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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　グラファイトの結晶構造が、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）画像において、繊維軸方向に
フィッシュボーン（魚骨状）配列構造を有する炭素質微細繊維状体であって、
　該グラファイト面の角度が、繊維軸に対して５～８０゜の角度をなし、
　中空空洞部の最内径（ＴＥＭによって観測された該空洞部の最も小径の部分の直径）ｄ
と、ＴＥＭによって観測された繊維の直径Ｄとの比ｄ／Ｄが０．０５～０．３であること
を特徴とする炭素質微細繊維状体。
【請求項２】
　グラファイト面の角度が、繊維軸に対して１０～７５゜であることを特徴とする請求項
１記載の炭素質微細繊維状体。
【請求項３】
　グラファイト面の角度が、繊維軸に対して２０～６０゜であることを特徴とする請求項
２記載の炭素質微細繊維状体。
【請求項４】
　前記比ｄ／Ｄが、０．１～０．２であることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか
１項に記載の炭素質微細繊維状体。
【請求項５】
　繊維の直径Ｄが１０～２００ｎｍであることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか
１項に記載の炭素質微細繊維状体。
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【請求項６】
　繊維の直径Ｄが１５～１００ｎｍであることを特徴とする請求項５記載の炭素質微細繊
維状体。
【請求項７】
　炭素質微細繊維状体が、触媒の存在下、炭素源ガスを原料として用いて製造されること
を特徴とする請求項１ないし６のいずれか１項に記載の炭素質微細繊維状体。
【請求項８】
　炭素源ガスとして、炭化水素および／または水素と、炭素酸化物とを用いて製造される
ことを特徴とする請求項７記載の炭素質微細繊維状体。
【請求項９】
　炭素酸化物が、一酸化炭素および／または二酸化炭素であることを特徴とする請求項８
記載の炭素質微細繊維状体。
【請求項１０】
　炭化水素および／または水素が、メタンおよび／または水素であることを特徴とする請
求項９記載の炭素質微細繊維状体。
【請求項１１】
　原料としてフィードする炭素源ガスが、メタンと二酸化炭素であることを特徴とする請
求項７ないし１０のいずれか１項に記載の炭素質微細繊維状体。
【請求項１２】
　グラファイトの結晶構造が、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）画像において、繊維軸方向に
フィッシュボーン（魚骨状）配列構造を有する炭素質微細繊維状体であって、
　該グラファイト面の角度が、繊維軸に対して５～８０゜の角度をなし、
　中空空洞部の最内径（ＴＥＭによって観測された該空洞部の最も小径の部分の直径）ｄ
と、ＴＥＭによって観測された繊維の直径Ｄとの比ｄ／Ｄが０．５以下であり、
　触媒の存在下、メタンと二酸化炭素からなる炭素源ガスを原料として用いて製造される
ことを特徴とする炭素質微細繊維状体。
【請求項１３】
　繊維の直径Ｄが１０～２００ｎｍであることを特徴とする請求項１２に記載の炭素質微
細繊維状体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は炭素質微細繊維状体に係り、特にフィッシュボーン（魚骨）形の炭素質微細繊維
状体に関する。詳しくは、炭素源ガスを触媒の存在下で反応させて製造することができる
炭素質微細繊維状体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、二酸化炭素、水素、バイオガス（二酸化炭素（ＣＯ２）とメタン（ＣＨ４）とを主
成分とするガス）等の排出ガスを回収し、これを炭素源として触媒の存在下で反応させる
ことにより炭素質生成物として固定化する方法が知られている（特開平１１－２９３１４
号公報、特開平１１－３２２３１５号公報）。この方法によれば、炭素質生成物としてカ
ーボンナノチューブと呼称される炭素質微細中空繊維状体が得られることが確認されてい
る。また、カーボンナノチューブは、炭化水素類などの炭素源原料を、高温で触媒存在下
にて気相反応させて得られることも知られている（特公平３－６４６０６号公報、特公平
３－７７２８８号公報等）。
【０００３】
このようにして製造されるカーボンナノチューブに代表される炭素質微細繊維状体は、従
来の炭素材料と比較して著しく高導電性であるなどの優れた特性により、近年、新材料と
して特に注目されている。
【０００４】
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炭素質微細繊維状体の１種として、フィッシュボーンタイプのものが知られている。この
フィッシュボーンタイプの炭素質微細繊維状体を透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）で観察する
と、図１（ａ）の如き像として観取される。この炭素質微細繊維状体６１は、図１（ｂ）
の如き切頭テーパ形のグラファイトよりなる中空コーン状ボーンチップ６２が図１（ｃ）
の如く多数個、同軸状に連なったものである。フィッシュボーンタイプの炭素質微細繊維
状体６１の直径Ｄはボーンチップ６２の最大直径Ｄと同じである。ボーンチップ６２の最
小直径ｄは、炭素質微細繊維状体１の内径の最小内径（直径）に相当する。尚、ボーンチ
ップ６２，６２間の面間隔ｔ（００２）はＸ線回折（ＸＲＤ）により測定することも可能
であり、その間隔は、通常３．４～３．６オングストローム（Å）である。ボーンチップ
６２の開き角度（炭素質微細繊維状体１の中心軸とボーンチップ６２の側周面との交叉角
度θ）は、ＴＥＭにより測定できる。
【０００５】
従来報告されているフィッシュボーン型炭素質微細繊維状体としては、例えば、Ｄは５０
～２００ｎｍ、ｄ／Ｄは０．６～０．７ｎｍ程度のものが知られている（株式会社ＧＳＩ
クレオス技術資料による）。
【０００６】
【特許文献１】
特開平１１－２９３１４号公報
【特許文献２】
特開平１１－３２２３１５号公報
【特許文献３】
特公平３－６４６０６号公報
【特許文献４】
特公平３－７７２８８号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、樹脂との混練性に優れ、また導電性に優れる炭素質微細繊維状体を提供するこ
とを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明（請求項１）の炭素質微細繊維状体は、グラファイトの結晶構造が、透過型電子
顕微鏡（ＴＥＭ）画像において、繊維軸方向にフィッシュボーン（魚骨状）配列構造を有
する炭素質微細繊維状体であって、該グラファイト面の角度が、繊維軸に対して５～８０
゜の角度をなし、中空空洞部の最内径（ＴＥＭによって観測された該空洞部の最も小径の
部分の直径）ｄと、ＴＥＭによって観測された繊維の直径Ｄとの比ｄ／Ｄが０．０５～０
．３であることを特徴とするものである。
【０００９】
　かかる本発明の炭素質微細繊維状体が樹脂との混練性及び導電性に優れる理由について
は、繊維状体の側周面にボーンチップ同士の継目間隔によって形成される凹凸や、ボーン
チップ同士の面間隔が良い影響を与えているためであろうと推察される。
　本発明（請求項１２）の炭素質微細繊維状体は、グラファイトの結晶構造が、透過型電
子顕微鏡（ＴＥＭ）画像において、繊維軸方向にフィッシュボーン（魚骨状）配列構造を
有する炭素質微細繊維状体であって、該グラファイト面の角度が、繊維軸に対して５～８
０゜の角度をなし、中空空洞部の最内径（ＴＥＭによって観測された該空洞部の最も小径
の部分の直径）ｄと、ＴＥＭによって観測された繊維の直径Ｄとの比ｄ／Ｄが０．５以下
であり、触媒の存在下、メタンと二酸化炭素からなる炭素源ガスを原料として用いて製造
されることを特徴とするものである。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について説明する。
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【００１１】
本発明の炭素質微細繊維状体は、図１に示すフィッシュボーン型のものである。
【００１２】
このフィッシュボーン型の炭素質微細繊維状体のボーンチップ６２は、通常は前述の通り
中空切頭テーパ形であり、炭素質微細繊維状体は長手方向に貫通した貫通孔を有する中空
状である。ただし、本発明では、ボーンチップ６２は非切頭形のコーン形（陣笠形）であ
ってもよい。即ち、図１（ｂ），（ｃ）においてｄ＝０であってもよい。この場合、炭素
質微細繊維状体は貫通孔を有しないものとなる。
【００１３】
本発明では、ＴＥＭ画像によって測定される図１（ｃ）の角度θ即ち、繊維状体の軸心線
方向Ａとテーパ形ボーンチップ６２の側周面との交叉角度が５～８０゜好ましくは１０～
７５゜特に好ましくは２０～６０゜である。このボーンチップ６２の側周面は、グラファ
イト面からなる。角度θが５～８０゜であることにより、繊維状体の外周面に適度の凹凸
が形成され、繊維状体と樹脂との混練性が良好になるものと考えられる。また、角度θが
５～８０゜であることにより、ボーンチップ６２同士の間の間隙が程良く外周面に向って
開放したものとなり、樹脂とのなじみが良くなると考えられる。なお、ボーンチップ６２
同士の間隙が繊維状体の側周面に開放することにより、水素やリチウムイオンの吸蔵性が
向上する効果が期待できる。上記角度θが５～８０゜であると、ボーンチップ同士の結合
力が十分に高く、炭素質微細繊維状体の強度も大きいと考えられる。
【００１４】
面間距離がこの範囲から外れることは、チューブのグラファイト積層構造に欠陥があるこ
とを意味し、上記の特性が損なわれる恐れがある。
【００１５】
本発明の炭素質微細繊維状体では、その最内径ｄと外径Ｄとの比ｄ／Ｄが０．５以下、好
ましくは０．０１～０．５特に好ましくは０．０５～０．３である。Ｄが同じ場合、ｄ／
Ｄが小さいほど、炭素質微細繊維状体はボーンチップ６２の最内径ｄが小さいものである
ことになり、ボーンチップ６２の１個当りのカーボン量が多いことになる。
【００１６】
従って、ｄ／Ｄの値は、炭素質微細繊維状体の強度と導電性とのバランスに影響があると
考えられ、さらには水素やリチウムを吸蔵する際、チューブあたりの吸蔵量、ひいては製
品単位体積あたりの吸蔵量が増加する可能性を示している。
【００１７】
なお、炭素質微細繊維状体の外径Ｄは１０～２００ｎｍ特に１５～１００ｎｍが好ましい
。Ｄが１０ｎｍよりも小さいと、炭素質微細繊維状体の樹脂等への混練性が低下する恐れ
があると共に、低コストでの製造が非常に困難となる。逆にＤが２００ｎｍよりも大きい
と、炭素質微細繊維状体の導電性や強度への改善効果が低下するおそれがある。
【００１８】
本発明の炭素質微細繊維状体は、製造法について特に制限はないが、好ましくは触媒存在
下での気相反応法にて製造される。気相反応法の反応装置についても特に制限はなく、固
定床反応装置や流動床反応装置といった反応装置にて製造することができるが、製造効率
の点でさらに好ましくは、噴流層反応器内に触媒粒子及び炭素源ガスを導入して、噴流層
を形成しながら、炭素質微細繊維状体の平均粒径１０～２００μｍの微粒状凝集体を製造
する工程と、流動層反応器内に、炭素源ガスと前記噴流層反応器から取り出された該微粒
状凝集体とを導入して、該微粒状凝集体の流動層を形成しながら該凝集体を成長させる工
程とを有する方法により製造することができる。
【００１９】
この製造方法に従って、炭素源ガスを触媒粒子の存在下に高温反応させると、触媒粒子を
反応の基点として炭素質微細繊維状体が生成して繊維状に成長し、触媒粒子の表面に炭素
質微細繊維状体が形成された微粒状凝集体が得られる。
【００２０】
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凝集体粒子を噴流撹拌で互いに遊離させた状態で炭素質微細繊維状体を成長させると、成
長反応部を中心に取り囲むように炭素質微細繊維状体が成長する。
【００２１】
この製造方法では、凝集体粒子同士が固化し易い炭素質微細繊維状体の成長反応の初期に
おいて、噴流層内で凝集体粒子を激しく撹拌して互いに遊離させた状態で炭素質微細繊維
状体を成長させる。
【００２２】
その後、このように噴流層内である程度の大きさに成長させた微粒状凝集体粒子を流動層
に移送して更に粒子を成長させることにより、炭素質微細繊維状体を効率的に成長させる
ことができる。
【００２３】
上記製造方法において、噴流層内で凝集体粒子（以下「一次粒子」と称す場合がある。）
を平均粒径１０～２００μｍにまで成長させることが好ましい。この一次粒子の平均粒径
が１０μｍ未満では、この一次粒子を流動層に導入して反応させた際に、固化し易い。こ
の一次粒子の平均粒径が２００μｍを超えるまで噴流層内で反応を行うことは、反応器単
位容積当たりの炭素質微細繊維状体生成量が低減し、製造効率の面で好ましくない。噴流
層内で一次粒子を平均粒径１０～２００μｍに成長させて流動層に導入することにより、
流動層内での固化を防止して、効率的な炭素質微細繊維状体の製造を行うことができる。
【００２４】
図２は、この炭素質微細繊維状体の製造方法の一例を示す系統図である。
【００２５】
バイオガス等の原料ガスが配管１に供給され、必要に応じ、メタンと炭酸ガスとを略等モ
ル比とするために配管２から二酸化炭素（ＣＯ２）ガスが添加、混合される。この原料ガ
スがブロワ３により配管４を経て熱回収熱交換器５に送られ、加熱された後、更に配管６
を介して加熱炉７に送られて加熱され、配管８を介して反応器へ送り出される。この配管
８は３本の配管９，１０，１１に分岐している。配管９は噴流層反応器３０に接続され、
配管１０は流動層反応器４０に接続され、配管１１は流動層反応器５０に接続されている
。配管９には触媒添加用の配管１２が接続されている。
【００２６】
噴流層反応器３０内では、配管９から導入された原料ガスが上方に噴出して噴流層が形成
される。なお、噴流層反応器３０には、この噴流層を撹拌するための撹拌機１３ａが付設
されている。
【００２７】
噴流層反応器３０内の噴流層から飛び出した粒子（炭素微粉及び飛散触媒等）は、ガスと
共に配管１４からサイクロン１５に導かれて捕集され、配管１６を介して噴流層反応器３
０へ戻される。なお、サイクロン１５を通り抜けた微細粒子は、ガスと共に配管１７から
バグフィルタ１８に導入され、捕集される。バグフィルタ１８にて捕集された粒子は、返
送用配管（図示略）を介して噴流層反応器３０に戻される。
【００２８】
バグフィルタ１８にて除塵されたガスは、配管１９を介して前記熱回収熱交換器５に導か
れ、前記原料ガスと熱交換して降温される。このようにして降温されたガスは、配管２０
から凝縮器２１に導かれ、冷却される。これにより、該ガス中の水蒸気が凝縮して水とな
って分離され、排出ライン２２から排出される。凝縮器２１を通ったガスは、配管２３を
介して前記原料供給用配管１に導かれ、循環戻りガスとして原料ガスに混合される。
【００２９】
なお、配管２３からはガス分取用の配管２４が分岐しており、ガスの一部を前記加熱炉７
へ加熱燃料用ガスとして導いている。この配管２４は、配管２３内を流れるガスの一部を
系外に取り出し、循環ガス中に窒素が蓄積することを防止するためのパージラインとして
機能している。
【００３０】
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加熱炉７へは、加熱に必要な熱量を賄うために、前記配管１から原料ガスの一部を配管２
５を介して導入し、燃料ガスとして用いる。２６は空気の導入配管である。
【００３１】
ブロワ３の下流側の配管４には配管２７を介して水素分離装置２８が接続されている。こ
の水素分離装置２８は、循環ガス中にＨ２が過剰に蓄積することを防止するためのもので
ある。
【００３２】
噴流層反応器３０の上部の取出口１３ｂに弁１３ｃが設けられている。この取出口１３ｂ
に凝集体粒子輸送用の配管２９が接続されている。前記配管６から分岐したガス供給用配
管３１がこの配管２９の途中に接続されており、凝集体粒子はこの配管２９内を気流搬送
され、サイクロン３２に導かれる。
【００３３】
該サイクロン３２内にて捕集された凝集体粒子は、配管３３を介して第１の流動層反応器
４０に導入される。この第１の流動層反応器４０の下部に前記配管１０から原料ガスが導
入されており、該反応器４０内に凝集体粒子の流動層が形成されている。
【００３４】
噴流層反応器３０からの凝集体粒子は、この流動層内において反応し、成長する。成長し
た粒子は、反応器４０の下部に設けられたスクリュ式取出機４１により取り出され、配管
４２を介して第２の流動層反応器５０へ送られる。なお、第１の流動層反応器４０からの
飛散粒子を含むガスは、配管４３を介してサイクロン３２に導かれて捕集され、反応器４
０へ戻される。サイクロン３２を通ったガスは、配管４４を介して前記バグフィルタ１８
へ送られる。
【００３５】
第２の流動層反応器５０では、その下部に前記配管１１を介して原料ガスが供給されてお
り、該反応器５０内に凝集体粒子の流動層が形成されている。
【００３６】
第１の流動層反応器４０からの凝集体粒子はこの流動層において、更に反応して成長し、
成長した粒子は、反応器５０の下部に設けられたスクリュ式取出機５１により取り出され
、製品として系外へ排出される。
【００３７】
なお、第２の流動層反応器５０からの飛散粒子を含むガスは、配管５２を介してサイクロ
ン５３に導かれて捕集され、配管５４より反応器５０へ戻される。サイクロン５３を通っ
たガスは、配管５５を介して前記バグフィルタ１８へ送られる。
【００３８】
本発明においては、このようにして炭素質微細繊維状体を製造するに当たり、噴流層反応
器３０において、平均粒径１０～２００μｍの炭素質微細繊維状体の微粒状の凝集体粒子
（一次粒子）を製造し、この平均粒径１０～２００μｍの一次粒子を流動層反応器４０に
導入して更に成長させる。
【００３９】
前述の如く、この一次粒子の平均粒径が１０μｍ未満であると、凝集体粒子の固化を有効
に防止し得ず、２００μｍを超えると製造効率が低下する。噴流層反応器３０で製造する
一次粒子の平均粒径は特に３０～１００μｍとすることが好ましい。
【００４０】
この一次粒子の平均粒径は、噴流層反応器３０における反応時間（滞留時間）や原料ガス
供給速度、反応温度等を調整することにより制御することができる。
【００４１】
噴流層反応器３０で製造した一次粒子は更に第１の流動層反応器４０及び第２の流動層反
応器５０で成長させる。流動層の運転条件は、このようにして一次粒子を流動層内で成長
させて得られる二次粒子の平均粒径が一次粒子の平均粒径の２倍以下、特に１．２～２倍
になる程度を目安とするのが好ましい。この二次粒子の平均粒径と一次粒子との比が１．
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２未満では二次粒子の成長が不十分となることがあり、２倍超では、流動層内の滞留時間
が過度に長くなり、塊状物を生成させるおそれがあると共に、反応効率を低下させるおそ
れがある。
【００４２】
なお、図２では、流動層反応器として第１の流動層反応器４０と第２の流動層反応器５０
とを２段に設けているが、流動層反応器は、１段のみでも良く、また３段以上に設けても
良い。流動層反応器を２段以上に多段に設けて反応条件を反応器毎に制御することにより
、反応器単位容積当たりの生産効率を高めると共に、得られる炭素質微細繊維状体の形状
や物性等を所望の範囲に容易に調整することができる。
【００４３】
反応に用いる炭素源ガスとしては、反応系にガス状で導入することができる炭素化合物で
あれば良く、特に制限はないが、好ましくは炭化水素及び／又は水素と炭素酸化物とを含
むガスが用いられる。特に、炭素源ガスとして、例えば二酸化炭素、水素、バイオガス等
のプロセス排ガスを回収利用することは、製造コストの低減のみならず、環境維持にも有
効である。二酸化炭素及びメタンを炭素源ガスとして使用する場合、両者が等モルであれ
ば、下記のような反応式に従って、メタン及び二酸化炭素を炭素質生成物として固定化さ
せることが可能となる。
ＣＨ４　→　Ｃ＋２Ｈ２

２Ｈ２＋ＣＯ２　→　Ｃ＋２Ｈ２Ｏ
【００４４】
炭素源ガスとして、二酸化炭素や一酸化炭素のような炭素酸化物のガスを用いる場合、同
時に反応に用いるガスとしては還元性ガスを用いる。ここでいう還元性ガスとは、それ自
体が還元性を有しているか、又はそのガスが反応系中にて分解して、かかる還元性を有す
るガスを発生するガスを指す。上記の反応式ではメタンガスが炭素源ガスであると同時に
、分解して還元性を有する水素を発生するため、還元性ガスでもある。このような還元性
ガスには、水素ガス、更には各種炭化水素ガス、即ちメタン、エタン、プロパン、ブタン
のような化合物が挙げられる。
【００４５】
一方、触媒としては、炭素源ガスからの炭素質微細繊維状体の生成反応を効率的に行うこ
とのできるものであれば、化学的組成並びに形状等において特に制限されないが、通常、
遷移金属及びその化合物が好ましく用いられる。触媒としては特に、ニッケル、コバルト
、鉄などの金属触媒が好ましい。これら金属は１種を単独で用いても、２種以上を適宜組
み合わせて使用しても良い。また、これら金属は、元素状態でも、酸化物、水酸化物、炭
酸塩といった化合物でも使用することができる。更に、これらの触媒成分をシリカなどの
担体に担持したものであっても良い。この場合、担体に対する触媒成分の担持量は、担体
重量に対して１～９０重量％程度とするのが好ましい。その触媒のパーティクル形状には
特に制限はなく、一般に知られている形状、例えば球状等の粒状であっても良い。またそ
のパーティクルの大きさは、例えば球状等の粒状である場合、直径で１～２０μｍ程度の
ものが通常好適に用いられる。
【００４６】
このような触媒粒子の使用量には特に制限はないが、噴流層反応器３０に導入される炭素
源ガスが、触媒有効成分量に対して１０～６０Ｌ／ｇ・ｈｒ程度となるような量とするこ
とが好ましい。
【００４７】
また、反応条件は、通常、噴流層反応器３０及び流動層反応器４０，５０共に、反応温度
４００～８００℃、好ましくは５００℃以上６００℃未満である。反応温度がこの範囲よ
りも低いと十分な反応速度が得られず炭素質微細繊維状体の製造効率の点で不利であり、
この範囲よりも高いと、一旦生成した炭素と反応雰囲気ガスとの反応が生起して炭素質微
細繊維状体の収率が低下する場合があり好ましくない。
【００４８】
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また、反応圧力は、原料の炭素源ガスが効率的に反応するような条件であれば良く、特に
制限はないが、好ましくはゲージ圧１～２００ｋＰａ、より好ましくはゲージ圧３～５０
ｋＰａである。
【００４９】
噴流層反応器は、下部より触媒粒子と炭素源ガスとを導入して、反応器内に凝集体粒子及
び触媒粒子の噴流層を形成させながら、炭素質微細繊維状体を成長させ、上部より炭素質
微細繊維状体が成長して所定の平均粒径となった凝集体粒子を取り出すことができるよう
な噴流分散機構を有するものである。
【００５０】
このような噴流層反応器及び流動層反応器を用いる反応は、連続式で行っても良く、また
バッチ式で行っても良い。例えば、噴流層反応器及び流動層反応器の双方を連続式で運転
しても良く、噴流層反応器及び流動層反応器の一方を連続式とし、他方をバッチ式として
も良く、噴流層反応器及び流動層反応器の双方をバッチ式で運転しても良い。
【００５１】
これらの反応器をバッチ式、連続式のいずれかで行うかは、反応条件（滞留時間等）や、
所望とする炭素質微細繊維状体の特性（炭素質微細繊維状体の長さ、直径、凝集体粒子粒
径等）をコントロールするために、適宜選択することができ、このことは同一設備におい
て、運転方式を選定することにより、種々の特性を有する炭素質微細繊維状体を製造する
ことができることを意味する。
【００５２】
なお、図２に示す如く、噴流層反応器３０及び流動層反応器４０，５０の排ガスは、サイ
クロン、バグフィルタ等の微粉捕集手段で炭素微粉、触媒粒子等の微粉を捕集した後、原
料の炭素源ガスに混合して循環使用することができ、また、捕集した微粉は反応器に戻す
ことが好ましく、このように排出ガスを回収して循環使用することにより炭素質微細繊維
状体の収率を高めることができる。
【００５３】
【実施例】
以下に実施例及び比較例を挙げて本発明をより具体的に説明するが、本発明はその要旨を
超えない限り、以下の実施例に何ら限定されるものではない。
【００５４】
実施例１
図２に示す方法で本発明に従って、炭素質微細繊維状体の製造を行った。ただし、第２の
流動層反応器５０は用いず、第１の流動層反応器４０で得られる凝集体粒子を製品とした
。
【００５５】
原料ガスとしては、二酸化炭素とメタンとの１：１（モル比）混合ガスを用い、配管２３
からの循環戻りガスと共に熱回収熱交換器５で加熱した後加熱炉７で加熱して６００℃に
昇温した。
【００５６】
この昇温ガスを担持触媒粒子と共に噴流層反応器３０に供給し、噴流層反応器３０内で噴
流層を形成させながら炭素質微細繊維状体の凝集体粒子を成長させ、噴流層反応器３０内
から定期的に凝集体粒子を取り出し、流動層反応器４０に導入した。この一次粒子の平均
粒径は４５μｍであった。なお、この噴流層反応器３０における反応条件は、温度５５０
℃、ゲージ圧４０ｋＰａとし、担持触媒粒子としては、略球状のシリカ担体に金属ニッケ
ルを担持させた、平均粒径１５μｍの担持触媒粒子を用い、噴流層反応器３０に導入され
る触媒有効成分量に対して原料ガス（循環戻りガスを含む）を３０Ｌ／ｇ・ｈｒの割合で
導入した。
【００５７】
噴流層反応器３０で得られた平均粒径４５μｍの一次粒子は、次いで第１の流動層反応器
４０で、原料ガスと接触させて更に造粒成長させ、この流動層反応器４０から定期的に流
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動層内の凝集体粒子を取り出して冷却することにより製品とした。
【００５８】
この流動層反応器４０の反応条件は、温度５５０℃、ゲージ圧４０ｋＰａとし、原料ガス
は、触媒有効成分量に対して３０Ｌ／ｇ・ｈｒの割合で導入した。また、流動層反応器４
０から取り出した二次粒子の平均粒径は６５μｍであった。
【００５９】
このようにして製造された炭素質微細繊維状体についてＴＥＭによる特性測定結果を表１
に示す。
【００６０】
また、この炭素質微細繊維状体０．９ｇと、合成樹脂としてポリカーボネート（三菱エン
ジニアリングプラスチックス製７０２５Ａ）４４．１ｇ（炭素質微細繊維状体の重量比２
％）とを、混練装置（東洋精機製作所製ラボプラストミル）にて２６０℃で１５分間混練
した。得られた混合物をプレス成形し、１００ｍｍ×１００ｍｍ×２ｍｍの板状成形体を
得た。この成形品の導電性（体積固有抵抗値）の測定結果を表１に示す。
【００６１】
実施例２
実施例１において、反応温度を５００℃としたこと以外は同様にして炭素質微細繊維状体
を製造し、同様の試験を行った。結果を表１に示す。
【００６２】
実施例３
実施例１において、原料ガスの割合を１５Ｌ／ｇ・ｈｒとしたこと以外は、同様にして炭
素質微細繊維状体を製造し、同様の試験を行った。結果を表１に示す。
【００６３】
比較例１
市販の多層（マルチウォール）カーボンナノチューブについて、同様の試験を行った。結
果を表１に示す。
【００６４】
【表１】

【００６５】
【発明の効果】
以上詳述した通り、本発明によれば、混練性、分散性、加工性、機能発現性に優れ、かつ
安価な炭素質微細繊維状体が提供される。
【００６６】
本発明の炭素質微細繊維状体は、従来のカーボンナノチューブと比較して加工性に優れ、
さらに従来のカーボンブラックと同様の方法で混練することが可能であり、同様の用途、
例えば樹脂、ゴム、エラストマー等の補強、着色、導電性付与等の機能性付与のための添
加剤として、また、機能性顔料として顔料、インキ、トナー等の配合成分として、工業的
に有利に用いることができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の炭素質微細繊維状体の構成図である。
【図２】本発明の炭素質微細繊維状体の製造方法の一例を示す系統図である。
【符号の説明】
３０　噴流層反応器
４０　第１の流動層反応器
５０　第２の流動層反応器
６１　炭素質微細繊維状体
６２　ボーンチップ

【図１】 【図２】
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