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 Poly(methylmethacrylate) (PMMA) has been used for optical applications due to its transparency, 
surface hardness, and light resistance. However, PMMA is not applicable for converted materials for 
inorganic glasses because of the brittleness. In this study, we investigated a mechanism of the toughness 
enhancement for PMMA containing azobenzene (Azo/PMMA) under ultra-violet (UV) light irradiation 
by analyzing results of tensile tests and dielectric relaxation (DR) measurements. The tensile properties 
of Azo/PMMA became from brittle to ductile by irradiation of UV light with higher intensity than 195 
mW/cm2. From DR data, we found decrease of glass transition temperature (Tg) of Azo/PMMA after trans-
cis isomerization by UV light irradiation. In addition, DR data represented that the secondary relaxation 
of Azo/PMMA, which is related to the side-group motion of PMMA, was accelerated by UV light irradiation. 
The acceleration of local chain motion in Azo/PMMA by photo-isomerization caused the brittle-ductile 
transition.
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Poly(methyl methacrylate) (PMMA) has been used for optical applications due to its
transparency, surface hardness, and light resistance. However, PMMA is not
applicable for converted materials for inorganic glasses because of the brittleness. In
this study, we investigated a mechanism of the toughness enhancement for PMMA
containing azobenzene (Azo/PMMA) under ultra-violet (UV) light irradiation by
analyzing results of tensile tests and dielectric relaxation (DR) measurements. The
tensile properties of Azo/PMMA became from brittle to ductile by irradiation of UV
light with higher intensity than 195 mW/cm2. From DR data, we found decrease of
glass transition temperature (Tg) of Azo/PMMA after trans-cis isomerization by UV
light irradiation. In addition, DR data represented that the secondary relaxation of
Azo/PMMA, which is related to the side-group motion of PMMA, was accelerated by
UV light irradiation. The acceleration of local chain motion in Azo/PMMA by photo-
isomerization caused the brittle-ductile transition.

１．はじめに

ポリメタクリル酸メチル（PMMA）は透明性，耐候性，表面硬度に優れ，自動車用ウィンドウや水族館のガラスに用い

られている．しかしながら，衝撃や変形に弱く，10%程度のひずみで破壊してしまうことが課題である．

光応答性分子であるアゾベンゼンは，紫外光を照射することで trans 体から cis 体へ異性化する．これまでに，アゾベン

ゼンの光異性化を利用した可逆的なゲル－ゾル転移やガラス転移温度制御が多数報告されている.1,2) 一方，アゾベンゼ

ンが trans 体→cis 体へ異性化する際，周囲分子鎖に数 GPa 程度の膨張力が発生する.3) 我々は，この膨張力を利用すれば

PMMA の脆性を改善できると考えた．そこで，アゾベンゼンを添加した PMMA（Azo/PMMA）に 365 nm の紫外光を照射

しながら引張特性を調べたところ，光異性化により脆性‐延性転移が生じることを見出した.4) 本研究では，様々な温度

で引張試験および誘電緩和測定を行い，光誘起脆性‐延性転移のメカニズムの解明を試みた．

２．光異性化による PMMA の可塑化現象

高分子材料の破壊には，大きく分けて脆性破壊と延性破壊の 2 種類が

存在する．脆性破壊はクレーズ（細かなひび）形成と関連しており，延性

破壊はせん断降伏による塑性変形と関係している.5) さらに，ガラス転移

温度（Tg）に近づくほど，せん断降伏が優先され，延性となる傾向がある．

そこで，アゾベンゼン（5 phr）添加 PMMA フィルムについて，ITO ガラ

ス電極を用いた誘電緩和測定を行い，紫外光照射による PMMA の Tg や

運動性の変化を調べた．図１に種々の紫外光（365 nm）強度における Tg

の変化を示す．40 mW/cm2以下の強度では Tgは変化しないが，200 mW/cm2

以上で Tg の低下（可塑化）が観測された．なお，赤外分光測定の結果か

ら，光強度によらず紫外光照射後の cis 体分率は 40%であるという結果が

得られており，Tgの低下度と cis 体の割合に相関は確認されていない．
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図１．Azo/PMMA の紫外光強度と Tgの関係．
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３．光異性化にともなう PMMA の脆性-延性転移とその機構

Azo/PMMA フィルムに紫外光（365 nm，照射強度 0～389 mW/cm2）を照

射し，引張試験を実施した結果を図２に示す．図より Azo/PMMA では，紫

外光照射により脆性から延性に変化し，紫外光強度とともに破断応力の低

下が観測された．図は示さないが，照射強度とともに試料温度が 25 oC か

ら上昇（389 mW/cm2で 40 oC）することが確認された．図１で説明したよ

うに，最も高い光強度でも Tgは 85 oC であることから，延性化には温度上

昇の影響は小さいと考えられる．より詳細に調べるため，次に温度上昇が

無視できる 39 mW/cm2の紫外光で，種々の温度での引張特性を比較する．

Azo(5 phr)/PMMA について，紫外光未照射および照射下（39 mW/cm2），

様々な温度で引張試験を実施した．実験で得られた脆性時の破断応力（ク

レーズ応力），延性時の降伏応力（せん断降伏応力）の温度依存性を図３に

示す．この照射強度では Tgの低下は確認されなかったが，脆性から延性に

転移する温度は 20 oC ほど低下した．さらに，脆性である室温～40 oC で比

較すると，紫外光を照射することで破断応力（クレーズ応力）も低下する

ことがわかる．ここで，クレーズ応力は高分子鎖のからみ合い密度や自由

体積に依存する 5)．試料はガラス状態であることから，からみ合い密度は

光異性化の影響を受けないと考えられる．すなわち，自由体積が変化（増

大）したことが，クレーズ応力の低下の要因と結論づけられる．一方，光

異性化によりせん断降伏応力も低下した．せん断降伏応力sy は，以下の式

に従い，温度 T と高分子鎖の凝集エネルギー密度d の依存する.5)

�� ∝ ��(� − ��) (1)

図３において光照射後はせん断降伏応力の傾きが低下していることから，

PMMA 鎖間の凝集エネルギー密度が低下していることがわかる．この結果

は，PMMA 鎖の分子間力の低下を示唆している．

分子間力が弱まることで，PMMA 鎖の運動性が向上すると予想される．そ

こで，誘電緩和測定により，PMMA 側鎖の運動を反映するb緩和の緩和時間

を評価した．その結果，389 mW/cm2 の紫外光照射時はb緩和時間が 1/2 程度

短くなっており，分子運動の加速が確認された．

以上より，紫外光照射後の Azo/PMMA の脆性‐延性転移は，アゾベンゼ

ンの光異性化にともなう自由体積増加および側鎖の運動性の増大が起源で

あると結論付けられた．

４．おわりに

本研究では，アゾベンゼンの光異性化を利用した PMMA の脆性‐延性転移と、そのメカニズムの解明を試みた．その

結果，アゾベンゼンの trans-cis 異性化により PMMA の Tgが低下することが確認された．また，紫外光強度が 200 mW/cm2

以上になると，室温における引張特性が脆性から延性に転移し，靭性が向上することが判明した．この脆性‐延性転移は，

光異性化による分子運動性の増大と自由体積増加に起因することも明らかとなった．
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図２.紫外光照射による Azo/PMMA の引張特性の変

化．紫外光強度が 195 mW/cm2 以上で降伏点が出現

し，延性へと転移することがわかる．
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図３.紫外光照射前後での Azo/PMMA の破断応力

と降伏応力の温度依存性．2 つの応力を結んだ直線

の交点が脆性―延性転移温度である。
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し，延性へと転移することがわかる。
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