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Resolution of growth mechanism of carbon microcoils (CMC)
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 The growth mechanism of the carbon microcoils (CMCs) has been proposed by many researchers. 
However, the proposed mechanisms were presumptive idea without experimental data or theoretical 
consideration. In this work, the growth patterns of double-helix CMCs were examined in details in 
relation with the deposition regions of the CMCs. The coiling-chirality (coiling direction) of the CMCs 
was examined using Ni single crystals (100, 110, 111) as a catalyst and substrate. It was found that the 
coiling morphologies and the dimensions of the grown CMCs were strongly influenced by the 
deposition regions. The coiling chirality of the CMCs was not controlled by using Ni single crystals. It 
was found that the surface of coil fibers were partly crystallized and nanotube-like microstructure was 
also observed. It was suggested that the CMCs was grown under rotating the tip part of the coil.  

  

1．は　じ　め　に
　最適に設計された反応装置を用い、アセチレンなどの
炭化水素やCOガスなどを金属触媒存在下、高度に制御
した反応条件下で熱分解すると、極細のカーボンファイ
バー（気相成長炭素繊維；Vapor Grown Carbon Fiber, 

VGCF）が、コイル状に一定のコイル径とコイルピッチ
で規則的に巻いたダブルヘリックス状カーボンマイクロ
コイル（CMC）が得られる。しかし、①VGCFがなぜ
連続的にカールしてコイル状に巻くのか？②コイリン
グ・キラリテイ（右巻き、左巻き）は何によって決まる
のか？その制御法は？③なぜ、二重コイル状になるの
か？④コイル径が小さなコイル（ナノコイル）では、な
ぜ、巻き方向が反転することがあるのか？⑤触媒によっ
てはすべてシングルコイルになるのはなぜか？など、多
数の疑問点がある。これらの疑問点に対して、これま
で、多くのコイル形成メカニズムが提 .案されている。
例えば、Fonseca-Dunlop’s Mechanism1-2）では、完全に
Graphite 化したナノコイルのコイル化メカニズムについ
て、「2本の直線状ファイバーが、ある角度でKneeを形
成し、六角網目構造中に5角形（Kneeの外側）と7角形 

（内側）が挿入されるため」としている。Liʼ s 

Mechanism3）では、ナノコイル状に巻く駆動力は鉄触媒
粒子からの炭素析出速度のミスマッチであるとしてい
る。Amelinck’s Mechanism4)では、Co触媒で得られる
ナノコイルのコイル形成の駆動力は、触媒上への炭素析

出の空間的速度異方性（spatial-velocity hodograph）で
あるとしている。また、Chesnokovʼ s Mechanism5）で
は、Butadiene-1,3,を450℃で、Ni-Cu/MgO触媒を用い
て熱分解して得られるカーボンコイルの成長メカニズム
について、触媒粒表面でNi3Cを形成され、Ni/Cu合金
の（111）面が最もグラファイト核形成に有利（両者は
対称性と格子間距離が近い）であり、拡散パスの違いか
らカールして巻くとしている。その他、多くの研究者に
より多数の成長メカニズムが提案されている 10)。しか
し、いずれのメカニズムも定性的で実証データはほとん
どない。
　著者らは、Ni触媒（多結晶及び単結晶）を用いてコ
イル合成を行い、CMCのモルフォロジーや成長パター
ンなどの詳細な観察を行った。その結果から、CMCは
触媒の各結晶面の触媒活性の異方性が駆動力となってコ
イル状に巻きながら成長するという異方性に基づく成長
メカニズムを提案した 6～9)。しかし、下記の点が解明さ
れていない。
1） 触媒粒からの炭素析出の異方性を示す下記のような
データがない． 

 ・速度論、触媒活性 

 ・触媒結晶面の種類の同定と触媒活性の異方性 

 ・触媒結晶表面の化学組成 

 ・不純物の影響（S, O, etc.）
2） 多元系触媒の場合の各元素の役割（偏析効果）？
3） ダブル・ヘリックスになる理由？
4) シングル・ヘリックスになる理由？
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5） コイリング・キラリテイ（右巻き・左巻き）の発生
する理由？ 

6） 成長途中でコイリング・キラリテイ（右巻き・左巻
き）が変化する理由？ 

7） 非晶質 /結晶質になる理由？ 

8） ファイバー断面が扁平になる理由？ 9）その他
　そこで、本年度は、昨年度に引き続き、これらの問題
点を明らかにするため、主として、下記の点についての
検討を行った。①Ni単結晶を用いたCMCの成長、②
CMCの成長パターン、③反応場 (成長場 )とコイルのモ
ルフォロジーやサイズへの影響など、④CMC成長のそ
の場観察。

2．実　験　法
　一般的な反応管としては、外部加熱した横型透明石英
管（30φ×600mm） を 用 い、 原 料 ガ ス 混 合 物
（H2+C2H2+H2S）を反応管上部の8本の原料ガス導入管
を通して基板に垂直に導入し、下部より排出した。基板
として主としてグラファイト板を、また触媒としてNi

金属（粉末及び単結晶）を用いた。Ni単結晶を触媒兼
基材として用いた場合には、基材のサポーターとして透
明石英板を用いた。標準的なガス流量はC2H2=60sccm、
H2=200sccm、H2S=0.2sccm、反応圧力は常圧、反応温
度は750℃、反応時間は１～ 60分とした。
　図1にCMCの成長のその場観察に用いた反応管を示
す。内径25mmの透明石英管を縦型とし、その中央部に
カメラレンズ用のぞき窓を取り付け、のぞき窓の下端付
近の反応管内に基材用サポーターを設置し、原料ガスを
上部より導入し下部より排出した。成長場（基板の設置
位置）のコイルのモルフォロジーやデイメンジョンへの
影響は、内径100ｍｍの横型大型反応管を用いた。

3．実　験　結　果
3.1）	 CMCの析出パターンとモルフォロジー：気相か

らのＣＭＣの析出パターンやモルフォロジーは
非常に複雑で、原料ガス組成、反応温度、反応

時間、析出場所などの違いで著しく変化する。
　（1）反応時間の影響：原料ガス組成及び反応温度は一
定とし、反応時間を変化させて、CMCの析出パターン
とそのモルフォロジーを観察した。結果を図2に示す。
原料ガスを導入するとまず直線状の気相成長炭素繊維が
基板全体に成長し、これが次第に同心円的にカールし
（5分後 )、そのカール径が次第に小さくなり数十～数ミ
クロンで一定となり（15分後）、今度は軸方向に一定の
コイル径で成長していく（30～60分）。すなわち、一定
のコイル径になるまでには30分程度の反応時間が必要
である。ただし、部分的には5分程度でも規則的なコイ
ルが成長した。
　（2）反応（析出）場所の影響：炭素原料のアセチレン

図1　CMC成長のその場観察用反応管（左）とその写真（右）

図２　CMCのモルフォロジー（反応時間の影響）
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ガスは、室温から高温の反応管内に導入されると逐次的
に分解反応、再結合反応などが進行するので、反応管内
では場所により様々な化学種が存在することになる。
従って、触媒を担持した基板の位置によっては、触媒は
異なる化学種と接触し、従って、その場所から成長する
CMCも異なる成長パターンとモルフォロジーを示す。
図3に内径100ｍｍの大型反応管を用い、反応管内の
様々な位置に基板を置いてCMCを成長させた際の基板
の位置関係を示す。ここでA行の位置は原料ガス導入孔
入口から20mm、B行は40mm、C行は60mm、D行は
80ｍｍの位置である。また、A列は原料ガス導入口直下
であり、B＊列は導入孔の中心から40mm、C＊列は
60mmの位置である。それぞれの場所で得られたコイル
のモルフォロジーを図4に示す。Aの位置（原料ガス導
入孔直下）に基板を置いた場合、一定のコイル径（10 

μm）を持った規則的なコイルが得られる（図4A）。原
料ガス導入口から離れるほど、コイルの規則性がなくな
り、又コイル径は大きくなる傾向が観察された。同様の
傾向は原料ガス導入孔直下から横方向にずれた場合にも
観察された。すなわち、同じコイル形状のCMCを得る
には、基板位置を原料ガス導入孔から同じ位置に置くこ
とが必要であることがわかる。この場所では、反応雰囲
気中の原料ガス中の化学種とその濃度は同じと考えられ

る。基板上には触媒が塗布されており、この触媒からコ
イルが成長する。従って、これらの結果は、触媒と接触
する反応雰囲気中の化学種とそのガス濃度が、コイルの
成長メカニズムと成長速度に大きな影響を及ぼすことを
示唆している。逆に、目的とするモルフォロジーとコイ
ル径を持つコイルを得るには、これに適した位置に基板

図３　CMCの空間的成長領域（A～Ｄは基板の位置を示す）

図４　CMCのモルフォロジー：析出場所の影響
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をセットすれば良いことになる。例えば、弾力性が優れ
たコイル径の大きなコイルを得るには、基板を原料ガス
導入孔から40mm以上離れた位置に置けばよい。
3.2）	 Ni単結晶を用いたCMCの合成とそのコイリン

グキラリテイ
　Ni単結晶を触媒兼基板として用いた場合のコイル収
率は、Ni（100），Ni（111）及びNI（110）の各結晶面に
対して、それぞれ10.2%, 6.7%,及び3.2％である。また
多結晶のNi 板を用いた際のコイル収率は4.8%である
6)。すなわち結晶面によりコイル収率に明らかな差が認
められる。単結晶触媒から成長するCMCでは、多結晶
質で種々の結晶面を持つ粉末触媒と異なり、原料ガスに
接している結晶面は一定であるので、コイリングキラリ
テイも一定のものが得られると期待できる。そこで、3

種類の結晶面を持つNi単結晶（100,110,111）を用いて
CMCの合成を行った。用いた単結晶の大きさは2×2~2

×5 mm2である。反応時間は30～120分とした。
　図5に反応30分後に得られたNi単結晶（100）基材の
破断面のSEM像を示す。表面にはカーボンコイルが多
数成長している。基材と析出層との界面には多数の炭素
粉末が析出しているがコイルの析出はほとんど観察され
ない。図6に反応30分後の単結晶表面から析出物を取り
除いた後の表面の反射電子像を示す。Ni（100）及びNi

（110）では、表面に微細なNi粒と考えられる白色粒が
多数観察される。Ni（111）については、表面の析出物
の除去が不完全であったため炭素繊維と思われるものが
多数観察される。これらの白色粒は、Ni単結晶表面か
ら炭素が固体内拡散すると同時に単結晶のサブグレン粒

界を通しても内部拡散し、その結果体積膨張して単結晶
基材から離れて表面に分離析出したものと考えられる
が、詳細なメカニズムは明らかではない。図7に、これ
らの基板表面のXRDパターンを示す。いずれの単結晶
基材も、それぞれの単結晶面を示すピークのみが観察さ
れる。ただし、Ni（111）の場合には、Niの他、Ni3Cの
小さなピークも観察される。したがって、反応により基
材そのものは多結晶化しておらず、又図6で見られる白
色粒子の結晶方位は単結晶と同じと考えられる。
　図8に、反応60分で得られた3種類の単結晶基材上へ
のCMCの析出状態を示す。いずれの結晶基材もその表
面には多数のCMCが析出している。それぞれの基材上
に析出したCMCの代表的なSEM 写真を図9～ 11に示
す。いずれの基材上に析出したCMCも形態的にもコイ
ル径の大きさや長さなどの点でも同じであり、ほとんど
すべてがDNAと同様なダブルコイルであった。さらに、
コイリングキラリテイ（巻き方向）は、いずれの単結晶
基材の場合も、右巻きと左巻きのコイルの数はほぼ同数
であり、結晶面の違いによるキラリテイの差異は全く観
察されなかった。図6で見られる配向した微小なNi単結
晶粒からコイルが成長する場合でも、微小粒には多数の
結晶面があり、それらの結晶面のキラリテイは一定でな
いため、成長したコイルのキラリテイも一定でなくラセ
ミ体となるものと考えられる。
　図11（A）にコイルファイバーの破断面を示す。破断
面は偏平で、きれいなクリアーカット状であり、微小な
結晶粒の存在は全く観察されず、非晶質であることを示
唆している。

図5 反応30分後の析出層波断面面
 （A）Ni（100），基材、（B）基材 /析出層界面、（C）析出層

図６　Ni単結晶を触媒 /基材とした際の表面の反射電子像
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　図11（B, C）に、コイル先端部分に見られる触媒粒を
示す。コイル先端中央部には微小なNi粒がファイバー
周囲に円形状に析出しており、又ファイバーの中心部に
は単結晶と思われる菱形状の黒いコントラストが観察さ
れる。これらの観察はNi粉末触媒を用いた場合と同様
の挙動であり、同じメカニズムが予想される。
3.3）	 コイルファイバーの微細構造：
　カーボンコイルを構成しているカーボンファイバー
（以下 “コイルファイバー” と略す）の微細構造は、コ
イルの成長メカニズムと密接に関連しているものと考え
られる。したがって、まず、コイルファイバーの微細構
造について検討した。図12 にカーボンファイバーの制
限視野回折像と暗視野像を示す。ファイバーの中心軸か
ら左右に異なる配向と筋状のコントラストが観察され
る。
　図13にコイルファイバー断面の制限視野電子線回折
像を示す。円周方向にグラファイト構造に基づく弱い回
折像が、又中心部には周辺部より強いコントラストが観
察される。図12～13から、ファイバーの周辺部はある
程度結晶化が進行してグラファイト構造が発達している

図	７　反応後のNi単結晶触媒 /基材表面のXRDパターンʼ

図８　Ni単結晶上へのCMCの成長 . 反応時間：60分

図9　Ni単結晶（100）基材で得られたCMCのキラリテイ

図10a Ni単結晶（111）基材で得られ
たCMCのキラリテイ

図10b　Ni単結晶（110）基材で得られたCMCのキラリテイー　
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ことがわかる。
　図14にコイルファイバーの表面近傍のHRTEM像を
示す。積層されたグラファイト構造が観察されるが表面
から離れるほどその配向方向は比較的ランダムである。
一方表面直近部分にはナノチューブの断面を思わせる同
心円状のグラファイト構造が観察される。このナノファ
イバー構造はファイバー軸に対して平行に発達している
と考えられる。

３.4）	コイル成長のその場観察	
　図1に示した装置を用いて、長焦点レンズによるコイ
ル成長のその場観察を行った。コイルは原料ガス導入方
向に垂直（上向きに方向）に成長するので、側面ののぞ
き窓からレンズの焦点をダブルコイルのコイル先端部分
に合わせて撮影した。コイルは長く成長するにつれて反
応ガス流の揺らぎにより揺らぐようになり、又その先端
部分は回転しているためか焦点が定まらず、したがって
成長状況の明瞭なビデオ観察が出来なかった。しかし、
不明瞭ながら先端が回転しながら成長していることが示
唆された。先端のビデオ撮影にはコイル先端部分が揺る
がない反応初期の状態の観察が必要であることがわかっ
た。

４）結　論
　触媒活性化CVD（化学気相析出）法によると、DNA 

と同様のダブルヘリックス構造のカーボンマイクロコイ
ル（CMC）が得られる。本研究は、CMCの成長メカニ
ズムを解明することを目的とする。本年度は、昨年度に
引き続き、CMCの成長パターンの検討、Ni単結晶を用
いたCMCの合成とそのコイリングキラリテイの検討、
CMCファイバーの微細構造の解析などを行った。その
結果は以下の通りである。
1） CMCの成長パターン： 

   ・ CMCは、反応初期にまず直線状気相炭素繊維が成長
し、これが同心円的にカールしてカール径が次第に
小さくなると同時に軸方向にコイル状に巻きはじめ、
時間時間が30分以上でほぼ一定のコイル径となる。・

   ・ 原料ガス導入孔からの基板の位置により、コイルの

図11　（Ni（110）単結晶基材で得られたCMCの破断面（A）、及び先端部分（B, C）

図12　コイルファイバーの微細構造：暗視野像

図13　コイルファイバー断面の制限視野電子線回折像

図14　コイルファイバー端面の切断面のHRTEM像
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形態や大きさ (コイル径など )は、著しく影響され
る。

2） Ni単結晶を用いたCMCの合成とコイリングキラリ
テイ（巻き方向）制御の試み： 

 Ni単結晶（100.110.111) を用いてCMCの成長を行う
と、表面に微小なNi 多結晶が析出し、これを触媒核
としてコイルが成長するため、キラリテイの制御は
困難であった。 

3） コイルファイバーの微細構造： 

　・ コイルファイバーの中心部は偏心しており、触
媒からの炭素析出の異方性が示唆された。 

　・ ファイバー表面付近はグラファイト層が発達
し、ナノチューブ状の構造も観察された。この構造
はコイルファイバーのファイバー軸方向に発達して
おるものと考えられる。

4） コイル成長のその場観察 

 長焦点レンズを用いて、コイル成長のその場観察を
行った結果、ダブルコイルでは、先端が回転しなが
ら成長していることが示唆された。 
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