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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
真空容器と、
該真空容器内に、原料ガスを導入するガス導入系と、
鉄族または白金族または希土類の金属、またはそれらの金属を含む化合物よりなる気体
の導入機構と、
該ガス導入系により送給される原料ガスを含む反応性気体を加熱する熱フィラメントと
、
生成したカーボン微粒子を捕捉する微粒子捕集部とを備え、
該反応性気体を含む気体で満たした該真空容器内で、反応性気体を分解してカーボン微
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粒子を生成し、捕集するようにした微粒子製造装置。
【請求項２】
前記熱フィラメントが、１６００℃以上に保たれることを特徴とする請求項１記載の微
粒子製造装置。
【請求項３】
前記真空容器内に、直流もしくは交流または高周波電源によるプラズマ発生手段を具備
することを特徴とする請求項１記載の微粒子製造装置。
【請求項４】
前記プラズマ発生手段が、前記熱フィラメントを一方の電極とすることを特徴とする請
求項３記載の微粒子製造装置。
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【請求項５】
前記プラズマ発生手段が、前記熱フィラメントを含む領域に対してプラズマの発生を可
能とすることを特徴とする請求項３記載の微粒子製造装置。
【請求項６】
請求項１乃至５のいずれか１に記載の微粒子製造装置において、該微粒子製造装置によ
り製造される微粒子が、内部が空洞である炭素、または炭素を含む化合物であることを特
徴とする微粒子製造装置。
【請求項７】
請求項１乃至６のいずれか１に記載の微粒子製造装置において、鉄族または白金族また
は希土類の金属、またはそれらの金属を含む化合物よりなる気体の質量分析装置を備える
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ことを特徴とする微粒子製造装置。
【請求項８】
熱フィラメントとプラズマ発生手段とを備えた真空容器内で、加熱した該熱フィラメン
ト近傍に、プラズマ発生手段によりグロー放電プラズマを発生させ、反応性気体および鉄
族または白金族または希土類の金属、またはそれらの金属を含む化合物よりなる気体を送
給してカーボン微粒子を製造する微粒子製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、化学気相堆積（ＣＶＤ）法およびプラズマ化学気相堆積（Ｐ−ＣＶＤ）法を応
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用して、微粒子材料を製造する微粒子製造方法および微粒子製造装置に関し、より詳細に
は、熱フィラメントによる熱電子やグロー放電プラズマによって、カーボンナノチューブ
・カーボンナノカプセル等の炭素六員環のネットワークで構成された微粒子を大量に生成
可能とする技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
炭素六員環のネットワーク化合物に関する科学は、ここ十数年の間に大きな進展がみられ
る。かかる炭素六員環で構成された代表的な材料として、フラーレンやカーボンナノチュ
ーブ等が挙げられる。このカーボンナノチューブは、機械的強度、導電性、熱伝導性等の
優れた特性を有することが知られており、電子デバイスやマイクロデバイスなどの機構材
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料、または、電子デバイス複合材料やエネルギー貯蔵複合材料などの複合材料として、広
い範囲での利用が期待されている。また、内部に金属超微粒子を閉じ込めたカーボンナノ
カプセルと呼ばれるグラファイト容器状のものも知られている。こうした材料単体は、１
ｎｍ前後から数十ｎｍの直径を有し、主にアーク放電法・レーザー蒸発法・熱分解法等に
よって生成されている。
【０００３】
ここで、アーク放電法は、炭素電極の間にアーク放電を起こして炭素原子を蒸発させ、該
蒸発した炭素を、気相中で反応や凝集によって再び固体とさせるか、電極の先端に堆積さ
せることでカーボン微粒子を生成する方法である。レーザー蒸発法は、加熱した炭素棒に
パルスレーザーを照射し、瞬時に炭素を蒸発させて微粒子を生成する方法である。また、
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熱分解法は熱ＣＶＤ法とも呼ばれ、蒸気のベンゼンを蒸気の金属触媒とともに高温の反応
空間に輸送し、該反応空間でカーボン微粒子を生成する方法である。こうして生成される
カーボン微粒子の中に、上述したフラーレンやカーボンナノチューブ等が含まれているの
である。
【０００４】
これらの製造方法や製造装置に関しては、現在においても改良が重ねられ、誠意検討され
ているところである。中でも、カーボンナノチューブやフラーレン等の製造方法等に関し
て、収量や収率を向上させる手法が幾つか報告されている。例えば、上記熱ＣＶＤ法を用
いた微粒子の製造に関し、特許文献１に示すような微粒子製造装置が提案されている。具
体的には、反応槽中に、原料気体を混入させ、所定領域で加熱されるようにした加熱手段

50

(3)

JP 4665113 B2 2011.4.6

と、磁場印加部を設け、該磁場印加部によって触媒の移動速度を制御することで、生成す
るカーボンナノチューブの成長時間を制御するようにしたものである。すなわち、加熱領
域を通過する原料気体と触媒を分解し、その際の触媒移動速度を磁場によって制御するこ
とで、目的とする微粒子を得るものである（特許文献１参照）。
【０００５】
また、上述したアーク放電法のように放電プラズマを利用した製造装置に関しては、得ら
れる材料単体や、これらが集合した微粒子のサイズには限界があった。そこで、特許文献
２に示すようなグロー放電プラズマを利用した微粒子製造装置が提案されている。具体的
には、反応槽に原料ガス供給源と、マイクロ波発生源と捕集部とを備えた微粒子製造装置
において、グロー放電プラズマを発生させることによって、０．１μｍ以上の大きさのナ
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ノカプセル単体や、単層ナノチューブの集合からなる１μｍを超える大きさの微粒子の製
造を可能とするものである（特許文献２参照）。
【０００６】
【特許文献１】
特開２００３−８１６１７号公報
【特許文献２】
特開２００３−８１６１９号公報
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、カーボンナノチューブ等は、上述したような有用性を有することから、目的と
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する製造物を収量・純度等よく製造できる製造装置の開発が待たれているところである。
しかし、従来の製造装置では、カーボン微粒子の反応空間が制限されていた。そのため、
目的とする微粒子を大量に得るためにはコストがかかり、また、該微粒子製造装置の小型
化も困難であった。
すなわち、前記特許文献１に記載の製造装置は、反応容器中における加熱制御部において
、カーボンナノチューブ等の成長温度に適した温度空間が内部の特定の空間に限られてい
た。そのため、カーボンナノチューブ等の成長領域空間の体積が小さく、大量に合成する
には、該製造装置が大型化してしまい、必ずしも実用的ではなかった。
【０００８】
一方、前記特許文献２に記載の製造装置においては、反応空間での炭素原子の滞留時間を

30

増やすことによって、従来にない微粒子の製造が可能となった。このことは、有用なカー
ボンナノチューブ等を製造する観点からは重要であった。しかし、パルス発振のマイクロ
波発生源を具備する必要があるため、得られる微粒子の大量製造が困難であり、該微粒子
製造装置が大型化してしまうという課題があったのである。
【０００９】
そこで、本発明においては、微粒子製造装置に関し、前記従来の課題を解決するもので、
製造装置を大型化することなくカーボンナノチューブやナノカプセル等の微粒子を大量に
合成することができる微粒子製造方法および微粒子製造装置を提案することを目的とする
。さらに、サイズの大きな単層のナノチューブ等、従来にない微粒子を大量に得ることが
できる微粒子製造方法および微粒子製造装置を提案することを目的とするものである。
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【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明の解決しようとする課題は以上の如くであり、次にこの課題を解決するための手段
を説明する。
本発明では、熱フィラメントにより高温に加熱された空間中に、反応性気体を通過させ、
気相中においてカーボンナノチューブを含むカーボン微粒子を製造する簡易な製造装置を
提案するものである。また、同時にグロー放電プラズマを発生させることで、該プラズマ
空間中に、該カーボン微粒子を長時間閉じ込めて、新規な材料として、大きなサイズのも
のを大量に得ることを目的とするものである。
【００１１】
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すなわち、請求項１においては、真空容器と、該真空容器内に、原料ガスを導入するガ
ス導入系と、鉄族または白金族または希土類の金属、またはそれらの金属を含む化合物よ
りなる気体の導入機構と、該ガス導入系により送給される原料ガスを含む反応性気体を加
熱する熱フィラメントと、生成したカーボン微粒子を捕捉する微粒子捕集部とを備え、該
反応性気体を含む気体で満たした該真空容器内で、反応性気体を分解してカーボン微粒子
を生成し、捕集するようにしたものである。
【００１２】
従来の熱ＣＶＤ法は、熱空間中に原料ガスと蒸発した反応触媒とを混入させて、カーボン
ナノチューブ等のカーボン微粒子を製造するものである。本発明に係る微粒子製造装置に
おいては、かかる原理を応用するものである。熱ＣＶＤ法におけるカーボンナノチューブ
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等の成長過程は未だ明らかにされていない点が多いが、およそ次のように考察されている
。すなわち、反応性気体が熱によって分解・解離されラジカルを生成し、金属ラジカルが
気相中で金属微粒子を形成する。この金属微粒子に炭素ラジカルや炭化水素系ラジカルが
一旦吸収されて炭素が固溶し、高温の反応空間を離れて冷却されると、温度が低下して金
属微粒子表面から炭素を析出するのである。こうして析出した炭素が、カーボンナノチュ
ーブ等の六員環ネットワークを形成するのである。かかる反応プロセスでは、反応性気体
に混入される金属微粒子は、カーボンナノチューブ等の発生・成長の触媒的役割を担うも
のである。
【００１３】
カーボンナノチューブの成長を促す要因として、カーボンナノチューブの生成・成長過程
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の温度条件が重要とされている。かかる適切な温度条件を具備する領域空間を、成長領域
空間と呼ぶ。熱フィラメントの熱によって形成される高温空間において金属微粒子に固溶
した炭素が、やや温度の低い成長領域空間において炭素を析出させた結果カーボンナノチ
ューブが成長し、該成長領域空間外においては温度が低減していくため、真空容器の内側
壁や微粒子捕集部においてそれが堆積するのである。
【００１４】
従来の熱ＣＶＤ法を用いた微粒子製造装置は、前記成長領域空間が制限されていたため
、該成長領域空間をより確保するためには、かかる製造装置を大型にする必要があったの
である。本発明に係る微粒子製造装置は、成長領域空間を熱フィラメントによって形成さ
せるため、微粒子製造装置を大型化することなく成長領域空間を広く確保することができ
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、装置構造を簡易なものとすることができる。そして、目的とするカーボンナノチューブ
等のカーボン微粒子の大量合成が可能となるのである。
また、本発明に係る微粒子製造装置は、反応触媒としての金属類を、真空容器内に供給
する手段としてかかる導入機構を備えるため、液体または固体状の該金属等を気化または
昇華させ、該触媒金属を反応性気体に混入させることで、カーボン微粒子の生成を制御す
ることができる。すなわち、本発明に係る微粒子製造装置におけるカーボンナノチューブ
等の生成・成長は、金属触媒が気化または昇華され、気化または昇華された該金属類によ
る触媒作用によって促進される。
なお、本発明においては、前記鉄族・白金族・希土類の粒状の金属粉や、それらの金属
を含む有機金属粉、例えば、フェロセンや、該フェロセンに換えてフェロセン以外のメタ
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ロセン、すなわち、フェロセン中のＦｅに換えてＮｉを有するニッケロセンや、Ｃｏを有
するコバルトセン等を用いてもよく、また、これらを混合したものを用いてもよい。
【００１５】
また、請求項２においては、前記熱フィラメントが、１６００℃以上に保たれるものであ
る。カーボン微粒子の生成・成長過程は、原料ガス濃度・真空容器内の圧力・触媒濃度等
の他に成長領域空間の温度に大きく依存することが明らかとなっている。本発明に係る微
粒子製造装置は、該熱フィラメントの表面温度を１６００℃以上とすることで、カーボン
微粒子の生成・成長を制御して、目的とするカーボンナノチューブ等の収量を増加させる
ことができる。さらに、２０００℃以上とすることで、特に単層のカーボンナノチューブ
を効率よく得ることができる。
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【００１６】
また、請求項３においては、前記真空容器内に、直流もしくは交流または高周波電源によ
るプラズマ発生手段を具備するものである。本発明は、前記熱ＣＶＤ法に加えてプラズマ
化学気相堆積（Ｐ−ＣＶＤ）法を応用するものである。プラズマ空間中にカーボン微粒子
を閉じ込めて、新規材料、また大きなサイズの材料を製造することが可能となる。
【００１７】
本発明に係るＰ−ＣＶＤ法は、アーク放電よりも穏やかなグロー放電プラズマを利用する
ものである。ここで、グロー放電プラズマを作用させてカーボンナノチューブを得る製造
装置は、本発明に係る発明者によって、すでに提案されているところである。該製造装置
は、反応性気体のプラズマ分解によって炭素系ラジカルを生成させ、気相中での反応によ

10

りフラーレンやカーボンナノチューブ、カーボンナノカプセル等を発生させるようにして
いる。成長してやや大きくなったカーボン微粒子がプラズマ中で負に帯電する性質を利用
して、該カーボン微粒子をプラズマ空間中に長時間閉じ込め、さらに大きな微粒子へと成
長させるものである。
【００１８】
本発明は、熱フィラメントの熱電子またはグロー放電プラズマ中の高速電子により反応性
気体を解離・分解させ、気相中でカーボン微粒子を合成するものである。本発明に係る微
粒子製造装置によれば、生成されたカーボン微粒子の表面にグロー放電プラズマ中の多数
の電子が附着し、該カーボン微粒子が（正電位の）プラズマ中に閉じ込められ、その後の
カーボン微粒子の成長を制御し、より大きいサイズのカーボン微粒子へと成長させること

20

ができるのである。また、かかるサイズの大きいカーボン微粒子を、量産することが可能
である。
【００１９】
さらに、上述の熱フィラメント近傍にグロー放電プラズマを発生させることで、上述した
カーボン微粒子の成長領域空間において、該熱フィラメントから発生する熱電子がさらな
るグロー放電プラズマの発生を助長し、グロー放電プラズマを安定させることができるの
である。
【００２０】
また、請求項４においては、前記プラズマ発生手段が、前記熱フィラメントを一方の電極
とするものである。複数の熱フィラメントを張り巡らした場合には、該熱フィラメントを
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直接アノードもしくはカソードとして用いることが可能である。該熱フィラメントを放電
プラズマの一極とすることで、成長領域空間の極近傍にグロー放電プラズマを発生させる
ことが可能となり、カーボン微粒子の生成・成長をより促進させることができるようにな
る。
【００２１】
また、請求項５においては、前記プラズマ発生手段が、前記熱フィラメントを含む領域に
対してプラズマの発生を可能とするものである。熱フィラメントを含む領域にプラズマを
発生させることで、成長領域空間の極近傍にグロー放電プラズマを発生させることが可能
となり、カーボン微粒子の生成・成長をより促進させることができるようになる。
【００２４】
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また、請求項６においては、請求項１乃至５のいずれか１に記載の微粒子製造装置にお
いて、該微粒子製造装置により製造される微粒子が、内部が空洞である炭素、または炭素
を含む化合物であるものである。このような微粒子として具体的には、カーボンナノチュ
ーブを製造することができる。該カーボンナノチューブは、グラファイトの一層（グラフ
ェンシート）を丸めた円筒状物質であり、その製造過程において、多層カーボンナノチュ
ーブと単層カーボンナノチューブとが生成することが知られている。また、前記金属類の
微粒子を内包したカーボンナノカプセルを製造することができる。
【００２５】
また、請求項７においては、請求項１乃至６のいずれか１に記載の微粒子製造装置にお
いて、鉄族または白金族または希土類の金属、またはそれらの金属を含む化合物よりなる
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気体の質量分析装置を備えるものである。本発明に係る微粒子製造装置は、蒸気または微
粒子の前記触媒金属を成長領域空間近傍に存在させることが肝要となる。そこで、該質量
分析装置を備えることで、前記金属または金属化合物が、気相中に存在するかどうかを反
応中に監視することができ、カーボン微粒子の製造の制御が容易となるのである。
【００２６】
また、請求項８においては、熱フィラメントとプラズマ発生手段とを備えた真空容器内
で、加熱した該熱フィラメント近傍に、プラズマ発生手段によりグロー放電プラズマを発
生させ、反応性気体および鉄族または白金族または希土類の金属、またはそれらの金属を
含む化合物よりなる気体を送給してカーボン微粒子を製造する製造方法の発明である。熱
ＣＶＤ法とＰ−ＣＶＤ法とを併用して応用すると、熱フィラメントによる熱電子によって
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グロー放電プラズマが安定するため、カーボン微粒子の生成・成長を制御することができ
る。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態について説明する。
図１は本実施例に係る微粒子製造装置を示す図、図２は熱フィラメントの配置構成を示す
図および図３は同じく熱フィラメントの配置構成を示す図である。また、図４は本実施例
に係る微粒子製造装置の別実施例を示す図および図５は同じく別実施例を示す図である。
そして、図６は製造された微粒子の観察結果を示した透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）写真、図
７は製造された微粒子のラマンスペクトルである。
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【００２８】
図１に示すように、本実施例に係る微粒子製造装置１０１は、真空容器２に、ガス貯蔵容
器３・ガス流量制御器４・コンダクタンスバルブ５・真空排気装置６および真空計２５等
が接続されている。該ガス貯蔵容器３・３はガス流量制御器４・４に接続され、該ガス流
量制御器４・４から管路９が延設されている。そして、真空容器２に該管路９が接続され
て、原料ガスのガス導入系が構成されている。該ガス導入系は、真空容器２内の雰囲気ガ
スとして原料ガスを絶えず供給するとともに、後述する導入機構１０に原料ガスを送給す
るものである。
【００２９】
原料ガスとしては、メタン・エタン・プロパン・ブタン等のアルカン等のガス単体や、こ
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れらの混合物でもよい。また、該アルカン類に限定するものではなく、アルケン類、アル
キン類、芳香族等の有機ガスの単体もしくは混合物を用いてもよい。さらに、アセトン・
メタノール・一酸化炭素等の酸素含有化合物でもよい。また、キャリアガスとしては、水
素の他に、不活性ガスとして、ヘリウムガス・ネオンガス・アルゴンガスを用いてもよい
。
【００３０】
前記真空排気装置６によって真空容器２内を１０Ｐａ以下に排気した後、該真空容器２内
に、ガス貯蔵容器３・３から水素希釈メタンガス等の原料ガスが送給される。該原料ガス
は、ガス流量制御器４・４によって一定流量とされ、管路９を介して前記導入機構１０に
送給されるように構成されている。真空容器２内の圧力が１０〜１００，０００Ｐａとな
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るように前記コンダクタンスバルブ５の開閉を調整し、一定の排気速度で排気するように
構成される。真空容器２内の圧力は、真空計２５で観察する。なお、該原料ガスの濃度や
流量は、適宜変更することができるものである。
【００３１】
ここで、真空容器２内に構成される導入機構１０について説明する。
前記管路９は、ジョイント部１１を介してガラス等で形成される管路１２に連設され、該
管路１２は混入部１３に嵌装されている。該混入部１３には、ガラス等で形成された触媒
受け部１５が接続されている。該触媒受け部１５には、該触媒受け部１５内を均等に加熱
可能なフィラメント１４が巻着されている。該フィラメント１４は、導線１６を介して接
続された電力供給装置１７により通電加熱されるようにしている。前記混入部１３には、
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ガラス等で形成された管路１８が嵌設され、該管路１８は反応性気体を熱フィラメント１
９・１９・・・方向に送給するように配設されている。
【００３２】
該触媒受け部１５内には、金属触媒として、鉄族または白金族または希土類の金属、また
はそれらの金属を含む化合物が配設される。金属触媒は、上記鉄族等の金属粉や、フェロ
セン等の有機金属化合物を用いることができる。特に、フェロセンを用いた場合には、フ
ェロセンの昇華温度が約１４０℃と低いため、触媒受け部１５に巻着されたフィラメント
１４によって、完全に蒸発させることができる。
【００３３】
カーボン微粒子の生成・成長は、原料ガスと金属触媒の濃度に大きく依存する。そのため

10

、前記電力供給装置１７によるフィラメント１４の加熱を制御するように構成することで
、かかる濃度を調整して、カーボン微粒子の合成・成長を制御することが可能となる。ま
た、触媒受け部１５を直接加熱して金属触媒を昇華させる構成としてもよい。さらに、前
記触媒受け部１５に供給される金属触媒を連続供給可能とするような触媒供給機構を具備
させてもよい。かかる場合には、反応性気体中の金属触媒濃度を一定に保ちながら、カー
ボン微粒子の連続製造が可能となり、該カーボン微粒子の大量合成にも寄与するものであ
る。
【００３４】
このような導入機構１０を設けることによって、原料ガスと蒸発した金属触媒とを前記混
入部１３で確実に混入させて、反応性気体を形成させることができる。また、該反応性気
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体を、熱フィラメント１９・１９・・・に効率よく送給することができる。換言すると、
該導入機構１０においては、前記混入部１３を設けることで蒸発させた金属触媒と原料ガ
スとが混入しやすいようにしている。そして、前記管路１８を設けることで、金属触媒と
原料ガスが混入した反応性気体が、熱フィラメント１９・１９・・・により形成される成
長領域空間に効率よく送給されるようにしている。
【００３５】
該導入機構１０は、例えば、真空容器２の外側に混入部１３等を設けて、真空容器２の外
部から管路１８を挿通するように構成してもよい。
また、真空容器２の全体に反応性気体を送給させるように構成してもよい。すなわち、外
部から接続される管路から原料ガスを真空容器２内に送給して、真空容器２内において原
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料ガスに直接蒸発した金属触媒を混入させるように構成してもよい。このように構成する
ことで、真空容器２内に熱フィラメントを張り巡らした場合であっても、該反応性気体を
各熱フィラメントに洩れなく送給することができる。
【００３６】
前記管路１８の開口部側には、熱フィラメント１９・１９・・・が配設される。該熱フィ
ラメント１９・１９・・・は、導線２０を介して電力供給装置２１により通電加熱される
ように構成されている。加熱された該熱フィラメント１９・１９・・・の近傍においては
、カーボン微粒子が生成・成長可能となる成長領域空間が形成される。そのため、前記管
路１８から反応性気体が該熱フィラメント１９・１９・・・近傍に送給されると、該反応
性気体における原料ガスおよび金属触媒が解離・分解して、カーボン微粒子が気相中で合
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成されるのである。
【００３７】
反応性気体の送給方向は、前記導入機構１０の管路１８から、熱フィラメント１９・１９
・・・を介して真空容器２の後方側（図１において左から右）に向くように構成されてい
る。そこで、該熱フィラメント１９・１９・・・の近傍に、該熱フィラメント１９・１９
・・・を挟むように前記管路１８と対向して、かつ、送給される反応性気体の流れを遮断
するように微粒子捕集部２２が配設される。
【００３８】
前記成長領域空間で生成されたカーボン微粒子は、高温の反応空間を離れて冷却されると
きに、温度が低下して金属微粒子表面から炭素を析出する。該微粒子捕集部２２を、反応
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性気体が送給される下流側に該反応性気体の流れに対して垂直となるように配設させるこ
とで、該カーボン微粒子は、該微粒子捕集部２２に衝突して、強制的に冷やされ、表面に
堆積する。このように構成することで、製造したカーボン微粒子を効率よく捕集すること
ができる。また、カーボン微粒子が真空排気装置６にまで移送されるのを防ぐことができ
る。
【００３９】
ここで、熱フィラメント１９・１９・・・の配置構成について詳述する。
本実施例に係る微粒子製造装置１０１は、単一のみならず、複数個の熱フィラメント１９
・１９・・・を配設させることが好ましい。熱量の発生源をフィラメント状にしたことで
、該熱フィラメント１９・１９・・・を、真空容器２内に同時に複数個・複数箇所に配置
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させることが可能となるのである。該熱フィラメント１９・１９・・・を真空容器２内に
張り巡らすと、カーボン微粒子の成長領域空間を広げることとなり、カーボン微粒子の生
成量を増加させることが可能となる。
【００４０】
図２および図３に、該熱フィラメント１９・１９・・・の配置構成の一実施を具体的に示
す。図２（ａ）は、平行に並べた数個の熱フィラメント１９・１９・・・が反応性気体の
流れに沿って長手方向に略平行となるように配設される場合の前記真空容器２の正面断面
図、図２（ｂ）は、同じく側断面図である。また、図３（ａ）は、数個の熱フィラメント
１９・１９・・・が反応性気体の流れに対して短手方向に垂直となるように配設される場
合の真空容器２の正面断面図、図３（ｂ）は、同じく側断面図である。
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【００４１】
本実施例においては、図２および図３に示すように、熱フィラメントを反応性気体の送入
方向（図１において左から右）に対して、平行もしくは垂直になるように配設することが
好ましい。このような配置構成によると、加熱された熱フィラメント１９・１９・・・に
よって形成される成長領域空間に、反応性気体をより効率よく存在させることが可能とな
る。したがって、カーボン微粒子を収率よく大量に生成することができる。
【００４２】
なお、かかる熱フィラメントの配置構成は本実施例に示すようなものに限定するものでは
なく、例えば、真空容器２内に該熱フィラメント１９・１９・・・を隈なく配置すること
も可能である。かかる場合には、反応性気体を広く真空容器２内に充満させて、かかる反
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応性気体が均一に分布した反応状態で、前記成長領域空間を広げることが可能となり、カ
ーボン微粒子の大量合成が可能となる。
【００４３】
該熱フィラメント１９・１９・・・の材料としては、タングステンやモリブデン等の高融
点金属や高融点の合金類を用いるのが好ましい。また、該熱フィラメント１９・１９・・
・の直径は０．１〜１．０ｍｍ程度のものが好ましい。かかる直径は、本実施例に係る微
粒子製造装置１の装置形状や大きさ、熱フィラメントの個数等によって適宜変更可能であ
る。また、該熱フィラメント１９・１９・・・の形状は、コイル状のものに限らず、直線
状のものでもよい。該熱フィラメント１９・１９・・・を直線状のものとした場合には、
表面温度分布から製造されるカーボンナノチューブが変性することなく成長させることが
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できる。
なお、配設する熱フィラメント１９・１９・・・間の距離は、図２および図３に示したよ
うな配置構成とした場合には、５〜５０ｍｍとすることが好ましい。
【００４４】
さらに、熱フィラメント１９・１９・・・の表面温度を１６００℃以上に保つのがよい。
かかる温度とすることで、製造されるカーボン微粒子において、カーボンナノチューブの
成長を促進させ、収量を増加させることができる。特に、該熱フィラメント１９・１９・
・・の表面温度を２０００℃以上とすることで、単層カーボンナノチューブを多く製造す
ることができる。
該熱フィラメント１９・１９・・・の表面温度は、微粒子製造装置１０１に配設された前
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記電力供給装置２１により調節可能に構成される。該熱フィラメント１９・１９・・・に
温度センサを設けて、制御機構により所定温度を維持するよう構成することが好ましい。
【００４５】
微粒子製造装置１０１は、カーボン微粒子の生成・成長が終了すると、前記コンダクタン
スバルブ５を調節して、真空容器２内に空気を導入する。そして、該真空容器２内を大気
圧としてから、前記微粒子捕集部２２および真空容器２の内壁に付着したカーボン微粒子
を収集するように構成されている。
【００４６】
次に、本発明に係る微粒子製造装置の別実施例について以下に説明する。
図４に示す微粒子製造装置２０１は、熱フィラメント１９・１９・・・を一方の電極とし
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、前記微粒子捕集部２２を対電極とするように構成されている。電源２３が、電線２４・
２４を介して熱フィラメント１９・１９・・・および微粒子捕集部２２にそれぞれ接続さ
れている。該電源２３は、直流電源・交流電源・高周波電源のいずれも用いることが可能
である。該電源２３により前記熱フィラメント１９・１９・・・と前記微粒子捕集部２２
とに直流電圧・交流電圧・高周波電圧のいずれかが印加され、該熱フィラメント１９・１
９・・・近傍にグロー放電プラズマを発生可能としている。
なお、該電源２３は、周波数を１ＧＨ以下の範囲とするものが好ましい。
【００４７】
熱フィラメント１９・１９・・・の対電極として用いる微粒子捕集部２２は、グロー放電
プラズマ発生用の電極として所望するグロー放電を発生させることが可能で、かつ、カー
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ボン微粒子の成長を妨げるものでなければ特に制限なく利用可能である。電極として該微
粒子捕集部２２を用いることで、電極およびカーボン微粒子の捕集部として併用すること
から、装置の部品点数を削減することが可能となる。また、カーボンナノチューブやカー
ボンナノカプセル等の微粒子は、大きくなると負に帯電してプラズマ中に閉じ込められる
が、プラズマが大きい場合は真空容器２全体に広がって、その捕集が困難となる。該微粒
子捕集部２２によって、カーボン微粒子を散逸させることなく捕集することができる。
【００４８】
本実施例に係る微粒子製造装置２０１に具備されるプラズマ発生手段は、上述の構成に限
るものではない。
すなわち、前記熱フィラメント１９・１９・・・の対極として、別体の電極部を設けても
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よく、真空容器２自体を対極となるように構成してもよい。また、複数個収束させた前記
熱フィラメント１９・１９・・・において、該熱フィラメント１９・１９・・・単体を、
交互にカソードおよびアノードとすることも可能である。あるいは、各熱フィラメント間
に逆極性のワイヤを張ることで、電圧が印加されるように形成させることも可能である。
このように構成することで、熱フィラメント１９・１９・・・が形成する成長領域空間の
極近傍にグロー放電プラズマを発生させることが可能となり、カーボン微粒子の生成・成
長をより促進させることができるようになる。
【００４９】
また、かかるプラズマ発生手段においては、前記熱フィラメント１９・１９・・・を含む
領域にグロー放電プラズマを発生するものでもよい。具体的には、図５に示すように、別
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体の電極部２６を設けて、前記微粒子捕集部２２や別体の電極、真空容器２自体を、該電
極部２６に対する対極となるように構成することが可能である。前記電極部２６は、熱フ
ィラメント１９・１９・・・により形成される成長領域空間に、グロー放電プラズマが滞
留できるように真空容器２内に配設される。このような装置構成とすることで、成長領域
空間の極近傍にグロー放電プラズマを発生させることが可能となり、カーボン微粒子の生
成・成長をより促進させることができるようになる。
【００５０】
該微粒子製造装置２０１においては、熱フィラメント１９・１９・・・や微粒子捕集部２
２等のいずれを電極とした場合においても、電極間の距離は、用いるガスおよび圧力に応
じてグロー放電可能な距離とするのが好ましい。また、かかる電極間の距離を、ガスの種
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類や圧力にあわせて可変に調節できるようにしてもよい。
【００５１】
以上のように構成される微粒子製造装置１０１・２０１において、触媒金属もしくは金属
化合物の質量分析装置を配置させることが好ましい。かかる触媒金属等が、蒸気さらには
微粒子となって前記成長領域空間に存在するかどうかがカーボンナノチューブ等の生成・
成長に重要な役割を果たす。微粒子製造装置に該質量分析装置を配設することで、該金属
触媒等が気相中に存在することを確認しながらカーボン微粒子の製造を行うことができ、
カーボンナノチューブ等の成長の制御が容易となる。
【００５２】
また、前記微粒子製造装置１０１・２０１において、光散乱を利用したカーボン微粒子の
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粒径または密度の計測装置を配置してもよい。レーザー等からの散乱光に強度や偏光状態
は、カーボン微粒子の大きさや密度によって変化するものである。かかる測定手段を具備
した測定装置を設け、カーボン微粒子の成長度合いを観察することで、製造されるカーボ
ンナノチューブ等の成長の制御が容易となる。
【００５３】
このように、熱フィラメント１９・１９・・・とプラズマ発生手段とを備えた真空容器２
内で、加熱した該熱フィラメント１９・１９・・・近傍に、より詳細には該熱フィラメン
ト１９・１９・・・により形成された成長領域空間に、プラズマ発生手段によりグロー放
電プラズマを発生させて、原料ガスと金属触媒とが混入した反応性気体を送給することで
、カーボン微粒子の生成・成長を制御しながら、該微粒子を製造することができる。その

20

ため、カーボンナノチューブ等の微粒子の製造が容易となり、また、サイズが大きいもの
を製造することができる。製造される微粒子の詳細は後述する。
【００５４】
次に、本実施例に係る微粒子製造装置の実験例について以下に説明する。
まず、前記微粒子製造装置２０１を用いてカーボン微粒子の製造を行った。原料ガスとし
て水素希釈エチレンを、金属触媒としてフェロセンを用いた。該原料ガスを導入機構１０
により蒸発したフェロセンと混入させ、エチレン濃度が５〜５０％の範囲となるように調
整した。真空容器２内を２０〜１００Ｔｏｒｒに減圧し、熱フィラメント１９・１９・・
・を加熱し、直流電圧を熱フィラメント１９・１９・・・および微粒子捕集部２２に印加
してグロー放電プラズマを発生させた。
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なお、圧力×エチレン濃度＝一定（１００〜２００Ｔｏｒｒ・％）、となるように調製す
ることが、カーボン微粒子の収量と収率の点から好ましい。
【００５５】
上記製造条件で製造された微粒子の透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）写真を、図６に示す。図６
のＴＥＭ写真中に見られる細いチューブ状のものがカーボンナノチューブで、直径は約１
．４ｎｍである。また、図７に示すラマンスペクトルにおいて、１６５ｃｍ−１付近にピ
ークが認められることから、図６に表れるカーボンナノチューブは、１０個の炭素六員環
が円周方向に連なった構造またはそれと同等な構造であると推測される。
【００５６】
また、前記微粒子製造装置１０１を用いて同様の実験を行ったところ、ＴＥＭ写真および
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ラマンスペクトルにより、単層のカーボンナノチューブが製造されることが確認された。
しかし、微粒子製造装置２０１によって製造される微粒子の方が、生成量が多く、長さお
よび直径も大きかった。特に、単層カーボンナノチューブの生成量は倍以上であった。熱
フィラメント１９・１９・・・による熱ＣＶＤ法のみでカーボン微粒子を製造するよりも
、該熱ＣＶＤ法に加えてグロー放電プラズマによるＰ−ＣＶＤ法を採用することで、微粒
子の閉じ込めにより、カーボンナノチューブの成長が促進されたことが確認された。
さらに、本発明に係る微粒子製造装置を用いることで、上記カーボンナノチューブのみな
らず、直径１００ｎｍを超える大きなサイズのナノカプセルも製造することができた。
【００５７】
本発明による微粒子製造装置によって製造されるカーボン微粒子においては、以下のよう
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な有用性を備えるものである。
すなわち、従来においては、カーボンナノチューブ等の量産方法が確立されていないこと
が実用化のための障害となっていたが、本発明による微粒子製造装置で生産することによ
り、単層カーボンナノチューブの量産が可能となる。単層カーボンナノチューブが集合し
た大きな微粒子は、水素貯蔵材料としての用途が期待できる。かかる単層カーボンナノチ
ューブは単位重量当りの水素貯蔵量が大きく、水素エネルギーを利用するための水素貯蔵
媒体として有望視されている。また、比較的長いカーボンナノチューブを用いることによ
って、例えば、半導体集積回路などにおける電気的接続のためのリード線として用いるこ
とができる。
【００５８】
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一方、従来よりも大きなサイズのカーボンナノカプセルが作製できることから、この中に
従来よりも大きな微粒子を閉じ込めることできる。カーボンナノカプセルは中に閉じ込め
られた金属の微粒子の酸化や融合を防ぐ機能を有しているが、直径が１００ｎｍ以上のサ
イズのカーボンナノカプセルによって、より大きな金属微粒子のカプセル化が可能となる
。かかる金属微粒子を包含したカーボンナノカプセルは、例えば磁気テープ・円盤状のデ
ィスク等に接着させ、磁気記録媒体として適用可能である。また、カーボンナノカプセル
は、発光材料等の光学材料を包含したものでもよい。かかる構造とした場合には、発光材
料の退色・変色を防止することができる。
【００５９】
【発明の効果】
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本発明は、以上のように構成したので、以下に示すような効果を奏する。
すなわち請求項１に示すように、真空容器と、該真空容器内に、原料ガスを導入するガ
ス導入系と、前記ガス導入系に接続され、鉄族または白金族または希土類の金属、または
それらの金属を含む化合物よりなる気体の導入機構と、該ガス導入系により送給される原
料ガスを含む反応性気体を加熱する熱フィラメントと、生成したカーボン微粒子を捕捉す
る微粒子捕集部とを備え、該反応性気体を含む気体で満たした該真空容器内で、反応性気
体を分解してカーボン微粒子を生成し、捕集するようにしたので、成長領域空間を広く確
保することができるため、カーボンナノチューブやカーボンナノカプセル等を大量に製造
することが可能となる。また、該熱フィラメントを用いるため装置構造が簡易なものとす
ることができ、かつ、真空容器内に張り巡らすことができるため、微粒子を量産するため
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に製造装置を大型化する必要がない。
また、鉄族または白金族または希土類の金属、またはそれらの金属を含む化合物よりな
る気体の導入機構を備えるので、かかる金属等を触媒として蒸発させ、真空容器内に送給
させることができきる。そして、かかる気体と原料ガスとを混入させることができるため
、カーボン微粒子の生成等を制御することができる。
【００６０】
また、請求項２に示すように、請求項１において、前記熱フィラメントが、１６００℃以
上に保たれるので、カーボンナノチューブ等の成長をより促進させ、収量を増加させるこ
とができる。また、カーボンナノチューブ等を量産することができる。
【００６１】

40

また、請求項３に示すように、請求項１において前記真空容器内に、直流もしくは交流ま
たは高周波電源によるプラズマ発生手段を具備するので、熱フィラメントによってプラズ
マがより安定するため、カーボンナノチューブ等の生成・成長を制御してサイズの大きい
ものを製造することができ、かつ、かかるカーボン微粒子を大量に合成することができる
。
【００６２】
また、請求項４に示すように、請求項３において、前記プラズマ発生手段が、前記熱フィ
ラメントを一方の電極とするので、熱フィラメントにより形成される成長領域空間の極近
傍にグロー放電プラズマを発生させることが可能となり、カーボン微粒子の生成や成長を
より促進させることができるようになる。
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【００６３】
また、請求項５に示すように、請求項３において、前記プラズマ発生手段が、前記熱フィ
ラメントを含む領域に対してプラズマの発生を可能とするので、熱フィラメントにより形
成される成長領域空間の極近傍にグロー放電プラズマを発生させることが可能となり、カ
ーボン微粒子の生成や成長をより促進させることができるようになる。
【００６５】
また、請求項６に示すように、請求項１乃至５のいずれか１に記載の微粒子製造装置に
おいて、該微粒子製造装置により製造される微粒子が、内部が空洞である炭素、または炭
素を含む化合物であるので、新規な用途を有する材料を量産することができる。
10

【００６６】
また、請求項７に示すように、請求項１乃至６のいずれか１に記載の微粒子製造装置に
おいて、鉄族または白金族または希土類の金属、またはそれらの金属を含む化合物よりな
る気体の質量分析装置を備えるので、金属触媒が気相中に存在するかどうかを反応中に監
視することができ、カーボン微粒子の製造を制御することができる。
【００６７】
そして、請求項８に示すように、熱フィラメントとプラズマ発生手段とを備えた真空容
器内で、加熱した該熱フィラメント近傍に、プラズマ発生手段によりグロー放電プラズマ
を発生させ、反応性気体および鉄族または白金族または希土類の金属、またはそれらの金
属を含む化合物よりなる気体を送給してカーボン微粒子を製造するため、微粒子の生成と
成長を促進させ、長さの長いカーボンナノチューブやサイズの大きいカーボンナノカプセ
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ル等を大量に製造することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施例に係る微粒子製造装置を示す図である。
【図２】熱フィラメントの配置構成を示す図である。
【図３】同じく熱フィラメントの配置構成を示す図である。
【図４】本実施例に係る微粒子製造装置の別実施例を示す図である。
【図５】同じく別実施例を示す図である。
【図６】製造された微粒子の観察結果を示した透過電子顕微鏡（ＴＥＭ）写真である。
【図７】製造された微粒子のラマンスペクトルである。
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【符号の説明】
１０１、２０１
２

微粒子製造装置

真空容器

１０

導入機構

１３

混入部

１５

触媒受け部

１８

管路

１９

熱フィラメント

２１

電力供給装置

２２

微粒子捕集部

２３

電源
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【図４】
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【図５】

【図７】

【図６】

JP 4665113 B2 2011.4.6

(15)

JP 4665113 B2 2011.4.6

フロントページの続き
(56)参考文献 特開２００３−２１３５３０（ＪＰ，Ａ）
特開２００３−０８１６１９（ＪＰ，Ａ）
特開２００２−０６９７５６（ＪＰ，Ａ）
特開２００２−１７９４１８（ＪＰ，Ａ）
特開２００１−２４０４０３（ＪＰ，Ａ）
特開平１０−２６５２０６（ＪＰ，Ａ）
特開２００３−０５５７６８（ＪＰ，Ａ）
特開平０８−０９１８１６（ＪＰ，Ａ）

10

特開平０９−１８８５０９（ＪＰ，Ａ）
古賀瑞帆他，直流プラズマ化学気相堆積法によるカーボンナノチューブの成長とその電界電子放
出特性，真空，日本，日本真空協会，２００３年 ５月２０日，第46巻、第5号，pp.412‑415
J. Han et al.，Growth characteristics of carbon nanotubes by plasma enhanced hot filam
ent chemical vapor deposition，Surface and Coatings Technology，Elsevier Science B.V.
，２０００年 ９月 １日，Vol.131, No.1‑3，pp.93‑97
(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
C01B31/00‑31/36
C23C16/00‑16/56

20

