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Carbodeon社 プレスリリース

Carbodeon 社はポリマーへナノダイヤモンドを添加し、熱伝導性を 20％～100％改善した新し
いナノダイヤモンドコンポジットを開発しました。このコンポジットおよびプロセスの改善により、従

来よりもナノダイヤモンドのコストを 70％減らすことを可能としました。

Carbodeon 社では、ポリマーへの熱拡散性物質（熱伝導フィラー）45wt％の内、0.03wt％のナノダイヤモンド添加に

より 20％の熱拡散性・放熱性改善を達成しています。

また、従来の方法よりも低コストで特性を向上することに成功しています。サンプルはフィンランドの VTT テクニカル

リサーチセンターで製造され、その熱拡散性能はドイツにある ESKによって分析されました。

去年 10 月、Carbodeon 社は熱伝導フィラーとしてのナノダイヤモンドの特性データを公開しました。このデータは、

PA66 に窒化ホウ素(熱伝導フィラーとして熱拡散性を向上させる物質)45wt％中にナノダイヤモンドを 0.1wt％を添

加した場合、熱拡散性が約 25％改善されるというものです。今回、最新のナノダイヤモンドの製造技術とコンパウン

ド技術の改良により、上記と同等の性能を従来の 70％のナノダイヤモンド使用量で達成することができ、大幅にコス

トを削減することができるようになりました。この性能改善を可能にしたのは、ダイヤモンド自体の高い熱伝導特性に

加え、ナノダイヤモンドをポリマーやその他の物質と密接な関係を持たせるために最適化、調整(機能化)することに

成功したためです。また、Carbodeon社のナノダイヤモンド凝集コントロール技術の向上によるものでもあります。

今回の性能向上の要因でもある凝集コントロール技術の進歩により、ナノテクノロジーの重要な理論である“少量添

加による大きな効果”を真に実証できるようになりました。爆轟法により生産された、凝集傾向のある 4-6nmのナノダ

イヤモンド粒子固有の表面化学の調整を行うことは、今まで困難であると考えられてきました。Carbodeon 社はナノ

ダイヤモンドの表面化学の最適化、調整を行い、凝集状態の粒子を分散させ、化合先の物質、特にポリマーと完全

に一体化することを可能にしました。このようにして、将来的にも期待のかかるダイヤモンドの特性を、ナノダイヤモ

ンドの少量添加により経済的に、そして集中的に他の物質に付与することが可能となりました。

また、より高い熱拡散特性の要求に備え、20wt％の熱伝導フィラー中に 1.5wt％ナノダイヤモンドを添加することで、

従来よりも約 100％の熱伝導率を改善することも可能としています。



「この熱伝導性の向上と同時に、部材の耐摩耗性も改善し、材料の絶縁性、機械特性を損なうことなく行われている。

この特性は多くの電子機器や LED アプリケーションに利用できます」 と Carbodeon 社の CTO である Vesa 

Myllymakiは話しています。

「Carbodeon 社はナノダイヤモンドが生み出すその特性をすべて引き出したわけではないことを我々は知っていま

す。我々はポリマーの熱伝導性フィラーとして、また金属の表面処理技術として、工業用のポリマーコーティング用途

としての研究開発をこれからも続けていきます」

「近年、我々はポリマーの熱伝導性フィラーにナノダイヤモンドを添加する特許を取得しました。我々はナノダイヤモ

ンドを添加したポリマーコンポジットの将来性に大きな期待をしています」と Vesa Myllymakiは続けます。

単一官能基を付与したナノダイヤモンド添加による、多数のアプリケーション(機械性能等の改善、ナノダイヤの使用

量抑制によるコストの削減) により、それは実証されています。

＜以下原文オリジナル＞

Carbodeon develops NanoDiamond composite thermally conductive thermoplastics 
with 20%-100% improvement in thermal conductivity. New materials and processes 
reduce NanoDiamond costs by up to 70%. 
July, 10, 2014 

Carbodeon's uDiamond® nanodiamond materials can now achieve a 20 percent increase in polymer thermal 

performance by using as little as 0.03 wt.% nanodiamond material at 45 percent thermal filler loading, 

enabling the further performance at a lower cost than made with traditional fillers.  Samples were 

manufactured at VTT Technical Research Centre of Finland and their thermal performance was analyzed by 

ESK (3M) in Germany.  

Last October, Carbodeon published its data on thermal fillers showing that the conductivity of polyamide 66 

(PA66) based thermal compound could be increased by 25 percent by replacing 0.1 wt.% of the typically 

maximum effective level of boron nitride filler (45 wt.%) with the company’s application fine-tuned 

nanodiamond material.  The latest refinements in nanodiamond materials and compound manufacturing 

allow similar performance improvements with 70 percent less nanodiamond consumption and thus, greatly 

reduced cost.  The performance improvements achieved are derived from the extremely high thermal 

conductivity of diamond, our ability to optimise the nanodiamond filler affinity to applied polymers and other 

thermal fillers and finally, from Carbodeon’s improvements in nanodiamond filler agglomeration control.   

With the ability to control all these parameters, the nanotechnology key paradigm of “less gives more” can 

truly be realised.  The active surface chemistry inherent in detonation-synthesised nanodiamonds has 

historically presented difficulties in utilising the potential benefits of the 4-6nm particles, making them prone 

to agglomeration.   Carbodeon optimises this surface chemistry so that the particles are driven to disperse 

and to become consistently integrated throughout parent materials, especially polymers.   The much-



promised properties of diamond can thus be imparted to other materials with very low, and hence economic, 

concentrations.  

For more demanding requirements, conductivity increases of as much as 100 percent can be achieved using 

1.5 percent nanodiamond materials at 20 percent thermal filler loadings.  “This increase in thermal 

conductivity is achieved without affecting the electrical insulation or other mechanical properties of the 

material and with low tool wear, making it an ideal choice for a wide range of electronics and LED 

applications,” said Carbodeon CTO Vesa Myllymäki.   

“We know we have not yet uncovered all the benefits that Carbodeon nanodiamonds can deliver and 

continue our focused application development on both polymer thermal compounds, and on metal finishing 

and industrial polymer coatings,” Vesa Myllymäki added.  “Recently we were granted a patent on 

nanodiamond-containing thermoplastic thermal composites and we see great future opportunities for these 

materials.  ”It has been shown in numerous applications that use of our nanodiamond additives in their 

mono-functionalized form shows improved end product mechanical and other properties, significantly 

reduced nano-additive consumption and thus, cost. 

For further information, please contact: 

info@carbodeon.com or any of our regional agents  - see the Contact page of this website. 

uDiamond® is the brand name of nanodiamond materials produced by Carbodeon Ltd Oy. 


