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研究成果の概要（和文）： 

 水和モデルの精密化（多層水和，2 種水和の競合など）を図り， LCST 相分離，ゾル-ゲル転

移，ゲルの体積相転移との関連を解析した． メタノールなどの第 2溶媒混合による貧溶媒化（共

貧溶媒性）の起源を分子論的に解明した．典型的な系をモデルにしてゾル-ゲル転移の熱力学的

な特性を理論的に解析した．テレケリック PNIPAM 水溶液のレオロジー的性質（剪断シックニン

グ，歪み硬化，応力極大など）と鎖の分子情報を一意的に結びつけた． 

 

研究成果の概要（英文）：The hydration model of water-soluble polymers is refined to cope 
with multilayer hydration, cooperative and competitive hydration, effect of stereoregularity 
and copolymerization in relation to LCST phase separation, sol-gel transition and volume 
phase transition of gels. Effect of cononsolvency in mixed solvents was clarified. Shear 
thickening, strain hardening, stress overshoot, banding and fracture of the networks of 
PNIPAM chains were studied on the basis of the transient network theory and their 
molecular mechanisms were clarified.  
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１．研究開始当初の背景 

種々の官能基を末端に有するポリアクリル

アミド(PNIPAM)鎖（新規テレケリック会合高

分子）が合成され，それらの希薄水溶液にお

ける相分離，コイル-グロビュール転移が測

定された（海外共同研究者 F.M.Winnik）．こ

れらの新しい展開を視野に入れ，テレケリッ

ク会合高分子のコイル・グロビュール転移，
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相分離，ゲル化などの測定を行い，ゾル・ゲ

ル転移に注目して熱・統計力学的な手法で理

論的に解明する目標を設定した．主鎖の感熱

性に注目して温度変化による構造や運動の

制御・転換（感熱レオロジー）を行うために

「協同水和」の新概念を導入し，PNIPAM 特有

の感熱性相転移がゾル・ゲル転換に及ぼす効

果を，特に転換の鋭さを制御する視点から分

子論的起源を解明する目標で研究を始めた． 

 

 

２．研究の目的 

高分子溶液(融液)のゾル-ゲル転換を分子間

相互作用の理論解析に基づいて制御するこ

とを目的とした．疎水化された水溶性高分子，

水素結合性高分子，（可逆）反応性高分子の

ゲル化現象について，(1)ゲル化温度 Tg や濃

度 cg が官能基の数，配置，結合強度にどの

ように依存するか， (2)ゲル化点で弾性率が

どのような鋭さで立ち上がるか，(3)初期状

態とゲル化に要する時間，ゲルの融解に要す

る時間の関係，の解明を 3つの主目的とした．  

 

 

３．研究の方法 

統計力学的理論解析及びレオロジー理論解析

に基づいて，高分子溶液（融液）のゾル・ゲ

ル転換の基本特性を解明することにより，転

移特性を制御する方法を開発した．また，モ

デル物質を用いてそれらの制御法を実験的に

確認した． 

 

 (1) ゲル化点（特に温度）の制御： ゲル化

温度 Tg や濃度 cg が会合基や官能基の数，配

置，結合強度にどのように依存するかについ

て統計熱力学を基礎にした理論解析を行い，

その予測を実験的に検証する方法を考案した．

これにより，分子設計でゾル・ゲル転移温度

の人工移動，高温ゲルと低温ゲルの間の反転，

再帰ゾル・ゲル・ゾル転移などが可能になっ

た． 

 

 (2) 転換幅（鋭さ）の制御： ゲル化点で

弾性率がどのような鋭さで立ち上がるかを，

複素弾性率（弾性的に有効な鎖の数）の理論

計算で予測した．例えば，水素結合基の数と

鎖上の配置が，水素結合架橋ゴムの転移温度

幅に及ぼす効果を調べた． 

 

 (3) 転換速度の制御： 任意の初期条件から

ゲル化点に到達するまでの時間，ゲルの融解

に要する時間を分子動力学的な視点から研究

を行い，架橋反応のダイナミックスや反応速

度を温度や外力印加でコントロールする試み

を行った． 

 

 (4) ゾル・ゲル転移点での流動制御： 非

線型定常粘度のシックニング-シニング特性，

法線応力効果，剪断開始流の歪み硬化，応力

ピークなどの分子論的メカニズムを解明し，

非線型流動特性を制御する方法を考案した． 

 
 
４．研究成果 

 実際の研究は，感熱高分子ポリイソプロピ

ルアクリルアミド（PNIPAM）及びその両末端

疎水化テレケリック鎖水溶液の相分離，水和，

会合構造，ゲル化，レオロジー特性の研究が

主体となった．協同水和，共貧溶媒性，フラ

ワーミセル，剪断シックニング，歪硬化，応

力極大，などの重要な新概念が導入され，実

験家の協力のもとでそれらの分子機構の解

明に成功した． 

当初の目的であったハイドロゲルのゾル・ゲ

ル転移については，疎水基の会合による架橋

形成と主鎖の水和のバランスにより転移点

がきまるので，外力印加，第 2溶媒（メタノ

ール）添加，などの方法で転移点を制御でき

ることが判明した．ゲル化に要する時間につ

いては，反応の運動論的な解析に基づいて，



なお一層の研究が必要である．ゾル・ゲル転

移点近傍でのネットワークの組み替えによ

る流動特性については，定常流，剪断開始流

の双方とも十分に解析でき，シックニング，

歪み硬化，応力極大，などの興味深い現象を

分子論的に説明できた． 

 水溶性感熱高分子に対する水和モデルの精

密化（多層水和，2 種水和の競合など）を図

り，鎖の立体規則性と LCST 相分離，ゾル・ゲ

ル転移，ゲルの体積相転移との関連を解析し

た．種々の末端基を導入した PNIPAM のグロビ

ュール転移温度，LCST 曲線の測定から末端基

架橋と主鎖の水和との関係が明解になった．  

 メタノールなどの第二溶媒混合による貧溶

媒化を「競合する連鎖性水素結合」という観

点から理論解析し，コイル-グロビュール転移，

相分離，体積相転移に及ぼす「共貧溶媒性」

の影響を解明し，相分離やゲル化に対する溶

媒効果を選択吸着の視点から体系的に整理し

た．分子シミュレーションにより水とメタノ

ールとの PNIPAM 鎖に対する水素結合の争奪

の様子を解明する． 

 会合高分子溶液を剪断流や伸長流下に置く

ことにより，高分子のコンホメーション変化

によるゲル化の加速・遅延現象を測定し，そ

の結果をブリッジ鎖の転移を取り入れた組替

えネットワーク理論により解析する． 

ゾル・ゲル転移は相転移かどうかという問題

について多くの研究者の間に混乱がある．典

型的な系をモデルにしてゾル・ゲル転移の熱

力学的な特性を理論的に解明した． 

 5~10 %wt 濃度のテレケリック PNIPAM 水溶

液のレオロジー的性質を，非線型領域に注目

して理論（田中），実験（金田），シミュレー

ション（古賀）の 3視点から総合的に研究し

た．特に，シックニング，歪み硬化，応力ピ

ークなどの興味深い現象を，分子レベルの情

報に還元させて，求めるレオロジー的性質を

発現するような高分子の分子設計原理を探

っている． 
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