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１．は　じ　め　に
　異種高分子成分がある長さ以上のシークエンスとして
繋がったブロック共重合体・グラフト共重合体では，分
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 Among various self-assembled structures formed by block polymers, periodic/aperiodic assembly of 
cylinders or rods in matrix phases give two-dimensional tiling patterns as their cross-sectional views. New 
complex tiling patterns including Archimedean tiling(AT) were explored and found in three-component 
tetrablock polymers of the S1IS2P type (S: polystyrene, I : polyisoprene, P: poly(2-vinylpyridine)) having 
three b (= fP /fI) with keeping a (= fS1/fS2) constant and also in four-component pentablock polymers of 
the AS1IS2P type (A: poly(4-vinylbenzyldimethylamine)) having three g (= fS1/fS2) with keeping fA, fI, fP 
constant. Two block polymer series were prepared by anionic polymerizations and the bulk structures of 
their neat solvent-cast films and those of block polymer blends were investigated with TEM observation 
coupled with small angle X-ray scattering. Several periodic patterns such as 6.6.6 AT (b = 0.90), 3.6.3.6 
AT (Kagome Lattice, b = 1.44) which have six I satellites against hexagonally-packed P domains, and the 
structure with eight I satellites (b = 2.01) have been confirmed to appear from S1IS2P series. As for penta-
block polymers, periodic patterns, 3.3.3.3.3.3 AT (g = 0.56) and 4.4.4.4 AT (g = 1.94) were observed, 
while the quasicrystalline structure with dodecagonal symmetry (DDQC) has been found at g = 0.93 in 
addition to 3.3.4.3.4 AT.

　非相溶成分から構成されるブロック共重合体では，凝集状態において自発的に周期構造を形成するが，
そのうち柱状／棒状構造の断面は二次元周期パターンを与える．本研究では3成分4元および4成分5元
ブロック共重合体を設計・調製することにより，マトリックス中に2種あるいは3種の孤立棒状ドメイン
を周期的・階層的に配置させる手法でその断面パターンとしての新タイリングの構築に挑んだ．アニオ
ン重合法により3種の3成分4元共重合体S1IS2P（S：polystyrene），I：polyisoprene，P：poly（2-vinyl py ri-
di ne））および3種の4成分5元共重合体AS1IS2P（A：poly（4-vinylbenzyldimethylamine））を合成し，それ
ら単体および混合物の溶媒キャストフィルムから，いくつかの周期構造に加えて準結晶構造も発見した．
　S1IS2Pでは，a（= fS1/fS2）は一定とし，b（= fP/f I）が異なる3種類の試料の構造を比べた．b = 0.90で
は6.6.6（63）アルキメデスタイリング（AT）構造，b = 1.44では3.6.3.6 AT（カゴメ格子）構造が見られ
た．両者ともPドメインは六方充填しPドメインに対する Iドメインの配位数は6である．これに対して
b  = 2.01では，Pの配置は六方充填で変わらないものの，Iドメインの配位数は8に上昇した．
　5元重合体ではA，I，Pの体積分率fA，f I，fPを一定に保って，g（= fS1/fS2）の異なる試料の構造を比較
した．g = 0.56では3.3.3.3.3.3（36）AT構造，g = 1.94では4.4.4.4（44）AT構造であったが，中間のg = 
0.93の試料からは3.3.4.3.4 AT構造（配位数5　劣勢）に加え，Pに対する Iドメインの配位数が5および
6の12回対称準結晶構造が優先的に構築されることを発見した．

子内に存在する異種成分間の反発のため分子内相分離が
起き，分子の長さが反映されたメソスケールの周期を持
つ規則構造を自発的に作り出すことが知られる．この
10 nm – 100 nmの周期を持つ相分離構造は伝統的にミク
ロ相分離構造と呼ばれ，ホモポリマ―同士が非平衡状態
で示すmmオーダーのマクロ相分離構造と対比される．
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が集合した点の周りの環境がすべて等しいもの」であ
る．正方形ばかりで作られる構造，4.4.4.4タイリング
（44とも表記）や正六角形3個が寄りあう構造6.6.6タイ
リング（63とも表記）などは，実用デザイン模様として
も良く知られている．図１のカラーで示したタイリング
9種は，これまでのモルフォロジー研究で発見されてき
たものである．本研究では，白黒の未踏領域3種のタイ
リングをポリマーモルフォロジーで構築し，このタイリ
ングマップの踏破を目指している．2020年度には
AS1IS2P 5元共重合体から鏡像関係にある二つの3.3.3.3.6

（34.6）に近い2種の鏡像体を発見した．本年度は，4元
共重合体を用いて六方充填した主ドメインに配置される
サテライトの増加による新パターン形成を試みた．また
AS1IS2P 5元共重合体では，Pドメインに対する Iドメイ
ンの配位数を指標にして，共重合体単品から長い辺長を
もつ準周期構造の構築に挑戦した．

２．試料の調製および構造観察
　3成分共重合体の構成成分として，電子顕微鏡観察
（TEM），X線回折実験（SAXS）の双方でコントラスト
がつけやすくするため，重合条件も加味してpolystyrene

（S），polyisoprene（I），poly（2-vinylpyridine）（P）を選
んだ．S，I，S，Pの順に逐次アニオン重合で合成したこと
から，試料のコードはS1IS2Pとする．4成分5元共重合
体で加える4番目の成分は，①アニオン重合可能であり，
他の成分と繋げられる，②前3成分とは異なる4番目の
コントラストになる，ことを考慮し，poly（4-vinyl ben zyl-

dimethylamine）（A）を選んで最初に重合させたため，
共重合体はAS1IS2Pと表記する14）．一番鎖長が短い成分
でもその分子量が2万程度でないと明確な相分離構造と
ならないので，特に5元共重合体では全体分子量が15万
を超える分子量の大きな高分子を設計・調製した．二種
類の試料の化学的な分子構造を図２に示す．試料は4元
共重合体，5元共重合体ともクミルカリウムを開始剤と
して，テトラヒドロフラン（THF）溶媒中，–78℃にて
アニオン重合法で合成した．ここには分子量分布の様子
を示さないが，各々 3種類の分子量分布が狭い共重合体
が得られた．NMRやGPC/MALS法で決定した各々 3

種の多元共重合体の分子特性を表１及び表２に示す．
　得られた試料からTHF中で稀薄溶液を調製し，溶媒
キャスト法により約2週間かけて薄膜を作成したのち，
160℃において3日間熱処理したものをモルフォロジー
観察用のフィルムとした．試料フィルムのモルフォロ
ジー観察は，透過型電子顕微鏡（TEM）法とX線小角散
乱（SAXS）法により行った．TEM用には，2種の染色
剤を用いた．一つはオスミウム酸で，I相を一番濃く，A

相を次に濃く，P相を薄く染色することが可能である．も
う一つはジヨウドブタンによる蒸気染色であり，この染

メソスケールの周期を示す物質は各種高機能材料の有力
候補として注目度が増しており，特に近年は国内外で極
めて活発に研究されている．
　ミクロ相分離構造では，共重合体の分子量や組成，そ
して結合様式の違いにより多様なモルフォロジーが生み
出される．このうち組成に依存した構造変化を見ると，
例えばもっとも単純なAB 2成分系では，A/B比に応じ
て球状海島構造（三次元周期），柱状・棒状構造（二次元
周期），二相三次元共連続構造（三次元周期），交互ラメ
ラ積層構造（一次元周期）と変わる事が知られる1–4）．当
該研究ではこのうち，二次元周期を持つ柱状・棒状構造
を研究対象とする．
　二次元格子は柱状あるいは棒状のドメイン配列の断面
の模様として現れる．もっともよく知られているものは，
AB，ABA型の2成分共重合体のA/B比が0.3/0.7程度の
組成の時に現れる六方充填柱状ドメイン構造である1）．3

成分系では，棒の充填様式が正方状であることが知られ
るが5–7），線状共重合体の場合には，成分数にかかわら
ずマイナー成分が作る棒状・柱状ドメインは，メジャー
成分であるマトリックス成分により隔てられ孤立してい
る．一方，3成分共重合体の三種の高分子成分を1点で
結んだ星型共重合体では，結合点が線上にしか配置でき
ないためにドメインは棒状になりやすく，ドメイン界面
は平面になるためその断面は組成比の違いにより3回対
称，4回対称，6回対称などのタイリングパターンが系
統的に表れる8–12）．これまでに挙げた研究成果を，周期
タイリングの集合体として知られるアルキメデスタイリ
ングマップに載せたものが図１である13）．この二次元タ
イリング構造群の定義は「正多角形のみから二次元平面
を埋めつくす様式のうち，辺の長さが等しくかつ多角形

図１　12種のアルキメデスタイリング．
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色法ではP相を強くA相を弱く選択的に浮かびあがらせ
ることができる．TEM用超薄切片の厚みは60–80 nmと
した．使用した電子顕微鏡は日本電子社製のJEM-1400

であり，加速電圧120 kVで観察した．一方，SAXSは，
Spring-8施設BL40に装備された2種の小角散乱装置を
用いた．一つはBL-40B2の通常SAXSであり，もう一
つはBL-40XUのマイクロビームモードである．特にマ
イクロビーム測定では，試料をフィルム断面と平行に厚
さ約20 mmに切り出し，その薄膜の切り出し面方向から
カメラ距離約3 m，ビームサイズ直径約10 mm，露光時
間1～2秒の条件で波長0.154 nmのX線を照射した．

３．結　果　と　考　察
3.1.	 4元共重合体の周期構造
　3.1.1.　親ポリマーの構造．
　図３にS1IS2P 3成分4元共重合体3種の構造をTEM

写真で比べる．左欄は上からS1IS2P-1（b  = 0.90）（a），
S1IS2P-6（b  = 1.44）（b），S1IS2P-7（b  = 2.01）（c）の周期
構造が見られ，いずれもSマトリックスの中でPドメイ
ン（灰色）は六方充填する共通点を持っているが，Pの
回りの I（黒）の配置は異なっている．違いを明確にす
るために，Iドメインを繋ぐと図３の右蘭（　a）-2，b）-2，
c）-2　）のようなタイリングが現れる．S1IS2P-1では6角形
のみからなる所謂ハニカムパターンが得られ，63 ATで
あることが分かる．ところがb = 1.44のS1IS2P-6では配
位数は6で同じだが3角形と6角形で構成される3.6.3.6 

AT（カゴメ格子）になっており，P/Iドメインの配置関
係は大きく異なる．P/I比がさらに大きくなったb = 2.01

のS1IS2P-7では，IドメインのPへの配位数は8に増えて
おり，Pの配置は6方充填を保っているにもかかわらず

構造そのものが異方性を持っている．左側の3つのTEM

には山吹色の単位格子を書いてある．いずれも平行四辺
形であるが，これらは伸縮した結晶格子と考えられるた

図３	 S1IS2P 4元共重合体の構造．
 ａ）S1IS2P-1，ｂ）S1IS2P-6，ｃ）S1IS2P-7．
 左欄山吹色の平行四辺形はユニットセル，右欄は Iドメイン

を繋いだタイリングを示す．

ｂ）–1

ａ）–1

ｃ）–1

ｂ）–2

ａ）–2

ｃ）–2

表１　3種の3成分4元ブロック共重合体の分子特性

Sample 
code

Mn
a

 (kg/mol)

Volume fractionb

b d

S1 I S2 P

S1IS2P-1 097 0.35 0.16 0.34 0.15 0.90

S1IS2P-6 111 0.37 0.13 0.32 0.18 1.44

S1IS2P-7 170 0.32 0.10 0.38 0.20 2.01

表２　3種の4成分5元ブロック共重合体の分子特性

Sample 
code

Mn
a

 (kg/mol)

Volume fractionb

g d

A S1 I S2 P

AS1IS2P-4 146 0.121 0.269 0.196 0.287 0.127 0.93

AS1IS2P-5 175 0.126 0.200 0.186 0.358 0.130 0.56

AS1IS2P-6 172 0.127 0.371 0.185 0.193 0.124 1.91
aDetermined by GPC-MALS and 1H NMR. bEstimated from 1H NMR. cMeasured from GPC chromatograms calibrated with PS. db  = fS1/fS2，  g  = 
fS1/fS2.

と

図２　ａ）S1IS2P型3成分4元ブロック共重合体とｂ）AS1IS2P型4成分5元ブロック共重合体の分子構造．
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め，ドメイン充填パターンを修正し図４に模式化して示
した．いずれもP（灰色）の六方充填様式であり，オレ
ンジで示したユニットセルは，S1IS2P-1，S1IS2P-6では菱
形になっている．S1IS2P-7でも菱形に近いが，黒の Iドメ
インの配置には異方性があるため厳密には隣り合う2辺
の距離は異なると解釈すべきである．構造の違いを示す
最も重要な指標はP: Iのドメイン数比であり，上から下
に向かいbが大きくなるにつれ1:2，1:3，1:4と増えて
いる．すなわち，S2鎖を介しながらもPと Iの優劣関係
が系統的に表れ，Pの体積分率が高いほど Iドメインを
分裂させる力が働いていることが明瞭である．

　3.1.2.　ブロック共重合体ブレンドの構造
　図５にはS1IS2P-1/S1IS2P-6 4元共重合体二様ブレンドが
混合比により構造転移する様子が比べてあり，TEMの
上に色付きで書いてある線は63構造（赤）と3.6.3.6

（青）の基本ユニットを示している．TEM像から明らか
なようにS1IS2P-6が30%以上入ると63構造と3.6.3.6タ
イリングが混在する．図６はS1IS2P-1/S1IS2P-6ブレンド
のSAXSパターンが比較してある．赤と青で示す指数
は，図５のTEM中に書いた色と同じで，63構造（赤）
と3.6.3.6（青）に対応する．S1IS2P-1/S1IS2P-6 = 90/10で
は63が支配的であるが，S1IS2P-1/S1IS2P-6 = 70/30になる
と3.6.3.6も混在しはじめ，これ以降S1IS2P-6が増すにつ
れ3.6.3.6格子が優勢になっていることが分かる．そし
てS1IS2P-6単体では3.6.3.6が支配的であるが，わずかに
63格子も残っている．

　また，このブレンドからは非常に特徴ある回折図が得
られた．図７にはS1IS2P-1/S1IS2P-6 = 90/10から得られた
SAXS二次元マップが示してある．{10}群のピークか
ら得られるP-Pドメイン間距離約40 nmはb）に示した
実空間観察の距離とよく一致しているが，検出器上には
{10}群と同じ方位方向の距離がほぼ半分の位置に鋭い
6個のピークが見られる．これは，c）に示した模式図中
に表したように，構造の単位格子（黒の実線）に対し

図６　S1IS2P-1/S1IS2P-6　二様ブレンドのSAXS回折パターン比較．

図５　S1IS2P-1/S1IS2P-6　二様ブレンドの混合比に伴う構造変化．赤は6.6.6，青は3.6.3.6タイリングの基本ユニット．
50nm

ｂ）70/30ａ）90/10 ｃ）50/50 ｄ）30/70 ｅ）10/90

図４	 3種のS1IS2P 4元共重合体が作る構造模式図．
 ａ）S1IS2P-1（b  = 0.90），ｂ）S1IS2P-6（b  = 1.44），ｃ）S1IS2P-7（b  

= 2.01）．
 P（灰）／I（黒）比；ａ）1:2，ｂ）1:3，ｃ）1:4．右欄は分子鎖配

置の模式図．
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て，辺の長さが約2倍の疑似的な単位格子（赤の破線）
の存在を意味している．すなわち，Pと Iに挟まれて歪
が集中するS2鎖の存在のために格子内で歪が生じ，小さ
な IドメインとPドメイン間距離は一定にならず揺らぎ
が生じていると考えられる．
　図８にはもう一つのブレンドS1IS2P-6/S1IS2P-7の実空
間像を比べてある．下段にタイリングが補助的に書いて
あるが，ブレンド比に応じてPに対する Iドメインの配
位数が等方性の6配位（S1IS2P-6（青））から7配位（山
吹色）の生成を経て，異方性の8配位（緑）に転移して
ゆく様子がよく表れている．
3.2.	 5元共重合体の周期・準周期構造
　図９に5元共重合体AS1IS2P 3種の構造を比べる．図
9a）はAS1IS2P-5（g  = fS1/fS2 = 0.56）の構造である．P（灰）

の大きなドメインとそれを6個で囲む I（黒）のドメイ
ンが明瞭に観察され，中間のAドメインは3個の Iドメ
インに囲まれいて，Pに対しては配位数6である．図
3b）のパターンと同様，Pを結べば36 ATタイリングに
なり，Iドメインを結べば3.6.3.6 ATになる．図9 b）と
c）はどちらもAS1IS2P-4（g = 0.93）が示す構造である．
Pに対する Iの配位数は，b）では5配位が優勢であるが，
赤丸で囲ったように6配位も少数みられるため単位格子
は書けない．一方，c）では配位数が5であり，TEM上
に黄色で示した大きな単位格子を選ぶことができる．こ
の試料ではb）のような周期構造ではない部位が優勢で
ある．これらに対して，図9 d）はAS1IS2P-6（g = 1.94）
が示した配位数4で4回対称を表す像であり正方単位格
子が書ける．a）– d）に対応する構造模式図を，格子の対
称性を高めてe）– h）に示し，格子中に入る分子も書き入
れた．緑で表したPドメインに対する青の Iドメインの
配位数は左から，6，6/5，5，4と系統的に減っている．ユ
ニットセルは黒の太枠で書いてあるが，a），d）が比較的
容易に書けることに対してc）では大きな単位になり，
結晶格子ではないb）では書くことができない．
　図10には，図９のb），c）に相当する広域TEM像を示
し，Pドメインを結ぶ3角／4角タイルを重ねた．図10a）
では，8／3集合体と呼ばれる3角形が6つ集まってその
比率が高い部位（赤）と4角が連続する部分（紫）は色を
変えて強調してある．図10b）では縦方向に大きく歪ん
でいるものの周期的3角／4角タイルが書ける．これらの
3角／4角比を調べるとa）では319/140≒2.28であり12

回対称準結晶の極限値4/√ 3  ·=· 2.31に近い．また図10 b）
では比が401/200≒2.01となり，3.3.4.3.4構造の特徴を
持っている事がわかった．図10c），d）はTEMのFT像
であり，c）では少し歪んでいるが，12個の回折点を等距

図７	 ａ） 二様ブレンド1/6_90/10から得られた二次元m-SAXS
マップ．

 ｂ） 6.6.6構造を示すTEM像，
 ｃ） 構造模式図：黒実線の平行四辺形は単位格子，赤破線の

大きな平行四辺形は疑似単位格子．

ｂ）ａ）

ｃ）

ｄ）–1　30/70 ｅ）–1　10/90ｂ）–1　70/30ａ）–1　90/10 ｃ）–1　50/50

ｂ）–2　70/30ａ）–2　90/10 ｃ）–2　50/50 ｄ）–2　30/70 ｅ）–2　10/90

50nm図８	 S1IS2P-6/S1IS2P-7二様ブレンドのTEM像．
 下段は Iドメインを繋いだタイリングの比較．6配位（青），7配位（山吹），8配位（緑）が混在．
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図10 広域TEM像（ａ，ｂ）とそのフーリエ変換像（ｃ，ｄ），対応するSAXS回折像（ｅ，ｆ）
 試料；AS1IS2P-4　回折強度マップの中心部は，ｅ）5倍，ｆ）2倍感度．

ｂ）

ａ） ｃ）

ｄ） ｆ）

ｅ）

ｂ）ａ） ｃ） ｄ）

ｆ）ｅ） ｇ） ｈ）

図９	 5元共重合体のTEM像．
 ａ）AS1IS2P-5，ｂ），ｃ）AS1IS2P-4，ｄ）AS1IS2P-6．
 ａ），ｃ），ｄ）の平行四辺形，長方形は単位格子．ｂ）中の赤丸は8/3型の3角 /4角クラスターの中心．ｅ），ｆ），ｇ），ｈ）は，ａ），ｂ），ｃ），ｄ）

に対応する構造模式図．
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離にもっている．一方，図10 d）では12個が8角型に並
ぶ3.3.4.3.4に特徴的なパターンが見られている．図10 

e），f）はこの試料のm-SAXSパターンで，少し乱れてい
るがFT像と本質的に一致する12個の回折点を持つ二つ
のパターンが得られている．タイルの大きさは，実空間か
ら60 nmと得られ，検出器上のスポット位置からタイル
の辺の長さとして求める l = 52 nm（= 2p  √ 2 + √ 3／√ 3 q*）
とも概ね一致する．これまでに知られるすべてのマテリ
アルから作られる準結晶の中では一番大きなもので，し
かもAS1IS2P 5元共重合体単体から初めて準周期構造が
得られた意義は極めて大きい．

４．多元共重合体の構造構築のまとめ
　以上述べてきたように，すべての成分が非相溶な3成
分・4成分共重合体では一つの成分（ここではS）のマ
トリックス中に2種あるいは3種の高分子種のミクロド
メインを親─子─孫の関係に配置させることで，Pに従
属する多数のA，Iドメインを持つ複雑タイリング構造が
構築できることが分かった．孤立ドメインの中で最も大
きなPドメイン（六方充填）にサテライトのように配置
される Iドメインの異方性を制御することができれば，
これまで未発見であった3.12.12 AT，3.3.3.3.6 ATにつ
ながると考えてよく，アルキメデスタイリングの踏破に
近い領域まで到達することができた．
　また，5元共重合体単体からタイルの大きさがこれま
でに知られる物質の中で最大級のDDQC構造が得られ
たことは，物質科学研究上非常に大きな意義を持つと考
えている．

５．その他の研究活動
　前職時からの継続研究としてS1IS2P共重合体および共
重合体・ホモポリマーブレンドから，大きな3重らせん
構造を発見した．この構造の証明は3D-TEMを用いた
トモグラフィー像により行った．その像によると，比較
的小さな領域かつ螺旋の長さは短いものの，グレイン内
では螺旋の向きが一方巻になっているHomochiralの構
造を採っていることが判明している．また，AB1CB2D型
の5元共重合体ブレンドから，複合的なタイリング構造
が得られることをモンテカルロシミュレーションにより
突き止めた．
　そのほかにも，屈曲性─半屈曲性成分からなる非対称
構造を持つブロック共重合体の特異的な柱状相分離構造
に関する研究，ブロック共重合体の相分離構造を利用し
た強酸中の高電気電導材料の構築などについて共同研究
活動を行った（発表論文リスト参照）．

謝　　辞

　本稿に記した項目1～4の研究は，高野敦志氏，鈴木
真琴氏，織戸烈氏（以上名古屋大学工学研究科）および
鈴木次郎氏（高エネルギー加速器研究機構）との共同研
究として，数々の議論・実験・解析を経て行われたもの
であり，ここに深く感謝申し上げたい．また，X線小角
散乱実験は，Spring-8施設の共同利用実験としてBL-

40B2およびBL-40XUを用いて行われたものである
（2020A0536，2020A1178，2021A1103）．マシンタイ
ムの割り付けなどにご尽力いただいた当研究施設の関
口博史氏，青山光輝氏，太田昇氏にこの機会を借りて
感謝したい．本研究は，科学研究費補助金基盤研究C

（#21K05176）のサポートを得て実施したものであり，
その財政支援に感謝したい．

参　考　文　献
01) M. Matsuo, S. Sagae and A. Asai Polymer, 10 (1969) 79.

02) E. Helfand and Y. Tagami, J. Chem. Phys., 56 (1972) 3592.

03) L. Leibler, Macromolecules, 13 (1980) 1602.

04) M. W. Matsen and M. Schick, Phys. Rev. Lett., 72 (1994) 

2660.

05) Y. Mogi, H. Kotsuji, Y. Kaneko, K. Mori, Y. Matsushita 

and I. Noda, Macromolecules, 25 (1992) 5408.

06) Y. Asai, K. Yamada, M. Yamada, A. Takano and Y. 

Matsushita, ACS Macro Lett., 3 (2014) 166.

07) A. Guliyeva, M. Vayer, F. Warmont, A.-M. Faugère, P. 

Andreazza, A. Takano, Y. Matsushita and C. Sinturel, ACS 

Macro Lett., 7 (2018) 78.

08) C. Auschra and R. Stadler, Macromolecules, 26 (1993) 2171.

09) S. Sioula, N. Hadjichristidis and E. L. Thomas, Macromol-

ecules, 31 (1998) 8429.

10) A. Takano, W. Kawashima, A. Noro, Y. Isono, N. Tanaka, 

T. Dotera and Y. Matsushita, J. Polym. Sci. Polym. Phys. 

Ed., 43 (2005) 2427.

11) K. Hayashida, A. Takano, S. Arai, Y. Shinohara, Y.  

Amemiya and Y. Matsushita, Macromolecules, 39 (2006) 

9402.

12) K. Hayashida, A. Takano, T. Dotera and Y. Matsushita, 

Phys. Rev. Lett., 98 (2007) 195502.

13) B. Grunbaum and G. C. Shephard, Tilings and Patterns, 

Freeman, 1987, Chap. 2.1, pp. 63.

14) Y. Matsushita, H. Choshi, T. Fujimoto and M. Nagasawa, 

Macromolecules, 13 (1980) 1053.


	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part69
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part70
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part71
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part72
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part73
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part74
	豊田研究報告75本文(05.13)CMYK変換_Part75

