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要旨 
本研究は、流動・電場などの外場の印加や温度・圧力などの環境変数の変化に伴うブロック

共重合体の構造―構造転移（Order-Order Transition, OOT）を、透過型電子線トモグラフ
ィー法（TEMT）により３次元的な実像として捕らえ、その３次元構造と OOTのダイナミク
スを明らかにすることを目的とする。本年度は、前年に検討した Gyroid 構造から
Hexagonally-Packed Cylinder 構造（以下、単にシリンダー構造とする）への OOT に関し
てさらに研究を進めた。その結果、これまで計算機シミュレーション法などにより提案され

てきた OOTとは異なる新しいタイプの OOTを発見した。 
 
１． Gyroid 構造から Hexagonally-Packed Cylinder 構造への構造転移 
 ブロック共重合体は、その分子内組成などにより球、シリンダー、Gyroid、ラメラといっ

た様々なミクロ相分離構造を呈することが知られている。Gyroid構造が発現する組成近傍で

は、温度（あるいは圧力）を変化させることでシリンダー構造への構造転移が起こることが

知られており、これまでに計算機シミュレーションや小角 X線散乱 (SAXS) などを用いた検

討が行われており、いくつかのモデルが提案されている[1,2]。しかし、このような OOTのメ

カニズムについては実験的には明らかにされていない。そこで、本研究では Gyroid構造から

シリンダー構造への構造転移途中の試料において、両構造の境界部分を TEMTにより三次元

構造観察することにで構造転移のメカニズムに関する知見を得ることを目的とした。 

 試料として、Poly(styrene-block-isoprene)（SI）［Mn(PS)=29,000、

Mn(PI)=13,000、Mw/Mn=1.09、Volume Fraction : PS/PI=66.2/33.8］を用

いた。SIブロック共重合体を 5 wt%トルエン溶液からトルエン雰囲

気下でキャストしフィルムを得た。この試料は 140℃でアニールする

と Gyroid構造、130℃でアニールするとシリンダー構造を呈すること

が分かっている。そこで、140℃の真空下で 24時間アニールし Gyroid

構造を形成させた後、更に 130℃の真空下で 14時間アニールするこ

とにより Gyroid構造からシリンダー構造への OOTを誘起した。そ

の後、試料を OsO4により染色後、クライオミクロトームにより切削

し TEMT用の超薄切片を得た。 

 図１に試料の TEM像を示す。TEM像より Gyroid構造とシリンダーが混在し像の中央に粒界

部分が確認できた。この領域が Gyroid構造からシリンダー構造への OOT途中であると考えら

れる。この視野を TEMTにより三次元再構成を行った結果を図２に示す。それぞれの断面のパ

ターンから結晶面を調べると、シリンダーの結晶面は XZ面では{100}面であった。一方、Gyroid

構造の結晶面は XY面で{111}面に特有な三つ又のパターンを示した。XZ面に関しては明確な

Figure 1. TEM image 
of SI copolymer. The 
scale bar is 100nm. 



パターンが確認できなかったものの、YZ面に関しては点線で

囲まれた部分で{220}面特有のドーナッツ様のパターンが確

認できた。すなわち、Gyroid構造の{111}、{211}、{220}面が

シリンダー構造の{001}、{100}、{110}面に転移していること

が分かった。この OOTはMatsenらの予測した転移様式[2]と

一致している。 

 さらに、超薄切片に存在する他の粒界界面についても検討

したところ、上記の転移とは異なる転移様式が存在すること

が分かった。図３に TEMTによる実験結果を示す。図から明

らかなように、この断面では、Gyroid構造の{220}、{111}、

{211}面がシリンダー構造の{001}、{100}、{110}面に転移して

いる。この転移様式は、これまで報告されていない新しいタ

イプの OOTである。問題は、これらの２つの OOTのどちらが支配的か、ということである。
図４ではこれについて検討を行った。図２の OOTを示す境界部分が図３のそれよりも長いよ
うであり、図２の OOT形式が支配的なようである。ごく最近、分子量の異なる SIブロック
共重合体においても検討を行ったところ、図４の同様の OOTを発見した[3]。エネルギー的
には図３の転移様式の方が有利であるようである。今後の詳細な検討が望まれる。 
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Figure 2. Orthogonal cross-sectional 
images. Binarized images (insets) show 
the gyroid phase pattern of {111} plane 
and {220} plane. 

Figure 3. Orthogonal views of 3D reconstructed data of the SI 
block copolymer. The dashed and solid lines in each cross 
section represent the position of two other orthogonal cross 
sections. The white and black phases correspond to the PS and PI 
microdomains, respectively. Bar indicates 200 nm. The insets in 
each sliced image are simulated slice images of the G and C 
morphologies. 

Figure 4. A low magnification TEM micrograph of the 
ultrathin section of the SI block copolymer showing the 
coexistence of the G and C phases. The scale bar is 20 
µm. The white solid line indicates the epitaxial 
transition shown in Figures 2. The black solid line 
indicates the epitaxial transition shown in Figures 3. 
The black dotted line shows the grain boundary where 
no epitaxial relationship was identified. G and C in the 
TEM micrograph indicate regions forming the gyroid 
and cylindrical microdomain, respectively.  
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