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成果概要
反応誘起相分離現象を示す高分子混合系は厳密に言えば保存系ではなく、反応に伴い新
たな高分子成分が生成したり、また反応によって誘起された弾性歪みや体積の変化などのよ
うな長距離相互作用により典型的な非保存系の一つである。本年度は、コンピュータ照射法
(CAI)を用い、高分子混合系の相分離過程を時空間的に制御するための第一歩で、反応誘起相
分離の総合的な解析法として、反応動力学、反応誘起ひずみと相分離動力学の三者相関を互
いに独立な測定法で観測・測定し、その相関関係を明らかにした。まず、光重合・架橋反応
の動力学を紫外・可視分光法で追跡し、また同一の実験条件下において Mach-Zehnder 干渉
計(MZI)で架橋誘起ひずみを in situ 測定した。更に、架橋反応に誘起された相分離の動力
学を共焦点レーザー顕微鏡や光散乱法で in situ 計測し、得られた実験結果を総合的に解析
を行った。
1. 架橋反応に
架橋反応に誘起された
誘起された高分子
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高分子の弾性ひずみと
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その緩和挙動 [1]
ガラス転移温度 Tg 以上においてバルク状の高分子を架橋すると試料が固化し、ガラス転
移温度が上昇すると共に、試料の体積収縮が起こる。試料の Tg が実験温度より低い場合、
光照射によって収縮した試料が架橋密度に応じた平衡状態に次第に戻り、ひずみ緩和が観測
される。架橋によって試料の Tg が実験温度に達すると、ひずみの緩和が起こらなくなる。
さらに照射時間（架橋密度）を増加させる
と試料の Tg が実験温度より高くなると、
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( t e × k a )、ここで k a が Aging の緩和時間、
に対してプロットすると、図１に示すよう Fig.1.
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動は架橋密度 (γ)と関係なく、その緩和過程を特徴づける収縮率のみによって記述できる結
果が得られた。
2. 可逆光反応で
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Selection）過程：
過程：[2]
可逆光架橋反応で相分離を誘起した実験はすでに報告した[3] が、光架橋反応を利用した
ため、相分離が進行するにつれて系の粘度が増加し、相分離の可逆的挙動は制限された。
ここで、反応が進行しても、系の粘度がほとんど変わらない Azobenzene の光異性化反
応の可逆性を利用して、polystyrene/poly(vinyl methyl ether) (PS／PVME) ブレンドの
相分離を可逆的に引き起こし、モード選択過程を観測した。これを実現するため、

trans-Azobenzene を化学修飾した Polystyrene と PVME とのブレンドを一相から二相
領域へ温度ジャンプさせ、Azobenzene の trans-体の状態で相分離を起こして、その挙
動を光散乱で観測した。一方、相分離しつつあるブレンドに 365 nm の紫外光を照射する
と、Azobenzene の trans- cis 異性化が起こり、in situ の光散乱実験からブレンドの
相溶性が向上することがわかった。さらに、温度ドロップ（急速の降温）で相溶させた場
合と、光照射による相溶化過程では、溶解する周期構造が異なり、反応に誘起されたモー
ド選択過程が存在することがわかった。すなわち、化学反応で誘起した相溶化や相分離の
場合では、それぞれの反応収率に応じて、混合系の自由エネルギーが決定されるため、化
学反応を元の収率に戻すと混合系も元の自由エネルギーに対応した状態に戻ろうとする
ため、散乱強度の分布は相分離時の化学ポテンシャルの軌跡に辿って、変化すると言える。
結論として、光反応を用いれば、相分離過程のモードセレクションを制御することが
できる。今後、Mach-Zehnder 干渉計と
合わせて、反応性高分子混合系の反応の
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Fig.2. Light-induced homogenization kinetics
observed by light scattering for a transAzobenzene-labeled polystyrene/poly (vinyl
methyl ether) (20/80) irradiated with 365nm in
the two-phase region.

