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カーボンマイクロコイル（CMC）の成長メカニズム

元　島　栖　二*

Growth mechanism of carbon microcoils from vapor phase

Seiji MOTOJIMA*

 The growth mechanism of carbon microcoils (CMCs) with 3D-helical/spiral coiling morphologies 
and coiling chirality are very interesting in theoretical and practical point of view. 
 The growing patterns of the CMCs, especially of an initial growth stage within 2 min reaction times, 
have been examined in details. It was found that many thin nanofibers grew from all surface of the cata-
lyst grain to coalesce and form finally two fibers. The two fibers curled to the same curling and coiling 
direction to form double-helix coils. The sulfurizatin test of the Ni single crystal showed that the order 
of sulfur content were Ni(110)>(111)>(100) at an optimum H2S low rate for the growth of CMC and 
Ni(110)≋ (111)≋ (100) at large excess H2S flow rate at which only straight carbon fibers grew. These re-
sults shows that anisotropic property between respective Ni crystal faces were formed by different sulfur 
content, corresponding with the reported results of anisotropic properties of Ni single crystal faces for 
the epitaxial relationship with graphite lattices and of the deposition rate of carbon filament. I was con-
cluded that an anisotropic growth mechanism proposed by us was the most possible candidate for the 
growth mechanism of carbon microcoils.

  
1．はじめに

　カーボンマイクロコイル（CMC）は、気相成長炭素
繊維（VGCF）の1種で、アセチレンなどの炭化水素ガ
スをNiなどの金属触媒存在下で熱分解すると得られる。
このCMCは、コイル径がμmオーダーで、一定のコイ
ル径・コイルピッチで規則的に巻いている。図1に代表
的なCMCのSEM写真を示す。ほとんどのCMCは
DNAと同様のダブルヘリックス（二重巻き）（図1B）
であるが、たんぱく質と同様のシングルヘリックス（一
重巻き）、ペアーコイル、多重コイル、リボンコイルな
ど様々なコイリングパターンが観察され、その形状は電
磁気的ソレノイドに似ており、電磁波、特にマイクロ波
を効率良く吸収する。また非常に弾力性に優れており伸
縮に伴い種々の電気パラメーターが敏感に変化するな
ど、他の素材にはみられない多くの特徴を有している。
したがって、電磁波吸収材、触覚・近接センサ素子、ガ
ン予防・治療材、植物成長促進材など、幅広い分野への
応用が可能な革新的新素材として多大な関心と期待が寄
せられている。このCMCの成長メカニズムについては、
学問的にも実用的視点からも興味が持たれており、多く
のコイル形成メカニズムが提案されている。しかし、こ
れらのいずれの提案に於いても、そのメカニズムは、概

念的、定性的で、実証データはほとんどない。
　著者らは、CMCは触媒粒子（単結晶）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
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図１ 代表的なカーボンマイクロコイル
 （A）粉末、（B）ダブルヘリックス
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した 1-4）。しかし、その異方性は何によってもたらされ
るのか、コイル先端にある触媒粒子がどのような結晶面
でできているのか、あるいはコイルのコイリング・キラ
リテイ（巻き方向）を決定している因子は何か？など十
分には明らかにされていない。
　そこで、本研究では、コイルの形成メカニズムを明ら
かにするめ、①反応初期の触媒粒の挙動と触媒の微細構
造解析、②硫黄不純物の挙動、③コイル形成パターンの
詳細な観察を行った。さらに、EHMO（Extended 

Huckel Molecular Orbital）法を用いた種々のNi単結晶
面上へのグラファイト格子の親和性の理論計算、直線状
カーボンファイバーの析出に対する結晶面の異方性、ツ
イスト状ナノコイル先端の触媒粒（Fe3C）の結晶面の同
定結果などの報告を参考に、コイルの成長メカニズムに
ついて考察を行った。

2．実　験　法
　外部加熱した横型反応管（透明石英管製、60φ×
1000mm）を用い、原料ガス混合物（H2+C2H2+H2S）を
多数の原料ガス導入管を通して基材（グラファイト板）
に垂直に導入して反応を行った。基材表面には触媒とし
て主としてNi金属粉末（平均粒径：5μm）を刷毛で薄
く塗布した。その他、Ni単結晶版（100, 110, 111）及
びNi板を濃塩酸処理して表面を腐食させたものも用い
た。 標 準 的 な 原 料 ガ ス 流 量 は、C2H2=60sccm、
H2=200sccm、H2S=0.02sccm、反応温度は790℃、反応
時間は５秒～ 120分とした。

3．実　験　結　果
3.1）	 CMCの成長初期の析出パターンとモルフォロ

ジー
　① 反応開始5秒後の触媒に挙動：原料ガスを5秒間反
応管内に導入後、直ちにこれを停止、窒素雰囲気下で冷
却した。図2に触媒粒のSEM写真を示す。触媒粒の大
きさは数百nm~1μmで、用いたNi粉末（平均5μm）よ
り小さい。これは、原料ガスを反応管内に導入直後から
アセチレンガスが急速にNi 触媒表面に吸着・拡散・反
応（特に粒界）して、拡散層、固溶層、Ni3C層を形成、
その際体積膨張が起こり、用いたNi 粉末中のNi単結晶
あるいは生成したNi3C単結晶粒が分裂して小さな粒子
となって生成されたものと考えられる。この単結晶粒に
は明瞭なファセットがある場合（B, C）と、ない場合
（D）とが観察される。特徴的なのは , この触媒粒から細
いファイバーが多数析出している点である。
　② 15秒後：図3は15秒後の状態である。ほとんどの
触媒粒から2本のファイバーが成長しており、その先端
部分はささくれている。この先端部分は、反応開始時に
多くの触媒粒表面から析出したファイバーの一部で、こ
れが時間と共に融合・集約されて、最終的に2本のファ
イバーとなったことを示している。
　③ 30秒後：図4に、30秒後の先端部分の状態を示す。
中心部の触媒粒から2本のファイバーが成長し、両方と
も同じ方向にカールし始めている。図5では、触媒粒か
ら４本のファイバーが成長しこれらが融合して最終的に
2本となり、同じ方向にカールしている。
　④ 2分後：反応時間が2分くらいになると、明らかに

図２  反応初期の触媒粒の状態（A）及びその拡大像（B～ D）．反応時間：5秒

図３ 反応初期の触媒粒からのファイバー
の成長、反応時間：15秒
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コイル形態を形成するようになる。図6-8に反応時間が
2分で得られた様々な形のコイル先端部分を示す。図
7-8では、先端の触媒粒は六角形状である。図9では触
媒粒から成長した2本のファイバーは対称的にそれぞれ
2回180°のターンを繰り返し、最終的の同じ方向に巻
いている。図10は1回のみ360°カールし、美しい巴型
パターンを示している。触媒粒からは原則的に2本の
ファイバーが成長するが、ある反応バッチのサンプルで
はすべてのコイルで、触媒粒から4本のファイバーが
5-10μm成長し、これがすぐ融合して2本となっている
場合がしばしば観察された。図11にその全体像を、ま
たその拡大写真を図12~13に示す。触媒粒の形は、触媒
粒の一部が明瞭にファイバーの外に出ているものでは、
球形、六角形（図12）、長方形（図13），不規則形，二
つに分かれているものなどがあり、その他ファイバーの

外に明瞭には現れていない場合もしばしば観察された。
触媒粒近傍のファイバー表面には多くの微小なナノファ
イバーがファイバー軸方向にそって観察され、これらが
集合・融合して1本の太いファイバーを形成されてい
る。成長するコイルはほとんどが右巻きあるいは左巻き
のダブルヘリックスコイルであるが、ごく稀には、触媒
粒から左右に成長したコイルの巻き方向が互いに逆方向
であるため、ダブルヘリックスにはなれず、独立したシ
ングルコイルとして成長する場合がある。そのようにし
て得られたペアーコイル（右巻きと左巻きのシングルコ
イルがペアとなっている）の例を図14に示す。触媒粒
（矢印）を挟んで、左側のコイルは左巻きのシンググル
コイルで、右側のコイルは右巻きのシングルコイルであ
る。図15に、触媒粒から左右に成長したファイバーの
一方はコイル軸方向にシングルコイルとして成長し、片

図５ 成長初期のカーボンコイル先端の
触媒粒の状態（2）．反応時間：30
秒

図４ 成長初期のカーボンコイル先端
の触媒粒の状態（1）．反応時間：
30秒

図６ 初期のカーボンコイル先端の状態（3）．
反応時間：2分

図７ 成長初期のカーボンコイル先端の触媒粒の状態（4）．反応時間：2分

図８ 成長初期のカーボンコイル先端の触媒
粒の状態（5）．反応時間：2分
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図９ 成長初期のカーボンコイル先端の触媒
粒の状態（6）．反応時間：2分

図10 成長初期のカーボンコイル先端の触
媒粒の状態（7）．反応時間：2分

図11 成長初期のカーボンコイル先端の状態（6）．反応時間：2分

図12 成長初期のカーボンコイル先端の状態
（8）．反応時間：2分

図13 成長初期のカーボンコイル先端
の状態（9）．反応時間：2分

図14 ペアーコイル（1）．
 反応時間：2分

図15 ペアーコイル（2）．反応時間：2分
図16 リボンファイバーからのコイル成長．反応時

間：2分
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方は同心円的に成長した大変興味ある成長パターンのコ
イルを示す。ファイバーの断面形状は、触媒の形により
左右される。図16に、リボン状ダブルヘリックスコイ
ルを示す。触媒の形は扁平であり、これからリボン状の
扁平なファイバーが成長してダブルヘリックスコイルを
形成している。反応時間が30分以上になると、ほとん
どが一定のコイル径、コイルピッチで非常に密に巻いた
ダブルヘリックスコイルとして成長する。
3.2）	 硫黄不純物の挙動
　カーボンマイクロコイルは、原料ガスにH2Sガスなど
の微量の不純物を添加しないと成長しない。不純物量に
は非常に狭い範囲の最適量があり、少なすぎても多すぎ
てもコイルは得られないし、また反応中は常に最適量を
供給する必要がある。硫黄原子は一般に金属触媒に対し
て触媒毒として作用するが、その作用は結晶面によって
異なると考えられる。そこで、Ni（100），（110），Ni

（111）の3種類Ni 単結晶板を、H2S+H2雰囲気中、
750℃で5秒間硫化処理した後表面の硫黄分析を行った。
H2Sガス流量は、コイル成長に最適な値及び大過剰でコ
イルが全く成長せず直線状VGCFのみが成長する条件と
した。図17にH2Sガス流量をコイル成長に最適の値と

した際の硫化処理したNi単結晶表面の線分析SKαプロ
ファイル及びその平均値を示す。ここで、縦軸は同一条
件でスキャンして得られた純硫黄のピーク値を100%と
した際の強度比で示す。同様にH2Sガス流量を大過剰と
した際のサンプルについても分析を行った。表1に各単
結晶面に対する硫黄のピーク比をまとめて示す。最適の
H2Sガス流量で得られたNi単結晶板面上の硫黄強度に
は結晶面により明らかな差異が認められ、その順番は
Ni（110）>（Ni（111）>Ni（100）である。この順番はNi単
結晶を用いたコイル合成における全炭素析出量及びコイ
ル収率の順番；Ni（100）>（111）>（110）5）とは全く逆で
ある。一方、大過剰の条件では結晶面における明らかな
差異は認められない。したがって、最適量のH2Sガス流
量の場合には、他の結晶面より多量の硫黄が吸着・反応
したNi（110）面の触媒毒作用が他の結晶面より大きくな
り、その結果各結晶面間における触媒活性に差異が生
じ、コイルが成長しやすくなったものと考えられる。一
方、大過剰下では結晶面により硫黄量の差異はなくな
り、したがって、各結晶面の触媒活性は同じであるの
で、コイルには巻かずに直線状VGCFのみが成長する。
3.3）	 反応ガス中の化学種6）

　触媒金属の触媒活性の違いを左右するのは、主として
Ni3C単結晶触媒粒の各結晶面の表面に存在する薄い擬
液層（あるいは液晶層）の化学組成の違いであると考え
られる。この内、硫黄が最も影響が大きな成分であると
考えられるが、その他、反応系に存在する炭化水素系化
学種も影響すると考えられる。アセチレンは熱分解によ
り、C2H2

+, C2H
+, C2

+, CH3
+などのイオン種の他、ラジ

カルなどの種々の活性種を生成する。これらの内、触媒
金属表面に異方的に吸着される化学種が何であるかに
よって、疑液層の化学組成は異なってくる。図18に原
料ガス導入側の基材表面上１-3mmの位置のCH3

+濃度
及び表面と裏面のCH3

+濃度の差とコイル収率との関係

図17 硫化処理したNi単結晶板表面のSKα
プロファイル（単体イオウを100%
とする）

表１ 硫化処理したNi単結晶表面のイオウ含有量
[SKα].（単体イオウを100%とする）

*） 最適値：CMCの成長に最適の値、過大値：直
線状ファイバーのみが成長

図18 CH3
+濃度及びΔCH3

+濃度のコイル収率に及
ぼす影響 6）

 CH3
+（*1）:基材表面上1-3ｍｍの濃度、CH3

+（*2）:

基材下1-3mmの濃度
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を示す。表面のCH3
+濃度及び表面と裏面におけるCH3

+

　の濃度差が増加するにつれてコイル収率は急激に増加
することが分かる。したがって、触媒金属の触媒活性の
異方性を高める化学種はCH3

+イオンであり、コイル収
量を上げるには、CH3

+イオンを増加させる反応条件及
び基材位置を最適化することが必要である事がわかる。
3.4）	 触媒粒の解析
　図19にナノコイルの中央部に存在するNi触媒粒（中
心部はNi3C単結晶相）のTEM像である。表面に厚さが
数十nmの薄いコントラストが観察されるが、これは疑
液相（あるいは液晶相）と考えられる。図20にこの触
媒粒の各部分のEMPAスペクトルを示す。触媒粒の周辺
部の薄い層にはNi, Cの他 ,微量のＳおよびＯ（酸素）の
存在が認められる。一方、触媒（Ni3C）の中心部にはS

及びＯの存在は認められない。また、コイルを構成して
いるカーボンファイバー中には微量のＳの存在が認めら
れる。図21（a）は、立方体状の触媒粒をFIB（収束イオ
ンビーム）により薄片化したサンプルのTEM像及び収
束電子線回折像である。中心部はNi3C[0001]であり、
その周辺部には薄い疑液相と思われるコントラストが観
察される。また、図21（b）は、細長い触媒粒をFIBによ
り薄片化したサンプルのTEM像及び電子線回折像であ
る。中心部はNi3C[11–00]であり、その周辺には薄い擬
液層が観察される。図22にEPMA-SKα及びOKαの
マッピング像を示す、周辺部にはS及びＯの存在が確認
される。Ni（0001）及びNi（11–00）面の表面にある擬液層
の成分比の違いは、分析精度の関係で確認されなかった
が、多分大きな違いがあり、これが触媒活性の違いと

図19 ナノコイル中の触媒粒のTEM像

図20 触媒粒のEPMAプロファイル

図21 触媒粒のTEM像及び電子線回折像
 （a）と（b）は異なる触媒粒の切断面のTEM像である。

図22 触媒粒のTEM像（A）及びEPMA―SKα（B）とOKα（C）
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なっているものと推察される。
3.5）	 触媒活性の異方性をもたらす因子

 触媒活性の異方性をもたらす原因として，表2に示した
ような様々なファクターが考えられる。この内、（C）
の触媒粒内の固体内拡散パスの例を図23に示す。（A）
の場合 7）、上面のActive facet（左面あるいは下面は触媒
活性が低い面と考える）で優先的に炭化水素の吸着・表
面反応・固体内拡散が開始され、表面あるいは固体内拡
散を経由してPrecipitation facet でカーボンを析出する。
その析出速度は拡散パスが短い順にVs>Vb1>Vb2>Vb3で
あり、したがって拡散パスが短いサイトが外側となって
析出したファイバーはカールする。（B）で、触媒粒の
一部がファイバーから外に出ているような場合で、Ａお
よびA`面がactive facet とすると、ここからのカーボン
種の取り込みが優先され拡散パスが短いサイトでの炭素
析出速度が内側より大きいので、カールしながら成長す
ると考えられる。

3.6）	 考察
（a） EHMO法による理論計算
　Yang8）らは4種類のNi単結晶面上のグラファイト格
子の安定について、EHMO法を用いて理論計算を行っ
た。その結果、両格子間の安定性の順序はNi（111）>
（311）>（100）>（110）であった。Ni単結晶を触媒とした
直線状カーボンフィラメントの析出実験結果の例を表3

に示す。いずれの実験結果もNi（111）面が最も活性があ
りYangらの理論計算結果と概ね一致している。すなわ
ち、カーボンの気相析出に対してNi単結晶の各結晶面
の間には触媒活性の異方性があることが分かる。一方、
カーボンマイクロコイルの析出順序は、N（100）>（111）
>（110）であり 5）、EHMO法による理論計算及び直線状
ファイバーの析出に対する実験結果とは若干異なってい
る。これは、カーボンコイルの場合、①Ｓ及びＯの寄与
が大きい、②析出相はグラファイト層ではなく非晶質相
である、③析出物は直線状ファイバーではなくコイルで
ある、などの点で異なることが影響しているものと思わ
れる。ただし、Ni単結晶触媒を用いたカーボン種の気
相析出に対し、各結晶面における触媒活性の異方性が証
明されており、CMCの成長メカニズムに対しても非常
に参考となる。

（b） 先端触媒粒の結晶面の同定
　 Xiaら 9）は、鉄を触媒としてプラズマCMC法により
得られブレイド状ナノコイルの先端にある触媒粒
（Fi3C、200nm3）の結晶面の種類を種々の角度から制限
視野電子線回折により求めた。その結果、触媒粒は六面
体で多数の異なる結晶面の存在が確認された。したがっ
て、彼らは、異方的成長がおこり、触媒が回転しながら
ファイバーが成長していると結論づけている。この論文
では、異方的成長に対する根拠（データー）は示されて
いないが、少なくとも先端の触媒粒は単結晶で、異なる
結晶面を持っていることが示された点は、CMCの成長
メカニズムにも示唆に富んでいる。
3.7）	 コイルの成長メカニズム
　以上の実験結果及び理論計算結果をまとめると、以下
の通りである。
① 成長初期（反応時間：5-30秒）の触媒粒からは、最
初にすべての面から極細のカーボンファイバーが析
出し、これが次第に融合・癒着して最終的に2本の
ファイバーとなる。

② 2本のファイバーのカール方向は同じで、最終的にダ
ブルヘリックスコイルとして成長する。

③ コイル成長に最適のH2Sガス流量でNi単結晶を硫化

表２ 　触媒の各結晶面の触媒活性の異方性をもたらす因子 

（A） 原子配列の違い --C成分の吸着能、拡散速度、反応性能の
違い

（B） 結晶表面にある液晶相（疑液相）の化学成分の違い
1） 原料ガス成分の濃度・成分比・ガス流量。特にイオウ
などの不純物原子のガス流量

3） 反応温度
4） 第3成分の偏析（例：Fe-In-Sn触媒）
5） 成長場の幾何学的因子
 これらの因子が各結晶面への各成分の競合的吸着・反
応量に影響し、各結晶面上の成分比、従って触媒活性
の違いをもたらす。

（C） 触媒粒内の炭素の固体内拡散パスの差 

図23 触媒中への炭素の拡散 /炭素微粒子の析出とファイバーの成長
モデル

 触媒の位置；（a）ファイバーの先端、（b）ファイバーの中間

表3 Ni単結晶上へのグラファイト層 /フィラメン
トの析出順序：

・ HEMO法による理論計算結果 8）：
  (111)>(311)>(100)>(110)
・ 直線状カーボンフィラメントの成長速度
 Kehrerら、LaCavaら
  (111)>(311)>(100)>(110)
 LaCavaら (111)>(100)>(110)>(311)
 Kehrerら (111)>(110)>(100） 
・ Ni単結晶触媒からのCMCの成長順序 5）

  （100)>(111)>(110) 



34 カーボンマイクロコイル（CMC）の成長メカニズム

処理した場合、各結晶面のS濃度は、Ni（110）>
（111）>（100）であり、結晶面による異方性が認めら
れた。

④ Ni結晶を触媒とした場合の全炭素量及びコイル収率
の順序は、Ni（100）>（111）>（110）であり、Ｓの濃度
とは全く逆である 5）。

⑤ EHMO計算から求めた種々のNi単結晶面へのグラ
ファイト格子形成の順序は、

 Ni（111）>（311）>（100）>（110）であり、大きな異方性
が認められた 8）。

⑥ 鉄を触媒として得られたブレイド状ナノコイルの先
端にある触媒粒は単結晶（Fe3C）であり、種々の結
晶面の存在が確認された 9）。

　これらの結果は、触媒結晶粒（単結晶）の各結晶面の
触媒活性の異方性が駆動力となってファイバーが連続的
にカール・巻きながら成長してコイルになるという、従
来から提案してきた “異方性に基づく成長メカニズム” 1-4)

を支持するものである。

４）結　論
　本年度は、成長初期（2分以内）の触媒粒の挙動、触
媒からのコイルの成長パターンの詳細な観察、触媒金属
の各結晶面における触媒活性の異方性の発現理由の検
討、及び直線状ファイバー成長におけるNi触媒結晶面
の異方性の理論的・実験的結果との比較検討を通して、
カーボンマイクロコイル（CMC）の成長メカニズム
“異方性に基づく成長メカニズム” を概ね明らかにする
ことができた。
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