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１．緒言
高分子膜材料の表面、界面における構造および物性は、材料内部(バルク)のそれとは異なり、様々な機能発現と深く関
連することから広く注目を集めている。高分子表面構造の理解と制御は、古くから研究対象とされてきた。多成分系高分
子膜の表面には、系の自由エネルギーが最小となるよう、表面自由エネルギー()の低い成分が濃縮する。一般に、高分
子のにはエンタルピーの寄与が支配的であると考えられるが、高分子の形態エントロピーや末端基効果を利用する構造
設計次第では、エントロピーの寄与を駆動力とした表面構造制御も可能となる。図 1 は、高分子膜の表面構造を制御する
種々のパラメータである。しかしながら、同じくエントロピー的因子の一つである高分子の分子鎖熱運動性がに及ぼす
影響については系統的にあまり議論されていない。筆者らは、室温でガラス状態にある疎水性成分とゴム状態にある親水
性成分とのジブロック共重合体の薄膜表面に、親水性成分が選択的
に濃縮することを見出した (1)。これは、ゴム状態にある親水性成分
の熱運動がガラス状態にある疎水性成分のそれと比較して高く、エ
ントロピーの寄与によりそのが低下することに起因すると考えら
れる。この結果は、高分子のへの分子鎖熱運動特性の効果が重要で
あることを示している。
そこで本研究では、まず、ガラス転移温度(Tg)が室温よりやや高温
にある高分子をモデル高分子として選択し、そのを温度の関数とし
て評価することで、に及ぼす分子鎖熱運動特性の効果を議論した。
さらに、機能性膜表面の構築を指向したブロック共重合体の設計を
検討した。

図 1．高分子膜の表面構造を制御する種々のパラメータ

γに及ぼす分子鎖熱運動性の効果
２．
に及ぼす分子鎖熱運動性の効果
試料として、数平均分子量(Mn)が 135k、分子量分布指標(Mw/Mn、Mw: 重量平均分子量)が 1.11 のイソタクチックポリメ
タクリル酸メチル(i-PMMA)、および Mn が 62k、Mw/Mn が 2.99 のポリ酢酸ビニル(PVAc)を用いた。示差走査熱量(DSC)測
定に基づき評価した i-PMMA および PVAc のバルク Tg(Tgb)はそれぞれ 321 K、308 K であった。高分子膜はトルエン溶液
からスピンコート法に基づき調製し、Tgb より 15 K 以上高い温度で 6 時間熱処理を施した。プローブ液体に超純水および
ジヨードメタン(CH2I2)を用い、298 K から 343 K までの温度範囲において 5 K おきに静的接触角測定を行った。それぞれ
のは Young の式および Owens-Wendt の式に基づき算出した。
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図 2(a)は、i-PMMA および PVAc 膜におけると温度(T)の関係である。一
般に、ゴム状高分子のは温度とともに単調に低下することが知られている。
両者のは、それぞれ 313、303 K 付近から低下し始め、高温域において顕著
に低下した。セグメント運動のような比較的大きなスケールの分子運動が開
放されれば、表面エントロピーは著しく大きくなる。したがって、このの
顕著な低下は分子運動の活性化に起因すると考えられる。ここで観測された
挙動とそれぞれのガラス転移との相関を調べるため、測定温度と Tgb との差
(T-Tgb)に対して、をプロットし直した。図 2(b)は /298 K (298 K は 298 K に
おける)と T-Tgb の関係である。いずれの膜においても、Tgb よりも低い温度
からが低下し始めた。このことは、膜表面における Tg は Tgb よりも低いと
いう報告(2)と矛盾しない。以上の結果より、高分子のには表面における分
子鎖熱運動特性が大きく影響することが示された。

３．機能性膜表面の構築に向けたブロック共重合体の設計
これまで得られた結果をもとに、ゴム状成分とガラス状成分からなるブ
ロック共重合体の設計により、その分子鎖熱運動性の差を利用した表面構造
制御を試みた。そこで、高い分子鎖熱運動性が期待される成分として、Tgb
が室温よりも低く、水中において温度応答挙動を示すポリ[2-(2-メトキシエ
トキシエトキシ)エチルビニルエーテル-co-2-(2-エトキシエトキシ)エチルア

図２．i-PMMA および PVAc 膜における(a)の温度

クリレート][P(MEVE-co-EA)]に着目し、代表的なガラス状高分子で水に不溶

(T)依存性ならびに(b) /298 K (298 K =  at 298 K)と

な ポ リ ス チ レ ン (PS) と 組 み 合 わ せ た ブ ロ ッ ク 共 重 合 体 、

T-Tgb の関係

P[(MEVE-co-EA)-b-S]、をニトロキシド媒介ラジカル重合に基づき合成した。図 3
は P[(MEVE-co-EA)-b-S]の化学構造である。ゲル浸透クロマトグラフィーにより評
価したブロック共重合体の Mn および Mw/Mn は 13.0k、1.36 であり、1H 核磁気共鳴
法に基づき評価した各成分のモル分率()は、MEVE = 0.21、EA = 0.29、PS = 0.50
であった。DSC 測定の結果、289 K に 1 点ベースラインのシフトが観測されたこと
から、このブロック共重合体はバルク中で相分離していないことが示唆された。高
分子膜はトルエン溶液から Si 基板上にスピンコート法に基づき調製し、
真空下 393
K で 24 時間熱処理を施した。膜の一部を削り、原子間力顕微鏡観察に基づき評価

図３．P[(MEVE-co-EA)-b-S]の化学構造

した膜厚は 45 ± 1 nm であった。水中における膜厚は、288 K で 59 ± 1 nm、313 K で 55 ± 2 nm であったことから、水中に
おいて膜が膨潤すること、膨潤の程度には温度依存性があることが明らかとなった。X 線光電子分光測定に基づき膜表面
における化学組成を評価した。光電子の放出角は 45°とした。その結果、P[(MEVE-co-EA)-b-S]膜の XPS C1s スペクトル
の形状は、P(MEVE-co-EA)バルク膜のそれとほぼ一致しており、ブロック共重合体膜表面にはゴム状の P(MEVE-co-EA)
が多く存在することが示唆された。現在、さらなる詳細な表面構造解析と、機能化展開について検討中である。

４．結言
本研究では、i-PMMA および PVAc をモデル高分子として、に及ぼす分子鎖熱運動特性の効果を議論し、高分子のに
は表面における分子鎖熱運動特性が大きく影響することを明らかとした。さらに、機能性膜表面の構築に向けたブロック
共重合体の設計を試みた。詳細な表面構造解析と機能化展開については今後の課題である。
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