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ゴム部品の長期信頼性確保には，さまざまな環境劣
化因子の影響下で系の力学物性低下を設定基準以下に
抑制することが要求され，かつゴムの劣化機構を理解
し，その対策を反映させた材料組成（配合）の適正化
が必要とされる．その基盤となる劣化解析において，
ゴムの劣化状態と力学物性との定量的な相関関係を把
握することは極めて重要である．ゴムの各種劣化挙動
の解析として，化学構造変化（変質）を調べる組成分
析手法の適用が一般的である．例えば，赤外吸収分光
分析に基づく酸化官能基量の増加挙動と系の引張物性
の低下挙動との定性的な関連づけが行われるが，両者
の間の定量的な関係づけには至らない場合が多い．そ
こで，本研究では，典型的なゴムの劣化モードの一つ
である熱と酸素との組合せによる熱酸化挙動について，
自動車用汎用ゴムの硫黄架橋 EPDM 系を対象に，架橋
ゴムの代表的な破壊特性値の一つである引張破壊伸長
比λb と ゴ ム の 分 子 運 動 性 評 価 に 有 効 な 1H- パ ル ス 法
NMRを用いたスピン-スピン緩和時間T2 の測定により，
両者の間の定量的な関係を表す実験式を導出した．こ
れまで T2 測定で得られる NMR 信号の解析方法として，
架橋ゴムの力学物性が架橋点間のゴム網目鎖の形態変
化に基づくエントロピー弾性が支配的であることを前
提に，ゴム網目鎖に沿って，架橋点の影響により分子
運動が拘束された短い T2（T2S）成分と架橋点から離
れた分子運動が比較的自由な長い T2（T2L）成分に分
離し，主に T2S 成分の量的変化を指標に，架橋密度と
関連づけて力学物性を考察することが多く見られた．
一方，材料の破壊特性値は，変形を受けもつ構造因子
だけではなく，T2L 成分に含まれる可能性がある破壊
核の発生に結びつく欠陥点の存在や生成に大きく依存
することが知られている．
本 研 究 に お け る T2 測 定 で は， 上 述 の 両 T2（T2S，
T2L）成分の寄与を含む系全体の分子運動性が反映され
る平均 T2 緩和時間 T2,av（T2,av － 1 ＝Σfi/T2i,fi:i 成分のプロ
トン分率）を用いたゴム相の状態解析を行った．架橋
ゴムの引張破壊伸長比λb と架橋密度νe との間には，ゴ
ム弾性理論に基に，架橋点間のゴム網目鎖の伸びきり
限界を考えたλb ∝νe-0.5 の関係式が示されている．一方
阿波根は，各種配合ゴムの引張試験で得られる応力 - ひ
ずみ曲線について，100％ひずみ応力 M100 とνe との比例

関係を仮定し，純ゴム配合にλb ∝ M100-k の関係式，ま
た カ ー ボ ン ブ ラ ッ ク（CB） 配 合 に ゴ ム 相 の M100 値
（M100,m）と CB 粒子による補強因子 F（φ）を導入した
λb ∝［M100,m･F（φ）］－ k の関係式をそれぞれ適用した．
そして実験的にゴム弾性理論（k ＝ 0.5）とは異なる k
値（非晶性ゴムの場合，k ＝ 0.75）を得ている．この阿
波根の解析方法に基づき，本研究で対象とした硫黄架
橋 EPDM 系（純ゴム配合，CB 配合）の熱酸化（主に
架橋反応）に伴う M100 およびλb（平均値）の変化に関
して，λb ∝ M100-k の関係の適合性確認と k 値の評価，ま
た（T2,av）－ 1 と M100 との間の直線関係確認を経て，最
終的に T2,av － 1 ＝ Bλb-（1/k）＋ C，（k ＝ 0.7，B,C: 定数）の
実験式を導出した．得られた EPDM 系の k 値（＝ 0.7）
には，架橋密度に依存したゴム弾性理論に基づく値（k
＝ 0.5）に対して，熱酸化によるλb の低下をもたらす架
橋密度以外の要因が加わること，すなわち架橋反応と
同時進行する主鎖切断や架橋切断による系全体の破壊
に導く欠陥点の増加，過酸化物架橋と類似した架橋反
応による網目構造の不均一性増大などの影響が反映さ
れるものと推定した．そして上述の実験式を基に，通
常の引張試験が困難な実使用環境下のゴム部品のさま
ざまな部位におけるλb 値を，対象ゴムの試験片に関す
る各定数が既知であれば，T2,av 測定から見積ることが
可能といえる．さらに EPDM 系熱酸化試料におけるλb
の保持率λb*（未劣化基準）と T2,av の保持率 T2,av* との関
係に着目すると，λb* 値は，純ゴム配合ではゴム相の状
態（T2,av*）のみに依存し，一方 CB 配合では破壊過程
における CB 粒子の空間効果やエネルギー損失能に関
連した補強因子 F の寄与が大きくなることが示唆され
た．本研究は，架橋ゴムの引張破壊伸長比と T2 緩和時
間との関係について，各平均値を用いた解析に基づく
ものである．ただし，実用ゴムの長期信頼性向上の観
点から，平均的な破壊特性値を高めるとともに，その
統計的ばらつき低減が極めて重要な課題といえる．し
たがって，次ステップの研究展開として，ゴム相にお
ける架橋密度の分布，網目構造の不均一性等を評価す
る手法を用いて，系の破壊特性値の統計的ばらつきを
含めた予測に向けた劣化解析技術の高度化への取り組
みが必要と考える．
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共有結合架橋が特性に及ぼす影響
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ロタキサン架橋高分子（rotaxane cross-linked polymer，RCP）は架橋点が共有結合ではなく環状分子と
軸状分子との機械的な結合（ロタキサン構造）によっ
て形成されるネットワークポリマーであり，その構造
ゆえに高分子鎖は架橋点において高い可動性を有する．
RCP は前述の構造に起因する高い膨潤性や延伸性，さ
らには応力緩和特性といった特異な物性を示すことが
知られており，汎用ビニルポリマーにこうした特性を
付与することで高分子材料の高機能化が期待できる．
一方，純粋なロタキサン架橋だけが存在する系とと
もに，共有結合架橋が混在する系も現実の架橋高分子
では容易に想像される．こうした場合においては，共
有結合架橋が架橋点における高分子鎖の可動性を制限
し，RCP の特性に影響を及ぼす可能性がある．しかし
ながら，こうした影響に関する報告はわれわれが RCP
エラストマーに関して行った研究以外にほとんど見ら
れず，特に溶媒を含むゲル系については未だに未解明
である．
われわれは先にγ- シクロデキストリン（γ-CD）とビ
ニル基を有するポリエチレングリコール（PEG）マク
ロモノマーからなる，水中で使用可能なビニル型超分
子架橋剤（vinylic supramolecular cross-linker，VSC）
の合成と，それを用いて得られる RCP の特性について
報告している．この架橋剤では，γ-CD 内孔を貫通した
マクロモノマーの末端に導入されたビニル基が重合す
ることでロタキサン構造の末端が封鎖されるため，
PEG 鎖を 2 本包接しているγ-CD 部位を動的な架橋点と
することができ，純粋なロタキサン架橋のみからなる
ビニル型 RCP を得ることができる．
本研究では，上述の VSC とジビニル型の共有結合架
橋剤の混合物をビニルモノマーのラジカル重合系中に
同時に添加することで，ロタキサン架橋と共有結合架
橋の 2 つの架橋構造を有するハイブリッド架橋高分子
（hybrid cross-linked polymer，HCP）を合成し，その
ゲル状態での特性を評価することで共有結合架橋の存
在が RCP ゲルの物性に与える影響を調査した．
はじめに，共有結合架橋剤として PEG の両末端にメ
タクリロイル基を導入した PEG-diMA（1）を合成した．
続いて N，N- ジメチルアクリルアミドをモノマーとす
るラジカル重合系に対し，1 と VSC の総量が 0.1 mol%
となるよう添加，重合することでロタキサン架橋と共
有結合架橋が共存するハイブリット架橋高分子（hybrid cross-linked polymer，HCP）を合成した．この
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際，共有結合架橋の割合が 67%，50%，33% となるよ
う，1 と VSC の比率を変えて HCP を 3 種類合成した．
また，純粋なロタキサン架橋からなる RCP と，純粋な
共有結合架橋からなる共有結合架橋高分子（covalently
cross-linked polymer，CCP）も合成した．いずれの場
合も 88% 以上の良好な収率で架橋高分子が得られたこ
とから，任意の比率でロタキサン架橋と共有結合架橋
を架橋体中に導入することに成功したと判断した．
続いて，得られた 5 種類の架橋高分子について複数
の溶媒に対する膨潤度を測定した．その結果，RCP の
みが CCP と比較して 1.3 倍～ 1.6 倍の高い膨潤度を示し
た一方で，各 HCP は CCP とほとんど変わらない膨潤
度を示した．この結果は，膨潤に対して高分子鎖が元
に戻ろうとする弾性圧に起因していると考えられる．
すなわち，CCP と各 HCP の内部には架橋点間距離が小
さい不動な架橋点が存在し，そこに応力が集中してし
まうために架橋体の収縮方向にかかる圧力が増大する
一方で，RCP では架橋点における高分子鎖の可動性が
応力を分散するようにはたらくため，高い膨潤度を示
したものと推測される．
さらに，それぞれの架橋高分子が示す力学特性を評
価するため，50 wt% の水で膨潤した試験片を用いて引
張試験を行った．その結果，RCP のみがその他の 4 種
よりも約 1.7 倍高い破断強度及び破断エネルギーを示す
ことが明らかとなった．この結果も，CCP 及び各 HCP
では引張応力が架橋点間距離の小さい高分子鎖に集中
し，外力に耐え切れず破断してしまうのに対し，RCP
では回転や並進といったロタキサン構造特有の運動性
が架橋点付近での応力を分散していることに起因する
と考えられる．
以上の結果から，ロタキサン架橋と共有結合架橋が
混在する場合には，少なくとも共有結合架橋の割合が
33% を占めるゲルは CCP と類似の物性を示すことが明
らかとなった．これは，架橋高分子の物性が架橋点間
距離の小さな高分子鎖の影響を受けやすいという従来
の架橋高分子の特徴に合致する．
また，純粋なロタキサン架橋のみからなる RCP につ
いては架橋点における高分子鎖の可動性により応力分
散効果が機能していることが示唆された．本研究は，
ロタキサン架橋型ゲル高分子系においても共有結合架
橋の存在が大きく物性に影響することを明らかにした
もので，高分子の強靱化・高機能化に対する重要な設
計指針を与えるものと期待される．
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