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伝導性研究グル-プ 

ナノ物質の合成と評価 

菅井 俊樹 

 

 

1. 研究目的 

高温パルスアーク放電法を初めとする新規ナノ物質合成法と気相移動度法を初めとす

る新規物質評価法を開発し,レアメタル代替機能性物質の可能性を探る. 

 

2. 2015 年度の研究計画 

2013 年度は以下の項目について検討を行った． 

1) 高温パルスアーク放電法における流量効果の研究と,高効率２層ナノチューブ生成 

2) 高感度気相移動度測定システムの開発とナノ物質の測定 

微粒子測定のための高効率イオン化手法の開発 

 

3. 2015 年度の研究成果 

1) 高温パルスアーク放電法における流量効果の研究と,高効率２層ナノチューブ生成 

高温パルスアーク放電法は高温･大気圧 760Torr程度のArの温度制御と放電時間制御を

行い,欠陥が少ない高品質な 2 層ナノチューブ(DWNT)を生成する東邦大独自のナノチュ

ーブ生成手法である.不純物として単層ナノチューブ(SWNT)が多く生成するという弱点

が有り,DWNT生成純度は 15%しかなかった.昨年度の研究で,バッファーガスのAr圧力を

300 Torr に低下させた場合,この純度を 30%まで高めることに成功し,この圧力効果が蒸

発･凝集した金属･炭素が高圧Ar中でゆっくりと冷却されナノチューブが生成するためで

あることを明らかにした.今年度はこの冷却過程の制御法として,新たに Ar 流量を制御し,

さらなる DWNT の選択的生成を試みた.図 1 のように,透過型電子顕微鏡で数え上げる方

法で DWNT と SWNT の生成割合を測定したところ,流量 200 ml/min の場合,2 層ナノチュ

ーブの生成割合は 60%まで向上した.これは圧力や流量を制御しない場合の 4 倍に相当す

る.同時にそれぞれのナノチューブの直径を測定したところ,直径分布は図 2 のように,流

量が少ないほど 2 層,単層共に太いナノチューブが生成した.これまで,2 層ナノチューブの

直径は温度や圧力を本生成法で変更しても制御することが出来無かった.このように流量

制御という新しい制御パラメーターにより,ナノチューブの総数制御および太さ制御を実
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現できた.太いナノチューブは内部に分子やナノ物質を内包させることが出来るため,より

太いナノチューブが内包するキャパシティーが大きい.特に DWNT は外層より直径で 0.8nm

細い内層が存在し ,その内層の内部に分子を内包させなくてはならないので ,より太い

DWNT が望ましい.今後は流量最適化と共に,さらなる制御パラメーターを探索し,DWNT の

純度と太さを向上させる予定である. 

 

 

 

 

図 1 2 層ナノチューブ(DWNT)および単層ナノチューブ(SWNT)の生成割合 
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図 2  2 層ナノチューブ(DWNT)および単層ナノチューブ(SWNT)の直径の流量依存性 

  

本成果により 2 層ナノチューブの高効率･高純度生成だけでなく,層数制御に対する知

見が得られると確信している.また,今回の結果は,本プロジェクトで導入した透過型電子

顕微鏡による測定が中心的役割を果たしている.学部生･大学院生も十分に活用している. 

 

2) 高感度気相移動度測定システムの開発とナノ物質の測定 

 

気相移動度法は大気圧程度の高圧のバッファーガス中に荷電粒子を導入し,静電場を印

加することで荷電粒子を移動(ドリフト)させ,その構造を検出する手法である.大きな粒子

は,ドリフト速度が遅く,小さな粒子はドリフト速度が小さいことから構造を判別できる.

不安定な物質測定や ms 程度の高速測定が出来るため,電子顕微鏡観察では不可能なナノ

物質の生成過程の追跡に適用できる. 
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図 3 高感度気相移動度システム 

 

これまでに開発したシステムで 1 ㎛程度の直径を持つ微粒子は測定できたが,ナノ物質を

測定できなかった.今年度は図 3 に示す高感度システムを開発した.従来のシステムに比べ,

密閉度を向上させ,トラップ時の高周波電場の印加に伴う電極発熱に由来する,上昇気流の

発生を抑え,高感度対物レンズが使用できるように微粒子のトラップ位置と顕微鏡と距離を

近づけた.この結果図 4に示す直径 50nmの粒子測定に成功した.成果 3)に示す,帯電量と粒子

径の関係と移動度測定に用いている大気を流体として解析して得られるストークス式によ

る解析結果と大気を自由分子として解析して得られるイオン移動度の式による解析結果を

図 5に示す.粒子半径が 250nm以上の粒子では,大気は流体である解析が観測結果をよく説明

しているが,それ以下のナノ粒子では大気は自由分子であるイオン移動度の式が観測結果を

よく説明している.このことは,粒子サイズが小さくなったため,大気との衝突過程が変化し

ていることを示している.この結果から,我々は確かにナノ粒子を測定していることと,電荷

と粒子サイズの関係が㎛粒子から nm 粒子まで成立していることが明らかになった.今後は

より多くの観測を行い,統計的な処理を行うことと,さらに小さい実際のナノ物質の測定を

行う予定である. 
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図 4 直径 50nm の粒子の透過顕微鏡図とトラップ移動度観測結果 

 

 

 

図 5 移動速度の粒子サイズ依存性と衝突過程の遷移 
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3) 微粒子測定のための高効率イオン化手法の開発 

 

成果 2）で示した移動度測定システムはナノ物質に限らず PM2.5 などの環境微粒子も測定

可能である.トラップしながら移動度測定を行うことで,高い感度や測定精度を実現できる.

しかし,㎛を超える大きな微粒子になると重力に対向してトラップするためには,大きな電

荷量を微粒子に帯電させる必要がある.高電荷印加のイオン化法として ESI 法なども存在す

るが,水系の極性溶液にしなくてはならないことや,微少サンプルを溶液化することで試料

損失が起こる可能性がある.今年度我々は図 6 に示す,レーザー脱離手法の一種である高電圧

支援レーザー脱離イオン化法(HALDI)を蛍光ポリスチレン粒子に活用し,直径 50nm～20 ㎛

の粒子のイオン化に成功した. 

 

図 6  高効率イオン化システム 

 

移動度測定は質量分析に比べ粒子が検出器に衝突して生成する二次電子を必要としない

ため,特に大きな粒子の検出と電荷測定に適している.空気中に生成した帯電粒子の移動度

測定から流体中の移動速度と抵抗力の関係式であるストークス式を用いて,帯電量を算出し
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た.図 7 に得られた帯電量と粒子サイズ依存性を示す.広い範囲にわたり,電荷量は粒子半

径に比例していることがわかる.さらに帯電量は ESI を用いて得られた結果(緑丸)やコロ

ナ放電(青丸)を用いて得られた結果と同等もしくはそれ以上の実現しており,世界レベル

の高い電荷量を実現できたことを示している.今後はこの帯電システムを用いて実際の環

境粒子などを測定する予定である. 

 

図 7  電荷の粒子サイズ依存性 
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