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高分子ブレンドでは, 静的均一状態においても, 各成分鎖の連結性に由来するセグメ
ントスケールでの成分濃度のゆらぎや, 鎖の運動性が有限であることを反映する大き
なスケールでの成分濃度のゆらぎが存在する.1,2) このゆらぎ(あるいは動的な不均一性) 
は, 相分離構造成長のダイナミクスと絡み合いダイナミクスのカップリングを考える
上で最も重要な因子のひとつである. 本研究では, このカップリングを記述する際の
基礎的知見を得るべく, 広い温度域で相溶状態にあるポリイソプレン (PI) とポリ(p-t-
ブチルスチレン) (PtBS) のブレンドをモデル系として, 動的な不均一性と絡み合いが
ブレンド中の速い成分, 遅い成分のダイナミクスに与える効果を検討した. また, この
検討に資する射光型動的複屈折測定装置, 高性能小角光散乱測定装置も開発した. さ
らに, いくかの天然高分子の水溶液について, 相挙動の検証も行った. 

 
1. 相溶性  PI/PtBS ブレンド中における成分鎖のダイナミクス：  
 PI/PtBS 相溶性ブレンド系について, その絡み合い緩和の特徴と各成分鎖の熱-レオロジー
的性質を調べた. 一例として, 分子量が MPI = 9.9万, MPtBS = 34.8万の PI, PtBSのブレンド系 
(PI 含率 wPI = 50 wt%) の貯蔵および損失剛性率 (
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G' , G") および誘電損失 

! 

""  の角周波数 
(ω) 依存性を Fig.1 に示す.3) いずれの成分も純状態での絡み合い点間分子量 (Me,PI = 0.5 万, 
Me,PtBS = 3.8万) より十分に大きな分子量を持つので, ブレンド中でも互いに絡み合った状態
にある. また, PI は主鎖骨格に平行な A 型双極子を持つが, PtBS はこの双極子を持たない. 
このため, 図中で観察される誘電緩和は PI 鎖の大規模運動（末端間ベクトルの揺らぎ）に帰
属される.  
 Fig.1 で検討した全温度域において, ブレンド系全体の終端粘弾性緩和は誘電緩和より遅
い. このことから, PtBS が系中の遅い成分, PI が速い成分であり, セグメント摩擦係数 ζs は 
PtBSの方が大きいと結論される.3) さらに, 誘電緩和と同じ周波数域において観察される速い
粘弾性緩和は, PIの終端緩和とそれが誘起する PtBSの部分緩和に帰属される.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fig.1 Viscoelastic and dielectric behavior of PI99/ 
     PtBS348 blend at temperatures as indicated. 

Fig.2 Test of time-temperature superposition  
     for PI99/PtBS348 blend. 



 Fig.1のデータに温度-時間換算則が成立するかどうかを検討するため, 基準温度 Trを 303 K 
(30˚C) とし, 強度因子 bT = T/Tr で補正した粘弾性データと誘電データを独立に (図中に示す
移動因子 aT だけ) ω 軸に沿ってシフトした結果を Fig.2に示す. 誘電データは温度-時間換算
則を満たし, バルク PI 系のデータ (図中実線) に近いモード分布を示す. 一見, この結果は 
PI 鎖の緩和機構が温度に依存しないことを意味するように思えるが, 実際には, 下記のよう
に, 昇温による PtBSと PIの緩和速度差の減少に伴って PI 鎖の緩和機構は変化している.  
 Fig.2の粘弾性データは, PI の 終端 (誘電) 緩和が完了し, 換算周波数 ωaT,G ≅ 10-3 s-1 付近
の 
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G" が最も良く重なるようにシフトを行ったものである. この場合のシフト因子 aT,G は

PtBS のセグメント摩擦係数 ζs,PtBSを反映し, PI の ζs,PI を反映する誘電データの aT,εより強い

温度依存性を示す. 明らかに, 粘弾性データ全体についての重ね合わせは成立せず, 温度-時
間換算則が破綻している. この破綻の主因は, 温度依存性が異なる ζs を有する PI, PtBS の
両成分が粘弾性データに寄与していることにある.2) しかし, 高温では, PI が未緩和の高周波
数域において 
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G'  が PI, PtBS の両方に起因する絡み合い平坦部 (PI/PI ブレンド系の高周波
数平坦部と類似の平坦部) を示すのに対し, 低温では, この平坦部が発現せず 
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G' , G" とも
に Rouse 型のベキ乗緩和 (

! 

G' =G""#
1 / 2 ; Fig.1 の点線) を示す. このことから判断して, PI 

鎖の緩和機構は温度と共に変化し, この変化も換算則の破綻に寄与していると結論される.  
 ここで, 高周波数域の絡み合い平坦部について考察する. 
高温ではこの平坦部が明瞭に観察されているので, 絡み合い
長 a (または絡み合い点間分子量 Me) についての混合則の
検証が可能となる. a を packing 長 p (≅ a/20) と対応付ける
現在の分子描像 4) に基づけば, ブレンド系における a は, 
系中の成分鎖の Kuhn セグメントの数分率 nX (X = PI, PtBS) 
とバルク系の aX を用いて  
    

! 

a = n
PI
a
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と表される.2,3) 一方, 文献では, 式 (1) とは異なり, 成分の
体積分率 φX を用いた下記の混合則も提唱されている.  
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これらの混合則と複素剛成率 G* (=

! 

G'+iG")についてのブレ
ンド則を組み合わせて PI, PtBS バルク系のG*データから 50 
wt% PI99/PtBS348 ブレンド系の G* を予測し, これを G* デ
ータと比較した. その結果を Fig.3 に示す.3) Fig.3a, Fig.3c に
実線で示す混合則 (2), (3) の予測値は, データ(○, ●) より
かなり小さい. 一方, Fig.3b に実線で示す混合則 (1) の予測
値はデータと良く一致する. また, 他の組成, 分子量を持つ
PI/PtBSブレンド系についても, 混合則 (1) の予測値とデータ 
の一致が確認された.3) これらの結果は本研究で提唱した混合則 (1) の妥当性を示す. 
 相分離過程においても混合則 (1) は成立すると考えられる. 従って, 相分離に伴う局所的
な nX の変化が a を変化させ, この a の変化が相分離速度を決める鎖運動に影響を与える
というカップリング現象を記述する際に, 混合則 (1) は重要な基礎的知見となる. また, ホ
モポリマー系についての詳細な解析から, 絡み合い緩和に付随する部分的管膨張の効果につ
いての精密な知見も得られている.7) 現在, PI とポリ(p-トリメチルシリルスチレン) (PtMSS) 
の半相溶ブレンド系に対し, これらの知見 (および後述の鎖摩擦の分布についての知見) に
基づいて相分離速度の解析を行っているが, 今後, その結果を一般化する予定である. 

 

 
Fig.3 Test of mixing rules (1)-(3)  
     for PI99/PtBS348 blend. 



 Fig.1, Fig.2 が示すように, 低温の PI/PtBS ブレンド系
では高周波数域の絡み合い平坦部が発現せず, この平坦
部が予想される周波数域で  Rouse 型のベキ乗緩和 
(

! 

G'  =G"  "#
1 / 2) が観察される. なぜ絡み合い平坦部が発

現しないのかという疑問に答える鍵は, 平坦部発現の条
件にある. すなわち, 絡み合い長 a にわたる鎖の Rouse 
平衡化の時定数 τa が各成分鎖の大規模運動の時定数 τ 

よりはるかに短い場合にのみ, 絡み合い平坦部が発現す
る. 逆に, τa ~ τ であれば, 平坦部は発現しない. Rouse 平
衡化過程の 
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G' , G" を τa を用いて表現すれば  
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となる.8) 式 (4) に含まれる Me の値を式 (1) の a (= 6.3 
nm) から算出し, 100 C における PI99/PtBS348 系の τa 

が 
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G' (1/"
a
) = G"(1/"

a
) = 3.6 #10

5Pa という条件で与えら
れることを見出した. この条件を Fig.1 のデータに適用
して τa = 2.5 s を得た. この τa は, 誘電データから評価さ
れる PI99 鎖全体にわたる終端緩和時間 τPI (= 10 s at 
100˚C) より僅かに長いのみである. この結果から, ζs が
大きく運動性が低い PtBS 348 鎖が PI99 鎖の絡み合い長 
a にわたる Rouse 平衡化を遅延し, 両者の Rouse 平衡化
が協同的に起こることが示唆される. この場合, 低温に
おける PI99 鎖の終端絡み合い緩和は Rouse 平衡化の
直後に起こるので, 高周波数域の絡み合い平坦部は, 遅
延された協同的 Rouse 平衡化過程のベキ乗緩和にマス
クされ, 明瞭には観察されない. 一方, 高温では, PtBS 鎖
の運動が著しく加速され, このマスクが ω >> 10-3 s-1 に移
動するので, Fig. 1 で絡み合い平坦部が観察される.3) 
 上記の分子描像から, 低温における PI 鎖は特性時間 
τa で Rouse 平衡化し, その直後に特性時間 τPI でバルク

系と同様の終端絡み合い緩和を示すと考えられる. 一方, 
PtBS 鎖は, 特性時間 τa で Rouse 平衡化し, その後, PI 
鎖の終端緩和が誘起する束縛解放緩和を示し , さらに , 
PtBS 鎖同士の絡み合い緩和を示すと考えられる. Fig.4は, 
この緩和過程を Rouse モデルとバルク系の G* データ
に基づいてモデル化した結果 (実線) と, 種々の分子量, 
組成の PI/PtBS 系のデータ (○, ●) を比較する.3) モデ
ルとデータの一致は良好である.さらに, Fig.5 が示すよう
に, 本研究で開発した射光型動的複屈折測定装置 9) によ

り測定したブレンド中の成分鎖の弾性率データ(○, ●) 
も, このモデルで良く記述される. 以上の結果は,モデル
が立脚する「PI鎖 (速い成分) と PtBS 鎖 (遅い成分) の
協同的 Rouse 平衡化」という分子描像を支持する. 
 上記のように, 温度変化に伴って PI/PtBS ブレンド系
内の PI 鎖の運動様式は変化する. にもかかわらず, Fig.2  

 

 
Fig.4 Comparison of model prediction 
     and G* data for various PI/PtBS 
     blends at low temperatures. 

 

 
Fig.5 Comparison of predicted and 
     rheo-optically observed 
     component moduli for 50 wt% 
     PI99/PtBS blend at 20˚C. 

 

 
Fig.6 Test of time-temperature 
     superposition for 50 wt% 
     PI20/PtBS16 blend. 



が示すように, PI 鎖の運動を反映する誘電データは温度-時間換算則に従う. これは, Rouse 
型の運動と終端絡み合い緩和をもたらす reptation 型の運動が同一の誘電緩和モード分布を
示すこと 10) に由来する. なお, Fig.2 で検討した PI99 鎖の平均末端間距離 RPI は, ブレン
ド中の濃度揺らぎの特性長 ξ より十分大きいので, 濃度揺らぎに由来する摩擦環境の不均
一性は各 PI99 鎖の中で平滑化されていることにも留意が必要である. この鎖内での平滑化
も温度-時間換算則が成立する一因である. 実際, Fig.6 に示すように, RPI ~ ξ となるような低
分子量の PI (MPI = 2.0万) と PtBS (MPtBS = 1.6万) の 50 wt% ブレンド系では, Fig.2 と同様
の条件でも PI 鎖の運動を反映する誘電緩和データは換算則を満たさない.2） この結果は, 
PtBSが濃厚な領域に存在する PI鎖と PtBSが希薄な領域に存在する PI鎖が異なる摩擦係数 
ζchainを持ち, 両者の ζchainの比が温度と共に変化することを示す. 従って, 相分離に伴う局所
的な組成変化が ζchain の変化をもたらし, この ζchain の変化が相分離を駆動する鎖運動に影
響を与えるというカップリング現象が生じる. 今後, 半相溶性の PI/PtMSS ブレンド系に対
し, 前述の絡み合いに関する知見に加えて ζchain についての知見も考慮して, 相分離ダイナ
ミクスと絡み合いダイナミクスのカップリングの一般的記述を行う予定である. 
 
2. 高性能小角光散乱測定装置の開発と高分子水溶液の相挙動：  
 ソフトマターでは, 通常の光散乱で容易に検出
されるサブミクロンスケールでの構造に加えて, 
高分子ブレンドのようにマクロスケールにまでお

よぶ階層的な構造を有するものがある. この構造
を出来るだけ広い空間スケールで包括的に観察す

べく, 高い小角分解能と良好な S/N 比を備えた小
角光散乱 (SALS) 測定装置を開発した. Fig.7 は, 
本装置の基本性能検証に用いた直径 50μmのピン
ホールからの回折図である. 解析の結果, 低角側
は散乱ベクトルの値で 0.02μm-1（実空間で約 0.3 
mm）という高分解能の装置となっている. 
 上記の SALS 装置は, 溶液の相挙動を精密に
検証する上でも有用であった. 一例として, LCST
型挙動を示すメチルセルロース (MC) 水溶液に
対して, 塩化ナトリウムを基準とし, そのカチオ
ン部またはアニオン部のいずれかのみを有機イオ

ンに置換した種々の有機塩を添加塩とした場合の

MC 水溶液の曇点の変化を Fig.8 に示す. 典型的
な無機塩である NaCl を添加した場合には単純な
塩析効果（曇点の低下）が観察されるのに対し, 強
い両親媒性を有してラメラ／オニオン構造を形成 
可能な有機塩であるテトラフェニルホウ酸ナトリウム (TPBNa)11）を添加した場合には, 添加
濃度に応じて塩溶効果と塩析効果とが錯綜しながら現れるという興味深い現象を見出した.  
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Fig.7 Diffraction pattern from high 
     resolution SALS equipment. 
 

 
Fig.8 Effect of salt on phase behavior 
     of methylcellulose aq solution. 
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