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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１～２００μｍの大きさのシリカ担体に１
～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大
きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された流動触媒、又は１００～２００μｍの大
きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子から選択される１種又は２種以上の流動媒
体を併用する前記流動触媒に、メタン換算でＳＶ値４０，０００～８０，０００ＮＬ／ｋ
ｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン換算して５～２５体積
％の比率の酸素とを供給して流動層を形成し、５００～１０００℃の温度、１０気圧以下
の圧力で、前記低級炭化水素と前記酸素との自己燃焼を伴う前記低級炭化水素の分解反応
によって、ナノ炭素と水素とを生成し、前記分解反応における排ガスに含まれる二酸化炭
素が１０体積％以下とすることを特徴とするナノ炭素の製造方法。
【請求項２】
　１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１～２００μｍの大きさのシリカ担体に１
～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大
きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された流動触媒、又は１００～２００μｍの大
きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子から選択される１種又は２種以上の流動媒
体を併用する前記流動触媒に、メタン換算でＳＶ値４０，０００～８０，０００ＮＬ／ｋ
ｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン換算して５～２５体積
％の比率の酸素とを供給して流動層を形成し、５００～１０００℃の温度、１０気圧以下
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の圧力で、前記低級炭化水素と前記酸素との自己燃焼を伴う前記低級炭化水素の分解反応
によって、ナノ炭素と水素とを生成し、前記分解反応における排ガスに含まれる二酸化炭
素が１０体積％以下とし、
　前記分解反応を前段として、前記分解反応における排ガスと、前段で供給された酸素よ
りも低濃度の酸素とを、後段の流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給して流
動層を形成し、前記排ガスと前記酸素との自己燃焼を伴って前記排ガスに含まれる未反応
の前記低級炭化水素を分解し、ナノ炭素と水素とをさらに生成することを特徴とするナノ
炭素の製造方法。
【請求項３】
　前記分解反応における排ガスに含まれる二酸化炭素が１０体積％以下であり、水が２０
体積％以下であることを特徴とする請求項１又は２に記載のナノ炭素の製造方法。
【請求項４】
　前記分解反応における排ガスに含まれる未反応の前記低級炭化水素を還流させて前記分
解反応に供することを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のナノ炭素の製造方法。
【請求項５】
　前記分解反応によって生成されるナノ炭素が、直径１～５００ｎｍ、長さ１００μｍ以
下であることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載のナノ炭素の製造方法。
【請求項６】
　１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１～２００μｍの大きさのシリカ担体に１
～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大
きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された流動触媒、又は１００～２００μｍの大
きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子から選択される１種又は２種以上の流動媒
体を併用する前記流動触媒が収容され、低級炭化水素と酸素とが供給されて、５００～１
０００℃の反応温度、１０気圧以下の圧力で自己燃焼可能で二酸化炭素が１０体積％以下
の排ガスを排出する流動層反応器と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内にメタン換算でＳＶ値４０，０００～
８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン
換算して５～２５体積％の比率の酸素とを供給するガス供給部と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内の排ガスを外部に排出する排ガス路と
、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流動媒体を
併用する流動触媒を補給する補給部と、を有し、
　前記流動層反応器の後段に、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒が収容され、
前記流動層反応器の排ガスと、酸素とが供給されて自己燃焼可能な第２流動層反応器を有
し、
　該第２流動層反応器に接続され、該第２流動層反応器内に前記排ガスと酸素とを供給す
る第２ガス供給部と、
　前記第２流動層反応器に接続され、該第２流動層反応器内の排ガスを外部に排出する第
２排ガス路と、
　前記第２流動層反応器に接続され、該第２流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流
動媒体を併用する流動触媒を補給する第２補給部と、を有することを特徴とするナノ炭素
の製造装置。
【請求項７】
　１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１～２００μｍの大きさのシリカ担体に１
～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大
きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された流動触媒、又は１００～２００μｍの大
きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子から選択される１種又は２種以上の流動媒
体を併用する前記流動触媒が収容され、低級炭化水素と酸素とが供給されて、５００～１
０００℃の反応温度、１０気圧以下の圧力で自己燃焼可能で二酸化炭素が１０体積％以下
の排ガスを排出する流動層反応器と、
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　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内にメタン換算でＳＶ値４０，０００～
８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン
換算して５～２５体積％の比率の酸素とを供給するガス供給部と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内の排ガスを外部に排出する排ガス路と
、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流動媒体を
併用する流動触媒を補給する補給部と、を有し、
　前記流動層反応器に収容される流動触媒、流動媒体、分解反応に供されてナノ炭素を含
む触媒、分解反応に供されてナノ炭素を含む触媒に少なくともナノ炭素を除去する前処理
を施した触媒のいずれか又は２以上の混合物を搬送するスクリューフィーダーを備えるこ
とを特徴とするナノ炭素の製造装置。
【請求項８】
　前記流動層反応器に収容される流動触媒、流動媒体、分解反応に供されてナノ炭素を含
む触媒、分解反応に供されてナノ炭素を含む触媒に少なくともナノ炭素を除去する前処理
を施した触媒のいずれか又は２以上の混合物を搬送するスクリューフィーダーを備えるこ
とを特徴とする請求項６に記載のナノ炭素の製造装置。
【請求項９】
　１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１～２００μｍの大きさのシリカ担体に１
～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大
きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された流動触媒、又は１００～２００μｍの大
きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子から選択される１種又は２種以上の流動媒
体を併用する前記流動触媒が収容され、低級炭化水素と酸素とが供給されて、５００～１
０００℃の反応温度、１０気圧以下の圧力で自己燃焼可能で二酸化炭素が１０体積％以下
の排ガスを排出する流動層反応器と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内にメタン換算でＳＶ値４０，０００～
８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン
換算して５～２５体積％の比率の酸素とを供給するガス供給部と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内の排ガスを外部に排出する排ガス路と
、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流動媒体を
併用する流動触媒を補給する補給部と、を有し、
　前記流動層反応器と、前記流動触媒を搬送しつつ前記分解反応を行わせるスクリューフ
ィーダー移動反応床とを備えることを特徴とするナノ炭素の製造装置。
【請求項１０】
　前記流動層反応器と、前記流動触媒を搬送しつつ前記分解反応を行わせるスクリューフ
ィーダー移動反応床とを備えることを特徴とする請求項６～８のいずれかに記載のナノ炭
素の製造装置。
【請求項１１】
　前記流動層反応器から排出される前記排ガスに含まれる未反応の前記低級炭化水素を還
流させて前記分解反応に供するガス還流路を有することを特徴とする請求項６～１０のい
ずれかに記載のナノ炭素の製造装置。
【請求項１２】
　１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１～２００μｍの大きさのシリカ担体に１
～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大
きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された流動触媒、又は１００～２００μｍの大
きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子から選択される１種又は２種以上の流動媒
体を併用する前記流動触媒が収容され、低級炭化水素と酸素とが供給されて、５００～１
０００℃の反応温度、１０気圧以下の圧力で自己燃焼可能で二酸化炭素が１０体積％以下
の排ガスを排出する流動層反応器と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内にメタン換算でＳＶ値４０，０００～
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８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン
換算して５～２５体積％の比率の酸素とを供給するガス供給部と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内の排ガスを外部に排出する排ガス路と
、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流動媒体を
併用する流動触媒を補給する補給部と、を有し、
　前記流動層反応器から排出される前記排ガスに含まれる未反応の前記低級炭化水素を還
流させて前記分解反応に供するガス還流路を有し、
前記排ガスから前記水素を分離する水素分離部を有し、前記ガス還流路が、前記水素分離
部の、水素を分離した排ガス排出側に接続されていることを特徴とするナノ炭素の製造装
置。
【請求項１３】
　前記排ガスから前記水素を分離する水素分離部を有し、前記ガス還流路が、前記水素分
離部の、水素を分離した排ガス排出側に接続されていることを特徴とする請求項１１記載
のナノ炭素の製造装置。
【請求項１４】
　前記水素分離部の、水素を分離した排ガス排出側の下流に、二酸化炭素を分離する二酸
化炭素分離部が設けられており、前記ガス還流路が、前記二酸化炭素分離部の、二酸化炭
素を分離した排ガス排出側に接続されていることを特徴とする請求項１２または１３に記
載のナノ炭素の製造装置。
【請求項１５】
　前記二酸化炭素分離部の、二酸化炭素を分離した排ガス排出側の下流に、水を分離する
水分離部が設けられており、前記ガス還流路が、前記水分離部の、水を分離した排ガス排
出側に接続されていることを特徴とする請求項１４記載のナノ炭素の製造装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒を用いて低級炭化水素を分解
することにより、ナノ炭素と水素とを生成するナノ炭素の製造方法及び製造装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
　カーボンナノファイバー、カーボンナノチューブ、オニオン状炭素等のナノ炭素は、高
い導電性、優れた電磁波吸収特性等の機能性を有し、種々の分野への応用が期待されてい
る。
　従来、低級炭化水素を原料としてナノ炭素を製造する方法としては、例えば、アーク放
電法、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition；化学気相成長）法、流動層反応器を使用し
た方法等による製造方法が知られている。アーク放電法による製造方法は例えば特許文献
１に、ＣＶＤ法による製造方法は例えば特許文献２及び３に、流動層反応器を使用した製
造方法は例えば特許文献４にそれぞれ開示されている。
【０００３】
　図７は、特許文献１に開示されたアーク放電法によるカーボンナノチューブの製造装置
を示す概略図である。図示するように、反応容器（真空チャンバー）１００には、上部フ
ランジ１０１、下部フランジ１０２、前部フランジ１０３、及び後部フランジ１０４が取
り付けられている。反応容器１００の内部には、炭素電極である棒状の陰極１０５と、炭
素及び非磁性遷移金属を含有する棒状のカーボンナノチューブ製造用電極（陽極）１０６
とが対向するように配置されている。陽極１０６は、進退機構１０７により陰極１０５か
らの離間量が一定に保たれるようになっている。陰極１０５は陰極端子１０８に接続され
、陽極１０６は陽極端子１０９に接続されている。これらの陰極端子１０８、陽極端子１
０９は、直流電源（不図示）に接続されている。
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【０００４】
　上記図７に示すアーク放電法による製造装置では、ヘリウムガスで置換された反応容器
１００内において、陽極１０６と陰極１０５との間にアーク放電を発生させる。これによ
り、陽極１０６の先端が蒸発し、炭素蒸気と非磁性遷移金属との噴霧状微粒子が発生する
。こうして発生した噴霧状微粒子が凝集して析出、堆積することにより、陰極１０５の付
け根付近の外周面等に、単層カーボンナノチューブが堆積する。
【０００５】
　また、図８は、特許文献２に開示されたＣＶＤ法によるカーボンナノチューブの合成装
置（水平電気炉）を示す概略図である。図示するように、反応管２００の周辺には、反応
管２００内を加熱するための電熱ヒータ２０１が配置されている。反応管２００内には、
主触媒として鉄塩を含む基板２０２と、副触媒としてモリブデン酸塩を含む基板２０３と
が配置されている。
【０００６】
　上記図８に示すＣＶＤ法による製造装置では、反応管２００内を所定の温度に加熱した
後、反応管２００内にメタンガス等の炭素源をアルゴンガス等の不活性ガスとともに流し
、所要温度で反応させることにより、カーボンナノチューブを気相成長させる。
【０００７】
　また、図９は、特許文献４に開示された流動層反応器を使用した繊維状ナノ炭素の製造
装置を示す概略図である。図示するように、繊維状ナノ炭素の製造装置は、内部を加熱す
る加熱手段３００を備えた流動層反応器３０１と、流動層反応器３０１内に還元ガス３０
２を供給する第１のガス供給手段３０３と、流動層反応器３０１内に炭素原料３０４をガ
ス状態で供給する炭素原料供給手段３０５と、流動層反応器３０１内に炭素を含有しない
不活性ガス３０６を供給する第２のガス供給手段３０７と、流動層反応器３０１からガス
Ｇ及び得られた繊維状ナノ炭素を含む飛散粒子３０８を排出する排出ライン３０９とを具
備している。流動層反応器３０１は、流動層を形成する流動層部３０１Ａと、流動層部３
０１Ａの上部に連通状態としたフリーボード部３０１Ｂとから形成されている。また、流
動層反応器３０１内には、触媒が担持された担体をバインダーを介して結合してなる触媒
兼用流動材３１０が充填されている。また、排出ライン３０９には、粒子を回収する粒子
回収手段３１１が介装されている。
【０００８】
　上記図９に示す製造装置では、第１のガス供給手段３０３により、流動層反応器３０１
内に還元性ガス３０２を供給して触媒の形態を金属とする。続いて、炭素原料供給手段３
０５により、流動層反応器３０１内に炭素原料３０４をガス状態で供給し、所定の反応温
度にて触媒に繊維状ナノ炭素を成長させる。その後、加熱手段３００により、流動層反応
器３０１内を反応温度よりも高温とすることで、触媒兼用流動材３１０を形成していたバ
インダーを熱分解等により微細化し、流動材としての機能を消失させる。流動機能が消失
したものは、担体の凝集体又はこれらの結合体となり、微細化され、流動層反応器３０１
のフリーボード部３０１ＢからガスＧとともに、飛散粒子３０８として排出ライン３０９
から外部へ排出される。排出された飛散粒子３０８は、粒子回収手段３１１により回収さ
れる。こうして回収された飛散粒子３０８から繊維状ナノ炭素が分離される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０００－９５５０９号公報
【特許文献２】特開２００５－３４３７２６号公報
【特許文献３】特開２０１０－１８４９８号公報
【特許文献４】特開２００３－３４２８４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
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　しかしながら、上記従来のナノ炭素の製造方法には、ナノ炭素を製造するために電力や
熱等のエネルギーを大量に必要とするという問題がある。すなわち、アーク放電法による
製造方法では、電極間にアーク放電を発生させるために大電力が必要となる。また、ＣＶ
Ｄ法による製造方法や流動層反応器を使用する製造方法では、ナノ炭素が生成する反応管
や流動層反応器の内部を所定の反応温度に昇温するために、外部から多量の熱を供給する
必要がある。熱供給のために燃料を使用する場合、燃料の燃焼によって二酸化炭素が大量
に発生し、燃焼上好ましくない。
【００１１】
　さらに、従来のナノ炭素の製造方法では、大量のエネルギーを必要とするのみならず、
ナノ炭素を量産することも困難であるため、製造されるナノ炭素は高価である。このため
、従来の製造方法により製造されるナノ炭素では製品化が困難であるという問題がある。
【００１２】
　ところで、低級炭化水素の接触熱分解によりナノ炭素を製造する際には、目的物である
ナノ炭素が得られるだけでなく、無定形炭素が触媒上に析出することがある。無定形炭素
が触媒上に析出すると、触媒の活性が低下し、その結果、ナノ炭素の生成効率が低下する
。このような無定形炭素は、気相における低級炭化水素の非接触熱分解反応若しくはラジ
カル反応、又は低級炭化水素と触媒との接触表面における副反応により析出すると考えら
れている。
　従来の接触熱分解によるナノ炭素の製造方法では、上記無定形炭素の析出を十分に抑制
することが困難であるため、ナノ炭素の生成効率が低下し、また、製造装置の信頼性及び
耐久性が低下するという問題がある。
【００１３】
　本発明は、上記事情を背景としてなされたものであり、製造に必要なエネルギーを低く
抑えつつ、ナノ炭素を量産することができ、また二酸化炭素の発生量を抑えることができ
るナノ炭素の製造方法及び製造装置を提供することを目的とする。
　また、本発明は、低級炭化水素の接触熱分解に際して触媒の活性を低下させる無定形炭
素の析出を抑制し、効率よくナノ炭素を量産することができ、また二酸化炭素の発生量を
抑えることができるナノ炭素の製造方法及び製造装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　すなわち、本発明のナノ炭素の製造方法のうち、第１の本発明のナノ炭素の製造方法は
、１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１～２００μｍの大きさのシリカ担体に１
～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大
きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された流動触媒、又は１００～２００μｍの大
きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子から選択される１種又は２種以上の流動媒
体を併用する前記流動触媒に、メタン換算でＳＶ値４０，０００～８０，０００ＮＬ／ｋ
ｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン換算して５～２５体積
％の比率の酸素とを供給して流動層を形成し、５００～１０００℃の温度、１０気圧以下
の圧力で、前記低級炭化水素と前記酸素との自己燃焼を伴う前記低級炭化水素の分解反応
によって、ナノ炭素と水素とを生成し、前記分解反応における排ガスに含まれる二酸化炭
素が１０体積％以下とすることを特徴とする。
【００１５】
　第２の本発明のナノ炭素の製造方法は、１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１
～２００μｍの大きさのシリカ担体に１～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの
大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された
流動触媒、又は１００～２００μｍの大きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子か
ら選択される１種又は２種以上の流動媒体を併用する前記流動触媒に、メタン換算でＳＶ
値４０，０００～８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級
炭化水素をメタン換算して５～２５体積％の比率の酸素とを供給して流動層を形成し、５
００～１０００℃の温度、１０気圧以下の圧力で、前記低級炭化水素と前記酸素との自己
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燃焼を伴う前記低級炭化水素の分解反応によって、ナノ炭素と水素とを生成し、前記分解
反応における排ガスに含まれる二酸化炭素が１０体積％以下とし、
　前記分解反応を前段として、前記分解反応における排ガスと、前段で供給された酸素よ
りも低濃度の酸素とを、後段の流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給して流
動層を形成し、前記排ガスと前記酸素との自己燃焼を伴って前記排ガスに含まれる未反応
の前記低級炭化水素を分解し、ナノ炭素と水素とをさらに生成することを特徴とする。
【００１６】
　第３の本発明のナノ炭素の製造方法は、前記第１又は第２の本発明において、前記分解
反応における排ガスに含まれる二酸化炭素が１０体積％以下であり、水が２０体積％以下
であることを特徴とする。
【００２２】
　第４の本発明のナノ炭素の製造方法は、前記第１～第３の本発明のいずれかにおいて、
前記分解反応における排ガスに含まれる未反応の前記低級炭化水素を還流させて前記分解
反応に供することを特徴とする。
【００２４】
　第５の本発明のナノ炭素の製造方法は、前記第１～第４の本発明のいずれかにおいて、
前記分解反応によって生成されるナノ炭素が、直径１～５００ｎｍ、長さ１００μｍ以下
であることを特徴とする。
【００２５】
　第６の本発明のナノ炭素の製造装置は、１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１
～２００μｍの大きさのシリカ担体に１～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの
大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された
流動触媒、又は１００～２００μｍの大きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子か
ら選択される１種又は２種以上の流動媒体を併用する前記流動触媒が収容され、低級炭化
水素と酸素とが供給されて、５００～１０００℃の反応温度、１０気圧以下の圧力で自己
燃焼可能で二酸化炭素が１０体積％以下の排ガスを排出する流動層反応器と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内にメタン換算でＳＶ値４０，０００～
８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン
換算して５～２５体積％の比率の酸素とを供給するガス供給部と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内の排ガスを外部に排出する排ガス路と
、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流動媒体を
併用する流動触媒を補給する補給部と、を有し、
　前記流動層反応器の後段に、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒が収容され、
前記流動層反応器の排ガスと、酸素とが供給されて自己燃焼可能な第２流動層反応器を有
し、
　該第２流動層反応器に接続され、該第２流動層反応器内に前記排ガスと酸素とを供給す
る第２ガス供給部と、
　前記第２流動層反応器に接続され、該第２流動層反応器内の排ガスを外部に排出する第
２排ガス路と、
　前記第２流動層反応器に接続され、該第２流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流
動媒体を併用する流動触媒を補給する第２補給部と、を有することを特徴とする。
　第７の本発明のナノ炭素の製造装置は、１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１
～２００μｍの大きさのシリカ担体に１～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの
大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された
流動触媒、又は１００～２００μｍの大きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子か
ら選択される１種又は２種以上の流動媒体を併用する前記流動触媒が収容され、低級炭化
水素と酸素とが供給されて、５００～１０００℃の反応温度、１０気圧以下の圧力で自己
燃焼可能で二酸化炭素が１０体積％以下の排ガスを排出する流動層反応器と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内にメタン換算でＳＶ値４０，０００～
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８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン
換算して５～２５体積％の比率の酸素とを供給するガス供給部と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内の排ガスを外部に排出する排ガス路と
、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流動媒体を
併用する流動触媒を補給する補給部と、を有し、
　前記流動層反応器に収容される流動触媒、流動媒体、分解反応に供されてナノ炭素を含
む触媒、分解反応に供されてナノ炭素を含む触媒に少なくともナノ炭素を除去する前処理
を施した触媒のいずれか又は２以上の混合物を搬送するスクリューフィーダーを備えるこ
とを特徴とする。
　第８の本発明のナノ炭素の製造装置は、前記第６の本発明において、前記流動層反応器
に収容される流動触媒、流動媒体、分解反応に供されてナノ炭素を含む触媒、分解反応に
供されてナノ炭素を含む触媒に少なくともナノ炭素を除去する前処理を施した触媒のいず
れか又は２以上の混合物を搬送するスクリューフィーダーを備えることを特徴とする。
　第９の本発明のナノ炭素の製造装置は、１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が１
～２００μｍの大きさのシリカ担体に１～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍの
大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持された
流動触媒、又は１００～２００μｍの大きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子か
ら選択される１種又は２種以上の流動媒体を併用する前記流動触媒が収容され、低級炭化
水素と酸素とが供給されて、５００～１０００℃の反応温度、１０気圧以下の圧力で自己
燃焼可能で二酸化炭素が１０体積％以下の排ガスを排出する流動層反応器と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内にメタン換算でＳＶ値４０，０００～
８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン
換算して５～２５体積％の比率の酸素とを供給するガス供給部と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内の排ガスを外部に排出する排ガス路と
、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流動媒体を
併用する流動触媒を補給する補給部と、を有し、
　前記流動層反応器と、前記流動触媒を搬送しつつ前記分解反応を行わせるスクリューフ
ィーダー移動反応床とを備えることを特徴とする。
　第１０の本発明のナノ炭素の製造装置は、前記第６～第８の本発明のいずれかにおいて
、前記流動層反応器と、前記流動触媒を搬送しつつ前記分解反応を行わせるスクリューフ
ィーダー移動反応床とを備えることを特徴とする。
【００２６】
　第１１の本発明のナノ炭素の製造装置は、前記第６～第１０の本発明のいずれかにおい
て、前記流動層反応器から排出される前記排ガスに含まれる未反応の前記低級炭化水素を
還流させて前記分解反応に供するガス還流路を有することを特徴とする。
　第１２の本発明のナノ炭素の製造装置は、１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が
１～２００μｍの大きさのシリカ担体に１～５０質量％担持され、または１～５００ｎｍ
の大きさの鉄微粒子が１～２００μｍの大きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持され
た流動触媒、又は１００～２００μｍの大きさの砂粒子、シリカ粒子およびアルミナ粒子
から選択される１種又は２種以上の流動媒体を併用する前記流動触媒が収容され、低級炭
化水素と酸素とが供給されて、５００～１０００℃の反応温度、１０気圧以下の圧力で自
己燃焼可能で二酸化炭素が１０体積％以下の排ガスを排出する流動層反応器と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内にメタン換算でＳＶ値４０，０００～
８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈの低級炭化水素と前記低級炭化水素をメタン
換算して５～２５体積％の比率の酸素とを供給するガス供給部と、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内の排ガスを外部に排出する排ガス路と
、
　前記流動層反応器に接続され、該流動層反応器内に前記流動触媒、又は前記流動媒体を
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併用する流動触媒を補給する補給部と、を有し、
　前記流動層反応器から排出される前記排ガスに含まれる未反応の前記低級炭化水素を還
流させて前記分解反応に供するガス還流路を有し、
前記排ガスから前記水素を分離する水素分離部を有し、前記ガス還流路が、前記水素分離
部の、水素を分離した排ガス排出側に接続されていることを特徴とする。
【００２７】
　第１３の本発明のナノ炭素の製造装置は、前記第１１の本発明において、前記排ガスか
ら前記水素を分離する水素分離部を有し、前記ガス還流路が、前記水素分離部の、水素を
分離した排ガス排出側に接続されていることを特徴とする。
【００２８】
　第１４の本発明のナノ炭素の製造装置は、前記第１２または第１３の本発明において、
前記水素分離部の、水素を分離した排ガス排出側の下流に、二酸化炭素を分離する二酸化
炭素分離部が設けられており、前記ガス還流路が、前記二酸化炭素分離部の、二酸化炭素
を分離した排ガス排出側に接続されていることを特徴とする。
【００２９】
　第１５の本発明のナノ炭素の製造装置は、前記第１４の本発明において、前記二酸化炭
素分離部の、二酸化炭素を分離した排ガス排出側の下流に、水を分離する水分離部が設け
られており、前記ガス還流路が、前記水分離部の、水を分離した排ガス排出側に接続され
ていることを特徴とする。
【００３３】
　すなわち、本発明によれば、低級炭化水素と酸素とを流動触媒、又は流動媒体を併用す
る流動触媒に供給して流動層を形成するため、低級炭化水素と酸素との自己燃焼を伴う低
級炭化水素の分解反応が起き、ナノ炭素と水素とが生成される。低級炭化水素と酸素との
自己燃焼により、低級炭化水素の分解反応に必要とされる熱量の一部又は全部が自給され
るため、ナノ炭素の製造に必要なエネルギーが低く抑えられる。
　また、低級炭化水素の分解反応により発生した二酸化炭素の一部が流動層に供給される
ため、流動層における流動触媒上に無定形炭素が析出することが抑制される。これにより
、流動触媒の活性の低下が抑制され、効率よくナノ炭素が量産される。
【００３４】
　なお、本発明で用いられる低級炭化水素としては、代表的にはメタンが挙げられ、その
他にエタン、プロパン、ブタン等が例示される。低級炭化水素は、単一種であっても、複
合種であってもよい。低級炭化水素は、天然ガス、都市ガス１３Ａ、ボイルオフガス、バ
イオガス等に含まれるものを用いることができる。
【００３５】
　また、本発明で用いられる流動触媒としては、上記低級炭化水素の分解に用い得るもの
であれば特定の触媒種に限定されるものではない。代表的には、流動触媒として、ニッケ
ル、鉄等の金属を挙げることができ、これら触媒金属微粒子がシリカ担体、アルミナ担体
等の担体の表面に担持されてなるものが挙げられる。具体的には、１～５００ｎｍの大き
さのニッケル微粒子が、１～２００μｍのシリカ担体に５０質量％以下担持されてなる流
動触媒、１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒子が、１～２００μｍの大きさのアルミナ担体
に５０質量％以下担持されてなる流動触媒を例示することができる。担体に対する触媒金
属微粒子の量を５０質量％以下とすることが望ましいのは、触媒金属微粒子が多量すぎる
と、該金属がシンタリングして結晶径が大きくなり、ナノ炭素が生成されなくなるためで
ある。また、担体に対する触媒金属微粒子の量を５０質量％を超えるものとすることは、
工業的に困難であり、高コストである。なお、担体に対する触媒金属微粒子の量は、低級
炭化水素の分解反応を効果的に進行させる観点から、１～５０質量％であることが望まし
い。また、触媒金属微粒子の大きさが１～５００ｎｍであることにより、流動層の形成に
好適な流動性を確保することができる。
　また、流動触媒は、上記担体に担持することなく、ナノ炭素と結合したシードの状態で
提供されるものであってもよい。
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【００３６】
　上記流動触媒には、これとともに流動層を形成する流動媒体が添加されて併用されても
よい。流動媒体を添加することにより流動性が向上し、低級炭化水素の分解反応が効率よ
く進行する流動層を形成することができる。流動媒体としては、砂粒子、シリカ粒子、ア
ルミナ粒子等が例示され、これらのうちの１種であっても、２種以上の混合物であっても
よい。なお、流動媒体の平均粒径は、２００μｍ以下であることが望ましく、１００～２
００μｍであることがより望ましく、１００～１５０μｍであることが更に望ましい。流
動触媒の平均粒径が前記範囲内であることにより、低級炭化水素の分解反応が効率よく進
行する流動層が形成される。
【００３７】
　また、上記流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給する低級炭化水素及び酸
素中における酸素の比率は、低級炭化水素をメタン換算した場合２５体積％以下であるこ
とが望ましく、５～２５体積％であることがより望ましい。酸素の比率が５体積％未満で
あると、熱供給が不十分になり反応温度が所定値より低下し、低級炭化水素と酸素との自
己燃焼を伴う低級炭化水素の分解反応が十分に進行しないおそれがある。また、酸素の比
率が２５体積％を超えると、低級炭化水素の燃焼に伴う二酸化炭素の生成が過剰になり、
ナノ炭素の生成効率が低下する。このため、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒
に供給するガスに含まれる酸素の濃度は、上記範囲であることがより望ましい。
【００３８】
　また、上記流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に対しては、所定の流量で低級
炭化水素をメタン換算で、ＳＶ値８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈ以下の条件
で供給することが望ましく、４０，０００～８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈ
の条件で供給することがより望ましい。このＳＶ値が４０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａ
ｌ．／ｈ未満であると、十分な流動状態が得られなくなる。また、ＳＶ値が８０，０００
ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔａｌ．／ｈを超えると、転化率が低下し、反応効率が悪くなる。この
ため、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に対して低級炭化水素を供給するＳＶ
値は、上記範囲であることがより望ましい。
【００３９】
　なお、低級炭化水素及び酸素を流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給する
態様は、流動層を形成することができる態様であれば、特に限定されるものではない。例
えば、低級炭化水素と酸素とが混合された混合ガスを流動触媒、又は流動媒体を併用する
流動触媒に供給する態様であってもよいし、低級炭化水素と酸素とを別個独立に流動触媒
、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給し、流動層内で両者が混合される態様であって
もよい。効率的な燃焼を実現するためには、混合ガスを流動触媒、又は流動媒体を併用す
る流動触媒に供給する前者の態様が望ましい。
【００４０】
　また、上記流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給する低級炭化水素と酸素
とを含むガスの温度は、低級炭化水素と酸素とが容易に自己燃焼する温度であることが望
ましく、具体的には、４００～５００℃であることが望ましい。流動触媒、又は流動媒体
を併用する流動触媒に供給するガスの温度を４００～５００℃とすることにより、流動触
媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給された低級炭化水素と酸素とが直ちに自己燃
焼するため、外部から多量の熱を供給する必要がなく、ナノ炭素の製造に要するエネルギ
ーを低く抑えることができる。また、流動層における反応温度を容易に適切な温度に設定
することができる。
【００４１】
　低級炭化水素と酸素との自己燃焼を伴う低級炭化水素の分解反応に際しては、反応条件
を適宜設定することにより、分解反応における温度を５００～１０００℃とすることが望
ましく、５００～９００℃とすることがより望ましい。これにより、低級炭化水素の分解
と、低級炭化水素と酸素との反応による自己燃焼が効率よくなされる。分解反応における
温度の設定は、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給する各ガスの比率、温
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度、及び流量、流動層の圧力等を調整することにより行うことができる。また、必ずしも
ヒーター等の加熱手段により外部から流動層に熱を供給する必要はないが、加熱手段によ
り外部から流動層に熱を供給してもよい。
【００４２】
　また、上記分解反応における圧力は、１０気圧以下に設定することが望ましい。これは
、流動層の圧力が１０気圧を超えると、コストの上昇を招き、また、化学平衡上、高圧力
下では低級炭化水素の分解によるナノ炭素と水素の生成効率が低下して反応としては不利
になるためである。なお、上記分解反応における圧力は、反応器出口に水素透過膜を設け
て出口ガスから水素を分離する場合分離効率を高くする観点から、３気圧以上であること
が望ましい。
【００４３】
　低級炭化水素の分解反応における排ガスには、未反応の低級炭化水素、水素、二酸化炭
素、一酸化炭素、水が含まれる。排ガス中に含まれる二酸化炭素の濃度は、１０体積％以
下であることが望ましく、１～１０体積％であることがより望ましい。これは、排ガス中
の二酸化炭素の濃度が１体積％未満であると、自己燃焼により生成される二酸化炭素量が
過小であることを意味しており、流動触媒の活性の低下を招く無定形炭素の析出を抑制す
る作用が十分に得られなくなる。また、１０体積％を超えると、ナノ炭素の生成量が抑制
され、ナノ炭素の生成量が減少する。また、排ガスに含まれる水の濃度は、２０体積％以
下であることが望ましく、１～２０体積％であることがより望ましい。これは、排ガス中
の水の濃度が１体積％未満であると、流動触媒の活性の低下を招く無定形炭素の析出を抑
制する作用が十分に得られなくなる。また、水の濃度が２０体積％を超えると、メタンの
水蒸気改質反応が進行して二酸化炭素の発生量が増加し、ナノ炭素の生成量が減少し、更
にはナノ炭素の生成が困難になってしまう。また、水の量が多くなると、水の蒸発潜熱及
び反応熱による吸熱が大きくなり、エネルギー消費が増大してしまう。このため、水の濃
度は２０体積％以下が望ましい。
【００４４】
　また、上記排ガスに含まれる未反応の低級炭化水素は、還流させて分解反応に供するこ
とが望ましい。これにより、ナノ炭素の原料となる低級炭化水素の損失を低減し、高い収
率でナノ炭素を製造することができる。
　なお、後述する分離工程を経る等して温度が低下した未反応の低級炭化水素を含む還流
ガスは、上記分解反応によって高温になっている排ガスと熱交換器を介して熱交換を行う
ことにより、所定の温度に加熱するようにしてもよい。例えば、５００～８００℃の排ガ
スとの熱交換により、還流ガスを４００～５００℃に加熱することができる。このように
還流ガスと排ガスとの熱交換を行うことにより、優れた熱効率でナノ炭素と水素とを製造
することができる。
【００４５】
　また、未反応の低級炭化水素を還流する際には、排ガスから水素ガスを分離した上で還
流ガスとして分解反応に供することが望ましく、水素が分離された排ガスから二酸化炭素
を分離した上で分解反応に供することがより望ましく、二酸化炭素が分離された排ガスか
ら水をさらに分離した上で分解反応に供することがさらに望ましい。還流されて分解反応
に供される排ガスから低級炭化水素の分解及び低級炭化水素と酸素との自己燃焼を阻害す
る二酸化炭素、水を除去することにより、反応効率を高めることができる。
【００４６】
　また、流動触媒を用いた低級炭化水素の分解反応を前段と後段の２段に分け、前段の分
解反応における排ガスを、後段の分解反応に供するようにしてもよい。すなわち、前段の
分解反応における排ガスと酸素とを、後段の流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒
に供給して流動層を形成し、前段の排ガスと低濃度の酸素との自己燃焼を伴って前段の排
ガスに含まれる未反応の低級炭化水素を分解する。なお、後段の流動触媒、又は流動媒体
を併用する流動触媒に供給する酸素は、前段の流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触
媒に供給する酸素よりも低い比率であることが望ましく、具体的には、１０体積％以下で
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あることが望ましく、２～１０体積％であることがより望ましい。これは、後段の流動触
媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給する未反応の低級炭化水素は、前段の流動触
媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に供給する低級炭化水素よりも低濃度であるため、
これに応じて後段の酸素に供給する酸素も低い比率のものにすることが望ましいためであ
る。前段の排ガスに含まれる未反応の低級炭化水素は、後段の分解反応により分解され、
炭素と水素とがさらに生成される。
　低級炭化水素の分解反応を前段と後段の２段に分けることで、各段における、触媒の種
類と量及び反応温度を独立に制御できる利点が生じるため、低級炭化水素の処理量を多く
することができる。
　上記分解反応は、前段、後段の２段に限定されず、３段以上の多段で構成することも可
能である。また、各段で排出される未反応の低級炭化水素の一部、又は最終段における未
反応の低級炭化水素の一部若しくは全部を、自段又は他段の分解反応に供してもよい。
【００４７】
　上記ナノ炭素の製造を行う反応器としては、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触
媒が収容され、低級炭化水素と酸素とが供給されて自己燃焼可能な流動層反応器を用いる
ことができる。流動層反応器には、流動層反応器内に低級炭化水素と酸素とを供給するガ
ス供給部を接続して両ガスの供給を可能な構成とし、流動層反応器内の排ガスを外部に排
出する排ガス路を接続して排ガスの排出を可能な構成とする。
【００４８】
　ガス供給部は、流動層反応器の下部、中部、及び上部のいずれか１箇所又は複数箇所か
ら低級炭化水素と酸素とを流動層反応器内に供給することができる。また、ガス供給部は
、低級炭化水素と酸素とを流動層反応器内に間欠的に供給してもよいし、連続的に供給し
てもよい。
【００４９】
　なお、流動層反応器の下部より低級炭化水素と酸素とを供給する場合、流動層反応器内
に収容された流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒は、流動層反応器の下部に配置
された分散板により支持することができる。ガス供給部は、分散板を介して分散板の下方
から流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に低級炭化水素と酸素とを供給する。分
散板を介して流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に低級炭化水素と酸素とを供給
することにより、流動層反応器内に流動層を安定的に形成することができる。
【００５０】
　また、上記排ガスに含まれる未反応の低級炭化水素を還流させる場合には、排ガス路か
ら排出される未反応の低級炭化水素を還流させて分解反応に供するガス還流路を設けるこ
とが望ましい。ガス還流路を設けることにより、効率よく未反応の低級炭化水素を分解反
応に供することができる。
【００５１】
　また、上記ガス還流路に対しては、排ガスから水素を分離する水素分離部を設け、ガス
還流路が、水素分離部の、水素を分離した排ガス排出側に接続されている構成とすること
が望ましい。水素分離部は、例えば水素を選択的に透過可能な水素透過膜を用いて構成す
ることができる。水素分離部を設けることにより、排ガスから水素を回収することができ
る。回収された水素は、回収容器に回収してもよいし、次工程に移送してもよい。
【００５２】
　また、上記水素分離部に対しては、排ガスから二酸化炭素を分離する二酸化炭素分離部
を設け、水素分離部の、水素を分離した排ガス排出側の下流に、二酸化炭素を分離する二
酸化炭素分離部が設けられており、ガス還流路が、二酸化炭素分離部の、二酸化炭素を分
離した排ガス排出側に接続されている構成とすることが望ましい。二酸化炭素分離部は、
吸収、吸着、膜分離法を用いて構成することができる。二酸化炭素分離部を設けることに
より、還流されて分解反応に供される排ガスから二酸化炭素を除去することができ、過剰
な二酸化炭素により低級炭化水素の分解反応や低級炭化水素と酸素との燃焼が阻害される
のを防止することができる。
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【００５３】
　さらに、上記二酸化炭素分離部に対しては、排ガスから水を分離する水分離部を設け、
二酸化炭素分離部の、二酸化炭素を分離した排ガス排出側の下流に、水を分離する水分離
部が設けられており、ガス還流路が、水分離部の、水を分離した排ガス排出側に接続され
ている構成とすることが望ましい。水分離部は、冷却媒体を流してガスを冷却する熱交換
器等により構成することができる。水分離部を設けることにより、還流されて分解反応に
供される排ガスから水を除去することができ、水により低級炭化水素の分解反応や低級炭
化水素と酸素との燃焼が阻害されるのを防止することができる。
【００５４】
　なお、上記二酸化炭素分離部と水分離部とは、互いに別個独立に設けるのではなく、両
分離部の分離機能を兼ね備えた単一の分離部を設けてもよい。このような単一の分離部と
しては、例えば、メタン分離膜等の低級炭化水素分離膜を用い、二酸化炭素、水の他に一
酸化炭素、窒素等を含む低級炭化水素以外のガスと、低級炭化水素とを分離する分離部を
構成することができる。
【００５５】
　また、流動触媒を用いた低級炭化水素の分解反応を前段と後段の２段に分け、前段の分
解反応における排ガスを、後段の分解反応に供する場合には、前段の排ガスに含まれる未
反応の低級炭化水素を分解する反応を行う構成を後段に設ければよい。後段の構成として
は、前段の流動層反応器の後段に、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒が収容さ
れ、前段の流動層反応器の排ガスと、酸素とが供給されて自己燃焼可能な第２流動層反応
器を有し、さらに、第２流動層反応器に接続され、第２流動層反応器内に前段の排ガスと
酸素とを供給する第２ガス供給部と、第２流動層反応器に接続され、第２流動層反応器内
の排ガスを外部に排出する第２排ガス路と、前記第２流動層反応器に接続され、該第２流
動層反応器内に前記流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒を補給する第２補給部と
、を有する構成を用いることができる。
【００５６】
　また、上記流動層反応器に対しては、スクリューフィーダーを設け、これにより、流動
層反応器に収容される流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒、分解反応に供されて
ナノ炭素を含む触媒、分解反応に供されてナノ炭素を含む触媒に少なくともナノ炭素を除
去する前処理を施した触媒のいずれか又は２以上の混合物、を搬送することが望ましい。
流動層反応器内において分解反応が行われる間、流動層を形成する流動触媒、又は流動媒
体を併用する流動触媒は、飛散して排ガスとともに流動層反応器外に排出されることにな
る。このため、分解反応を継続的に行うためには、流動層反応器内に前記流動触媒、又は
流動媒体を併用する流動触媒を補充することが望ましい。この際、スクリューフィーダー
により前記流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒を搬送することにより、外部より
も高圧な流動層反応器内に前記流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒を安定して定
量的に供給することができる。
【００５７】
　また、上記流動層反応器に対しては、流動触媒を搬送しつつ低級炭化水素の分解反応を
行わせる、外部加熱あるいは内部加熱機構を備えた、スクリューフィーダー移動反応床を
設けるようにしてもよい。この場合、スクリューフィーダー移動反応床で、ナノ炭素と触
媒金属微粒子とが結合した粒子を、ナノ炭素のシードとして生成させ、そのシードを流動
層反応器に送り込み、流動層反応器内の広い空間において、十分な時間をかけて、シード
を限界近くまで成長させることができるようになる。その効果の一つとして、ナノ炭素の
生成量を顕著に増やすことができることである。二つ目の効果は、スクリューフィーダー
移動反応床において、ナノ炭素と触媒金属微粒子とが結合した粒子の生成条件を制御する
ことにより、嵩密度の小さいシードを生成させ、そのシードを流動層反応器中で嵩密度の
小さいナノ炭素に成長させることができる。その結果、スクリューフィーダー移動反応床
を設けないで直接流動層反応器中で生成させたナノ炭素よりも、小さな嵩密度をもつナノ
炭素を得ることができる。この小さな嵩密度をもつナノ炭素は必然的に高い分散性をもつ
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ようになり、またナノ炭素に残留する触媒を容易に除去できるようになるので、ナノ炭素
の高コスト要因となっている分散処理および精製処理のコストを大きく下げる特徴をもつ
ことになる。
【００５８】
　上記本発明のナノ炭素の製造方法により製造されるナノ炭素は、例えば、直径１～５０
０ｎｍ、長さ１００μｍ以下のものである。このような大きさを有するナノ炭素は、流動
触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒との嵩比重や径の違い、体積膨張により、流動層
の上層に移動し、流動層が形成された流動層部上の空間であるフリーボード部に到達する
。フリーボード部に到達したナノ炭素は、流動層反応器の側壁にナノ炭素排出路を設ける
ことにより、ナノ炭素排出路からオーバーフローさせて回収し、又は次工程に移送するこ
とができる。
【発明の効果】
【００５９】
　以上説明したように、本発明によれば、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒に
低級炭化水素と酸素とを供給して流動層を形成し、前記低級炭化水素と前記酸素との自己
燃焼を伴う前記低級炭化水素の分解反応によって、ナノ炭素と水素とを生成するので、製
造に必要なエネルギーを低く抑えつつ、ナノ炭素を量産することができ、また一部又は全
部の燃料消費を不要にして二酸化炭素の発生を抑えることができる。
　また、本発明によれば、前記分解反応により生じた二酸化炭素の一部が流動層に供給さ
れるため、前記分解反応に際し前記流動触媒上に無定形炭素が析出することが抑制される
。したがって、本発明によれば、流動触媒の活性の低下を抑制し、効率よくナノ炭素を量
産することができ、また二酸化炭素の発生を抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明の一実施形態のナノ炭素の製造装置を示す概略図である。
【図２】同じく、低級炭化水素以外のガスが分離された排ガスを流動層反応器内に還流す
る構成を備えた他の実施形態のナノ炭素の製造装置を示す概略図である。
【図３】同じく、２段の流動層反応器を備えた他の実施形態のナノ炭素の製造装置を示す
概略図である。
【図４】同じく、流動層反応器に流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒を補充供給
するスクリューフィーダーを備えた他の実施形態のナノ炭素の製造装置を示す概略図であ
る。
【図５】同じく、スクリューフィーダーを移動反応床として用いた他の実施形態のナノ炭
素の製造装置を示す概略図である。
【図６】同じく、ナノ炭素の製造装置におけるマテリアルバランスのシミュレーションに
よる一例を示す図である。
【図７】従来のアーク放電法によるカーボンナノチューブの製造装置を示す概略図である
。
【図８】従来のＣＶＤ法によるカーボンナノチューブの合成装置（水平電気炉）を示す概
略図である。
【図９】従来の流動層反応器を使用した繊維状ナノ炭素の製造装置を示す概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００６１】
（実施形態１）
　以下、本発明の一実施形態を図１に基づいて説明する。
　図１は、ナノ炭素の製造装置を示す概略図である。
　ナノ炭素の製造装置は、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１が収容される流
動層反応器２と、流動層反応器２内に反応ガスとして低級炭化水素３と酸素４とを供給す
るガス供給路５とを有している。
【００６２】
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　ガス供給路５は、低級炭化水素３を供給する低級炭化水素供給路５ａと、酸素４を供給
する酸素供給路５ｂとから構成されている。低級炭化水素供給路５ａの上流端には、低級
炭化水素供給路５ａに低級炭化水素を供給する低級炭化水素源（不図示）が接続されてい
る。酸素供給路５ｂの上流端には、酸素供給路５ｂに酸素を供給する酸素源（不図示）が
接続されている。低級炭化水素供給路５ａと低級炭化水素源とは低級炭化水素供給部を構
成し、酸素供給路５ｂと酸素源とは酸素供給部を構成する。これら低級炭化水素供給部と
酸素供給部とは、本発明のガス供給部に相当する。
【００６３】
　流動層反応器２の下部には、分散板６が配置されている。分散板６によって、流動層反
応器２内に収容された流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１が支持される。分散
板６は、例えば、上下に連結した微細な空孔を有する多孔質構造や、上面と下面とを貫通
する貫通孔を有する構造等を有し、下方から上方にガスが通過して上方で分散されるよう
になっている。
【００６４】
　低級炭化水素供給路５ａの下流端と酸素供給路５ｂの下流端とは、分散板６の下側の位
置で流動層反応器２の下部に接続されている。また、分散板６下には、分散板６に向かう
混合ガスに点火する点火装置７が設置されている。
【００６５】
　流動層反応器２の上部には、流動層反応器２内の排ガスが排出される排ガス路８が接続
されている。排ガス路８には、排ガス９に含まれるナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を
併用する流動触媒を排ガス９から分離する粒子分離部１０が接続されている。粒子分離部
１０は、サイクロン等により構成されている。粒子分離部１０のナノ炭素分離側には、ナ
ノ炭素回収路１０ａを介して、ナノ炭素回収容器１１が接続されている。粒子分離部１０
の排ガス排出側には、ナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒が分離され
た排ガス９が排出される排ガス路１０ｂが接続されている。
【００６６】
　流動層反応器２の側壁には、流動層反応器２内に流動触媒、又は流動媒体を併用する流
動触媒１を補給する補給部２ａが接続されている。なお、補給部２ａは、流動触媒、又は
流動媒体を併用する流動触媒１を補給する単一のものであってもよいし、流動触媒を補給
する補給部と、流動媒体を補給する補給部とを別個独立に設けてもよい。図では、これら
を総括して示している。また、流動層反応器２の側壁には、流動層反応器２内において生
成されたナノ炭素が排出されるナノ炭素排出路１９が設けられている。ナノ炭素排出路１
９には、前記ナノ炭素回収容器１１が接続されている。
【００６７】
　次に、上記図１に示すナノ炭素の製造装置を用いたナノ炭素の製造過程について説明す
る。
　ナノ炭素の製造に際し、流動層反応器２内には、流動触媒、又は流動媒体を併用する流
動触媒１が収容されている。流動触媒としては、１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒
子が、１～２００μｍの大きさのシリカ担体に１～５０質量％担持されてなる流動触媒、
又は１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒子が、１～２００μｍの大きさのアルミナ担体に１
～５０質量％担持されてなる流動触媒を用いる。また、流動触媒には、流動媒体が添加さ
れている。流動媒体としては、１００～２００μｍの大きさの砂粒子、シリカ粒子、アル
ミナ粒子、又はこれらの混合物を用いることができる。
　なお、流動層反応器２内には、流動層反応器２内における流動触媒、又は流動媒体を併
用する流動触媒１の減少に応じて、補給部２ａにより流動触媒、又は流動媒体を併用する
流動触媒１が補給される。補給部２ａによる流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒
１の補給は、一定の速度で連続的に行ってもよいし、定期的に又は不定期的に行ってもよ
い。
【００６８】
　流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１が収容された流動層反応器２の下部には
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、低級炭化水素供給路５ａからメタン等の低級炭化水素３を供給するとともに、酸素供給
路５ｂから酸素４を流動層反応器２の下部に供給する。流動層反応器２の下部に供給され
た低級炭化水素３と酸素４とは混合されて混合ガスとなり、分散板６を上方に通過しつつ
分散されて流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１に供給される。混合ガスに含ま
れる酸素４の濃度は、低級炭化水素をメタン換算した場合５～２５体積％とする。また、
低級炭化水素３は、メタン換算でＳＶ値４０，０００～８０，０００ＮＬ／ｋｇ－ｃａｔ
ａｌ．／ｈの条件で供給する。また、混合ガスは、４００～５００℃に予熱して流動触媒
、又は流動媒体を併用する流動触媒１に供給するのが望ましい。
【００６９】
　分散板６に向かう混合ガスには、分散板６下の点火装置７により点火する。これにより
、混合ガスの一部が燃焼し、低級炭化水素の分解反応が進行し得る温度に達した混合ガス
が流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１に供給される。なお、点火装置７による
混合ガスへの点火は、必ずしも継続的に行う必要はない。流動層反応器２内に形成された
流動層が混合ガスの燃焼温度に達していれば、点火装置７による混合ガスへの点火を行わ
なくてもよい。
【００７０】
　流動層反応器２内では、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１に混合ガスが供
給されることにより流動層が形成される。このように、流動層反応器２内は、流動層が形
成される流動層部と、流動層部上に位置する空間であるフリーボード部とで構成される。
　流動層部では、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１と混合ガスとが接触し、
低級炭化水素と酸素との自己燃焼を伴う低級炭化水素の分解反応が進行する。この際、反
応条件を適宜設定することにより、分解反応における温度を５００～１０００℃とし、圧
力を１０気圧以下とする。低級炭化水素の分解反応により、ナノ炭素が生成されるととも
に、水素、二酸化炭素、一酸化炭素、水（水蒸気）等を含む排ガスが生成される。排ガス
には、未反応の低級炭化水素も含まれる。生成されるナノ炭素は、直径１～５００ｎｍ、
長さ１００μｍ以下のものである。また、排ガスに含まれる二酸化炭素の濃度は１～１０
体積％であり、排ガスに含まれる水の濃度は１～２０体積％である。
【００７１】
　流動層反応器２内において生成されたナノ炭素は、流動触媒、又は流動媒体を併用する
流動触媒１との嵩比重や径の違い、体積膨張のために流動層の上層に移動して、フリーボ
ード部に到達する。フリーボード部に到達したナノ炭素は、ナノ炭素排出路１９から排出
される。排出されたナノ炭素２０は、ナノ炭素回収容器１１に回収される。なお、排出さ
れたナノ炭素２０を次工程に移送してもよい。
【００７２】
　また、流動層反応器２内において生成された排ガスは、排ガス路８から排出される。排
ガス路８から排出された排ガス９は、排ガス路８を通して粒子分離部１０に導入される。
排ガス９には、飛散したナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒が含まれ
ている。粒子分離部１０では、排ガス９からナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を併用す
る流動触媒が分離される。分離されたナノ炭素１２は、ナノ炭素回収路１０ａを介して、
ナノ炭素回収容器１１に回収される。ナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を併用する流動
触媒が分離された排ガス９は排ガス路１０ｂから排出され、必要に応じて排ガス９から水
素を分離回収する処理等が行われる。
【００７３】
　なお、流動層反応器２に対しては、流動触媒を搬送しつつ低級炭化水素の分解反応を行
わせる、外部加熱あるいは内部加熱機構を備えた、スクリューフィーダー移動反応床を設
置してもよい。この場合、スクリューフィーダー移動反応床で、ナノ炭素と触媒金属微粒
子とが結合した粒子を、ナノ炭素のシードとして生成させ、そのシードを流動層反応器に
送り込み、流動層反応器内の広い空間において、十分な時間をかけて、シードを限界近く
まで成長させることができるようになる。その効果の一つとして、ナノ炭素の生成量を顕
著に増やすことができることである。二つ目の効果は、スクリューフィーダー移動反応床
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において、ナノ炭素と触媒金属微粒子とが結合した粒子の生成条件を制御することにより
、嵩密度の小さいシードを生成させ、そのシードを流動層反応器中で嵩密度の小さいナノ
炭素に成長させることができる。その結果、スクリューフィーダー移動反応床を設けない
で直接流動層反応器中で生成させたナノ炭素よりも、小さな嵩密度をもつナノ炭素を得る
ことができる。この小さな嵩密度をもつナノ炭素は必然的に高い分散性をもつようになり
、またナノ炭素に残留する触媒を容易に除去できるようになるので、ナノ炭素の高コスト
要因となっている分散処理および精製処理のコストを大きく下げる特徴をもつことになる
。
【００７４】
（実施形態２）
　次に、他の実施形態を図２に基づいて説明する。
　上記流動層反応器２から排出される排ガス９には、未反応の低級炭化水素が含まれてい
る。未反応の低級炭化水素を再び分解反応に供することができれば、原料となる低級炭化
水素の損失を低減し、ナノ炭素を高い収率で製造することができる。そこで、上記図１に
示すナノ炭素の製造装置に対して、粒子分離部１０から排出される排ガス９から水素、二
酸化炭素、水等の低級炭化水素以外のガスを分離し、低級炭化水素以外のガスが分離され
た排ガス９を流動層反応器２内に還流する構成を設けてもよい。
　本実施形態のナノ炭素の製造装置は、上記図１に示す構成に加えて、低級炭化水素以外
のガスが分離された排ガス９を流動層反応器２内に還流する構成を備えるものである。
【００７５】
　図２は、本実施形態のナノ炭素の製造装置を示す概略図である。図示するように、上記
図１に示すナノ炭素の製造装置における粒子分離部１０の排ガス排出側には、排ガス路１
０ｂに代えて、以下に述べるように、水素分離部１３、二酸化炭素・水分離部１５、及び
ガス還流路１７ａ、１７ｂ、１７ｃが設けられている。なお、前記実施形態と同様の構成
については同一の符号を付してその説明を省略又は簡略化する。
【００７６】
　粒子分離部１０の、ナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒が分離され
た排ガス排出側には、ガス還流路１７ａを介して、ナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を
併用する流動触媒が分離された排ガス９から水素を分離する水素分離部１３が接続されて
いる。水素分離部１３の水素分離側には、水素１４を排出する水素排出路１３ａを介して
、水素回収容器（不図示）が接続されている。
【００７７】
　水素分離部１３の、水素が分離された排ガス排出側には、ガス還流路１７ｂを介して、
水素が分離された排ガス９から二酸化炭素、水（水蒸気）を分離する二酸化炭素・水分離
部１５が接続されている。二酸化炭素・水分離部１５の二酸化炭素・水分離側には、二酸
化炭素及び水１６を排出する二酸化炭素・水排出路１５ａが接続されている。二酸化炭素
・水分離部１５の、二酸化炭素及び水が分離された排ガス排出側は、ガス還流路１７ｃを
介して、分散板６の下側の位置で流動層反応器２の下部に接続されている。
【００７８】
　次に、上記図２に示すナノ炭素の製造装置を用いたナノ炭素の製造過程について説明す
る。
　まず、上記図１に示す場合と同様に、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１が
収容された流動層反応器２の下部に、低級炭化水素供給路５ａからメタン等の低級炭化水
素３を供給するとともに、酸素供給路５ｂから酸素４を供給する。
　流動触媒としては、１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子が、１～２００μｍの大
きさのシリカ担体に１～５０質量％担持されてなる流動触媒、又は１～５００ｎｍの大き
さの鉄微粒子が、１～２００μｍの大きさのアルミナ担体に１～５０質量％担持されてな
る流動触媒を用いる。また、流動触媒には、流動媒体が添加されている。流動媒体として
は、１００～２００μｍの大きさの砂粒子、シリカ粒子、アルミナ粒子、又はこれらの混
合物を用いることができる。
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　流動層反応器２の下部に供給された低級炭化水素３と酸素４とは混合されて混合ガスと
なり、分散板６により分散されて流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１に供給さ
れる。低級炭化水素３は、メタン換算でＳＶ値４０，０００～８０，０００ＮＬ／ｋｇ－
ｃａｔａｌ．／ｈの条件で供給する。また、混合ガスは、４００～５００℃に予熱して流
動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１に供給するのが望ましい。混合ガスに含まれ
る酸素４の濃度は、低級炭化水素をメタン換算した場合５～２５体積％とする。
　さらに、低級炭化水素３と酸素４とには、後述するように、低級炭化水素以外のガスが
分離されて還流された排ガス９が混合される。分散板６に向かう混合ガスには、分散板６
下の点火装置７により点火する。これにより、混合ガスの一部が燃焼し、低級炭化水素の
分解反応が進行し得る温度に達した混合ガスが流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触
媒１に供給される。
　この際、反応条件を適宜設定することにより、分解反応における温度を５００～１００
０℃とし、圧力を１０気圧以下とする。
　なお、流動層反応器２内には、上記図１に示す場合と同様に、流動層反応器２内におけ
る流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１の減少に応じて、補給部２ａにより流動
触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１が補給される。
【００７９】
　流動層反応器２内では、上記図１に示す場合と同様に、流動触媒、又は流動媒体を併用
する流動触媒１に混合ガスが供給されることにより流動層が形成され、低級炭化水素と酸
素との自己燃焼を伴う低級炭化水素の分解反応が進行する。低級炭化水素の分解反応によ
り、ナノ炭素が生成されるとともに、水素、二酸化炭素、一酸化炭素、水（水蒸気）等を
含む排ガスが生成される。排ガスには、未反応の低級炭化水素も含まれる。
　低級炭化水素の分解反応により、ナノ炭素が生成されるとともに、水素、二酸化炭素、
一酸化炭素、水（水蒸気）等を含む排ガスが生成される。排ガスには、未反応の低級炭化
水素も含まれる。生成されるナノ炭素は、直径１～５００ｎｍ、長さ１００μｍ以下のも
のである。また、排ガスに含まれる二酸化炭素の濃度は１～１０体積％であり、排ガスに
含まれる水の濃度は１～２０体積％である。
【００８０】
　流動層反応器２内において生成されたナノ炭素は、上記図１に示す場合と同様に、ナノ
炭素排出路１９から排出される。排出されたナノ炭素２０は、ナノ炭素回収容器１１に回
収される。
【００８１】
　また、流動層反応器２内において生成された排ガスは、上記図１に示す場合と同様に、
排ガス路８から排出される。排出された排ガス９は、排ガス路８を通して粒子分離部１０
に導入される。粒子分離部１０では、排ガス９からナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を
併用する流動触媒が分離される。分離されたナノ炭素１２は、ナノ炭素回収容器１１に回
収される。
【００８２】
　さらに、粒子分離部１０によりナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒
が分離された排ガス９は、ガス還流路１７ａを通して水素分離部１３に導入される。水素
分離部１３では、ナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒が分離された排
ガス９から水素１４が分離される。分離された水素１４は、水素排出路１３ａを介して水
素回収容器（不図示）に回収される。なお、分離された水素１４を次工程に移送してもよ
い。
【００８３】
　水素分離部１３により水素１４が分離された排ガス９は、ガス還流路１７ｂを通して二
酸化炭素・水分離部１５に導入される。二酸化炭素・水分離部１５では、水素１４が分離
された排ガス９から二酸化炭素及び水１６が分離される。分離された二酸化炭素及び水１
６は、二酸化炭素・水排出路１５ａから排出される。
【００８４】
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　二酸化炭素・水分離部１５により二酸化炭素及び水１６が分離された排ガス９は、ガス
還流路１７ｃを通して還流ガス１８として流動層反応器２の下部に導入される。流動層反
応器２の下部に導入された還流ガス１８は、低級炭化水素供給路５ａから供給される低級
炭化水素３及び酸素供給路５ｂから供給される酸素４と混合され、分散板６を介して流動
触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１に供給される。
【００８５】
　このように、流動層反応器２内から排出された排ガス９は、排ガス路８及びガス還流路
１７ａ、１７ｂ、１７ｃを通して、粒子分離部１０、水素分離部１３、及び二酸化炭素・
水分離部１５による分離工程を順次経た後、流動層反応器２内に還流される。排ガス９を
還流することにより、排ガス９に含まれる未反応の低級炭化水素が再び分解反応に供され
る。
　上記水素等の分離工程を経て温度が低下した還流ガス１８は、分離工程を経る前の排ガ
ス９と熱交換器を介して熱交換を行って加熱してもよい。例えば、５００～８００℃の排
ガス９との熱交換により、還流ガス１８を４００～５００℃に加熱することができる。熱
交換は、図示しない熱交換器を介して行うことができる。
【００８６】
　なお、上記では、単一の分離部として二酸化炭素・水分離部１５を設けていたが、これ
に代えて、排ガス９から二酸化炭素を分離する二酸化炭素分離部と、排ガス９から水（水
蒸気）を分離する水分離部とを別個独立に設けるようにしてもよい。この場合、例えば、
水素分離部１３の、水素が分離された排ガス排出側に二酸化炭素分離部を設け、二酸化炭
素分離部の、二酸化炭素が分離された排ガス排出側に水分離部を設ける。
【００８７】
（実施形態３）
　次に、他の実施形態を図３に基づいて説明する。
　上記低級炭化水素の分解反応は、多段で構成してもよく、複数段の流動層反応器を設置
し、上流の流動層反応器から排出される排ガスが下流の流動層反応器に順次導入されるよ
うに構成してもよい。これにより、各流動層反応器内において、排ガスに含まれる低級炭
化水素の分解反応を行うことができ、原料となる低級炭化水素の損失を低減し、ナノ炭素
を高い収率で製造することができる。本実施形態では、前段と後段の２段の流動層反応器
を備えた場合について説明する。
【００８８】
　図３は、本実施形態のナノ炭素の製造装置を示す概略図である。図示するように、前段
には、図１に示す構成と同様の流動層反応器２、補給部２ａ、低級炭化水素供給路５ａ、
酸素供給路５ｂ、分散板６、点火装置７、排ガス路８、粒子分離部１０、ナノ炭素回収路
１０ａ、ナノ炭素回収容器１１、及びナノ炭素排出路１９を備えた構成が設けられている
。なお、前記実施形態と同様の構成については同一の符号を付してその説明を省略又は簡
略化する。
【００８９】
　前段の粒子分離部１０の排ガス排出側には、水素分離部１３及び二酸化炭素・水分離部
１５が順次介設された排ガス供給路４０を介して後段の構成が接続されている。後段の構
成は、基本的に前段の構成と同様であり、前段の構成と同様の流動層反応器４２、補給部
４２ａ、酸素供給路４５ｂ、分散板４６、点火装置４７、排ガス路４８、粒子分離部５０
、ナノ炭素回収路５０ａ、ナノ炭素回収容器５１、及びナノ炭素排出路５９を備えている
。
【００９０】
　後段の流動層反応器４２の下部には、分散板４６の下側の位置で排ガス供給路４０が接
続されており、排ガス供給路４０を介して前段の流動層反応器２において生成された未反
応の低級炭化水素が供給される。すなわち、流動層反応器４２の下部には、水素分離部１
３により水素１４が分離され、二酸化炭素・水分離部１５により二酸化炭素及び水１６が
分離されて、主成分として未反応の低級炭化水素を含んだ排ガス９が供給される。
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【００９１】
　さらに、後段の流動層反応器４２の下部には、酸素供給路４５ｂから酸素４４が供給さ
れる。流動層反応器４２の下部に供給された排ガス９と酸素４４とは混合されて混合ガス
となり、分散板４６により分散されて流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒４１に
供給される。分散板４６に向かう混合ガスには、分散板４６下の点火装置４７により点火
する。これにより、混合ガスの一部が燃焼し、低級炭化水素の分解反応が進行し得る温度
に達した混合ガスが流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒４１に供給される。なお
、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒４１に供給する酸素４４は、前段において
流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１に供給する酸素４よりも低い比率に設定す
る。
　なお、流動層反応器４２内には、前段の構成と同様に、流動層反応器４２内における流
動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒４１の減少に応じて、補給部４２ａにより流動
触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒４１が補給される。
【００９２】
　後段の流動層反応器４２内では、前段の流動層反応器２内と同様に、流動触媒、又は流
動媒体を併用する流動触媒４１に混合ガスが供給されることにより流動層が形成され、低
級炭化水素と酸素との自己燃焼を伴う低級炭化水素の分解反応が進行する。こうして、後
段の流動層反応器４２内において、前段の流動層反応器２から排出された排ガス９に含ま
れる未反応の低級炭化水素の分解反応が行われ、ナノ炭素が生成されるとともに、水素、
二酸化炭素、一酸化炭素、水（水蒸気）等を含む排ガスが生成される。
【００９３】
　後段の流動層反応器４２内において生成されたナノ炭素は、前段の構成と同様に、ナノ
炭素排出路５９から排出される。排出されたナノ炭素６０は、ナノ炭素回収容器５１に回
収される。
【００９４】
　また、流動層反応器４２内において生成された排ガスは、前段の構成と同様に、排ガス
路４８から排出される。排出された排ガス４９は、排ガス路４８を通して粒子分離部５０
に導入される。粒子分離部５０では、排ガス４９からナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体
を併用する流動触媒が分離される。分離されたナノ炭素５２は、ナノ炭素回収容器５１に
回収される。ナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒が分離された排ガス
４９は、排ガス排出路５０ｂを通して水素分離部５３に導入される。水素分離部５３では
、ナノ炭素や流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒が分離された排ガス４９から水
素５４が分離される。分離された水素５４は、水素排出路５３ａを介して水素回収容器（
不図示）に回収される。なお、分離された水素５４を次工程に移送してもよい。水素分離
部５３で水素が分離された排ガス４９は、必要に応じて二酸化炭素及び水を分離する処理
等が行われて回収される。
【００９５】
　なお、上記では、２段の流動層反応器２、４２を備える場合について説明したが、３段
以上の流動層反応器を備える場合も同様に構成することができる。
【００９６】
（実施形態４）
　次に、他の実施形態を図４に基づいて説明する。
　上述のように流動層反応器２、４２内において低級炭化水素の分解反応が行われる間、
流動層を形成する流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１、４１は、飛散して排ガ
ス９、４９とともに流動層反応器２、４２外に徐々に排出されていく。そこで、上記ナノ
炭素の製造装置に対して、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１、４１を流動層
反応器２、４２内に補充供給するスクリューフィーダーを設置してもよい。
　本実施形態のナノ炭素の製造装置は、図２に示す構成に加えて、流動触媒、又は流動媒
体を併用する流動触媒を流動層反応器２内に補充供給するスクリューフィーダーを備える
ものである。
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【００９７】
　図４は、本実施形態のナノ炭素の製造装置を示す概略図である。図示するように、上記
図２に示すナノ炭素の製造装置に対して、流動層反応器２の上部側から流動層反応器２内
に流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒を補充供給するスクリューフィーダー２１
が設置されている。すなわち、スクリューフィーダー２１は、本発明の補給部に相当する
。なお、前記実施形態と同様の構成については同一の符号を付してその説明を省略又は簡
略化する。
【００９８】
　スクリューフィーダー２１は、スクリューフィーダー本体２１ａと、スクリューフィー
ダー本体２１ａに内蔵されたスクリュー２１ｂとを備えている。スクリュー２１ｂは、外
部のモーター２２によって回転駆動されるようになっている。
【００９９】
　また、スクリューフィーダー本体２１ａの上流側には、ロータリーフィーダー２４が接
続されている。ロータリーフィーダー２４には、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動
触媒１が収容されるホッパー２５が接続されている。流動触媒、又は流動媒体を併用する
流動触媒１には、前記実施形態で説明したものを用いることができる。
【０１００】
　次に、上記図４に示すナノ炭素の製造装置の動作について説明する。
　本実施形態では、上記図２を用いて説明したようにナノ炭素が製造される間、流動層反
応器２内における流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１の減少に応じて、スクリ
ューフィーダー２１により流動層反応器２内に流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触
媒１を補充供給する。なお、スクリューフィーダー２１により補充供給する流動触媒は、
未使用の流動触媒、分解反応に供されてナノ炭素を含む流動触媒、及び分解反応に供され
てナノ炭素を含む流動触媒を前処理した流動触媒のいずれであってもよく、また、これら
の混合物であってもよい。
【０１０１】
　スクリューフィーダー本体２１ａ内の上流には、流動触媒、又は流動媒体を併用する流
動触媒１が収容されたホッパー２５からロータリーフィーダー２４を介して流動触媒、又
は流動媒体を併用する流動触媒１が供給される。ロータリーフィーダー２４により、スク
リューフィーダー本体２１ａ内の上流に流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１を
安定的に定量供給することができる。上流に供給された流動触媒、又は流動媒体を併用す
る流動触媒１は、スクリュー２１ｂの回転によりスクリューフィーダー本体２１ａ内の下
流に搬送される。下流に搬送された流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１は、下
流端部から流動層反応器２内に供給される。スクリューフィーダー２１による流動層反応
器２内への流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１の供給は、流動層反応器２内に
おける流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１の減少に応じて、一定の供給速度で
連続的に行ってもよいし、定期的に又は不定期的に行ってもよい。
【０１０２】
　なお、上記流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１が収容されるホッパー２５に
代えて、スクリューフィーダー本体２１ａの上流側に、ロータリーフィーダー（不図示）
を介して、流動触媒が収容されるホッパー（不図示）と、流動媒体が収容されるホッパー
（不図示）とがそれぞれ別個に接続された構成としてもよい。この構成においては、スク
リューフィーダー本体２１ａ内の上流に流動触媒と流動媒体とが別個に供給される。上流
に供給された流動触媒と流動媒体とは、スクリュー２１ｂの回転により、混合されつつス
クリューフィーダー本体２１ａの下流に搬送され、下流端部から流動層反応器２内に供給
される。
【０１０３】
　なお、上記では、図２に示すナノ炭素の製造装置に対してスクリューフィーダー２１を
設置した場合について説明したが、図１に示すナノ炭素の製造装置に対しても同様にスク
リューフィーダー２１を設置し、流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１を補充供
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給するようにしてもよい。
【０１０４】
　なお、上記実施形態では、スクリューフィーダーを流動触媒、又は流動媒体を併用する
流動触媒を補給する補給部として利用するものについて説明したが、スクリューフィーダ
ー２１を、前記流動触媒を搬送しつつ前記分解反応を行う移動反応床として用いることが
可能である。このような形態では、スクリューフィーダー２１に外部加熱あるいは内部加
熱機構を備えるものとする。また、スクリューフィーダーに、該フィーダー内部に低級炭
化水素を供給するガス供給部を接続する。
【０１０５】
　以下、スクリューフィーダーを移動反応床として用いた上記の形態を図５に基づいて説
明する。
　スクリューフィーダー２１のスクリューフィーダー本体２１ａ外周には、スクリューフ
ィーダー本体２１ａの周囲を囲むようにヒーター２３が配置されている。
　スクリューフィーダー本体２１ａの下流側には、該フィーダー本体２１ａ内部に低級炭
化水素を供給するガス供給部３６が接続されている。
【０１０６】
　また、スクリューフィーダー本体２１ａの上流側には、ロータリーフィーダー２４が接
続されている。ロータリーフィーダー２４には、流動触媒が収容されるホッパー２５が接
続されている。この実施形態では、流動触媒として触媒金属微粒子がそのまま使用される
。例えば、１～５００ｎｍの大きさのニッケル微粒子、１～５００ｎｍの大きさの鉄微粒
子が用いられている。
【０１０７】
　流動層反応器２には、該流動層反応器２内に流動媒体を補給する補給部２ｂが接続され
ている。流動媒体としては、例えば、１００～２００μｍの大きさの砂粒子、シリカ粒子
、アルミナ粒子、又はこれらの混合物を用いることができる。なお、流動媒体を、前記ス
クリューフィーダー２１によって、流動触媒とともに搬送するようにしてもよい。
【０１０８】
　スクリューフィーダー本体２１ａ内の上流側には、ホッパー２５からロータリーフィー
ダー２４を介して流動触媒が供給される。流動触媒は、スクリュー２１ｂの回転によりス
クリューフィーダー本体２１ａ内の下流側に搬送される。スクリューフィーダー本体２１
ａ内には、流動触媒の搬送とともに、ガス供給部３６から低級炭化水素が供給される。こ
の間、スクリューフィーダー本体２１ａ内は、ヒーター２３により所定の温度に加熱され
る。
【０１０９】
　スクリューフィーダー本体２１ａ内では、低級炭化水素の分解反応が進行して、ナノ炭
素が生成されて流動触媒と結合し、シードが生成される。
　スクリューフィーダー２１では、スクリューによる搬送速度、ヒーター２３による加熱
温度、低級炭化水素のスクリューフィーダー本体２１ａ内への導入量などの調整によって
シードの生成を制御することができる。
【０１１０】
　流動層反応器２内には、スクリューフィーダー２１から上記シード３８が供給されると
ともに、補給部２ｂから流動媒体（不図示）が供給される。シード３８と流動媒体とが供
給された流動層反応器２内では、低級炭化水素の分解反応が進行する。低級炭化水素の分
解反応の進行に伴い、流動層反応器２内のシード３８ではナノ炭素が成長する。流動層反
応器２内では、その広い空間において、十分な時間をかけて、シード３８を限界近くまで
成長させることができる。
【０１１１】
　上述のように移動反応床としてのスクリューフィーダー２１と流動層反応器２とを組み
合わせることにより、ナノ炭素の生成量を顕著に増加させることができる。さらに、移動
反応床としてのスクリューフィーダー２１では、ナノ炭素と触媒金属微粒子とが結合した
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粒子の生成条件を制御することにより、嵩密度の小さいシード３８を生成させることがで
きる。その嵩密度の小さいシード３８は、流動層反応器２内で嵩密度の小さいナノ炭素に
成長させることができる。その結果、移動反応床としてのスクリューフィーダー２１を用
いずに流動層反応器２内で直接生成させたナノ炭素と比較して、小さな嵩密度をもつナノ
炭素を得ることができる。この小さな嵩密度をもつナノ炭素は、必然的に高い分散性をも
ち、ナノ炭素に残留する触媒金属微粒子を容易に除去することができる。このため、ナノ
炭素の高コスト要因となっている分散処理及び精製処理に要するコストを大きく低減する
ことができる。
【０１１２】
　次に、上記図４に示すナノ炭素の製造装置における、ナノ炭素製造時のマテリアルバラ
ンスを図６に基づいて説明する。
　図６は、ナノ炭素の製造装置における各機器の通過前後でのマテリアルバランスのシミ
ュレーションによる一例を示す概略図である。なお、図６中、楕円内に示す数値は当該楕
円が付された箇所における物質の温度（℃）を示し、長方形内に示す数値は当該長方形が
付された箇所における物質の圧力（ａｔｍ）を示し、平行四辺形内に示す数値は当該平行
四辺形が付された箇所における物質の流量（Ｎｍ３／ｈ又はｋｇ／ｈ）を示している。
【０１１３】
　流動層反応器２の下部には、流量２０．５Ｎｍ３／ｈのメタン等の低級炭化水素３と、
流量４．４５Ｎｍ３／ｈの酸素４とが混合された混合ガス２６が供給される。なお、低級
炭化水素３は、酸素４と混合される前に、加熱器２７により２０℃から４５０℃に加熱さ
れている。また、低級炭化水素３と酸素４とには、後述するように、水素、二酸化炭素等
が分離された排ガス９が還流ガス１８として混合される。還流ガス１８は、水素の分離後
流量６５．４Ｎｍ３／ｈの排ガスから二酸化炭素等を分離したものである。
【０１１４】
　流動層反応器２の下部では、分散板６下の点火装置７により混合ガス２６に点火され、
混合ガス２６の一部が燃焼する。これにより、混合ガス２６の温度は、６００℃以上の反
応温度となる。こうして反応温度６００℃以上になった混合ガス２６は、分散板６により
分散されて流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒１に供給される。流動触媒、又は
流動媒体を併用する流動触媒１に混合ガス２６が供給されることにより、流動層反応器２
内の流動層部に流動層が形成される。
　流動層が形成されている流動層反応器２内には、流量０．７ｋｇ／ｈで供給される流動
触媒２８と、同じく流量０．７ｋｇ／ｈで供給される流動媒体２９とが混合された混合物
３０が連続的に投入される。
【０１１５】
　流動層反応器２内に形成された流動層部では、低級炭化水素と酸素との自己燃焼を伴う
低級炭化水素の分解反応が進行する。これにより、ナノ炭素、並びに、水素、未反応の低
級炭化水素、二酸化炭素、一酸化炭素、水（水蒸気）、及び窒素等を含む排ガスが生成さ
れる。分解反応が進行する流動層部の温度は６００℃、圧力は５．６ａｔｍである。
【０１１６】
　流動層反応器２内において生成されたナノ炭素は、流動層反応器２内のフリーボード部
に到達してナノ炭素排出路１９から排出される。ナノ炭素排出路１９から排出されたナノ
炭素２０は、冷却器３１により１００℃に冷却され、約１１．５ｋｇ／ｈの流量で回収さ
れる。
【０１１７】
　また、流動層反応器２内において生成された排ガスは、排ガス路から排出される。排出
された排ガス９の温度は６００℃、圧力は５．２ａｔｍである。排出された排ガス９は、
冷却器３２により５５０℃に冷却された後、水素分離部１３に供給される。冷却器３２に
よる冷却後、水素分離部１３への供給前の排ガス９の圧力は、５．０ａｔｍである。
【０１１８】
　水素分離部１３では、水素透過膜により排ガス９から水素１４が分離される。水素分離
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膜の水素透過側には、冷却器３３を介して、水素の透過を促進するために水素透過側を減
圧する真空ポンプ３４が接続されている。水素透過膜を透過して排ガス９から分離された
水素１４の温度は５５０℃、圧力は０．５６ａｔｍである。
　分離された水素１４は、冷却器３３により５０℃に冷却された後、真空ポンプ３４の排
出側から排出される。排出される水素１４の温度は４８℃、流量は約４０Ｎｍ３／ｈであ
る。
【０１１９】
　また、水素分離部１３の排ガス排出側から排出された排ガス９は、二酸化炭素・水分離
部１５に流量６５．４Ｎｍ３／ｈで供給される。二酸化炭素・水分離部１５では、低級炭
化水素分離膜（メタン分離膜）により、排ガス９から二酸化炭素及び水（水蒸気）１６が
分離される。なお、低級炭化水素分離膜により、二酸化炭素及び水（水蒸気）１６のほか
、一酸化炭素、窒素等の低級炭化水素以外のガスが排ガス９から分離される。
【０１２０】
　二酸化炭素・水分離部１５の排ガス排出側から排出された排ガス９は、コンプレッサー
３５により、圧力５．６ａｔｍ、温度５７７℃に昇圧、昇温される。昇温、昇圧された排
ガス９は、還流ガス１８として、上述のように、流動層反応器２の下部に供給される低級
炭化水素３と酸素４とに混合される。
【０１２１】
　こうして、ナノ炭素の製造を行う間、流動層反応器２内の流動層に、低級炭化水素３、
酸素４、及び還流ガス１８の混合ガス２６が供給される。流動層は混合ガス２６の燃焼温
度に既に達しているため、点火装置７による点火を必要とすることなく混合ガス２６が自
己燃焼する。これにより、外部からのエネルギーの供給を必要とすることなく、低級炭化
水素の分解反応によりナノ炭素が生成される。
【０１２２】
　以上、本発明について上記実施形態に基づいて説明を行ったが、本発明としては、上記
説明の内容に限定されるものではなく、本発明の範囲を逸脱しない限りは適宜の変更が可
能である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１　　流動触媒、又は流動媒体を併用する流動触媒
　２　　流動層反応器
　２ａ　補給部
　２ｂ　補給部
　３　　低級炭化水素
　４　　酸素
　５　　ガス供給路
　５ａ　低級炭化水素供給路
　５ｂ　酸素供給路
　６　　分散板
　７　　点火装置
　８　　排ガス路
　９　　排ガス
１０　　粒子分離部
１１　　ナノ炭素回収容器
１２　　ナノ炭素
１３　　水素分離部
１４　　水素
１５　　二酸化炭素・水分離部
１６　　二酸化炭素及び水
１７ａ　ガス還流路
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１７ｂ　ガス還流路
１７ｃ　ガス還流路
１８　　還流ガス
２０　　ナノ炭素
２１　　スクリューフィーダー
３６　　ガス供給部
３８　　シード
４１　　流動触媒
４２　　流動層反応器
４２ａ　補給部
４４　　酸素
４５ｂ　酸素供給路
４６　　分散板
４８　　排ガス路
４９　　排ガス
５２　　ナノ炭素
６０　　ナノ炭素

【図１】

【図２】

【図３】
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