
単層カーボンナノチューブ-Ver.2- 
Single-Walled Carbon Nanotube 

Feature 
 本製品は電気的特性 (金属・半導体特性) が分別された単層

カーボンナノチューブです。独自の分別技術であるDGU法を用い

て単層カーボンナノチューブの精製を行っているため以下に示す

特徴があります。 

・高純度 

・電気的特性の分離 

・大量供給が可能 

・化学修飾なし 



ステップ１ 分散 ステップ２ 分離 

ステップ３ 分別 

ステップ１：カーボンナノチューブを独自ブレンドされた界面活性剤とともに水溶液中に分散させる 

ステップ２：カーボンナノチューブが入った水溶液に密度勾配遠心分離を行う 

ステップ３：ステップ２で分離させたカーボンナノチューブを独自の分別法で分ける 

ステップ４：適切に梱包。ご希望により界面活性剤を取り除いた製品もご用意できます 

密度勾配超遠心分離(DGU)法 

 DGU法 電気泳動法 化学的分離

操作 

電気破壊 クロマト 

グラフィー 

選択成長 

高純度 ○    ○  

電気的特性の分離 ○ ○     

大量供給可能 ○ ○ ○ ○  ○ 

化学修飾不要 ○ ○   ○ ○ 

 DGU法は生物学等で以前から利用されていた方法です。DGU法をカーボンナノチューブに利用する場合も生

物学で用いられる場合と同様に界面活性剤を用います。界面活性剤の効果により化学修飾されていない状態で

も水に溶解するため、可溶化のための化学修飾が不要となります。また、DGU法による分離は直径及び電気的

特性を対象とした分離に有効とされており高い選択性を有しております。カーボンナノチューブの分離は多くの方

法が提示されておりますが、DGU法は他の方法に比べて高い優位性を示しております。以下に技術的優位性を

比較した表を示しました。 

操作方法 

精製前のカーボンナノチューブ 

 

金属性カーボンナノチューブ 

ρ≈1.3 

未精製の単層カーボンナノチューブが入った水溶液 

遠心分離 

電気的性質で分けられた単層カーボンナノチューブ 

B 半導体性単層カーボンナノチューブ 

A 金属性単層カーボンナノチューブ 

C 精製された単層カーボンナノチューブ 

 
Ionic 

Surfactants 

 半導体性カーボンナノチューブ 

ρ≈1.1 

 脱イオン水と界面活性剤水溶液 

ステップ４ パッケージング 

B 半導体性単層カーボンナノチューブ 

 A 金属性単層カーボンナノチューブ 

 C 精製された単層カーボンナノチューブ 



 カーボンナノチューブはグラファイトのシートを丸めた筒状の構造であり、単層のもの、二層のもの及び多層のもの

が知られております。その中でも、単層カーボンナノチューブは半導体性と金属性が混在した状態で合成される化

合物です。半導体性単層カーボンナノチューブはトランジスタなどへの応用、金属性単層カーボンナノチューブは

透明導電膜への応用が代表的であり、その他にも広範囲にわたる応用の可能性を秘めているため大変注目を集

めています。 

 2006年10月にノースウエスタン大学のMark Hersam教授らのグループによりNature NanotechnologyにDGU法によ

るカーボンナノチューブ分離プロセスが発表されました。本製品の製造社であるNanoIntegris社ではこのDGU法を

用いて単層カーボンナノチューブの精製を行っております。DGU法による分離を行うことで、電気的性質に基づい

て分離された半導体性と金属性単層カーボンナノチューブ、高純度の単層カーボンナノチューブを得ることができ

ます。そのため、各分野の用途に応じた電気的特性を有する単層カーボンナノチューブのご提供が可能となりまし

た。 

 現在、試薬として多種のカーボンナノチューブが発売されていますが電気的性質に基づいて分離された単層

カーボンナノチューブ試薬は本製品が初めてになります。この度、弊社では電気的性質が均一なNanoIntegris社製

の単層カーボンナノチューブをご用意いたしましたのでその詳細をご案内申し上げます。 

製品紹介 

IsoNanotubes-MTM 

金属性単層カーボンナノチューブ 

 

直径範囲 1.2 nm-1.7 nm 
長さの範囲 300 nm to 4 microns 
金属触媒不純物 <1% 
非晶質炭素不純物 1-5% 

純度選択 70%, 95%, 98%,  99% 
形状 水溶液・ウェットケーキ状の粉末 

水溶液の色 緑 

IsoNanotubes-STM 

半導体性単層カーボンナノチューブ 

 

直径範囲 1.2 nm-1.7 nm 
長さの範囲 300 nm to 4 microns 
金属触媒不純物 <1% 
非晶質炭素不純物 1-5% 

純度選択 90%, 95%, 98%,  99% 
形状 水溶液・ウェットケーキ状の粉末 

水溶液の色 ピンク 

SuperPureTubesTM 

高純度の単層カーボンナノチューブ 

 

直径範囲 1.2 nm-1.7 nm 
長さの範囲 300 nm to 4 microns 
金属触媒不純物 <1% 
非晶質炭素不純物 1-5% 
純度 99% (半導体性:金属性=7：3) 
形状 水溶液・ウェットケーキ状の粉末 

水溶液の色 グレー 

製品案内 



透明導電膜 トランジスタ IRデバイス 光デバイス 

化学センサー 有機発光ダイオード ドラッグデリバリーと検出 高周波数デバイス 

 以下に研究成功例を集約しました。本製品はエレクトロニクス、エネルギー、バイオメディカル

テクノロジーの用途への応用が成功しております。 

アプリケーション 

 IsoNanotubesとPureTubes製品は水溶性界面活性剤溶液もしくは界面活性剤を除去した粉末形状で発

送しております。IsoNanotubesとPureTubes溶液は主として脱イオン水、カーボンナノチューブ、独自

配合のイオン性界面活性剤で構成されています。また、IsoNanotube溶液には密度勾配媒体としての水

溶性および非イオン性のイオジキサノールが少量含まれます。粉末製品は、加工性や使い勝手を良く

するために、ほぼ100%のカーボンナノチューブでできています。 

IsoNanotubes-M IsoNanotubes-S SuperPureTubes 

A.    金属性IsoNanotube溶液 (100mL; 0.01mg/mL) と10mgの金属性IsoNanotube粉末 
B.    半導体性IsoNanotube溶液 (100mL; 0.01mg/mL) と10mgの半導体性IsoNanotube粉末 
C.    SuperPureTube溶液 (100mL; 0.25mg/mL) と25mgのSuperPureTube粉末 

製品の形態 



IsoNanotubesとPureTubesの性質概要 

アモルファス炭素～共鳴ラマン分光測定～ 

IsoNanotubes-M IsoNanotubes-S SuperPureTubes 

図１:IsoNanotubes-M (95%) 、IsoNanotubes-S (99%) 、SuperPureTubesの共鳴ラマン分光スペクトル測定 

 共鳴ラマン分光測定は全て514 nmのレーザーを使って行われました。本製品のG/D比は約12から41まで

の範囲内です。この結果はアモルファス炭素量と欠陥ナノチューブの量が著しく少ないことを示してい

ます。 
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波長 (cm-1) 波長 (cm-1) 波長 (cm-1) A B C 

 IsoNanotubes-M 
49104-78～49104-85 

IsoNanotubes-S 
49104-70～49104-77 

SuperPureTubes 
49104-86,49104-87 測定法 

参照  

図・表 

製造法 アーク放電 アーク放電 アーク放電 製造元のデータ ― 

直径範囲 1.2-1.7nm 1.2-1.7nm 1.2-1.7nm 製造元のデータ ― 

直径 (中央値) 1.4nm 1.4nm 1.4nm 製造元のデータ ― 

長さの範囲 300nm-4m 300nm-4m 100nm-4m 原子間力顕微鏡 5 

長さ (中央値) ～0.5 m ～0.5 m ～0.5 m 原子間力顕微鏡 5 

触媒不純物 ～1%by mass ～1%by mass ～0.5%by mass 
中性子放射化分析、

熱重量分析 
3, 4 

炭素系不純物 <5% by mass <5% by mass <5% by mass 熱重量分析、ラマン 1,4 

電気的性質 金属性 半導体性 ― 光吸光度 2 

純度 70%, 95%, 98%, 99% 90%, 95%, 98%, 99% ― 光吸光度 2 

品質期限 6 months 6 months 6 months ― ― 

濃度 0.01mg/mL 0.01mg/mL 0.25mg/mL ― ― 

触媒濃度 1% w/v 1% w/v 1% w/v ― ― 

界面活性剤のタイプ イオン性 イオン性 イオン性 ― ― 
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 精製前の単層カーボン

ナノチューブ 

IsoNanotubes-M + S SuperPureTubes 

ニッケル(wt  %) 3.59 0.07 0.23 

イットリウム(wt %) 0.70 0.38 0.05 

鉄(wt %) 0.70 0.72 0.06 

合計(wt %) 4.99 1.17 0.34 

ヨウ素(wt %) 0.00 5.29 0.00 

金属触媒～中性子放射化分析～ 

表３：IsoNanotubeとSuperPureTube (粉末) の中性子放射化分析によるデータ 

 中性子放射化分析によると、精製前の単層カーボンナノチューブに比べて、IsoNanotubeと
SuperPureTubeの金属・触媒不純物の量は著しく少ないことがわかります。一方、IsoNanotubeはおよ

そ質量5%のヨウ素を含んでいますが、これは界面活性剤除去工程で取り除くことができなかったナ

ノチューブ表面のイオジキサノール残留物が原因です。 

電気的性質～紫外可視吸光スペクトル～ 

A 

C 

B 

吸
光
度
(

a.
u.

) 

吸
光
度
(

a.
u.

) 

吸
光
度
(

a.
u.

) 

波長(nm) 波長(nm) 

波長(nm) 

図2: IsoNanotubes-M (95%) 、IsoNanotubes-S (99%) 、
SuperPureTubesの紫外可視吸収スペクトル測定 

 Ouyang et al.(Acc. Chem. Res 35, 1018(2002))の方法に基づ

き直径範囲が1.2-1.7nmのナノチューブの遷移エネルギーが

算出可能です。S33遷移は450nm-630nm付近に見られ、M11
遷移は600-850nmに、そしてS22遷移は900-1270nmに見るこ

とができます。M11と S22のピークエリア比をもとに

NanoIntegris社の金属性と半導体性ナノチューブの濃縮レベ

ルを計算することができます。 

SuperPureTubes 

IsoNanotubes-M IsoNanotubes-S 

IsoNanotubes-M 95% IsoNanotubes-S 99% 

未精製のカーボンナノチューブ 未精製のカーボンナノチューブ 

未精製のカーボンナノチューブ 

SuperPureTubes 
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金属触媒～熱重量分析～ 

IsoNanotubes-M IsoNanotubes-S 

SuperPureTubes 

図４:熱重量分析結果 

A B:200℃と400℃付近で起こる質量15%減少の内、約

2/3はナノチューブ表面のイオジキサノール残留物の燃

焼によるものと考えられます。本製品の中性子放射化テ

ストの結果にも示されているように、IsoNanotubeはおよ

そ質量5%のヨウ素を含んでいます。イオジキサノール

分子中にヨウ素原子が約半分の分子量を占めているため

このような結果になります。残りの約1/3は、界面活性

剤の残留物と炭素の不純物が原因です。 

C: SuperPureTubesはイオジキサノールを含まないので、

200～400℃付近で現れる5%程度の質量減少は界面活性

剤の残留物とアモルファス炭素に起因しております。 

長さ～原子間力顕微鏡 (AFM) の測定結果～ 
IsoNanotubes-M IsoNanotubes-S 

SuperPureTubes 

図５:原子間力顕微鏡 (AFM) の測定結果 

 NanoIntegris社の単層カーボンナノチューブの長さは

AFMデータから100nm～3mであると分かります。グラフA、

B、C は IsoNanotubes-M、IsoNanotubes-S、SuperPureTubes
のヒストグラムを示しています。 
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HiPco® ～高純度小直径SWNTs～ 

 カーボンナノチューブの合成法は現在でも盛んに研究が行われております。その中でもIsoNanotubesや

SuperPureTubesに用いられているアーク放電法は一般的な手法の一つになります。種々のカーボンナノチュー

ブ合成法が開発されている一つの理由として、カーボンナノチューブの直径範囲を作り分けることがあげられま

す。また、合成法の違いにより高純度品を得ることも可能になります。これらのことから単一的な合成法のカーボン

ナノチューブだけでない製品のラインナップが必要になると考えております。 

 HiPco (High Pressure Carbone monooxide) 法はCVD法の一種です。一酸化炭素の不均一化反応を用い

てカーボンナノチューブの合成を行います。アーク放電法に比べ高純度かつ直径範囲の小さいカーボンナノ

チューブを得ることが可能です。 

 NanoIntegris社では2010年の秋ごろからHiPco®の取り扱いを開始いたしました。HiPco法を用いて合成され

た単層カーボンナノチューブは、ナノチューブの物性研究においてスタンダードな試料として利用されておりま

す。日本国内ではこれまで試薬メーカーでのHiPco®の取扱いはなく、物性研究のスタンダードな試料でありなが

ら試薬として購入することが困難でした。弊社ではこのHiPco®を他の試薬メーカーに先駆けて販売開始致しまし

た。この機会に、ご利用頂ければ幸いでございます。 

直径  ～0.8 - 1.2 nm 

長さ  ～100 - 1000 nm 

分子量(計算値)  ～3.4×105 - 5.2×106Amu 

色  黒 

形状 

最大密度  1.6g/cm3 

かさ密度  ～0.1g/cm3 

Fe触媒残渣 Raw <35wt% 

 Pure <15wt% 

 Super Pure <5wt% 

TGA 1stピーク温度 Raw ～350 - 410℃ 

 Pure ～470 - 490℃ 

 Super Pure ～510 - 540℃ 

TGA オンセット温度 Raw ～350℃ 

 Pure ～440℃ 

 Super Pure ～450℃ 

最大比表面積  1315m2/g 

BET比表面積  ～400 - 1000m2/g 

抵抗  ～0.2 - 2Ω 

 

水分含量  <5wt% 

粉末 

 製品純度 測定結果 測定方法 

TEM 

AFM 

計算 

 

 

計算 

 

TGA 

TGA 

TGA 

TGA 

TGA 

TGA 

TGA 

TGA 

TGA 

計算 

BET 

抵抗測定 

 

HiPco®の性質概要 



 
50 nm 

HiPco® ～測定結果～ 

図６ SEM画像 図７ TEM画像 

図８ ラマン測定結果 

図９ TGA測定結果 図１０ 粒子径測定結果 



 ☆を付した製品は御見積による価格照会とさせて頂きます。価格は最寄りの販売店、もしくは弊社営

業所までお問い合わせください。 

※上記製品以上の容量でのご注文も承ります。最寄りの販売店もしくは弊社営業所にお問い合わせくだ

さい。 

製品名 製品番号 容量 価格 

 IsoNanotubes-STM 

90% solution(0.01mg/mL) 49104-70 100mL 40,000 

95% solution(0.01mg/mL) 49104-71 100mL 60,000 

98% solution(0.01mg/mL) 49104-72 100mL 85,000 

99% solution(0.01mg/mL) 49104-73 100mL 145,000 

 IsoNanotubes-STM 

90% powder 49104-74 1mg 45,000 

95% powder 49104-75 1mg 68,120 

98% powder 49104-76 1mg 90,000 

99% powder 49104-77 1mg 160,000 

 IsoNanotubes-MTM 

70% solution(0.01mg/mL) 49104-78 100mL 45,000 

95% solution(0.01mg/mL) 49104-79 100mL 75,000 

98% solution(0.01mg/mL) 49104-80 100mL 130,000 

99% solution(0.01mg/mL) 49104-81 100mL 165,000 

 IsoNanotubes-MTM 

70% powder 49104-82 1mg 50,000 

95% powder 49104-83 1mg 85,000 

98% powder 49104-84 1mg 140,000 

99% powder 49104-85 1mg 175,000 

 SuperPureTubesTM  
solution(0.25mg/mL) 49104-86 100mL 60,840 

powder 49104-87 25mg 68,120 

Raw 49104-88 500mg 120,000 

Raw 49104-89 1g 180,000 

Pure 49104-90 500mg 160,000 

Pure 49104-91 1g 230,000 

SuperPure 49104-92 500mg 340,000 

SuperPure 49104-93 1g 540,000 

 HiPco® 

製品価格表 



関 連 製 品関 連 製 品関 連 製 品 ーPureSheetsTM ～グラフェン分散液～ー 

 NanoIntegris社ではカーボンナノチューブ分散技術を利用し、グラフェンを界面活性剤入りの水溶液に分

散させた製品を製造しております。グラフェンは2010年のノーベル物理学賞を受賞した炭素材料です。グラ

フェンは熱や電気の伝導性が高くトランジスターや透明導電膜などへの応用が期待されており、カーボンナ

ノチューブと併せての応用研究も行われております。 

製品名 製品番号 容量 価格 

 PureSheetsTM QUATTRO 49104-94 100mL 13,000 

 PureSheetsTM MONO 49104-95 100mL 15,000 

 MONO QUATTRO 測定法 

単層含量 27% 6% AFM 

二層含量 48% 23% AFM 

三層含量 20% 27% AFM 

四層以上の含量 5% 44% AFM 

1枚の平均面積 ～10,000nm2 ～10,000nm2 AFM 

溶液のタイプ 界面活性剤含有水溶液 界面活性剤含有水溶液 AFM 

グラフェン濃度 0.05mg/mL 0.05mg/mL - 

界面活性剤濃度 2%w/v 2%w/v - 

界面活性剤の種類 イオン性 イオン性 - 

品質期限 6ヶ月 6ヶ月 - 

 ☆を付した製品は御見積による価格照会とさせて頂きます。価格は最寄りの販売店、もしくは弊社営

業所までお問い合わせください。 

※上記製品以上の容量でのご注文も承ります。最寄りの販売店もしくは弊社営業所にお問い合わせくだ

さい。 
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