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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃焼ガス中の水分量が５容量％以下となる燃料（Ａ）を燃焼させた火炎外に、炭素源（
Ｂ）を供給し、触媒（Ｃ）の存在下４００～１５００℃の温度範囲の雰囲気で反応させる
工程を含む、炭素繊維の製造方法。
【請求項２】
　燃料（Ａ）を燃焼させた火炎を熱源として、かつ燃焼ガスをキャリアガスとして利用し
て、燃焼ガス中の水分量が５容量％以下となる燃料（Ａ）を燃焼させた火炎外で、炭素源
（Ｂ）と触媒（Ｃ）を４００～１５００℃の温度範囲で接触させる工程を含む、炭素繊維
の製造方法。
【請求項３】
　燃料（Ａ）は、水素原子と炭素原子とのモル比Ｈ／Ｃが１．０未満である請求項１また
は２に記載の炭素繊維の製造方法。
【請求項４】
　さらに、火炎外に水素を供給する工程を含む、請求項１～３のいずれか１項に記載の炭
素繊維の製造方法。
【請求項５】
　さらに、火炎外に不活性ガスを供給する工程を含む、請求項１～４のいずれか１項に記
載の炭素繊維の製造方法。
【請求項６】
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　さらに、火炎外に硫黄または硫黄化合物（Ｆ）を供給する工程を含む、請求項１～５の
いずれか１項に記載の炭素繊維の製造方法。
【請求項７】
　さらに、燃焼ガスを焼却処理する工程を含む、請求項１～６のいずれか１項に記載の炭
素繊維の製造方法。
【請求項８】
　連続式製造法である請求項１～７のいずれか１項に記載の炭素繊維の製造方法。
【請求項９】
　バッチ式製造法である請求項１～７のいずれか１項に記載の炭素繊維の製造方法。
【請求項１０】
　流動層で反応させる請求項１～７のいずれか１項に記載の炭素繊維の製造方法。
【請求項１１】
　気流層で反応させる請求項１～７のいずれか１項に記載の炭素繊維の製造方法。
【請求項１２】
　さらに流動助剤を使用する請求項１０または１１に記載の炭素繊維の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火炎の熱および燃焼ガスを利用した燃焼法による炭素繊維の製造方法に関す
る。さらに詳細には、本発明は、不純物である粒子状炭素の少ない炭素繊維を燃焼法によ
り高収率で大量に製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　カーボンナノチューブやカーボンナノファイバーなどを含む炭素繊維は、導電性、熱伝
導性、耐熱性、機械的強度等に優れた特性を有することから多くの分野で注目を集めてい
る。これら炭素繊維は、主に、アーク放電法、レーザ蒸発法、化学気相成長法（ＣＶＤ法
）などの気相法により合成される。これら製造方法の中では、ＣＶＤ法が比較的大量合成
に向いている方法であり、工業化もなされている。
【０００３】
　ＣＶＤ法としては、例えば、ベンゼン等の有機化合物を原料として、フェロセン等の有
機遷移金属化合物を触媒として用い、これらをキャリアガスとともに高温の反応炉に導入
し、炭素繊維を生成させる方法が、特許文献１に開示されている。この方法によれば、短
時間の反応で、比較的細くて導電性や熱伝導性に優れるアスペクト比の大きい炭素繊維が
得られる。また、固体触媒と炭素含有ガスとを炭素含有ガスの熱分解温度以下の温度で、
反応器中で数時間反応させて炭素フィブリルを合成する製造方法が特許文献２に開示され
ている。
　しかし、これらの方法では、多量のキャリアガスを外熱式の反応炉で１０００℃以上の
高温に加熱する必要がある。外熱式の反応炉は熱効率が悪く、炉内に温度分布が生じやす
く、反応炉のさらなる大型化には制限がある。
【０００４】
　さらに、気相法による炭素繊維の製法として、特許文献６および７には、一酸化炭素と
水素と必要に応じて二酸化炭素とからなる混合キャリアガスとともに、炭素化合物を加熱
帯に導入し、有機遷移金属化合物から生成した金属触媒の存在下で６００～１３００℃の
温度範囲で加熱反応させて炭素繊維を製造する方法が開示されている。しかし、この方法
は、水素が必須成分であり、生成した炭素繊維の直径は１～３μｍと大きく、アスペクト
比が小さい炭素繊維しか得られていない。また、使用できる触媒前駆体も有機遷移金属化
合物に限られている。
　特許文献８には、転炉の排ガス及び水素含有ガスからなるキャリアガスとともに炭素化
合物を加熱帯に導入し、金属触媒の存在下で６００～１３００℃の温度範囲で加熱反応さ
せて炭素繊維を製造する方法が開示されている。しかし、この方法は、キャリアガスが転
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炉の排ガスに限られるので、汎用性に乏しい。
【０００５】
　一方、炭素材料の一つであるカーボンブラックの製造法の一つである燃焼法を炭素繊維
の製造に応用したものが提案されている。燃焼法では火炎の熱を利用するので反応器内の
温度分布が小さくなるので、反応炉を容易に大型化できる可能性がある。
　この燃焼法を応用した炭素繊維の製造方法として、特許文献３に、遷移金属化合物の存
在下にガス炎中で炭化水素類を熱分解させる方法が提案されている。しかし、この方法で
は、炭素源として供給した炭化水素類の大部分がガス炎で燃焼してしまうために、炭素繊
維の収率が低く、また不純物である粒子状炭素が多くなる。
　特許文献４には、遷移金属化合物の存在下に、プロパンなどの可燃性燃料によるガス炎
外で炭化水素類を熱分解させる方法が提案されている。しかし、この方法でも、不純物で
ある粒子状の炭素の副生が避けられない。
【０００６】
　特許文献５には、炭素を含む予混合炎に対して、触媒を火炎の近接に固定してカーボン
ナノチューブを製造する方法が開示されている。火炎の燃料としてアセチレン、エチレン
などの炭化水素等が例示されている。しかし、この方法でも粒子状の炭素の副生が避けら
れず、また、触媒を火炎の近傍に固定しなければならず、連続的な製造法にすることが困
難である。
　非特許文献１には、メタンと空気を燃料とした火炎に、触媒となる金属ワイヤを所定時
間かざして、金属ワイヤ表面にカーボンナノチューブを生成させる方法が、非特許文献２
には、エチレンと空気を燃料とした火炎に、触媒となる金属ワイヤを所定時間かざして、
金属ワイヤ表面にカーボンナノチューブを生成させる方法が開示されている。しかし、非
特許文献１及び非特許文献２に記載の方法では、触媒である金属ワイヤ表面に炭素繊維が
極めて少量しか得られず、工業的生産に適さない。
　このように、不純物である粒子状炭素の少ない炭素繊維を燃焼法により経済的に大量に
製造する方法は、これまでに存在しなかった。
【０００７】
【特許文献１】特開昭６０－５４９９８号公報
【特許文献２】特表昭６２－５００９４３号公報
【特許文献３】特開昭６１－２８２４２５号公報
【特許文献４】特開昭６３－１８２４１５号公報
【特許文献５】特開２００５－２４７６４４号公報
【特許文献６】特許２５８６０５４号公報
【特許文献７】特許２５８６０５５号公報
【特許文献８】特許２５２１９８２号公報
【非特許文献１】Chemical Physics Letters, 340(2001)237-241
【非特許文献２】Proceedings of the Combustion Institute, 30(2005)2553-2560
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、不純物である粒子状炭素の少ない炭素繊維を燃焼法により高収率で大
量に製造する方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、前記目的を達成するために鋭意検討した結果、燃料を燃焼させた火炎の
熱および燃焼ガスを利用した炭素繊維の製造方法において、特定組成の燃料、炭素源、触
媒を使用することにより不純物である粒子状炭素の少ない炭素繊維を高収率で製造できる
ことを見いだし、本発明を完成するに至った。
　すなわち、本発明は下記［１］～［２７］に示される炭素繊維の製造方法に関する。
［１］　燃焼ガス中の水分量が５容量％以下となる燃料（Ａ）を燃焼させた火炎外に、炭
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素源（Ｂ）を供給し、触媒（Ｃ）の存在下４００～１５００℃の温度範囲の雰囲気で反応
させる工程を含む、炭素繊維の製造方法。
［２］　燃料（Ａ）を燃焼させた火炎を熱源として、かつ燃焼ガスをキャリアガスとして
利用して、燃焼ガス中の水分量が５容量％以下となる燃料（Ａ）を燃焼させた火炎外で、
炭素源（Ｂ）と触媒（Ｃ）を４００～１５００℃の温度範囲で接触させる工程を含む、炭
素繊維の製造方法。
［３］　燃料（Ａ）は、水素原子と炭素原子とのモル比Ｈ／Ｃが１．０未満である［１］
または［２］に記載の炭素繊維の製造方法。
［４］　燃料（Ａ）は、水素原子と炭素原子とのモル比Ｈ／Ｃが０．１未満である［１］
または［２］に記載の炭素繊維の製造方法。
［５］　燃料（Ａ）が、一酸化炭素、石炭、およびコークスからなる群から選ばれる少な
くとも１つのものである［１］または［２］に記載の炭素繊維の製造方法。
［６］　前記火炎が還元炎である［１］～［５］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造
方法。
［７］　前記火炎が当量比１．５～４．０で燃料（Ａ）を燃焼させたものである［１］～
［６］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
［８］　さらに、火炎外に水素を供給する工程を含む、［１］～［７］のいずれか１つに
記載の炭素繊維の製造方法。
［９］　さらに、火炎外に不活性ガスを供給する工程を含む、［１］～［８］のいずれか
１つに記載の炭素繊維の製造方法。
【００１０】
［１０］　炭素源（Ｂ）が、メタン、アセチレン、エタン、エチレン、プロパン、プロピ
レン、ブタン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ナフタレン、フェナントレ
ン、シクロプロパン、シクロヘキサン、シクロヘキセン、メタノール、エタノール、およ
びイソプロパノールからなる群から選ばれる少なくとも１つのものである［１］～［９］
のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
［１１］　触媒（Ｃ）が、鉄、コバルト若しくはニッケルの単体；および鉄、コバルト若
しくはニッケルの化合物からなる群から選ばれる少なくとも１つのものである［１］～［
１０］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
［１２］　触媒（Ｃ）が担体（Ｄ）に担持された固体触媒（Ｅ）である［１］～［１１］
のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
［１３］　担体（Ｄ）が、カーボンブラック、活性炭、黒鉛、シリカ、アルミナ、チタニ
ア、シリカチタニア、炭酸カルシウム、およびゼオライトからなる群から選ばれる少なく
とも１つのものである［１２］に記載の炭素繊維の製造方法。
［１４］　担体（Ｄ）の平均粒子径が１００ｎｍ以下である［１３］に記載の炭素繊維の
製造方法。
［１５］　固体触媒（Ｅ）の平均粒子径が２００μｍ以下である［１２］～［１４］のい
ずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
【００１１】
［１６］　さらに、火炎外に硫黄または硫黄化合物（Ｆ）を供給する工程を含む、［１］
～［１５］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
［１７］　硫黄化合物（Ｆ）が有機硫黄化合物である［１６］に記載の炭素繊維の製造方
法。
［１８］　生成した炭素繊維を、燃焼ガスを含む気流に同伴させて、反応装置の出口で回
収する工程を含む、［１］～［１７］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
［１９］　さらに、燃焼ガスを焼却処理する工程を含む、［１］～［１８］のいずれか１
つに記載の炭素繊維の製造方法。
［２０］　連続式製造法である［１］～［１９］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造
方法。
［２１］　バッチ式製造法である［１］～［１９］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製
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造方法。
［２２］　流動層で反応させる［１］～［２１］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造
方法。
［２３］　気流層で反応させる［１］～［２１］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造
方法。
［２４］　さらに流動助剤を使用する［２２］または［２３］に記載の炭素繊維の製造方
法。
［２５］　さらに、８００℃以上の温度で加熱して、炭素繊維を精製する工程を含む、［
１］～［２４］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
［２６］　さらに、２５００℃以上の温度で加熱して、炭素繊維を黒鉛化処理する工程を
含む、［１］～［２５］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
［２７］　平均直径が５～３００ｎｍ、平均アスペクト比が５０以上の中実状炭素繊維を
製造する［１］～［２６］のいずれか１つに記載の炭素繊維の製造方法。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の製造方法によって、不純物である粒子状炭素の少ない炭素繊維を高収率で大量
に得ることができる。得られる炭素繊維は、カーボンナノチューブやカーボンナノファイ
バーと呼ばれるものであり、炭素繊維の直径は通常３．５ｎｍ～５００ｎｍ、アスペクト
比（炭素繊維の長さ／炭素繊維の直径）は１０以上であり、繊維形状は中空状および／ま
たは中実状のものである。本発明の製造方法は、平均直径が５～３００ｎｍで、平均アス
ペクト比が５０以上の中実状炭素繊維の製造に特に適している。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の測定例１～２で用いた測定装置を概略的に示す図である。
【図２】本発明の実施例１～２、比較例１で用いた炭素繊維製造装置を概略的に示す図で
ある。
【符号の説明】
【００１４】
１・・石英製反応管（外径５０ｍｍφ×内径４３ｍｍφ×長さ１５００ｍｍ）
２・・１ｍｍφジルコニアビーズ（高さ５０ｍｍ）
３・・火炎
４・・トラップ
５・・１００メッシュ金網
６・・コールドトラップ
７・・ドライアイス－アセトン浴
８・・水トラップ
９・・水
１０・・ガスサンプリングバルブ
１１・・アフターバーナ
１２・・石英製反応管（外径５０ｍｍφ×内径４３ｍｍφ×長さ１５００ｍｍ）
１３・・断熱材（ガラスウール）
１４・・１ｍｍφジルコニアビーズ（高さ５０ｍｍ）
１５・・火炎
１６・・シリコニット電気炉（長さ６００ｍｍ）
１７・・Ｒ型熱電対
１８・・気化器（２００℃）
１９・・Ｒ型熱電対
２０・・炭素繊維捕集部
２１・・１００メッシュ金網（ＳＵＳ４３０）
２２・・コールドトラップ
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２３・・食塩－氷水浴
２４・・水トラップ
２５・・水
２６・・ガスサンプリングバルブ
２７・・アフターバーナ
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の炭素繊維の製造方法は、燃焼ガス中の水分量が５容量％以下となる燃料（Ａ）
を燃焼させた火炎外に炭素源（Ｂ）を供給し、触媒（Ｃ）の存在下４００～１５００℃の
温度範囲の雰囲気で反応させる工程を含むものである。
　また、本発明の炭素繊維の製造方法は、燃料（Ａ）を燃焼させた火炎を熱源として、か
つ燃焼ガスをキャリアガスとして利用して、燃焼ガス中の水分量が５容量％以下となる燃
料（Ａ）を燃焼させた火炎外で、炭素源（Ｂ）と触媒（Ｃ）を４００～１５００℃の温度
範囲で接触させる工程を含むものである。
【００１６】
　本発明に用いられる燃料（Ａ）は、燃焼ガス中の水分量が少ないもの、具体的には燃焼
ガス中の水分量が５容量％以下となるものである。燃焼ガス中の水分量が５容量％を超え
る燃料を用いると、炭素繊維の生成量が少なくなり、また粒子状の炭素が副生しやすくな
る。
【００１７】
　このような燃料（Ａ）として、例えば、石炭、コークス、活性炭、カーボンブラック、
黒鉛などの固体燃料；軽油、灯油、ベンゼン、トルエン、エタノール、プロパノールなど
の液体燃料；アセチレン、エチレン、エタン、プロパン、プロピレン、ブタン、ブテン、
ブタジエン、一酸化炭素などの気体燃料を挙げることができる。これらの燃料は、燃焼ガ
ス中の水分量が５容量％以下であれば、１種単独で若しくは２種類以上を混合して用いる
ことができる。
【００１８】
　これらの中でも、燃焼時の水の生成の原因となる水素原子の含有量が少ないか、または
、水素原子を含まないような燃料が好ましく、具体的には水素原子と炭素原子とのモル比
Ｈ／Ｃが１．０未満の燃料が好ましく、水素原子と炭素原子とのモル比Ｈ／Ｃが０．１未
満の燃料が特に好ましい。水素原子の含有量が少ない特に好ましい燃料として、一酸化炭
素、石炭、およびコークスからなる群から選ばれる少なくとも１つの燃料が挙げられる。
【００１９】
　燃焼ガス中の水分量は、燃焼ガス中の水分をコールドトラップで凝縮させて水を採取し
その質量を測定し、また水を凝縮除去した後の燃焼ガスを採取し、それをガスクロマトグ
ラフィーで組成分析し、それら分析結果から求める。
【００２０】
　本発明に用いる火炎は、前記の燃料（Ａ）と、酸素を含む支燃性ガスとを混合し、燃焼
させることによって生成される燃焼炎である。火炎の大きさの調節、火炎の安定のために
、希釈ガスとして、窒素、ヘリウム、アルゴンなどの不活性ガスを、燃料に任意に混合す
ることができる。希釈ガスとしては、窒素が経済的で好ましい。燃料（Ａ）、支燃性ガス
、希釈ガスの混合比は、所望する火炎の大きさ、温度により任意に設定できる。
【００２１】
　火炎は、支燃性ガスの量によって、酸化炎または還元炎となる。本発明においては還元
炎が好ましく用いられる。還元炎を得るために、当量比（理論空気量／供給空気量）を１
．０以上にすることが好ましく、１．５～４．０にすることがより好ましい。なお、理論
空気量とは燃料を完全燃焼させたときに消費される空気量である。当量比（理論空気量／
供給空気量）が１．０未満になると、酸化性雰囲気となり、触媒が酸化され易くなり、炭
素繊維が得られにくくなる傾向がある。また、当量比が大きくなりすぎると、火炎が不安
定になり、火炎温度が上がりにくくなる傾向がある。燃焼設備の規模やその放熱量によっ
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て、適切な当量比の上限は異なる。燃焼設備の規模が大きく火炎放熱が少ない場合は、当
量比が大きくなっても火炎を安定させることができ、炭素繊維を製造するために十分な温
度が得られる場合がある。
【００２２】
　本発明では、反応炉内で火炎をおこし、この火炎外に炭素源（Ｂ）を供給する。火炎を
発生させるバーナや燃焼装置は、その構造等によって特に限定されない。混合気燃焼や拡
散燃焼など、反応炉の大きさ、必要とする温度により、適宜、設定することができる。
　火炎は、反応炉の構造に応じて、上方に噴出させてもよいし、下方に噴出させてもよい
し、水平に噴出させてもよい。なお、火炎の範囲は目で炎が確認できる範囲である。
【００２３】
　本発明に用いられる炭素源（Ｂ）としては、例えば、メタン、エタン、プロパン、ｎ－
ブタン、ｎ－ペンタン、ｎ－ヘキサンなどの脂肪族飽和炭化水素；アセチレン、エチレン
、プロピレン、１－ブテン、２－ブテン、１，３－ブタジエンなどの脂肪族不飽和炭化水
素；メタノール、エタノール、イソプロパノール、１－ブタノールなどのアルコール類；
ベンゼン、トルエン、キシレン、ナフタレン、フェナントレンなどの芳香族炭化水素；シ
クロプロパン、シクロブタン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘキセン、シク
ロヘプタンなどの脂環式炭化水素；アセトン、メチルエチルケトン、エチレングリコール
、プロピレングリコール、酢酸、酢酸エチルなどの他の有機化合物が挙げられる。これら
は、単独で若しくは２種類以上を混合して使用することができる。これらの中では、メタ
ン、アセチレン、エタン、エチレン、プロパン、プロピレン、ブタン、ブタジエン、ベン
ゼン、トルエン、キシレン、ナフタレン、フェナントレン、シクロプロパン、シクロヘキ
サン、シクロヘキセン、メタノール、エタノール、イソプロパノールが、特に好ましい。
　炭素源は気体状にして供給することが好ましい。常温で液体や固体の炭素源は気化させ
てから供給することが好ましい。炭素源供給に際して、窒素などの不活性ガスおよび／ま
たは水素を火炎外に供給することができる。
【００２４】
　本発明に用いられる触媒（Ｃ）は、炭素繊維の成長を促進する物質である限り、特に制
限されない。このような触媒としては、例えば、周期律表の第２～１５族に属する元素か
らなる群から選ばれる少なくとも１種の金属単体が挙げられる。これらのうち、第３、５
、６、８、９、および１０族に属する元素からなる群から選ばれる少なくとも１種の金属
単体が好ましく、鉄、ニッケル、コバルトが特に好ましい。また、これらの元素を含む化
合物や合金も触媒として使用することができる。このような化合物としては、特に、フェ
ロセンが好ましい。
【００２５】
　また、触媒（Ｃ）は、触媒前駆体化合物を適当な担体（Ｄ）に担持させた固体触媒（Ｅ
）として用いることができる。担体（Ｄ）としては、カーボンブラック、活性炭、黒鉛な
どの炭素材料；シリカ、アルミナ、シリカアルミナ、チタニア、シリカチタニア、マグネ
シア、ジルコニア、炭酸カルシウム、ゼオライトなどの無機化合物などを用いることがで
きる。これらは、単独で若しくは２種類以上を組み合わせて用いることができる。これら
の中でも、炭素繊維の収率の点から、カーボンブラック、黒鉛、アルミナ、チタニア、シ
リカチタニア、炭酸カルシウム、ゼオライトが好ましい。また、担体の粒子径は任意の大
きさのものを使用することができるが、平均粒子径が１００ｎｍ以下のものが好ましい。
このような担体を用いて含浸法により固体触媒を調製すると、担持される触媒金属が比較
的小さな径で分散できるために、含浸法固体触媒を用いて製造される炭素繊維は直径が小
さく、アスペクト比が高くなる。なお、平均粒子径は、質量分率の加重を乗じた平均径で
ある。
【００２６】
　触媒前駆体化合物としては、触媒金属元素の硝酸塩、硫酸塩、塩化物、酢酸塩、有機金
属化合物などを用いることができる。担持方法は、特に限定されず、含浸法などの常法で
調製する方法が挙げられる。固体触媒中の触媒金属の担持量は、触媒金属換算で、５～３
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０質量％が反応効率の点から好ましい。
　固体触媒は、粉末状、顆粒状、ペレット状などの形状のものがあるが、形状によって特
に制限されない。また固体触媒は、平均粒子径が２００μｍ以下であることが好ましく、
１００μｍ以下であることがさらに好ましい。平均粒子径が２００μｍを超えると、気流
層での反応が困難になる傾向があり、また合成された炭素繊維から担体を除かずに樹脂に
混ぜて樹脂複合材とした時に機械強度が低くなる傾向がある。平均粒子径２００μｍ以下
の固体触媒は、気流層を用いた炭素繊維の製造に好適に用いることができる。平均粒子径
２００μｍ以下の固体触媒は、粉砕処理した後、適当なメッシュで篩うことにより達成で
きる。なお、平均粒子径は、質量分率の加重を乗じた平均径である。
　触媒の使用量は、反応器の大きさ、炭素源の種類、触媒の種類などにより適宜設定する
ことができる。
【００２７】
　本発明においては、炭素繊維の収率の増加に効果があることから、硫黄または硫黄化合
物（Ｆ）を火炎外に供給することが好ましい。硫黄化合物としては、例えば、メチルチオ
ール、エチルチオール、１－プロパンチオール、１－ブタンチオール、１－ペンタンチオ
ール、１－ヘキサンチオール、チオフェノール、ベンジルメルカプタン、メチルスルフィ
ド、メチルジスルフィド、チオフェン、二硫化炭素、硫化水素等が使用できる。これらの
中では、有機硫黄化合物が好ましく、特に、チオフェンが好ましい。硫黄または硫黄化合
物（Ｆ）の使用量は、触媒金属に対して、０．１～５０質量％の範囲が好ましい。
【００２８】
　燃料（Ａ）を用いた火炎の外側への炭素源（Ｂ）の供給方法は特に制限されない。例え
ば、炭素源と触媒および硫黄化合物等とを別々に供給してもよいし、炭素源と触媒および
硫黄化合物等とを混合して供給してもよい。火炎の中に炭素源（Ｂ）を供給すると多くの
炭素源（Ｂ）が燃焼してしまうので炭素繊維になるものが少なくなる。なお、火炎の外側
とは、炭素源などが火炎によって燃焼しない程度に離れた位置である。供給位置は、好ま
しくは、火炎の上方である。供給量は、適宜調整することができる。
【００２９】
　本発明の炭素繊維の合成反応は、４００～１５００℃の温度範囲で行うことが好ましい
。ただし、使用する炭素源の種類により最適な反応温度は異なる。例えば、ベンゼンのよ
うな熱安定性が比較的に高い炭素源では、９００～１３００℃の反応温度が好ましく、エ
チレンのような熱安定性が比較的に低い炭素源では、５００～７００℃の反応温度が好ま
しく、アセチレンでは４００～６００℃の反応温度が好ましい。
【００３０】
　触媒（Ｃ）として有機金属化合物を用いる場合は、液状の炭素源や適当な溶媒に触媒（
Ｃ）を溶解、あるいは分散させて、水素や不活性ガスに同伴させて反応器内の火炎外に導
入することができる。また、触媒（Ｃ）が固体触媒（Ｅ）の場合は、燃焼炎の外側に、例
えば、ステンレス、セラミックス製の網等を設置して、この上に固体触媒を設置すること
ができる。また、燃焼ガスの流量を調節して、固体触媒を流動化させて流動層とすること
も可能である。さらに、微粉末の固体触媒を用いて、気流層とすることもできる。固体触
媒を気流層とする場合は、固体触媒の平均粒子径が２００μｍ以下のものを用いることが
好ましく、平均粒子径が１００μｍ以下のものを用いることが特に好ましい。
【００３１】
　流動層または気流層で反応させる場合、流動層または気流層の流動状態の安定化や生成
した炭素繊維の凝集防止の目的で、流動助剤を添加することができる。流動助剤としては
、平均粒子径が１μｍ以下のアルミナ、シリカ、ジルコニア、カーボンブラック、黒鉛な
どを、固体触媒１００質量部に対して０～２００質量部の範囲で、混合して用いることが
できる。流動助剤の使用により、凝集が少ない炭素繊維が得られる。生成物である炭素繊
維と流動助剤とは、必要に応じて、かさ比重や粒度の差等を利用して分離することができ
る。
【００３２】
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　反応器内で、所望温度で、所望時間反応させて、合成された炭素繊維は、火炎の燃焼ガ
スとともに、反応器の出口に、浮遊、同伴させて運び、適当なフィルターなどで回収する
ことができる。また、炭素繊維を回収した後の燃焼ガスには、可燃物が含まれるので、ア
フターバーナで燃焼させて焼却処理することができる。
【００３３】
　本発明の製造方法で得られた炭素繊維は、ヘリウムガス、アルゴンガスなどの不活性ガ
ス雰囲気中で、８００℃以上の温度で数分間から数時間熱処理することによりタール分な
どの不純物を除去し、精製することができる。また、炭素繊維の結晶性を高めるために、
ヘリウムガス、アルゴンガスなどの不活性ガス雰囲気中で、２５００℃以上の温度で加熱
して、炭素繊維を黒鉛化処理することができる。
【００３４】
　本発明の炭素繊維の製造方法は、バッチ式でも連続式でも行うことができ、必要に応じ
て、反応後の炭素繊維の熱処理による精製、黒鉛化処理も含めて連続式、または一部連続
式で行うこともできる。
【００３５】
　本発明の製造方法によって得られる炭素繊維は、カーボンナノチューブやカーボンナノ
ファイバーと呼ばれるものであり、炭素繊維の直径は通常３．５ｎｍ～５００ｎｍ、アス
ペクト比（炭素繊維の長さ／炭素繊維の直径）は１０以上であり、繊維形状は中空状およ
び／または中実状のものである。
　本発明の製造方法は、平均直径が５～３００ｎｍで、平均アスペクト比が５０以上の中
実状炭素繊維の製造に特に適している。炭素繊維の構造は、炭素源、触媒や担体の種類、
反応温度などの反応条件により、変化させることができる。例えば、燃料として一酸化炭
素、触媒としてフェロセンを用いて反応させると、平均直径が約１００ｎｍの中実状の炭
素繊維が得られる。また、枝分かれした構造の炭素繊維を得ることもできる。
　本発明の製造法により得られた炭素繊維は、高い電気伝導性、熱伝導性等を有するので
、樹脂、金属、セラミックスなどのマトリックス中に分散させ複合材とすることにより、
複合材の導電性や熱伝導性を向上させることが出来る。特に樹脂に配合して複合樹脂材料
とする場合には、高い導電性を示すようになり、帯電防止の用途等に用いる樹脂／炭素繊
維複合材に好適である。また本発明の製造法により得られた炭素繊維を金属に配合した場
合には、破壊強度を向上させることができる。
【実施例】
【００３６】
　次に、実施例および比較例を示して、本発明をより具体的に説明するが、本発明はこれ
らの実施例に限定されるものではない。
【００３７】
（燃料の分析）
　図１は、燃料を燃やしたときに発生する燃焼ガスの組成測定装置の概念図である。反応
管１は、外径５０ｍｍ、内径４３ｍｍ、長さ１５００ｍｍの石英管である。底部には直径
１ｍｍのジルコニアビーズが底面から５０ｍｍの高さまで充てんされている。
　表２に示す処方の燃料ガスと酸素（支燃性ガス）と窒素（希釈ガス）との混合ガスを、
反応管１の底部に供給し、ジルコニアビーズを通過してきた混合ガスに着火して、燃焼さ
せ火炎３をおこした。燃焼ガスは、反応管の頂部から排出され、トラップ４の金網で煤な
どの固形物が除去され、２基のコールドトラップ６で水が捕集され、さらに水トラップ８
を通過させることができる。そして、水トラップ８を通過した燃焼ガスをバーナ１１（工
業用ガス（ウエキコーポレーション社製）：ＬＰＧ）で焼却して大気に放出することがで
きる。
　コールドトラップに捕集された水の質量を測定し、また、燃焼ガスをバルブ１０で抜き
取り、ガスクロマトグラフィーにより表１に示す条件で分析し、燃料を燃やしたときに発
生する燃焼ガス中の水分量を求めた。
【００３８】
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【表１】

【００３９】
【表２】

【００４０】
　その結果、測定例１（当量比３．１０、一酸化炭素）の燃焼ガス組成は、一酸化炭素６
０．５容量％、二酸化炭素３１．０容量％、窒素８．５容量％、水０．０容量％であった
。
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　測定例２（当量比２．２７、メタン）の燃焼ガス組成は、メタン１６．０容量％、水２
７．１容量％、二酸化炭素４．４容量％、一酸化炭素１９．７容量％、水素２７．７容量
％、窒素２．９容量％、エチレン２．２容量％であった。
【００４１】
実施例１
　図２は、実施例及び比較例で使用した炭素繊維製造装置の概念図である。反応管１２は
、外径５０ｍｍ、内径４３ｍｍ、長さ１５００ｍｍの石英管である。底部には直径１ｍｍ
のジルコニアビーズが底面から５０ｍｍの高さまで充てんされている。反応管１２は電気
炉１６の中に設置されている。火炎の熱だけでは所望の反応温度に達しなかったので、電
気炉で反応管を補助的に加熱した。反応管中心部の温度が９００℃となるように、電気炉
の温度を設定した。
　表３に示す処方の一酸化炭素（燃料ガス）と酸素（支燃性ガス）と窒素（希釈ガス）の
混合ガスを、反応管１２の底部に供給し、ジルコニアビーズを通過してきた混合ガスに着
火して、燃焼させ火炎１５をおこした。この燃焼ガス中の水分量は０容量％であった。水
素を８．０ＮＬ／分で、気化器１８を通過させ、反応器１２に導入し、火炎１５の外側に
供給した。
【００４２】
　火炎および温度が安定した後、炭素源としてベンゼン９３．５質量％、触媒としてフェ
ロセン５．０質量％および硫黄化合物としてチオフェン１．５質量％の混合液（ベンゼン
：特級（純正化学社製）；　フェロセン：特級（純正化学社製）；　チオフェン：特級（
東京化成社製））をシリンジポンプで０．１ｍＬ／分の速度で、２００℃の気化器１８を
通過させ、反応器１２に導入し、火炎外に１０分間供給し反応させた。
　反応管１２内で生成した生成物は、燃焼ガスに同伴されて、捕集部２０に堆積した。捕
集部２０を通過した燃焼ガスは、２基のコールドトラップ２２及び１基の水トラップ２４
を通過し、最後にバーナ２７（工業用ガス（ウエキコーポレーション社製）：ＬＰＧ）で
焼却して大気に放出した。
　反応完了後、水素及び混合ガスの供給を止め、反応器内を窒素ガス気流下で室温まで冷
却した。捕集部２０から生成物を回収し、質量を測定し収量を求めた。生成物の収量は８
．９ｋｇ／ｍ3ｈであった。なお、収量（ｋｇ／ｍ3ｈ）は、反応管の単位容積（反応管の
容積＝２１７７ｃｍ3）、単位時間当たりに得られる量として表わした。
　また、生成物をＳＥＭ（走査型電子顕微鏡）にて観察した。生成物のすべてが炭素繊維
であった。該炭素繊維は、外径が約１００ｎｍの中実の繊維状であった。製造条件及び結
果を表３にまとめて示した。
【００４３】
実施例２
　混合ガスの組成および量、混合液の組成および供給時間、ならびに水素の量を、表３に
示す処方に変更した以外は、実施例１と同様にして反応させた。
　生成物の収量は３．１ｋｇ／ｍ3ｈであった。生成物のすべてが炭素繊維であった。該
炭素繊維は、外径が約１００ｎｍの中実の繊維状であった。製造条件及び結果を表３にま
とめて示した。
【００４４】
比較例１
　混合ガスの組成および量、混合液の組成および供給時間、ならびに水素の量を、表３に
示す処方に変更した以外は、実施例１と同様にして反応させた。
　生成物の収量は６．７ｋｇ／ｍ3ｈであった。生成物の大部分が粒子状物質であり、炭
素繊維が得られなかった。製造条件及び結果を表３にまとめて示した。
【００４５】
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