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UV

プロセス因子
・濃度, 厚み
・波長, 照度, 照射時間

塗工液
・モノマー: 官能基数, 反応性
・光開始剤: 感度
・添加剤: 機能付与 etc.

硬化物・コーティング
・硬度, 曲げ
・表面特性
・光学特性 etc.
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相分離プロセスから見たUV硬化の新展開
早稲田大学先進理工学部 専任講師須賀健雄 takeosuga@waseda.jp

汎用UV硬化プロセスへの光解離性高分子ドーマントの適用による精密UV硬化
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精密UV硬化による共連続ナノ構造の形成

(a)光解離性高分子ドーマントP1を用いた精密UV硬化で得られたコーティングのAFMによ
る断面相分離構造と(b)シリカナノ粒子を選択配置した傾斜ハイブリッドコーティング.
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1. はじめに

2. 汎用 UV硬化反応の課題と光ラジカル重合の
「精密」制御

【図 1】精密ラジカル重合の一般反応様式

３. 非平衡下におけるブロック共重合体のミクロ相分離

４. 光精密ラジカル重合の UV硬化への適用と
重合誘起型相分離

【図 3】(a)光解離性高分子ドーマント P 1 を用いた精密 UV 硬化で得られ
たコーティングの AFM による断面相分離構造と(b)シリカナノ粒
子を選択配置した傾斜ハイブリッドコーティング

５. おわりに

UV/EB(紫外線/電子線)硬化技術は高速、省エネかつクリーンな技術とし

て、インキ、接着剤、エレクトロニクス・自動車・住宅関連部材の製造な

ど現代産業に欠かすことのできない製造技術の 1つとなっている。本 UV/

EB 特集ではこれまでに、新しい UV 硬化反応と各種光開始剤、有機無機ハイ

ブリッド、フォトリソグラフィーなど新材料・新素材の開発から UV/EB プ

ロセス、3 D プリンターなど成形加工技術の進展まで、化学と工学が密接に

融合したラドテック(Radiation Technology)分野の展望について紹介され

ている。本稿では、UV 硬化樹脂の内部構造、つまり十～数十 nm 寸法のメソ

領域の構造制御と機能付与に焦点を当て、相分離形成プロセスの視点から

捉えた UV 硬化の魅力と可能性について筆者らの最近の研究成果を例に紹

介する。

光ラジカル重合に代表される UV 硬化反応は、簡便かつ極めて迅速(数秒

以下で完結)で、印刷インキ、塗料、接着剤、フォトレジストなど多くの産

業分野で汎用され、成熟した技術として見られている。また近年では 3 D

プリンターをはじめ光造形技術との融合など新しい展開も進んでいる。一

方で高い重合基濃度、架橋反応による硬化収縮をはじめ、ゲル効果、酸素

阻害、相分離など複雑な因子も多く、溶液重合におけるリビング重合のよ

うな各素過程の精密制御には未だ至っていない。それに伴い得られる硬化

物も、内部架橋構造の不均一性や顔料・ナノ粒子、ポリマーなど各種添加

剤の表面偏析や凝集、相分離などによる複雑な内部構造を与え、所望の特

性、機能を得るには、塗工液中の各成分の調整、UV 硬化条件などで熟練し

た技術と産業界における長年のノウハウの蓄積に依存しているのが実情と

言える。

一方、高分子合成化学の分野では、90 年代半ばから精密重合法の代表例

であるリビングラジカル重合が見出され、厳密な重合要件を要するアニオ

ン重合と比べ容易に各モノマーが重合されるようになり、メタクリル、ア

クリルモノマーなど多くの汎用ビニルモノマーを対象として、重合鎖末端

を一時的に保護しながら(ドーマントという)、可逆的に活・不活化しなが

ら成長(生長)反応し、長さ・配列などを制御したブロックポリマーなど特

殊構造高分子の精密合成が可能となった。特にここ数年で、重合鎖末端を

「熱」ではなく「光」照射で可逆的に活性化し、精密重合の進行／停止(On

/Off)のタイミングを任意に繰り返し制御できる時代を迎えている。光レ

ドックス触媒を用いた炭素–臭素(C–Br)結合の光可逆的な開裂(光レドッ

クス機構,光 ATRP)、光レドックス触媒と RAFT 剤を組み合わせた光 RAFT 重

合、アミン、ホスフィンなどの有機触媒による炭素–ヨウ素(C–I)結合の

可逆的な開裂(ヨウ素媒介・移動型の光精密ラジカル重合)など、一連の光

精密ラジカル重合法が提案されているが、いずれの重合法も光照射の有無

でドーマント C–X 結合の開裂・再結合を何度も繰り返しできるところに

特徴があり、UV のほか、可視光や LED ランプなどでも比較的弱い照度で重

合が進行するものが多い(図 1)。

筆者らは、迅速な UV 硬化反応に敢えて「光駆動型」の精密ラジカル重合

機構を組み込み、敢えて遅く、つまり重合過程の時間軸を制御することで、

硬化膜内部にブロック共重合体のミクロ相分離に特徴づけられるナノ構

造、特に共連続ナノ構造の同時(その場)形成する手法として着想した(図

2)。本稿では、従来の汎用 UV 硬化と対比しながら、「精密 UV 硬化」として、

成形・相分離形成プロセスの視点から精密重合の適用について紹介する。

サブミクロン寸法で各種ポリマーを混合したポリマーブレンド、ポリマ

ーアロイに対し、2種以上の非相溶の高分子セグメントを共有結合で連結

したブロック共重合体は、熱可塑性エラストマー、ポリマーブレンドの相

溶化剤、粘着剤などに汎用され、ブロック共重合体が自己組織化・ミクロ

相分離し形成する数～数十 nm 寸法(メソ領域)の周期的な秩序ナノ構造は、

次世代リソグラフィーのナノパターン形成法としてシリンダーやラメラ構

造などが精力的に研究されている。一方、相図では極めて限られた組成で

しか発現しないダブルジャイロイド構造などの共連続構造では、構成成分

が互いに 3次元的に絡み合いながらも連続相を形成できるため、視点を変

えると配向性の制御が必要ないユニークなナノ構造であり、ナノ多孔体、

燃料電池のセパレーター、触媒担体、3 D フォトニック結晶などへの応用が

期待されている。相図では限られた組成でしか発現しない「共連続構造」

が、ポリマーブレンドでは寸法は大きい(μmスケール)ものの反応誘起型

相分離によって得られることはよく知られ、エポキシ樹脂の強靭化やモノ

リスの作成などに応用されている。米・ミネソタ大・Hillmyer らは RAFT

重合により得られる高分子型の連鎖移動剤を用い、第二モノマーとしてス

チレン、架橋剤としてジビニルベンゼンを加え、精密「熱」硬化すること

でドーマントからの鎖延長反応によるブロック共重合体の生成、また重合

誘起型のスピノーダル分解により共連続ミクロ相分離構造の形成に成功

し、ナノポーラス材料として報告している。

筆者らは光解離性の高分子ドーマントを用いて、迅速なラジカル UV 硬

化反応に、前述の「繰り返し重合の進行を On/Off できる」ユニークな重合

機構を組み込むことで、「光」硬化と同時に同様の共連続ミクロ相分離の形

成を着想した。また重合法としては各種光精密ラジカル重合の中で、光学

フィルム等への適用を意識して可視光吸収を持たず着色フリー、そして金

属触媒の残存もないヨウ素移動型の光精密ラジカル重合に着目した。

ヨウ素移動型の精密ラジカル重合ではアミン、ホスフィン、4級アンモニ

ウム塩など有機触媒存在下、熱または UV 照射(365 nm)することで重合鎖末

端の C-I 結合が可逆的に解離し、（メタ）アクリレートモノマーを精密重合

できる(分子量分布＜ 1.1)。一方で原子移動精密ラジカル重合(ATRP)の重

合鎖末端 C-Br と比べ C-I 末端は光で容易に切断・分解され、遊離したヨウ

素による着色が課題であった。講演らは各種メタクリレートを重合後、選

択的１分子停止反応により、熱や光に対し C-I 末端を飛躍的に安定化する

ような重合末端構造を見出し、取り扱いやすい高分子ドーマント P 1を白
色粉末として単離することに成功した。また室温大気下で安定に貯蔵でき、

溶液状態で可視光下においても全く着色ない。

得られた高分子ドーマント P 1を用いたアクリルモノマーの重合では、
光照射(On)時のみモノマーが消費され、Off 時にはモノマー消費が止まり、

再照射でモノマー消費(重合の進行)を示し、光で重合の進行・停止を繰り

返し制御できることが示された。また光解離性高分子ドーマントを用いて

鎖延長反応で得られるブロック共重合体は、各セグメントの持つ非相溶性

に基づきミクロ相分離構造を形成できる。

光解離性高分子ドーマント P 1を、第二モノマーとなる各種アクリレー
トに溶解し、架橋剤を加えバーコート成膜後、超高圧水銀灯で UV 硬化させ

ると、透明な硬化膜が得られ(図 2)、その断面の原子間力顕微鏡(AFM)像、透

過電子顕微鏡(TEM)像では、内部に数十 nm のドメインサイズを持つ共連続

ミクロ相分離構造の形成を示した。一方、比較例として C-I 末端を持たな

い高分子を添加し従来法で UV 硬化すると、反応誘起型のスピノーダル分解

によりポリマーブレンドとなり、数～数十ミクロンのマクロ相分離に留ま

り白濁する(図 2)。また、コーティングの断面 AFM 像、3次元透過電顕像か

らは膜の深部に向かってドメインサイズが徐々に大きくなるユニークな傾

斜ナノ構造を持つことを見出した(図 3)。波長、照度、架橋剤濃度(官能基

数)、重合温度などをパラメーターとして架橋固定化までの相分離形成過

程を速度論的に制御し、ドメインサイズや傾斜度合いも調整できる。また

各セグメントにエポキシ基など反応性側鎖を導入することでナノドメイン

への機能分子、ナノ粒子、機能材料の選択配置などポスト機能化も容易で

あり(図 3 b)、低反射光学フィルムへの応用が可能であった。

本稿では、成形プロセスの中で特に UV 硬化によるコーティングに焦点を

当て、アクリル樹脂などコーティング剤の UV 硬化反応に精密ラジカル重合

機構を適用することで、硬化と同時にコーティング内部にユニークな傾斜

ナノ構造を形成する手法について紹介した。精密重合は重合鎖末端の可逆

的な結合解離に基づくため、硬化時間の遅さが懸念されたが、照度など硬

化条件の最適化により数秒まで短縮しても同様の共連続構造が構築できる

ことが見出された。既存の UV 硬化装置、従来の UV 硬化プロセスにそのま

ま適用可能であり、極めて簡便な手法で内部にナノ構造を同時形成できる

手法として位置付けられる。機能付与を目的としたポリマーと光ラジカル

開始剤を添加する従来の方法では、白濁など適用が困難な組み合わせでも、

両者を組み込んだ「光解離性高分子ドーマント」へ変更するだけで、内部

構造を数十 nm 寸法に簡便に制御できる。成形加工で言えばリアクティブプ

ロセシングでナノ構造を同時形成する手法とも捉えられる。多孔性材料や

分離膜、ハイブリッド材料のテンプレートなど実用材料への期待も高い。

光学フィルムへの応用をはじめ、光リソグラフィー技術による平面方向の

パターニングとの組み合わせにより深さ方向にも相分離させた 3次元パタ

ーニングなども形成可能で、3 D プリンティング技術との複合など今後広が

るであろう。迅速な UV 硬化反応を敢えて遅く、精密に進める着想で始めた

「精密 UV 硬化」は、従来の UV 硬化プロセスに新たな視点を与えるものと

期待される。MD シミュレーションや微小角 X線散乱法を用いた in-situ

解析技術などを駆使し、基礎的な相分離形成過程の理解を深めるとともに、

実用展開を意識しドメイン選択除去や欠陥のないバックフィリングなどポ

スト機能化も含め共連続構造の魅力も引き出していきたい。

早稲田大学 先進理工学部
応用化学科 専任講師
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【図 2】汎用 UV 硬化プロセスへの光解離性高分子
ドーマントの適用による精密 UV 硬化
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