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　FSBLは連合体１９社のご協力により定常的な運用がはじまり３年目が
終わろうとしています。実験設備に関してはJASRIの皆様の努力により
整備され、ユーザーフレンドリーなソフトマター専用のBLが実現してい
ます。産学連携は円滑に行われ、外部へは論文などの形で成果が公表さ
れています。学術諮問委員会の先生方からは様々な視点からアドバイス
をいただき、それを運営に反映させて来ました。また新たに西敏夫先生
（東大名誉教授、東工大特任教授）、土井正男先生（東大名誉教授、豊田
理研）に学術諮問委員会に加わっていただく事になりました。　
　この3年間でソフトマテリアルのバルク構造の広角X線回折（WAXD）,　小角X線散乱（SAXS）、
超小角X線散乱（USAXS）による解析、表面・薄膜の構造へのすれすれ角入射を利用した微小角入射
広角X線回折（GIWAXD）、 微小角入射小角X線散乱（GISAXS）に加え、入射X線エネルギーに依存
した異常散乱を利用した元素特異的小角散乱（ASAXS）、マイクロビーム化による局所構造解析など
の新手法の開発、延伸などの変形時の構造変化のその場計測、薄膜形成過程の構造評価などの動的な
測定も多くの研究者により積極的に進められています。
　世界的にも高いレベルの独創的な研究の展開のためには測定法の高度化をいつも頭に中に描きな
がら、高度な基礎・応用研究を提案し、実施していくことが必要不可欠です。真の基礎研究は様々な
応用の基盤となります。産学のバランスの良い連携研究による今後のFSBLの発展を祈願しています。

FSBLの現状と今後の研究活動

FSBL連合体　運営委員長　高原　淳

フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体
Newsletter Vol.2

FSBLNewsletter編集委員会

　FSBLが本格稼働し、2年半が経過しました。その間FSBLメンバーの研究活動が活発に行われ、多
くの成果が学会等で発表されました。
　Newsletter Vol.2では、その研究活動の一部をご紹介させていただきます。今回は関西学院大学グ
ループ、横浜ゴムグループよりご報告させていただきます。また、旭化成・住友ベークライトグルー
プによる研究分科会が発足し、参加グループ個別の活動からグループの枠組みを超えたFSBL連合体
としての総合的な研究活動への発展をめざし活動を開始いたしました。この研究分科会のご紹介もさ
せていただきます。
　これらの活動により、FSBLでの研究成果が学会等から賞を受賞する機会も増えてまいりました。
今回トピックスとして、2011年
10月にデンソー・九州大学グ
ループで受賞された「第9回産学
官連携功労者表彰　経済産業大
臣賞」及び2012年5月に三菱化
学・京都大学グループで受賞さ
れた「日本ゴム協会年次大会　
若手優秀発表賞」の受賞内容を
ご紹介させていただきます。 表紙のSPring-8全景写真はRIKEN／JASRIより提供
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環境に調和した高分子・生体分子の構造と特性の探究

関西学院大学理工学部　佐藤春実（現　神戸大学大学院）

　近年、化石資源枯渇問題、CO2による地球温暖化、ごみ問題などが大きな社会問題とし
て取り上げられるなか、その方策の一つとして再生産可能な食物由来原料からつくる環境
調和型ポリマーが注目を集めています。中でも、微生物が再生可能資源から生合成し、微
生物により分解され自然に還る生分解ポリマーは、次世代のプラスチック材料としての期

待が大きい。その代表的ポリマーであるポリヒドロキシ
ブタン酸（PHB;図1） は、その優れた耐熱性や剛性に
加え、生分解性に極めて優れることが知られています
が、一定の製品生産性（品質、性能とコスト）を満足
する実用レベルでの成形加工性に課題を抱えています。
そこで、本研究ではPHBの結晶構造がどのように形成
されていくかを、時間分解小角X線散乱・広角X線回折
（SAXS /WAXD）測定を用いて調べ、解析法として『二
次元相関分光法』と『ケモメトリックス』という手法
を併せ用いることで、等温結晶化過程におけるPHBの
結晶化の様子を、より詳細に調べることを試みました。

　『ケモメトリックス』の手法の一つであるMCR-ALSや、『二次元相関分光法』という手
法は、これまであまりX線散乱のデータ解析には用いられてきませんでしたが、重なり合っ
たピークを分離するのに極めて有効な方法として知られています。また、時間分解
SAXS/WAXD同時測定により、SAXSとWAXDの相関をみることも可能となります。本研
究では、上記の解析手法をSAXS/WAXD同時測定の解析に初めて適用し、PHBの等温結晶
化過程において、密度ゆらぎ、中間体構造、ラメラ結晶の連続的な構造形成（多段階結晶
化過程）を示すことに成功しました。これは、SPring8における短時間で高精度での測定
により可能となったものであり、今後、高分子解析手法の一つとして期待されます。

図１．　生分解性ポリマーであるポリヒドロキ
シブタン酸（PHB）

時間分解SAXS/WAXD測定の2次元相間分光法（2DCOS）と
ケモメトリックス法（MCR-ALLS）による解析

ケモメトリックス法（MCR-ALLS） 2次元相間分光法（2DCOS）
ラメラ結晶

中間体構造

密度ゆらぎ
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小角X線散乱法によるタイヤ材料開発と基礎研究

横浜ゴム株式会社　研究本部　研究部　川添真幸

　昨今のタイヤ業界では、世界的な市場ニーズとして、エネルギーロスが低く燃料消費の少ないエコ
タイヤの開発が求められています。エネルギーロスとは、タイヤが変形するときに発生する無駄に消
費される熱エネルギーのことです。タイヤは転がるとき
には、ある程度の変形でショックを吸収して乗り心地を
良くしたり、微小な変形による路面との十分な摩擦によ
り、安全に曲がったり止まったりできるように設計され
ています。だから、まったく変形させないわけにはいき
ません。したがって、どうしても避けられない変形に伴
うエネルギーロスを極めて低い状態に抑えて、安全快適
性能を失わない最良のバランスを得ることを私たちは
追及しています。
　タイヤのエネルギーロスの多くはゴムを中心とするタイヤコンパウンドに由来しており、タイヤコ
ンパウンドの内部には、補強性を持たせるためにカーボンブラックやシリカなどのナノ粒子が配合さ
れています。このナノ粒子の分散状態を変えることで、エネルギーロスとタイヤ性能のバランスを良
くすることができます。ナノ粒子の分散性の評価は、透過型電子顕微鏡（TEM）で観察してその良し
悪しを比べるのが一般的ですが、しばしば観測者の主観によりサンプル全体を代表していない局所的
な情報をまちがって真実と思い込んでしまう危険性もあります。そういう理由で、理想的には、小角
X線散乱（SAXS）などを使った統計的な情報から、粒子表面や粒子連鎖のフラクタル(自己相似)性
（図1）などの評価を併用するのが望ましいのですが、通常の実験室的なSAXS測定には非常に長時間
を要するという欠点がありました。
　SPring-8のBL03XU第2ハッチでは、京都大学の竹中幹人准教
授とともに、高輝度X線によるSAXS測定により、短時間にゴム
中でのナノ粒子の運動を時々刻々観測できるという、従来の実
験室では不可能であったことができるようになりました。これ
により、いままで良くわからなかったゴム中でのナノ粒子の分
散メカニズムを物理化学的に説明する道が開けてきました。
　また、首都大学東京の吉田博久教授とともに、ナノ粒子に関
する基礎研究として、ポリエチレンオキシド（PEO）と側鎖に
液晶を持つポリメタクリル酸誘導体（PMAR）で構成されるブ
ロック共重合体 PEOm-b -PMA（Az）nのミクロ相分離によるヘ
キサゴナルシリンダー構造（図2）の中に金イオンをドープし、
その構造をBL03XU第1ハッチにて、すれすれ入射小角X線散乱
（GISAXS）を使って調べています。金イオンをドープする前の
散乱像に比べて、ドープ後のものはシリンダーの方向に対応す
る図中の縦方向に多数のピークが現れていることから、金イオ
ンがシリンダー構造に取り込まれたことが示唆されています
（図3）。
　以上のように、横浜ゴムグループにおいては、ソフトマテリ
アル内部でのナノ粒子の分散構造に着目し、基礎研究から低燃
費エコタイヤの開発まで幅広い目的でフロンティアソフトマ
ター開発専用ビームラインを活用しています。

図１．　タイヤコンパウンド中での補強ナノ粒子の階層
構造とフラクタル次数

図2．　PEOm-b -PMA（Az）nのミクロ相分離によ
るヘキサゴナルシリンダー構造

図3．　PEO114-b -PMA（Az）5のシリンダー構造
のGISAXS像（A）金ドープなし（B）あり

DS＝2.4 Dm＝2.6

1nm 1μm10nm

（A） （B）
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FSBL熱硬化研究分科会（Special-interest Group on Research
of Thermoset Materials）のご紹介

旭化成株式会社　基盤技術研究所　企画・推進グループ　今泉公夫
住友ベークライト株式会社　先進技術開発研究所　創発研究部　妹尾政宣

１．はじめに

　フロンティアソフトマター開発専用ビームライン産学連合体（FSBL）が発足四年目を迎えた。こ
の間、各企業グループや高度化委員会による成果、技術開発において目覚ましい進捗が見られた。一
方、FSBL連合体全体としての「塊」の成果が一層期待されるところである。かかる状況をふまえて、
企業連合の有機的繋がりをベースにFSBL連合体の先導的役割を担い、次世代に繋ぐべく本研究分科
会の発足を提案した。

２．研究分科会の目指す方向性

　連合体各メンバー企業・学術の総力を結集して、SPring-8ならではと言える基盤技術・産業貢献を
目指す。同時に、「散乱の専門家」であるかどうかに関わりなく、具体的活動を通じ若手技術者の育
成を行う。かかる研究分科会活動を通じてFSBLメンバー企業へのPR活動も連合体を通じて積極的に
行い、さらには連合体の枠を超えてSPring-8全体としての活動への展開も期待している。

３．具体的なテーマ提案：～熱硬化性ゲル（Thermosetting Gel）のメカニズム解明～　　

　エポキシ、フェノール系材料に代表される熱硬化樹脂ネットワークの特性に大きな影響を与えうる
ゲル化過程に着目した（「熱硬化研究分科会」として提案）。具体的なテーマに、フェノール樹脂の不
均一性解明（図1）やエポキシ樹脂の特性と構造（図2）を掲げ、具体的な検討を開始した。

４．終わりに～研究分科会の発足にあたって～

　日本が世界に誇る最先端施設としてのSPring-8活用の意義について認識を新たにし、「見えないも
のが見える」ということをイノベーションのきっかけとして新たな活動に取り組みたい。こうした世
界第一級のインフラを保有、維持するには国家レベルでの長期的サポートが必須であり、したがって
それに見合った成果が当然期待される。それは世界に通用する基盤技術であり、それに裏打ちされた
人材の輩出である。連合体の役割をかかる次元で捉え、今回提案させていただく研究分科会活動はそ
の一例ではあるが、このような活動を連合体という「場」を通じて「外に向けた」活動のきっかけと
し、最終的には、FSBL連合体における真の意味での「塊」の成果が、日本の、そして世界の技術へ
の貢献に繋がることを目指したい。

図1．　フェノール樹脂のゲル化の不均一性 図2．　エポキシ系材料の硬化過程におけるミクロ
ゲル（ノジュール）の存在
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自動車の軽量化に貢献するエンジニアリングプラスチック接着技術
～第9回　産学官連携功労者表彰　経済産業大臣賞～

GI-SAXSによるジブロックポリマー薄膜の秩序化過程に関する研究
～日本ゴム協会2012年年次大会　若手優秀発表賞～

デンソー・九州大学グループ

三菱化学・京都大学グループ

　近年の自動車を取り巻く環境の変化に伴い、自動車部品は低燃費のための軽量化、小型化が強く要求されている。 
軽量化、小型化を達成するため、自動車部品を金属から樹脂に代替する動きが加速されているが、自動車部品の樹
脂化には、部品間を接合する接着接合の信頼性の確保が不可欠である。（株）デンソーは九州大学と共同で, 自動車
部品の接着信頼性を向上することを目的に, エンジニアリングプラスチック（樹脂）への接着強度向上および接着
寿命向上を図ってきた。
　SPring-8の放射光解析装置（FSBL等）を用い、分子レベルのナノメータオーダで接着界面を解析することで、接
着強度低下のメカニズムを明らかにすることができた。また、接着強度の向上手法としてプラズマ等の表面改質が
接着性向上に有効であることを証明し、エンジニアリングプラスチックへの接着信頼性を飛躍的な向上することが
できた。本技術は、自動車用途のエンジニアリングプラスチックの接着技術として、自動車の軽量化・燃費向上に
よる低炭素社会の実現に大きく貢献する技術として高く評価された。

　2012年5月24日から京都大学桂キャンパスにおいて開催された日本ゴム協会2012年年次大会において、京都大学
工学研究科修士2回生の山口謙一郎さんが、FSBLにおける三菱化学・京都大学のグループの研究成果である「GI-
SAXSによるジブロックポリマー薄膜の秩序化過程に関する研究」の発表を行い、「若手優秀発表賞」を受賞しまし
た。
　この発表において、山口さんはポリスチレンーポリメチルメタクリル酸ジブロックコポリマー(PS-b -PMMA)の熱
アニール過程中におけるミクロ相分
離構造の自己組織化過程をGI-
SAXS法により観察した結果におい
て報告しており、入射X線の侵入角
度を変える事によって、試料内部と
試料表面の自己組織化過程の違いを
明らかにする事に成功しています
（図１）。この過程の解明はジブロッ
クコポリマーの自己組織化を利用し
たトップダウンの限界を超える超高
密度化ナノパターンの創製における
進展に大きな寄与ができると期待さ
れています。この成果はBL03XUに
おける三菱化学・京都大学のグルー
プにより得られたものであります。

図１．　自動車用エンジニアリングプラスチック製品

(a) アニーリング0h、(b)アニーリング20h

図2．　In-plane GIXD プロファイル

図１．　PS-b-PMMAの熱アニールによる薄膜の自己組織化の模式図
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受賞等一覧

≪ＢＬ０３ＸＵの見学≫
＊２０１１年度下期＊
２０１１年
　１１月１８日　サンアロマー�　西川社長視察　３名
　１１月１８日　経済産業省研究開発課長視察　２名
　１２月１９日　愛知県会議員視察　１０名
２０１２年
　１月２６日　日本経済新聞取材
　２月２日　会計検査院視察　２名
　２月７日　Ｊ－ＰＡＲＣ永宮所長視察
　２月７日　文部科学省基礎研究振興課長視察　３名
　２月７日　ＮＨＫ神戸放送局視察　１名
　２月１４日　財務省より視察　６名
　３月１日　衆議院科学調査室より視察　５名
　３月２８日　東海村前田理事視察　２名

＊２０１２年度上期＊
２０１２年
　４月６日　政策研究大学院大学永野教授視察　１名
　４月１３日　三井化学�小川執行役員視察　２名
　４月１６日　平野文部科学大臣視察　１名
　４月１６日　北九州産業学術推進機構國武理事長視察

１名

　４月２３日　経済産業省産業技術環境局産業技術総合
研究所渡邊室長視察　１名

　４月３０日　ＳＰｒｉｎｇ－８施設公開
　５月２１日　日英放射光産業利用ワークショップ見学

会
　５月２３日　�三井化学分析センター三戸社長視察　

２名
　５月２４日　スイス大使館科学技術参事官視察　１名
　５月２５日　山形大学放射光施設誘致委員会視察　　

１０名
　６月１４日　電気学会ものづくり技術委員会見学　　

９名
　７月９日　文部科学省独立行政法人評価委員会樫谷

委員視察　１名
　８月３日　産業競争力懇談会実行委員会視察　１２名
　８月２４日　理研相談役（前駐日スウェーデン大使）

視察　１名
　９月１９日　文部科学省先端研究基盤部会視察　１０名
　１０月４日　ＪＡＳＲＩ坪井評議員視察
　１０月２２日　Institut Ruder Boskovic（クロアチア）　

研究者見学　２名
　１０月３１日　ＪＳＴ中村理事長視察

広報活動の報告

内　　容所　　属受賞者賞など日　付

GI-SAXSによるジブロックポリマー薄膜の秩序化過
程に関する研究

京都大学
（三菱化学グループ）山口謙一郎日本ゴム協会若手優秀発表賞

日本ゴム協会２０１２年年次大会２０１２．５．２４

Simultaneous small-angle X-ray scattering/wide-angle 
X-ray diffraction study of the microdomain structure of 
polyurethane elastomers during mechanical 
deformation (Polym. J., 43, 692(2011))

長崎大学
（昭和電工グループ）小椎尾　謙Polymer Journal 論文賞－日

本ゼオン賞２０１１

メタクリル酸メチル(MMA)と植物由来モノマーの共重
合によるアクリル樹脂の耐熱化と分子特性解析

九州大学
（デンソーグループ）岡崎　亮輔

第４３回化学関連支部合同九州
大会
繊維化学部門　ポスター賞

２０１２．７

高分子薄膜に形成した ‘埋もれた’ 微細構造の散乱
手法による精密構造評価

九州大学
（DICグループ）篠原　貴道 平成２３年度繊維学会秋季研究

発表会　若手ポスター賞２０１２．９

Effect of molecular weight distributions of poly 
(perfluoroalkyl)
acrylate brush on molecular aggregation states

九州大学
（デンソーグループ）山口　央基

242nd ACS National 
Meeting, WILLEY-VCH 
Award 2011 For THe Best 
Poster Presentation

２０１２．９

自動車の軽量化に貢献するエンジニアプラスチック接
着技術

九州大学
（デンソーグループ）高原　　淳 産学連携活動表彰

経済産業大臣賞 ２０１２．１０

ＮＨＫ第一ラジオ　「私も一言！夕方ニュース」
「ここに注目！」”自然はハイテクの玉手箱”（１８：３０－
１８：４５）

九州大学高原　　淳ラジオ出演２０１２．１０．１０

Characterization of Nano-imprinted Structure on 
Polymer Film　by Grazing-Incidence Small angle X-
ray Scattering

九州大学
（DICグループ）篠原　貴道GISAS2012, Kyoto Excellent 

Poster Award２０１２．１１．１５
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