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研究成果の概要（和文）：大気圧窒素プラズマ合成のsp2化学結合ナノアモルファス水素含有層状窒化炭素
（na-g-C3N4Hx)を出発試料とし40万気圧での高温処理により得られるsp3化学結合斜方昌３次元的結晶C2N2(CH2)
（ダイヤモンドの58％の体積弾性率258GPa）の合成温度下限が2000Kであることを示した。ナノアモルファスは
反応性に富んでおり体積弾性率352GPaのレニウムと高圧高温下で反応させてRe3Cの世界初合成ができた。Re3Nが
合成されたあと減圧時にNとCの置換が起きたのではないかと推測している。Re3Cの体積弾性率は388GPa(ダイヤ
モンドの86％)で、弾性率増加はC‐Reの結合の導入による。

研究成果の概要（英文）：The lowest temperature of synthesis of sp3 orthorhombic carbon nitride 
C2N2CH2 with the bulk modulus of 258 GPa of 58 % of diamond was estimated to be 2000 K at 40 GPa 
using sp2 nanoamorphous carbon nitride C3N4Hx synthesized with atmospheric nitrogen plasma as a 
precursor. Nanoamorphous carbon nitride is chemically reactive. The chemical reaction among 
nanoamorphous carbon nitride and rhenium metal with the bulk modulus of 352 GPa of 80 % of diamond 
at high pressure and high temperature resulted in the first synthesis of Re3C with the bulk modulus 
of 388 GPa of 86 % of diamond. The synthesis of Re3N was already known. The synthesis of Re3C was 
speculated that nitrogen of Re3N was replaced with C in releasing pressure. The increase of bulk 
modulus of 38 GPa is attributed to the introduction of an extra C-Re bond in Re3C. 

研究分野： 高圧科学

キーワード： ナノアモルファス　窒化炭素　超硬質物質
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１．研究開始当初の背景 
(1) 炭素と窒素の sp3 化学結合からなる窒化
炭素化合物β-C3N4 はダイヤモンドを超える
体積弾性率をもつと理論予想された。1) その
後の盛んな理論研究によりβ型以外の、ある
いは炭素対窒素組成が 3:4でなくてもダイヤ
モンドを超えることはないが大きな体積弾
性率をもつ窒化炭素群が示されてきた。2,3) 

これらの論文に刺激を受けて合成実験が
開始された。グラファイトのスッパタと窒素
の反応、グラファイトへの窒素イオンの注入、
メタンやアンモニアガスのプラズマ CVDなど
多種類の薄膜合成技術を用いて窒化炭素の
合成が試みられてきた。その結果、合成され
た窒化炭素に幾つかの共通する事柄がみら
れた。 

 
(2)① 窒素組成が小さい。ダイヤモンドを超
える体積弾性率が期待できるのは炭素と窒
素の組成比が 3:4（[N]/[C]=1.33）であるが、
上記らの方法で合成されたものは[N]/[C]が
最大でも１程度あり、多くの合成物は１にも
届かない。上記らの合成方法では窒素含有量
の小さい窒化炭素ができることが事実とし
て分かってきた。窒素圧力が大気圧より小さ
い減圧下での合成であることが合成方法と
しては共通である。 
② 上記の減圧法で合成した窒化炭素中の炭
素、窒素の化学結合を調べることが積極的に
行われたが、[N]/[C]が低い試料は炭素リッ
チとなり、炭素の化学結合は sp2と sp3結合の
共存となり sp2と sp3結合の識別が難しい。窒
素は結合相手が炭素のみとなり化学結合の
研究(NEXAFS, XPSなど)が比較的容易である。
その結果、[N]/[C]が 0.15 程度を超えてくる
と sp2 結合が主となるという報告がされるよ
うになった。この 0.15 という数字は絶対的
な意味を持つとは考えられないが（合成方法、
条件に依存すると思われるが）sp3結合減少傾
向は[N]/[C]が大きくなるにつれての共通し
た傾向であると思われる。4) 
③ アンモニアやメタンなどの水素化物を用
いた CVD合成は勿論であるがスパッタなどの
合成でも合成した窒化炭素にある程度の水
素が含まれた窒化炭素ができることがあり、
それらは水素含有窒化炭素と規定するのが
適当である。そこで C, N, H の 3 元素系と C，
N の 2 元素系に sp2と sp3結合まで考慮し、独
自の実験と他の多くの実験結果を総括して
窒化炭素の合成相図（合成手法の共通項は減
圧環境）と呼べるものが Ferrari らにより公
表された。5) 
④ [C]:[N]組成が 3:4 の sp2化学結合からな
る水素含有窒化炭素がメラミンの熱処理で
合成できることが Lotsch らにより報告され
た 。 6) Bojyds ら は dicyandiamide 
(NH(2)C(=NH)NHCN)と LiCl 塩を用いた等温反
応で水素を含有しない[C]:[N]組成が 3:4 の
sp2 化学結合からなる層状窒化炭素の合成を
報告した。7) ただし、水素は含まないが塩素

を含んでいる。水素含有層状窒化炭素はバン
ドギャップが約 2.7 eV の半導体であり、水
の光分解触媒としての可能性も明らかにな
り、上記の 2論文を出発点に水素含有層状窒
化炭素の合成と利用研究が進んでいる。 
⑤ [C]:[N]組成が 3:4 の sp2化学結合からな
る薄膜層状水素含有窒化炭素の合成が報告
されている。グアニジン塩を原料として大気
圧下でのアンモニア縮合反応を利用してい
る。8) ⑥[C]:[N]組成が 3:4 の sp2化学結合
からなる水素含有層状窒化炭素の窒素大気
圧プラズマ合成が報告されている。9) 水素は
非意図的に導入された結果である。これは報
告者らの研究である。論文報告時点では sp3

化学結合と考えていたがこれまでの分析の
結果、sp2化学結合であることが分かった。こ
の方法は水素を含有しない出発原料を用い
ており、[C]:[N]組成が 3:4 の sp2化学結合か
らなる層状窒化炭素合成の可能性を有する
方法ではないかと考えている。大気圧窒素プ
ラズマでは温度クエンチングプロセスを利
用しているので合成された窒化炭素の形態
はナノアモルファスである。本層状窒化炭素
をナノアモルファス水素含有層状窒化炭素
と呼ぶ（na-2D-C3N4Hxと略す）。 
⑦以上の研究成果を総括すると、[C]:[N]組
成が 3:4 の sp2化学結合からなる水素含有層
状窒化炭素は大気圧合成で可能である。 
⑧大気圧あるいは減圧下で[C]:[N]組成が
3:4 の sp3 化学結合からなる窒化炭素合成の
方法は今日までも見つかっておらず公表さ
れた報告はない。 
⑨グラファイト（sp2化学結合）は高圧力下で
ダイヤモンド（sp3化学結合）に転換すること
はよく知られている。 
⑩層状窒化炭素を高圧力下で転換すること
で sp3 化学結合からなる窒化炭素を得るとい
う方法が考えられる。 
 
２．研究の目的 
(1) 現状で水素含有層状窒化炭素（ナノアモ
ルファス水素含有層状窒化炭素）が大気圧窒
素プラズマで合成できる。水素含有層状窒化
炭素を高圧力下で転換させて sp3 化学結合を
有する窒化炭素が得られることが期待でき、
事実、微小ではあるが sp3 化学結合の斜方晶
窒化炭素 C2N2(CH2)が合成できることや圧力
下での構造変化や電子状態の理論計算など
を吾々から報告している。11－13）これらの報告
では典型的な合成圧力が 40 万気圧、合成温
度が約 2000Kとなっていたが、本研究では従
来よりも合成条件を制御しより正確な合成
開始温度を見積もった。また、より低圧力で
の合成可能性も検討した。ミクロな分析手段
が進んだとはいえある程度の大きさの sp3 化
学結合の斜方晶窒化炭素 C2N2(CH2)が合成で
きることが今後の物性検討には望ましいと
考えられる。 
 
(2) ナノアモルファス物質は一般的に化学



反応性が高いと予想できる。アモルファス物
質は化学結合長・角度に歪を有しエンタルピ
ーが高い。ナノ粒子は反応表面積が大きい。
また、 窒素分子の 3 重結合エネルギーは大
きい。反応過程で窒化炭素から窒素分子を引
く抜く反応が予想できる。出発組成を維持し
たい点からは難点であるが窒素分子を引く
抜く大きな駆動力を利用する考えもある。 
 
３．研究の方法 
(1) ナノアモルファス水素含有層状窒化炭
素の合成。大気圧窒素プラズマと炭素の反応
で CN 分子が主として形成される。CN 分子の
形成とそれが主成分であることはプラズマ
発光のスペクトルと強度から分かる。CN 分子
は重合して組成比C3N4の層状窒化炭素をつく
る。試料は 20℃程度に冷却した金属基板上に
堆積・回収される。このことは重合が基板上
で進んでいることを示唆している。層状窒化
炭素はヘプタジン分子の連結から出来てい
る。連結には少なくとも 2種類の連結基が考
えられる。連結基が窒素 N であれば＞N-の 3
配位である。連結基 NH であれば、-NH-の 2
配位となる。NH2は終端基となる。水素含有層
状窒化炭素に含まれる水素は連結基 NH の水
素として含まれる。NH基の存在は NMRスペク
トルで NH2と区別して同定ができる。6) 大気
圧窒素プラズマは熱プラズマであり、基板上
に回収される試料は急速なクエンチを経験
しており、試料サイズはナノである。電子顕
微鏡観察によれば粒径は数十ナノメートル
である。電子顕微鏡の回折像はハローリング
を示しておりアモルファスである。以上の特
徴を持つナノアモルファス水素含有層状窒
化炭素を現状の大気圧窒素プラズマ装置で
は１時間に数ミリグラム合成できる。大気圧
窒素プラズマで合成したナノアモルファス
水素含有層状窒化炭素の評価を本科研費で
購入した日本分光製 FT‐IR より全試料行っ
ている。合成した窒化炭素は以下の研究上の
出発試料となるためその評価は重要である。 
 
(2)大気圧窒素プラズマ法で合成したナノア
モルファス水素含有層状窒化炭素（sp2化学結
合）を sp3 化学結合からなる窒化炭素へ変換
させる目的で高圧・高温下で処理を行った。
高圧力下では密度のより高い相が安定相と
なることが一般的に予想される。 
① マルチアンビル高圧装置の利用。タング
ステンカーバイドアンビルを用いるマルチ
アンビル高圧装置で 25 万気圧までの圧力範
囲内で高圧高温処理を行った。マルチアンビ
ル高圧装置は処理温度の均一性がよい点、試
料体積が他の高圧装置を比較して大きいの
でミリメートルサイズでの出発試料の処理
が可能である。タングステンカーバイドアン
ビルの性能限界もありより高い圧力領域で
の合成は難しい。本合成実験は研究分担者で
もある山崎准教授の指導を得て岡山大学惑
星物質研究所の装置を用いて行った。 

② レーザー加熱式ダイヤモンドアンビル装
置。圧力が 30-40万気圧での合成には圧力発
生が可能なダイヤモンドアンビルを用いレ
ーザー加熱により高圧高温処理を行った。本
方式は試料空間が小さいことや温度勾配が
強いことなどのデメリットがある一方 30-40
万気圧は比較的容易に発生できる。本装置に
よる合成は東京大学物性研究所、愛媛大学地
球深部ダイナミクス研究センターで行った。 
③ 合成試料の分析。フォトンファクトリー
の放射光やラボでの X線構造解析、FE-SEMに
よる組成分析（愛媛大学地球深部ダイナミク
スセンターの小島研究員、大藤教授らの助力
を得た）、電子顕微鏡観察、ラマン散乱分光、
X線光電子分光（XPS）などを用いて合成試料
の各種分析を行った。 
 
４．研究成果 
(1)ナノアモルファス水素含有層状窒化炭素
の組成変化（10 万気圧）。マルチアンビル高
圧装置により 10 万気圧までの圧力範囲での
組成変化を調べた。組成は XPS で評価した。
600K を超えると窒素組成の減少が見られた。
800-900Kでは1時間程度の加熱で大量の窒素
脱離が生じることが分かった。XPS N1s ナロ
ースペクトルの形状はどの処理温度でもほ
ぼ同じであることから、sp2化学結合 C3N4 → 
3Cgr (グラファイト)+ 2N2の分解反応が進むと
考えられる。FT-IR スペクトルを測定する約
2900cm-1 にピークを有するブロードなスペク
トルが観察される。CHxとしてグラファイトに
水素が残っていると考えられる。N2の強い化
学結合が駆動力になっていると考えられる。
本処理を窒素組成制御と考え、また、Ferrari
らの結果 5)を参照すると、窒素組成が希薄な
領域で sp3化学結合 N を含む窒化炭素が合成
できる可能性がある。本視点からの研究は今
後の課題である。窒化炭素出発物質は異なる
Fengらの結果では、sp2化学結合 C3N4 → 3Cgr 

(グラファイト)+ 2N2 が１０万気圧では 900K
程度と報告されている。10)  ナノアモルファ
ス水素含有層状窒化炭素は分解温度の低い
分解し易い材料であると言える。 
 
(2) レーザー加熱式ダイヤモンドアンビル
装置による 40 万気圧でのナノアモルファス
水素含有層状窒化炭素の高圧高温処理。図１
～図３は吾々が世界で初めて合成した sp3 化
学結合の斜方晶窒化炭素 C2N2(CH2)を示した
ものである。11‐13）40 万気圧でのレーザー加
熱により合成できるが合成開始温度（X 線回
折強度が認められ）は明確とまでは言えなか
った。1500K,2000K,2500K,3000K とレーザー
加熱温度を変化させた。sp2化学結合水素含有
層状窒化炭素は 40 万気圧では 2000K を下限
として sp3 化学結合の斜方晶窒化炭素の生成
が始まることが放射光を用いた X線回折パタ
ーンの測定から分かった。図 4を参照すると、
2500K, 3000K と温度が上昇するにつれて sp3

化学結合の斜方晶窒化炭素C2N2(CH2)の X線回



 

 

折強度は強まる傾向が見られた。レーザー加
熱温度は 10 分程度の短時間であるが各ラン
でほぼ一定時間である。回折強度の温度によ
る増大は結晶成長の速度を反映していると
考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図１．sp3化学結合の斜方晶窒化炭素C2N2(CH2)．
4 面体構造（C1-N3C2）とブリッジング構造
（C1-C2-C1）が存在する．灰色が炭素、青色
が窒素、白が水素。ブリッジング構造のため
sp3 化学結合のみからなるが体積弾性率はダ
イヤモンドの 60％（260GPa）に留まる。11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図２．圧力を加えると４面体構造はダイヤモ
ンド並みの圧縮性を示すが，ブリッジング部
で４面体の折り畳みが起こる．12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3．マリケン電荷分布．電気陰性度からも
予想されることであるが、マリケン電荷を計
算してみると C-N単結合は C+- N-と分極して
いることが理解できた．13) 

 

(3) マルチアンビル高圧装置による 10 万気
圧でのナノアモルファス水素含有層状窒化
炭素とレニウムの高圧高温処理による超硬
質炭化レニウムの合成。超硬質物質の設計指
針に 4d，5d 遷移金属とホウ素、炭素、窒素
の様な軽元素との化合が知られている。レニ
ウ(Re)は体積弾性率が 352GPa とたいへん大
きな値をもつ金属であるが軽元素との化合
物の Re2C や Re3N などは体積弾性率が 400GPa
を超え金属単体と較べて 50GPa 程度の増加が
生じている。Re3N はすでに合成報告があるが
Re3C はない。Re と C を出発原料とする合成で
幅広い温度圧力範囲が検討されてきたが 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 4．圧力 40万気圧でのレーザー加熱実験結
果。●は斜方晶窒化炭素。●はダイヤモンド。
●は NaCl（断熱材由来）。●は Au(カプセル
由来)。加熱温度 2000K から斜方晶窒化炭素
とはダイヤモンドが生成している。 
 
Re2C は合成できるものの Re3C は合成できな
い。ナノアモルファス水素含有層状窒化炭素
準安定であり反応性に富むと予想される。Re
と反応させると新規な ReCN 系超硬質物質が
合成できるかもしれないと考え探索研究を
行った。圧力は１０万気圧とした。研究成果
（１）で示したように本圧力ではナノアモル
ファス水素含有層状窒化炭素から窒素の脱
離が 600K という低温から起こる。Re とナノ
アモルファス水素含有層状窒化炭素を幾つ
かの仕込み量で混合し金カプセルの封入し
10万気圧、1500K で反応をさせた。仕込み組
成を変えて合成した結果、[Re]/[C]＞3 では
Reと Re3Cが、3＞[Re]/[C]＞2では Re2Cと Re3C
が、[Re]/[C]＜2 では Re2C とグラファイトが
合成されることが分かった。いずれでも窒化
物は形成されない。このことは反応駆 

図５．Re２C 結晶。●は Re、●が C。炭素 C
が層を形成して Re間に入る。C はほぼ 4面体
結合を形成している。Re2C では Re2層に対し
て C１層の比で入る。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図６．Re3C 結晶。●は Re、●が C。炭素 C が
層を形成して Re間に入る。C はほぼ 4面体結
合を形成している。Re3C では Re3層に対して
C１層の比で入る。 
 
動力として N2 の形成が働いていると考えら
える。Re2C、Re3C の結晶構造を図５、図６に
示す。Re と C が一様に混ざるのではなく炭素
C は層を形成している特徴を有する。また、C
はほぼ 4面体結合を形成している。Re層の間
で支えを形成しているように見える。この特
殊な構造が約 50GPa の体積弾性率をもたらし
ていると思われる。Re3C の合成は世界初であ
る。合成できる理由は Re3N が減圧時に N と C
の交換がおきるのではないか。また、He を圧
力媒体に用いた精密な体積弾性率の評価も
終えている。現在、論文を準備している。 
 
(4) 大気圧窒素プラズマ装置の改良とナノ
アモルファス有層状窒化炭素（sp2化学結合）。 
合成量は反応器中に Mo 基板を入れて堆積さ
せる方法により 1時間あたり数ミリグラムの
合成が安定して出来るようになった。合成後
の熱アニールプロセスを確立したことで試
料の化学結合（FT-IR、XPS で評価）も毎回の
合成でほぼ同じものが得られるようになっ
た。意図しないで混入している水素を減じる
ことには依然として成功していない。科研費
研究開始時にはこの問題の解決は容易であ
ろうと考え、数多の試みを行ったが現時点で
も成功していない。今後の課題として残った
ことを率直に記しておく。 
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