ガスを反応室に供給する原料ガス供給手段と、前
記反応室に予め配置される、鉄元素からなる触媒と、水を除く酸化性ガスを前記反応室に
供給する酸化性ガス供給手段とを具備し、前記原料ガス供給手段により前記原料ガスを前
記反応室に供給するとともに前記酸化性ガス供給手段により前記酸化性ガスを前記反応室
に供給して、前記原料ガス及び前記酸化性ガスを前記反応室に流通させながら、前記触媒
によりカーボンナノ構造物を成長させるので、触媒酸化を行いながら良質のカーボンナノ
構造物を製造することができるカーボンナノ構造物の製造装置の提供が可能となる。しか
も水を除く酸化性ガスを使用することにより、製造装置の簡素化を実現することができる
。
【００９０】
　本発明の第３６の形態によれば、原料ガスを反応室に供給する原料ガス供給手段と、前
記反応室に予め配置される、鉄元素からなる触媒と、酸化性ガスを前記反応室に供給する
酸化性ガス供給手段と、前記原料ガス供給手段により前記反応室に供給される前記原料ガ
スに対する、前記酸化性ガス供給手段により前記反応室に供給される前記酸化性ガス成分
中の酸素の割合を可変制御する酸素割合制御手段とを具備し、前記原料ガス供給手段によ
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り前記原料ガスを前記反応室に供給するとともに前記酸化性ガス供給手段により前記酸化
性ガスを前記反応室に供給して、前記原料ガス及び前記酸化性ガスを前記反応室に流通さ
せながら、前記触媒によりカーボンナノ構造物を成長させる成長過程において、前記原料
ガスに対する、触媒酸化と微粒子化を微調整して、良質のカーボンナノ構造物製造を高精
度に行うことができるカーボンナノ構造物の製造装置の提供が可能となる。
【００９１】
　本発明の第３７の形態によれば、前記第３６の形態において、前記酸素割合制御手段が
、前記原料ガスの供給濃度を可変して前記割合の可変制御を行うので、触媒酸化と微粒子
化を微調整して、良質のカーボンナノ構造物製造を高精度に行うことができるカーボンナ
ノ構造物の製造装置の提供が可能となる。
【００９２】
　本発明の第３８の形態によれば、前記第３６の形態において、前記酸素割合制御手段が
、前記酸化性ガスの供給濃度を可変して前記割合の可変制御を行うので、触媒酸化と微粒
子化を微調整して、良質のカーボンナノ構造物製造を高精度に行うことができるカーボン
ナノ構造物の製造装置の提供が可能となる。
【００９３】
　本発明の第３９の形態によれば、前記第３６、３７又は３８の形態において、水、酸素
、アセトン、アルコール、ＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）、ＣＯ２、ＣＯ、Ｏ３又はＨ

２Ｏ２のうち少なくとも１つ以上からなる前記酸化性ガスを用いることにより、触媒酸化
と微粒子化を微調整して、良質のカーボンナノ構造物製造を高精度に行え、しかも触媒の
酸化処理を低価格に行え、良質のカーボンナノ構造物を安価に製造できるカーボンナノ構
造物の製造装置の提供が可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００９４】
　以下に、本発明に係る連続的に成長するカーボンナノ構造物の高効率製造方法及び製造
用ガス及び製造用ガス供給装置を備えたカーボンナノ構造物製造装置の実施形態を図面に
従って詳細に説明する。
　図２は本発明の実施形態に係るカーボンナノ構造物高効率合成装置の概略構成図である
。この高効率合成装置は、ＣＣＶＤ法を使用してカーボンナノ構造物を製造するカーボン
ナノ構造物製造装置である。反応室４は反応ヒータ１により加熱され、この反応室４に触
媒体６が配置される。この触媒体６の表面にカーボンナノ構造物２が触媒化学気相成長法
により成長し、この実施形態では、カーボンナノ構造物２としてのカーボンナノチューブ
が図示されている。
【００９５】
　触媒体６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、使用される触媒は鉄元素からな
る。
【００９６】
　反応室４の一端にはガス排出管路３が連通されており、ガス排出管路３に連結する流路
には開閉バルブ５、７を介してキャリアガス容器（図示せず）に接続されている。キャリ
アガスとしては、ヘリウムＨｅとアルゴンＡｒの混合ガスが使用される。キャリアガスに
は、ヘリウム、アルゴン以外にネオン、Ｎ２、ＣＯ２、クリプトン、キセノンなどの不活
性ガスまたはその混合ガスが利用される。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。
【００９７】
　原料ガス容器（図示せず）から原料ガスが、反応室４の他端に設けた原料ガス流入路９
を通じて反応室４に供給され、原料ガス容器の原料ガスはレギュレータ（図示せず）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（ＭＦＣ
）からなる原料ガス流量制御器８により所定流量に調節される。原料ガス流量制御器８は
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原料ガス流入路９に連通する流入路に設けられており、電磁三方弁１０、１２及び開閉バ
ルブ１１を介して原料ガスが供給される。キャリアガスは前記キャリアガス容器から供給
され、ガス流量制御器２２、２３が設けられた２系統の流路を通じて、後述のように、原
料ガス流入路９に合流するようにキャリアガスが供給される。
【００９８】
　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。
【００９９】
　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。
【０１００】
　本実施形態に係るカーボンナノ構造物製造装置は、反応室４に予め鉄元素からなる触媒
体６が配置され、原料ガスを供給して反応室４に流通させながら、触媒体６によりカーボ
ンナノ構造物を成長させるカーボンナノ構造物の製造装置であり、原料ガスを供給して反
応室４に流通させる前に、キャリアガスとともに酸化性ガスが反応室４に供給され、触媒
体６をマグネタイトに転化させるようにしている。また、触媒体６によるカーボンナノ構
造物の成長過程においても、原料ガス及び酸化性ガスを反応室４に流通させるようにして
いる。
【０１０１】
　本実施形態に使用する酸化性ガスは０．０５ｐｐｍ～３％の範囲で混入された水分、０
．０１ｐｐｂ～１％の範囲で混入された酸素である。
　重量法によって所定の濃度に充填された酸素ボンベ（図示せず）から酸素はマスフロー
コントローラ（ＭＦＣ）からなる酸素流量制御器１３により所定流量に調節される。酸素
流量制御器１３は原料ガス流入路９に連通する流入路に設けられており、電磁三方弁１４
及び開閉バルブ１１を介して反応室４に酸素が供給される。なお、開閉バルブ１１手前の
キャリアガスの導入路には酸素分析装置２１が設けられており、この酸素分析装置２１に
は酸素ボンベからの酸素も導入され、反応室４に適正濃度の酸素が供給されるように監視
している。
　水分添加装置１５は加熱ヒータを備えた水容器からなり、精製されたＨｅ、Ａｒなどの
キャリアガスをガス流量制御器１６を介して水分添加装置１５の加温水中に導入して、流
量混合法により水分を添加した水分とキャリアガスの混合ガスが電磁三方弁１８及び開閉
バルブ１１を介して反応室４に供給される。キャリアガスは水分添加装置１５の出口側で
もガス流量制御器２０を介して合流し混合される。水分とキャリアガスの混合ガス導入路
に設けられた監視用バイパス路１９に、水分分析装置１７が設けられており、水分分析装
置１７により反応室４に適正濃度の水分が供給されるように監視している。
【０１０２】
　一般に、市販のキャリアガス、原料ガスには製造段階で不純物が含まれている。キャリ
アガスとしては、上述のように、Ｈｅ、ネオン、アルゴン、Ｎ２、ＣＯ２、クリプトン、
キセノンなどの不活性ガスがあげられるが、この中で特に安価で手に入り易い、Ｈｅ、Ａ
ｒが利用できる。例えば、大陽日酸(株)製ヘリウムガス中の微量成分に関して、Ｇ２グレ
ードでは、酸素（＜1ｐｐｍ）と水分（＜２．６ｐｐｍ）などが含有され、Ｇ１グレード
では、酸素（＜０．０５ｐｐｍ）と水分（＜０．５４ｐｐｍ）などが含有されており、こ
の含有不純物を酸化性ガスとして利用することができ、更に脱酸素剤や吸着剤を用いて低
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い濃度レベルに精製して利用することも可能である。なお、通常の一般グレードでも酸素
と水分などが高純度グレードより多く含有されているが、精製すれば利用可能である。脱
酸素剤としては一般的にＰｄ、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｚｒ系、Ｔｉ系の金属、吸着剤としては合成
ゼオライト、アルミナ、シリカゲルなどを用いた精製方法が挙げられる。
【０１０３】
　Ａｒについても、Ｇ２グレードでは酸素（＜０．２ｐｐｍ）と水分（＜０．５４ｐｐｍ
）が含有され、Ｇ１グレードでは、酸素（＜０．１ｐｐｍ）、水分（＜０．５４ｐｐｍ）
が含有され、Ｈｅと同様に更に精製して利用するが可能である。
【０１０４】
　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カ
ーボンナノ構造物の生成に好適な有機ガスが選択できる。有機ガスの中でも余分な物質を
生成しない炭化水素が好適である。特に、アセチレンガスＣ２Ｈ２は安価で容易に手に入
り、かつ３重結合をもつ、カーボンナノ構造物を製造する場合に利用する触媒との反応性
が高いことから、最も低い温度域でカーボンナノ構造物を生成することが可能な原料ガス
として利用できる。
【０１０５】
　ところで、アセチレンは下式１に示すように、カーバイドと水の反応によって製造する
方法が用いられていること、主用途が金属溶断などであることから乾燥工程があるものの
通常の一般的な溶解アセチレンでは、数％程度の水分を含んでいる。酸素に関しても僅か
に含まれている。
ＣaＣ２＋２Ｈ２Ｏ　→　Ｃａ（ＯＨ）２　＋　Ｃ２Ｈ２＋３２kcal/mol　（式１）
【０１０６】
　更にアセチレンの特性から圧力が高いと自己分解をおこし、非常に不安定なガスとなる
ために、市販の一般的な溶解アセチレンでは、容器内部の多孔質物であるマスに、浸潤さ
せた溶剤のアセトンやＤＭＦ（ジメチルホルムアミド）に加圧溶解することで安定させて
安全に取り扱えるようにしている。
【０１０７】
　必然的に、アセチレンを容器内から取り出す時の容器圧力や容器温度によってアセチレ
ンにともなって揮発する溶剤のアセトンやＤＭＦの濃度変化の問題があった。アセトンや
ＤＭＦは、酸化作用を持っており原料ガス中のアセトンやＤＭＦの量が変化するとカーボ
ンナノ構造物の生成において歩留まりが悪かったり、カーボンナノ構造物の長さに再現性
がなかったり、突如できなくなったりする原因となっていた。
【０１０８】
　そこで、本実施形態においては、原料ガスのアセチレンを精製し、酸素、水分および溶
剤であるアセトンやＤＭＦを１ppm以下にして原料ガスとし、必要な酸素および水分や溶
剤などの酸化成分を添加することにより、カーボンナノ構造物生成に対して微量成分の有
効性を確認した。
【０１０９】
　次に、ガス流路切換機構について説明する。電磁三方弁１０は自動バルブ制御器（図示
せず）の作用により遮断状態と供給状態に制御される。即ち、原料ガスの遮断状態では、
原料ガスは排気側に排気され、原料ガスの供給状態では、原料ガスは注入側に供給され、
開閉バルブ１１に至る合流部にて原料ガスはキャリアガスと混合される。
【０１１０】
　電磁三方弁１０を使用すると、既に原料ガスは所定流量に制御されていることから、注
入側に切換えられても原料ガスの初期揺らぎは存在しない。しかも電磁作用により切換え
られるため、その切換えは圧力変動無く瞬時に行われ、原料ガスの緩慢な立ち上がりは無
く、一気に所定流量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、自動バルブ制御器による電磁作用で瞬時に圧力変動なく原料ガスの流
量を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。
【０１１１】
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　このように、電磁三方弁１０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。従って、
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るため、反応室４の内部に圧力揺らぎが発生せず、
触媒体８のガス条件を一定にでき、カーボンナノ構造物８の成長を促進する作用がある。
【０１１２】
　キャリアガスと原料ガスは前記合流部で混合された後、混合流として原料ガス流入路９
先端に設けたガス供給ノズル（図示せず）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２が成長する。
【０１１３】
　本実施形態では、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２が形成されることになる。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
ガスとともにガス排出管路３から排出される。
【０１１４】
　本実施形態に係る製造装置を用いて、例えば、高度に配向したカーボンナノチューブを
成長させる工程を図２１に基づいて説明する。
【０１１５】
＜触媒基板準備及び成膜工程＞
　反応温度による安定性、表面の平滑性、価格並びに再利用の観点から、シリコン基板又
は、特に、図３の（３Ａ）に示すように、シリコン基板Ｓ１表面を十分に酸化させたシリ
コン酸化層Ｓ２を備えたシリコン基板を利用し、カーボンナノ構造物を合成する条件であ
る６００℃～１２００℃程度の温度において触媒である鉄と化合物を形成しない材質であ
ることが重要である。
【０１１６】
　カーボンナノ構造物の合成反応時前の昇温工程において触媒の酸化および粒子化が起こ
る際に、基板と触媒の親和力が重要な鍵となる。触媒が基板との間で化合物を作成したり
、基板との間に強い親和力をもつ場合、良好な粒子化が起こらず、カーボンナノ構造物の
生成確立は極端に落ちることが判明している。
【０１１７】
基板表面の凹凸が数ナノオーダー以下で構成され鉄触媒が粒子化する過程において表面と
の親和力よりも表面張力が勝る場合には、触媒微粒子は球状を保ちながら原料ガスと接触
し、カーボンナノ構造物の形成に有利になると理解される。
【０１１８】
　基板上に鉄触媒を成膜する方法は、Ａｒスパッタ、電子ビーム蒸着法、ディップコーテ
ィング法、スピンコート法など成膜する手段は問わないが、均一にナノメートルオーダー
の厚みの触媒膜が形成できることが重要である。粉体においては、液体中に分散された状
態でナノメートルオーダーであって均一に液相に分散しており、昇温過程で現に酸化鉄の
状態で数nm～数十nmオーダーの触媒微粒子を形成すれば特に制限はない。
【０１１９】
＜昇温工程＞
　触媒を成膜した基板においては、図３の（３Ａ）に示すように、シリコン酸化層Ｓ２上
の触媒層Ｓ３において、昇温時に触媒の酸化と微粒子化が同時に起こる。この時にキャリ
アガスの微量不純物の濃度が触媒の酸化、微粒子化に大きな影響を与える。
　これまで、昇温過程において酸素や空気のような酸素濃度の十分に高い雰囲気で昇温を
行った場合、触媒が強く酸化されすぎるため、通常の反応温度である７００℃では触媒は
十分に粒子化せずにカーボンナノチューブの生成しないことが判明している。
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【０１２０】
　また、数nm厚みの金属状態の触媒は、全く酸素や水分のない状態において、通常の反応
温度である７００℃では高すぎて流動化を開始してしまい、微粒子化においてカーボンナ
ノ構造物を形成するために理想的な触媒径より大きくなってしまうために、カーボンナノ
チューブの生成確率は極端に落ちることが判明している。
【０１２１】
　従って、適度な酸素濃度もしくは水分濃度によって適度な酸化を受けた触媒は図３の（
３Ａ）に示したように、成膜工程にて１nm以下のオーダーの微細な多結晶の粒子Ａは合体
し、数nm～数十nmオーダーの大きな粒子Ｂ、Ｃを形成する。これがいわゆる、微粒子化過
程である。更に、微粒子化過程おいて表面近傍において酸化物を形成している状況が理想
的な条件である。
【０１２２】
＜原料供給開始後の急速な成長工程＞
　原料ガスであるアセチレンガスを供給開始すると、ナノチューブの合成反応は初期の急
速な成長と、アモルファスカーボンを生成しながらの緩慢な成長の２段階の反応による成
長があることが判明している。
【０１２３】
　原料ガスがアセチレンの場合について説明するが、他の原料ガスについても同様のメカ
ニズムになる。
　特に初期の急速な反応は、鉄触媒表面での下記式２及び式３を主体とする反応自体を律
速とする反応である。
　　Ｆｅ２Ｏ３＋Ｃ２Ｈ２　→　２ＦｅＣ＋Ｈ２Ｏ＋ＣＯ２　　　　　　（式２）
　　Ｆｅ３Ｏ４＋Ｃ２Ｈ２　→　ＦｅＯ＋２ＦｅＣ＋Ｈ２Ｏ＋Ｏ２　　　（式３）
【０１２４】
　この初期の急速な反応は、触媒の触媒と基板の適度な親和力、昇温工程における適度な
酸化・微粒子化、触媒量に対する十分な量の原料ガス、原料ガス導入時の揺らぎ抑制の条
件をみたせばＣＮＴ長さ５０μmから１００μm程度のカーボンナノチューブの生成は達成
できる。
　しかし、急速な第１段階の成長については、触媒が保持している酸素量が反応によって
消費されることで停止し、通常は原料ガスから供給される過剰なアモルファスカーボンに
より触媒表面が覆われることで触媒と原料ガスの接触が困難となり、最終的に反応停止に
至る。
【０１２５】
　触媒粒子の保持する酸素が同程度の場合、カーボンナノチューブの長さが、ほぼ同じ長
さになることこから、再現性があると同時に、初期触媒の酸素の保持量によってカーボン
ナノチューブの長さが決まるものと理解できる。
【０１２６】
　次に、長さを制御可能なカーボンナノ構造物を製造するのに不可欠な、アモルファスカ
ーボンを生成しながらの緩慢な成長について説明する。
　緩慢な成長については、下記式４及び式５を主体とする、炭素の表面拡散を律速とする
反応であると理解できる。
　ＦｅＯ＋Ｃ２Ｈ２　→　ＦｅＣ　＋　Ｈ２Ｏ　＋　Ｃ　（式４）
　Ｆｅ＋Ｃ２Ｈ２　→　ＦｅＣ　＋　Ｃ　＋　Ｈ２　　　（式５）
　図３の(３Ｂ)に示すように、アセチレンに接触した触媒粒子Ｄには、炭素と結合した粒
子状の触媒の炭化物（ＦeＣ）表面にカーボンナノチューブの壁を構成する多層レイヤＦ
が形成され、触媒と原料ガスが反応して生成したアモルファスカーボンが多層レイヤＦを
押し出すことによりカーボンナノチューブが形成される。(３Ｂ)の矢印はカーボンの拡散
方向を示す。
【０１２７】
　この時、触媒と基板の親和力が強い場合、触媒粒子は球状とならず両サイドのカーボン
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レイヤは均等な速度で押し出されず、垂直に配向しない原因となる。また、基板と触媒の
親和力が全くないとカーボンレイヤは基板に向かって移動していき、触媒はナノチューブ
の先端に存在してカーボンナノチューブの成長が起こる。
【０１２８】
　適度な親和力の場合、ある程度カーボンレイヤが垂直に伸び、親和力がカーボンの拡散
により押し出される力に反して触媒が浮きあがり、カーボンナノチューブの長さ方向の中
間点に存在する場合もありうる。
【０１２９】
　触媒は、式４、式５の反応により発生するカーボン分をキャリアガス及び／又は原料ガ
ス中に含まれる酸素、水分により触媒表面より燃焼、除去することによりカーボンナノ構
造物の連続的な生成が可能となる。
　成長後の触媒微粒子の透過型電子顕微鏡写真（図示せず）から分かるように、最終的に
は触媒微粒子Ｄは粒子全体が1つの炭化物の結晶となることが判明している。
【０１３０】
＜実施例１＞
　本実施形態に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置による製造例を以下に説明する
。キャリアガスに一般Ｈｅ、原料ガスに一般アセチレンを利用して高配向型カーボンナノ
チューブを製造した例である。この時のＨｅ中の微量成分としての酸素は５０ｐｐｂ、水
分は０．５ｐｐｍ以下、原料ガス中の微量成分としてのＤＭＦは１００ｐｐｍ、水分は２
００ｐｐｍであった。原料ガス濃度は23％、原料ガス添加時間（ＣＶＤ時間）は３０ＳＥ
Ｃであった。この製造条件において、高密度で１００μｍ程度の長い高配向カーボンナノ
チューブが成長する。この実施例１は、図１８に示した触媒成膜工程および昇温工程にお
いて、キャリアガス中の不純物である酸素により酸化を適度に進行させる方式を採用して
いる。その結果、原料ガスを短時間供給するだけで、急速成長条件のみを利用してカーボ
ンナノチューブを成長させることができ、理想的結果を得ることができたものである。
　また、原料ガスの短時間（３０ｓｅｃ）添加を行っていることにより、結果的に1分程
度で原料ガス濃度は減少してくため、過度に原料ガスによる触媒上のカーボン分の堆積が
抑制され、緩慢な成長に入っていって原料濃度がゼロになった時点でカーボンナノチュー
ブの成長が停止したものである。
【０１３１】
　本実施例１により、原料ガスの短時間（３０ｓｅｃ）添加で高さ１００μｍの成長結果
が得られた。図４は、成長したカーボンナノ構造物のＳＥＭ像であり、垂直配向性が高く
高密度性を有したＣＮＴが得られた。このＣＮＴを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。
【０１３２】
　＜表１＞カーボンナノチューブの成長高さと成長速度の比較
　　＜論文＞ 　　　　　　　　　 ＜成長高さ＞　    ＜成長速度＞
　　Chem.Phys.Lett. 362(2002)385.　1.5mm(30min)    ～50μm/min
　　Appl.Phys.Lett.77(2000)830. 　　12μm　　　     ～6μm/min
　　Nature 338(1997)52. 　　　　　　40μm 　　　    3.3μm/min
　　Science 282(1998)1105. 　　　　 50μm 　　　  　  2μm/min
　　実施例１(本発明者等) 　　　　　100μm(30sec)　   200μm/min
【０１３３】
　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。この結果では、触媒表面での原料ガスによる触媒の還元反応が主であるとこ
ろの、図２１で示した急速な成長（第１成長機構）が支配的であり、理想的な条件の場合
、いかに急速な成長の速度が速いかを示す結果である。
【０１３４】
＜実施例２＞
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　実施例２は、本実施形態に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置における酸素導入
の効果を確認するために行った測定例である。原料ガス濃度は２３％
原料ガス添加時の水分濃度＜０．５ｐｐｍ、ＤＭＦ＜１０ｐｐｍで酸素以外の酸化性ガス
の影響が極めて小さい濃度であることを確認してＣＶＤをおこなった。
　図５の（５Ａ）～（５Ｃ）は、鉄触媒を使用し、酸素濃度を、０（含有なし）、０．１
～０．５ｐｐｍ、１ｐｐｍで、ヘリウムキャリアガス中に含有させ、カーボンナノチュー
ブ（ＣＮＴ）の成長を試みた触媒表面のＳＥＭ写真を示す。酸素が含有されていない（５
Ａ）ではＣＮＴの成長はない。０．１～０．５ｐｐｍの酸素含有の（５Ｂ）の場合、鉄触
媒がマグネタイトになり、良質のＣＮＴが成長した。１ｐｐｍと酸素を多くした（５Ｃ）
の場合、鉄触媒の酸化が進みすぎてヘマタイトになり、良質のＣＮＴの成長が得られなか
った。前掲の図１は、実施例２のカーボンナノチューブの成長直前における、触媒表面状
態をＡＦＭにより観察した結果を示す。また、図６～図８は、図１の（１Ａ）～（１Ｃ）
のそれぞれのカーボンナノチューブの成長直前のＸ線回折結果を示しており、上記のマグ
ネタイト、ヘマタイトの存在を確認した。
　実施例２によれば、キャリヤ中に適度な酸素を、例えば数百ｐｐｂ含んだガスを用いる
ことにより、適度な触媒の酸化およびカーボンナノチューブの生成時に原料ガスから余分
に発生するアモルファスカーボンを酸化燃焼する働きにより、触媒と原料ガスの接触を維
持し連続的なＣＮＴの成長を達成できる。
【０１３５】
＜実施例３＞
　実施例３は、本実施形態に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置における、鉄触媒
状態と原料ガス（アセチレン）との反応時間の変化を確認するために行った測定例である
。
　実施例３では、Ｘ線回折装置の中にキャリアガス、原料ガスを導入し、所定の反応温度
にすることで触媒のＸ線回折を確認しながらカーボンナノチューブの合成をおこなった。
図９は鉄触媒状態と原料ガスとの反応時間の変化を示す。実施例３に使用したＸ線回折装
置は、日本電子(株)製回折装置であり、セル内にヒータを設置して、カーボンナノ材料を
合成しながらＸ線回折が観察可能な装置である。このＸ線回折装置による測定から、鉄触
媒、マグネタイト触媒、ヘマタイト触媒のそれぞれにおける原料ガス（アセチレン）との
反応時間変化ａ，ｂ，ｃを比較すると、鉄触媒が最も反応が速く進み、マグネタイト触媒
、ヘマタイト触媒の順で下がっていくことがわかる。
【０１３６】
　図１０は、実施例３で不純物成分の制御により３種類の触媒を用いて合成を行ったカー
ボンナノチューブのＳＥＭ写真を示す。図１１は、不純物成分の制御により最も効率良く
成長したマグネタイト触媒を用いて得られた良質のカーボンナノチューブのＴＥＭ写真を
示す。
【０１３７】
　鉄触媒では、カーボンと触媒の反応速度が速いが、図１にみられるように反応前直前で
の触媒粒子のＡＦＭ観察では、触媒粒子径の肥大化によりカーボンナノチューブの生成確
率が低下している。触媒の酸化状態が適度なマグネタイトにおいて成長速度が高くかつ触
媒表面のＡＦＭ観察では、１０～２０ｎｍ程度の触媒粒子径が観察され、キャリアガス中
と原料ガス中の微量成分の適度な制御により、原料ガスとの反応速度が高くかつ触媒の粒
子化過程でカーボンナノチューブの生成確率が高い条件となっていることを示している。
【０１３８】
　＜実施例４＞
　実施例４は、本実施形態に係るカーボンナノ構造物の高効率合成装置における水分導入
の効果を確認するために行った測定例である。
　ＣＶＤ反応温度は６７０℃、原料ガスの濃度は１３vol％である。キャリアガス、原料
ガス中の酸素の影響を取り除くために、キャリアガスに大陽日酸(株)製超高純度Ｈｅガス
（純度９９，９９９％、酸素　＜０．０５ｐｐｍ以下、水分　＜０．５ｐｐｍ、窒素　＜
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０．１ｐｐｍ、ＣＯ　＜０．０２ｐｐｍ、ＣＯ２　＜０．０２ｐｐｍ、ＣＨ４　＜０．０
１ppm）を用いており、原料ガスにはニチゴー日興(株)製超高純度アセチレン（Ｃ２Ｈ２
：９９．９９９％以上、Ｏ２＜１ｐｐｍ、Ｎ２＜１ｐｐｍ、ＣＯ＜０．０５ｐｐｍ、ＣＯ

２＜０．１ｐｐｍ、ＣＨ４＜０．０５ｐｐｍ）を使用した。反応室４の手前で水分添加を
行い、酸素分析装置２１、水分分析装置１７を用いて酸素濃度、水分濃度を計測した。
【０１３９】
　図１２及び図１３は、実施例４において、キャリアガス、原料ガス中の水分濃度を変化
させた場合のカーボンナノチューブのＳＥＭ写真を示す。図１２及び図１３に示す各ＣＮ
ＴのＳＥＭ写真は反応室(炉)の中心位置と中心から１００ｍｍ後方の位置におけるもので
ある。図１４はこれらの測定結果をＣＮＴ高さと水分濃度との関係にまとめたものである
。最も注目されるのは、キャリアガス、原料ガス中の水分濃度が２００ｐｐｍ付近におい
て成長したナノチューブの高さが極大を示すことである。酸素と異なり触媒に対する酸化
作用が弱い水分においては、水分濃度が２００ｐｐｍより低い場合、昇温工程における触
媒の酸化、粒子化過程において、触媒が十分に酸化されずに成長したＣＮＴの高さが十分
でなかった原因と反応時に原料ガスであるアセチレンから生成するカーボンが触媒の周り
に堆積し、水分濃度の低い場合に十分反応除去できず触媒が活性を失ったものである。
【０１４０】
　一方、水分濃度５００ｐｐｍ程度の場合は、昇温工程における触媒の酸化、粒子化過程
において、触媒が十分に酸化されすぎた部分と、水分の量が多すぎたために原料ガスから
発生するカーボン供給を妨げたことによるものである。
【０１４１】
　更に、注目すべきは酸素、水分が全くない条件ではカーボンナノチューブは全く生成し
なかった。これは、触媒の昇温工程における酸化、粒子化における触媒の適度な酸化の確
率の低下と原料ガス投入時の微量成分により酸化作用がないことによる、触媒の早い段階
での失活によるものである。
【０１４２】
＜実施例５＞
　実施例５は、ＣＶＤ成長温度を７００℃で行ったもので、他の条件は実施例４と同様で
ある。図１５はＣＮＴ高さと水分濃度の関係である。ＣＮＴ高さは水分濃度が約３００ｐ
ｐｍでピークを示している。実施例４に比べて反応温度が高いことにより、拡散律速であ
る緩慢な成長段階における触媒表面の炭素の拡散速度が温度の影響で大きくなり、高いＣ
ＮＴの成長が観察された。また、拡散速度が大きいことにより式３、４に示された原料ガ
スと触媒の反応速度は拡散速度に応じて増大し、触媒上に堆積するカーボンの量は増加す
る。余分なカーボン分を燃焼させるための酸化性ガスである水分濃度は、実施例４に比べ
て１００ｐｐｍ多い３００ｐｐｍの条件が最も長いＣＮＴが成長する条件になることが判
明した。
【０１４３】
＜実施例６＞
　実施例６は、実施例４と同様のキャリアガス及び原料ガスを用いて、ＣＶＤ反応温度６
７０℃、原料ガスの濃度が3.8vol％、１０分間ＣＶＤ反応させた測定例である。実施例６
おける触媒仕様は、シリコン基板表面に形成した１０００Åの酸化シリコン層上に４ｎｍ
のＦｅ層を成膜したものを使用した。キャリアガス及び原料ガス流量はそれぞれ２５０、
１０ＳＣＣＭであった。
【０１４４】
　図１６は、実施例６において、キャリアガス、原料ガス中の水分濃度２００ｐｐｍの場
合に、原料ガス濃度を低下させた条件のＣＮＴのＳＥＭ写真を示す。昇温過程における酸
素濃度は５０～７０ppbであった。実施例４よりも原料投入時の原料ガス濃度を低濃度に
してカーボン堆積速度を減少させることにより、従来よりも長いカーボンナノチューブの
成長が得られることを確認した。
【０１４５】
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　次に、上記実施例６と同様の成長条件、つまりＣＶＤ反応温度700℃、原料ガスの濃度
を3.8vol％として、上記実施例６に対して、反応時間を半分（５分間）にしてＣＶＤ反応
させた測定例を示す。図１７は、反応時間半分における成長ＣＮＴのＳＥＭ写真を示す。
【０１４６】
　反応時間を半分にすると、ＣＮＴの高さが半分となった。これは、反応時間が短い間は
（カーボンナノチューブの高さが７０μｍ程度までは）、触媒が保持している酸素を原料
ガスであるアセチレンによる還元反応が中心となる急速な成長(第１成長機構)が支配的で
あることを裏づけている。従って、適度な酸素、水分の存在下でかつ更に長い反応時間に
より良質のカーボンナノチューブの生成が可能となる。
【０１４７】
　７０μm以上の高さに持続的に成長するためには、原料中に含まれる微量な成分である
酸素、水分もしくは、原料ガスがアセチレンに限定された場合は溶剤であるＤＭＦやアセ
トンの適度な量の存在により、触媒上に堆積するカーボン分を適宜燃焼除去できる微量成
分ガスの存在が必要であることを示している。
【０１４８】
＜実施例７＞
　実施例７は、カーボンナノチューブの成長途中でアセチレン濃度を複数段階可変にした
場合の測定例である。図１８は、アセチレン濃度を３段階可変にする場合のアセチレン濃
度―反応時間関係図である。最初に3.8vol%、２分目から2.9 vol%、６分目に1.9 vol%に
濃度変更して全体で１０分間だけＣＮＴを成長させた。この時のキャリャガス中の酸素濃
度は５０ｐｐｂ、水分濃度＜０．５ｐｐｍであり原料ガス添加時の酸素濃度は５０ｐｐｂ
、水分濃度＜０．５ｐｐｍであった。他の条件は実施例６と同様である。図１９は成長し
たＣＮＴのＳＥＭ像である。ＣＶＤ途中で原料ガス濃度を低下させることで初期急激な成
長における原料ガス供給量を満たし、かつ緩慢な成長における触媒上におけるカーボン分
の堆積を抑えることで、連続的に成長するカーボンナノチューブのを実現できることがわ
かる。
【０１４９】
＜実施例８＞
　酸化性ガスを用いたカーボンナノコイルの合成実験を行った。触媒は、ガラス基板上の
ＩＴＯ薄膜（膜厚１００ｎｍ）に鉄薄膜を２０ｎｍだけ蒸着したＦｅ・Ｉｎ・Ｓｎ触媒を
用いた。原料ガスは３０ＳＣＣＭのＣ２Ｈ２、キャリアガスは１６５ＳＣＣＭのＨｅで、
前記触媒を７００℃に加熱された反応室に配置し、前記原料ガスとキャリアガスを反応室
に３０分間流通させた。このガス流通に際して、酸化性ガスである水分濃度が５５０～６
５０ｐｐｍではコイル収率は８５％以上であったが、水分濃度が０．０１ｐｐｍ以下では
コイル収率は２０％以下になった。コイル収率は、基板上のＳＥＭ写真のカーボンナノコ
イル本数を計測する方法により、定量的に把握することを行った。酸化性ガスを添加する
ことによりカーボンナノコイルの連続的な成長を促進し、収率が増大した。従って、酸化
性ガスを流通させると、コイル収率が増大することが分かった。
【０１５０】
＜実施例９＞
　最後に、生成されたカーボンナノチューブを高温状態に長時間保持した場合に、カーボ
ンナノチューブの形態がどのように変化するかを検討した。まず、原料ガス濃度を２３ｖ
ｏｌ％に調整して、７００℃でカーボンナノチューブをＣＶＤ成長させた。成長したカー
ボンナノチューブを、７００℃で１０分間保持した場合と、７００℃で７２０分間保持し
た場合を比較した。図２０の（２０Ａ）は、１０分間保持した場合のＳＥＭ像であり、カ
ーボンナノチューブが形態的に保持されていることが分かる。他方、（２０Ｂ）は、７２
０分間保持した場合のＳＥＭ像であり、酸化が極度に進行して最適な粒子化が達成されず
、カーボンナノチューブがうまく生成されなかったことが分かる。従って、カーボンナノ
チューブの形態形成には、高温状態の保持時間は数十分から２時間位が適当であり、成長
後に反応室温度を低下させることが好ましい。　
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【０１５１】
　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】
【０１５２】
　本発明によれば、キャリアガス中の微量成分である酸素、水分等の酸化性ガスの供給量
を触媒量に対して適切に設定することにより、昇温過程における鉄触媒の適度な酸化と微
粒子化を促し、更に成長過程においても同様に酸化性ガスの適切な供給により、高密度か
つ高効率に良質のカーボンナノ構造物を製造することが可能となるカーボンナノ構造物の
製造方法及びそれを用いた製造装置を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１５３】
【図１】鉄元素からなる触媒、マグネタイト及びヘマタイトのＡＦＭ像である。
【図２】本実施形態に係るカーボンナノ構造物高効率合成装置の概略構成図である。
【図３】触媒成膜基板における触媒層の触媒の酸化と微粒子化を模式的に示す図である。
【図４】実施例１において、成長したカーボンナノ構造物のＳＥＭ像である。
【図５】（５Ａ）～（５Ｃ）は、鉄触媒を使用し、酸素濃度を、０（含有なし）、０．１
～０．５ｐｐｍ、１ｐｐｍで、ヘリウムキャリアガス中に含有させ、カーボンナノチュー
ブ（ＣＮＴ）の成長を試みた触媒表面のＳＥＭ写真を示す。
【図６】図１の（１Ａ）のカーボンナノチューブの成長直前のＸ線回折結果を示す図であ
る。
【図７】図１の（１Ｂ）のカーボンナノチューブの成長直前のＸ線回折結果を示す図であ
る。
【図８】図１の（１Ｃ）のカーボンナノチューブの成長直前のＸ線回折結果を示す図であ
る。
【図９】実施例３における、鉄触媒状態と原料ガスとの反応時間の変化を示す図である。
【図１０】実施例３におけるカーボンナノチューブのＳＥＭ写真である。
【図１１】実施例３におけるマグネタイト触媒を用いて得られたカーボンナノチューブの
ＴＥＭ写真である。
【図１２】実施例４において、キャリアガス、原料ガス中の水分濃度を変化させた場合の
カーボンナノチューブのＳＥＭ写真である。
【図１３】実施例４において、キャリアガス、原料ガス中の水分濃度を変化させた場合の
カーボンナノチューブのＳＥＭ写真である。
【図１４】実施例４における、ＣＮＴ高さと水分濃度との関係を示す図である。
【図１５】実施例５における、ＣＮＴ高さと水分濃度との関係を示す図である。
【図１６】実施例５において得られた２つのＣＮＴのＳＥＭ写真である。
【図１７】実施例６において得られたＣＮＴのＳＥＭ写真である。
【図１８】実施例７において、アセチレン濃度を３段階可変にする場合のアセチレン濃度
―反応時間関係図である。
【図１９】実施例７において、成長したＣＮＴのＳＥＭ像である。
【図２０】実施例９において、（２０Ａ）は７００℃に１０分間保持した場合のＣＮＴの
ＳＥＭ像であり、（２０Ｂ）は７００℃に７２０分間保持した場合のＳＥＭ像である。
【図２１】従来のカーボンナノ構造物合成装置の概略構成図である。
【図２２】カーボンナノ構造物のＣＶＤ成長プロセスの工程図である。
【図２３】急速な成長と緩慢な成長についての測定例における、原料ガスの添加開始以降
の反応時間とＣＮＴの成長長さとの関係を示す図である。
【図２４】（２４Ｃ）と（２４Ｄ）は、ＣＶＤ反応時間２分と３０分のＣＮＴのラマンス
ペクトルとＳＥＭ写真を示し、（２４Ａ）と（２４Ｂ）は、それぞれＣＶＤ反応時間２分
と３０分のＣＮＴのラマンシフトに対する強度（ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ：単位ａ．ｕ．）を
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【符号の説明】
【０１５４】
　　１　　　反応ヒータ
　　２　　　カーボンナノ構造物
　　３　　　ガス排出管路
　　４　　　反応室
　　５　　　開閉バルブ
　　６　　　触媒体
　　７　　　開閉バルブ
　　８　　　原料ガス流量制御器
　　９　　　原料ガス流入路
　　１０　　電磁三方弁
　　１１　　開閉バルブ
　　１２　　電磁三方弁
　　１３　　酸素流量制御器
　　１４　　電磁三方弁
　　１５　　水分添加装置
　　１６　　ガス流量制御器
　　１７　　水分分析装置
　　１８　　電磁三方弁
　　１９　　監視用バイパス路
　　２０　　ガス流量制御器
　　２１　　酸素分析装置
　　２２　　酸素流量制御器
　　２３　　酸素流量制御器
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