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架橋剤デザインに基づく機能性ソフトマテリアルの 
創出

関西大学　曽川 洋光

　ゴムやゲルに代表されるソフトマテリアルは，基本
的にネットワーク構造を有しており，その物性は主と
してその密度や構造に依存する．ネットワーク構造を
形成する架橋構造にもさまざまな種類があり，例えば
硫黄架橋や過酸化物架橋のように化学結合により形成
されるもの，分子鎖の凝集構造といった非共有結合性
相互作用を利用した物理結合を介するもの等がある．
近年，これらに加えて空間結合（機械的結合）を介し
て架橋構造を形成するネットワーク，例えばロタキサ
ン構造を架橋点に有するロタキサン架橋高分子（Rotax-
ane cross-linked polymer, RCP），が合成されており，
これらは架橋点が可動性を有することで，非常に優れ
た機械的強度，伸張性を示すことが知られている．一
方で，ロタキサンといった特殊な構造を汎用高分子に
組み込むには合成上の制限もあり，これが実用化の妨
げにもなっていた．
　受賞者は，この可動型架橋点構造を汎用高分子材料
に簡便に組み込むために，高反応性官能基を有するロ
タキサン型架橋剤の合成を行った．例えば重合性のビ
ニル基をロタキサンの構成成分の軸成分と輪成分に導
入したビニル基含有［2］ロタキサン型架橋剤を合成
し，これを一般的なラジカル重合系に展開した．ブチ
ルアクリレート，N-イソプロピルアクリルアミドとい
ったさまざまなビニルモノマーとのラジカル重合によ
り，各種溶媒に不溶なRCPが効率良く得られた．得ら
れたRCPの力学強度を，同条件にて2官能性架橋剤を
用いて得られる，共有結合を介して形成されるネット
ワ ー ク ポ リ マ ー（Covalently cross-linked polymer, 
CCP）と比較したところ，従来はトレードオフの関係
にある破断強度・伸びの両方が大幅に向上することが
明らかとなった．RCPとCCPはほぼ同程度の弾性率を
有していたことも特筆すべき点である．つまりRCPは，
対応するCCPと比べてほぼ同程度の架橋密度を有しな
がらも，架橋点の可動性に由来して強靭化を達成可能
であると言える．本架橋剤はイオン液体モノマーの重
合にも適用可能であり，ビニルモノマーの種類に応じ，
単に優れた力学強度を示すだけでなく，さまざまな性
能を付与したソフトマテリアルの創成が可能であった．
さらに受賞者は，熱分解性を付与したビニル基含有［2］

ロタキサン型架橋剤についても合成している．この架
橋剤を利用したRCPでは，加熱に伴いロタキサンを構
成する輪成分が軸成分から脱離するデスリップ反応が
進行し，ネットワークを構成するポリマー主鎖の分解
を伴わない解架橋が可能であった．本架橋剤の利用に
より，優れた力学強度を維持しながら，リサイクル可
能なソフトマテリアルの創出が期待される．
　一方，受賞者はジエン系ゴムへの可動型架橋点構造
の直接導入にも成功している．1,3-双極子の一つであ
るニトリル-N-オキシド基は，不飽和結合と無触媒・
無溶媒条件下で副生成物を生じることなく，効率良く
反応が進行することが知られている．これまでも2官
能および多官能ニトリル-N-オキシド基を有する共有
結合性架橋剤が，天然ゴム，スチレンブタジエンゴム

（SBR），エチレンプロピレンジエンゴム（EPDM）と
いったジエン系ゴムに対し，効率良く作用することが
明らかとなっていた．これらの結果を踏まえ，新たに
合成したニトリル-N-オキシド基含有［2］ロタキサン
架橋剤をSBRやEPDMと加熱混合したところ，各種溶
媒に不要なRCPが高収率で得られた．得られたRCPの
力学強度を引張試験により評価したところ，同様の条
件で得られたCCPに比べ，破断応力・破断伸びの両方
が大幅に向上し，破断エネルギーにして5倍以上の値
を示した．これまでもさまざまな高分子からなるRCP
が合成され，その特性が評価されてきたが，ジエン系
ゴム由来RCPを後架橋法により合成した例はこれが初
めてである．本架橋剤はここで示したもの以外にも多
様な汎用高分子へ展開可能である．先述のビニル基含
有のものと併せ，RCPを実用的な観点で利用していく
上で，ロタキサン型架橋剤を用いることは非常に有効
な手段と考えられる．今後，架橋剤の構造を更に合目
的的にデザインしていくことで，より高性能，多機能
なRCPの開発が見込まれ，これらは今後のゴム産業の
発展に大きく貢献すると期待される．
　最後に，これらの研究を遂行するにあたり，日頃よ
り有意義な議論を通してご指導ご鞭撻を承りました高
田十志和先生，共同研究者の皆様方，旧高田研究室の
卒業生諸氏に厚く御礼申し上げます．
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原子間力顕微鏡を用いた変形中のゴム材料の 
ナノ応力分布の解析

東京工業大学　梁 暁斌

　高分子材料の巨視的物性は，高分子鎖の一次構造，

二次構造および高次構造と密接に関連している．ナノ

メートルからマイクロメートルのスケールで複雑な階

層構造を有するこれらの高分子材料では，構造観察お

よびそこからの構造制御へのフィードバックだけでは

十分ではなく，階層的な各スケールでの物性情報の把

握とそこからの巨視的物性の予測が必要不可欠になっ

てきている．過去15年間，高分子材料の弾性率や凝着

エネルギーなどのナノ力学物性を測定できるナノ触診

原子間力顕微鏡（AFM）技術がさまざまな研究領域で

強力な手段となり，さらに産業界でも広く活用されて

いる．しかしながら，大変形する高分子材料の力学物

性はガラス状，ゴム状，結晶性といった材料の特質に

よって大きく異なり，例えば材料強度は破壊に至るま

での変形挙動に強く依存する．特にゴムやエラストマ

ーなどに対しては，材料内部の不均一な応力分布と強

く関連している．そのために，材料変形中に応力分布

を直接可視化することが重要な課題である．本研究で

は，独自の変形器具をナノ触診AFM装置に組み込み，

変形を制御した状態でナノ弾性率などの物性情報を実

測することで，ナノスケールで材料表面の応力分布を

計測する手法（ナノ応力分布AFMと名付ける）を開

発した．それによってゴムおよびフィラー充塡ゴムの

粘弾性機構や補強メカニズムなどの研究に寄与するこ

とが期待される．

　ナノ応力分布AFMは，巨視的変形下にある材料表

面の粘弾性の変化を追跡することでナノスケールの応

力分布をマッピングすることを可能とするものである．

図1にカーボンブラック充塡イソプレンゴムの弾性率

像（未伸長）とナノ応力分布像（300%伸長）を示す．

後者からは，巨視的応力の存在により，ナノ弾性率の

増加が見られ，その応力が界面領域に集中する傾向が

分かった．また，伸長方向に沿ってCBフィラー周辺

に筋状の応力鎖が見られ，それらが繋がってネットワ

ーク構造を形成していた．これが，大変形時にフィラ

ー充塡ゴムの巨視的応力が大幅的に増加するストレス

アップターンの原因だと考えている．このようにナノ

応力分布AFMは，材料内部で起きているさまざまな

変化を可視化してマクロ物性把握の一助とすることが

可能である．

　更に，マクロ物性とナノ弾性率の相関を追跡するた

め，ポリジメチルシロキサン（PDMS）を対象にして

ナノ応力分布像を取得した．結果として，図2のよう

にナノ弾性率の増分がマクロ応力とほぼ一致すること

が見られた．今後はナノ力学物性とマクロ応力の関連

性をさらに深掘りし，ゴム・エラストマー材料の補強，

破壊などの発現機構の解明，そして新材料の開発に貢

献していきたいと考えている．

梁
　
暁
斌
氏

図1　 30 phrのカーボンブラック充填イソプレンゴムの弾性率像
（未伸長）と応力分布像（300%伸長）．スキャンサイズが
3.0 μmで，伸長方向が上下である． 図2　ナノ応力とマクロ応力の関係
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ゴム材料のハニカム多孔質膜への適用と応用展開

東北大学　藪 浩

　疎水性の高分子溶液の塗布・乾燥プロセスにおいて
空気中から結露した水滴を鋳型にして多孔質フィルム
を形成する手法（Breath Figure（BF）法）が知られ
ている．本手法は，サブミクロン～ミクロンサイズの
空孔が均一に形成したハニカム状多孔質膜を簡便に得
ることができる手法である．
　藪氏は，合成ゴムであるポリブタジエン（PB）を基
軸にBF法によるハニカム状多孔質膜の作製法を開発
し，その伸縮性や柔軟性などの物性制御や表面修飾な
どを通して，バイオミメティックな撥液材料や細胞培
養機材などへの展開を行った．具体的にはBF法によ
るPBハニカム多孔質膜の作製とUV光による光架橋に
より，300 ℃まで構造を保ち，有機溶媒に対する高い
耐久性を持つ高耐久性多孔質膜を実現した 1）．光架橋
したPBハニカム多孔質膜は，その表面構造からハス
の葉のように高い撥水性を示し，マスクを介した光架
橋と熱融解を組み合わせることで，多孔質膜の光パタ
ーニングによる濡れ性制御を実現した 2）．さらに，エ
ン-チオール反応によりフルオロアルキルチオール類を
PBの二重結合と反応させることにより，PBハニカム
多孔質膜の表面をフッ素化した上でフッ素潤滑液を担
持することにより，水滴や油滴を流し落とすオムニフ
ォビック表面の実現にも成功した 3）．さらに，光架橋
による液滴が滑落する際の方向制御や，ゴムの伸縮性
を利用して流し落とす液滴の運動を制御することにも
成功した．これは食虫植物が虫を流し落とすのと同じ
原理であり，ゴム材料をベースにしたバイオミメティ
ック表面の初めての例である．一方で，PBハニカム多
孔質膜の表面をUV-O3 処理により酸化することで，親
水化し，水中において油滴の付着を防止する表面も実
現した4）．
　ゴムの伸縮性を利用して，ハニカム多孔質膜を応力
により伸縮させることで，さまざまな機能を実現する
ことにも成功した．PBハニカム多孔質膜に金属スパッ
タを施すことで導電性を付与し，光透過性や物質透過
性があり，ストレッチャブルなウェアラブルデバイス

向け電極を実現した5）．プラスチックメッシュ上にPB
ハニカム多孔質膜を作製することで，繰り返し変形に
も耐えられる多孔質膜を作製し，延伸変形させること
で空孔サイズを変化させ，透過できる粒子サイズを制
御できるフィルターの開発にも成功した6）．
　さらに，ハニカム多孔質膜はその多孔構造を利用し
て細胞培養基材（スキャフォールド）への応用展開が
期待されている．藪氏らはPBハニカム多孔質膜の表
面弾性率が光架橋により制御できることを利用し，弾
性率の異なる平膜およびハニカム多孔質膜を作製し，
線維芽細胞を培養したところ，未架橋ハニカム多孔質
膜上で顕著に細胞接着が抑制されることを明らかとし
た．このことはハニカム構造化されたゴム材料が細胞
挙動に影響を与えた初めての例である7）．
　上記の研究を通して，ゴム材料の撥水・撥液性表面，
細胞培養機材への展開についての基礎を構築し，ゴム
材料分野の新規産業分野への適用可能性を示した．ゴ
ム産業の新しい用途開発に資する研究開発成果であり，
ゴム材料を用いた新しい防汚コーティングやバイオテ
クノロジー・再生医療分野に適用できる細胞培養機材
などへの展開が期待される．　
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