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はじめに111

「屈折率」はレンズなどの光学部品において，最も重
要な基本特性の一つである。屈折率の制御は，光の速度・
進路を操作し，「光を加工する」ための重要な技術であり，
高・低屈折率材料の追及，アッベ数（屈折率の波長依存
性）制御，複屈折（屈折率の異方性）制御などの材料研
究が活発に続けられている。

高屈折率材料をレンズに用いた場合には，小さな曲率で
も光の進路をより大きく曲げることができるため，レンズ
の薄肉化，高解像度化が可能になる。

従来，光学部品では，硝子やセラミクスなど屈折率を
制御できる範囲が広い無機材料が多用されてきたが，近
年，軽量化，低価格化へのニーズの高まりにより，多く
の用途で無機材料から樹脂への置き換わりが進んでい
る。一方で，樹脂は無機材料に比べて屈折率を制御でき
る範囲が狭いという弱点もあり，樹脂を使用できない用
途も多い。

材料の屈折率を上げるには，分極率または密度を高め
る必要があるが，樹脂は無機材料に比べて高密度化がむ
ずかしいという致命的な弱点がある。

樹脂の屈折率を上げるために，ハロゲン（Cl, Br, I），

硫黄，重金属原子，芳香環などを導入することにより分
極率を高める分子設計が一般的であるが1），2），該高屈
折率化手段は吸収波長の長波化につながるため，透明材
料を設計する上では限界がある。また，「酸化による耐
熱着色性の悪化」，「吸水性上昇」など別の問題とも相関
するため注意が必要である。

樹脂単独での屈折率向上には限界があるため，別の手
段として屈折率の高い無機材料を樹脂に複合する手段も
検討されてきた3）～ 6）。Table 1に示すように有機材料
に比べて無機材料では広い範囲の屈折率に対応した材料
が知られており，ZrO2，TiO2のように可視域で透明か
つ非常に屈折率が高い材料も存在する。

Table 1   Refractive index at 589nm of typical optical materials.

代表的な光学樹脂 屈折率 透明無機材料 屈折率
非晶性フッ素樹脂 1.34 TiO2（ルチル） 2.72

PMMA 1.49 TiO2（アナタース） 2.52
COP 1.53 ダイヤモンド 2.42

ポリスチレン 1.59 ZrO2 2.10
光学用ポリカーボネート 1.59～1.63 Al2O3 1.62
フルオレン系ポリエステル 1.60～1.64 SiO2 1.45
ポリエーテルスルホン 1.64 MgF2 1.37

熱可塑性ナノコンポジット光学材料の開発

大林　達彦＊，鈴木　亮＊＊，望月　宏顕＊，相木　康弘＊

Development of Thermoplastic Nanocomposite Optical Materials

Tatsuhiko OBAYASHI*,  Ryo SUZUKI**,  Hiroaki MOCHIZUKI*,  and  Yasuhiro AIKI*

Abstract
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複合体の屈折率は添加する無機粒子の体積分率によっ
て制御できることは容易に予測できる。有機無機複合技
術はすでに反射防止膜などの薄膜では，汎用技術となっ
ている。

しかし，レンズのように厚みのある成形体への適用を
考えると樹脂と高屈折率無機粒子の大きな屈折率差に起
因する散乱の影響を無視することができず，高屈折率化
と高度な透明性の両立は困難な課題である。

またコストパフォーマンスのよい成形方法を適用する
には，無溶剤で樹脂を「溶かして，流して，固められる」
ことが必要になるが，粒子間相互作用による流動性の低下，
溶融過程での粒子の凝集などの問題があり容易ではない。
高屈折率化と高透明化を両立するためには，サイズの小さ
な粒子を高濃度で均一に分散することが必要であるが，こ
れは通常溶融成形適性が損なわれる方向である。熱可塑性
高屈折率ナノコンポジット材料に対するニーズは高いが，
きわめてむずかしい技術であり，われわれの知る限り実用
レベルでは実現していないのが現状である。

本報告では，有機無機複合による高屈折率化と溶融成
形適性の両立を目指して開発した熱可塑性ナノコンポ
ジット光学材料に関して報告する。

熱可塑性ナノコンポジット光学材料211

シミュレーション2111
樹脂（屈折率1.60）にZrO2微粒子（屈折率2.10）が

均一に分散すると仮定すると，微粒子の体積分率によっ
てコンポジットの屈折率はFig. 1のように変化すると予
測される。
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Fig. 1  Refractive index of the nanocomposite calculated according 
to the volume fraction of the nanoparticle.

屈折率1.70のナノコンポジットを得るには，21.2vol%
のZrO2微粒子の添加が必要という計算である。この際，
厚み１mmの成形体を想定して微粒子径と透明性の関係
をシミュレーションで予測した結果をFig. 2に示す。
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Fig. 2  Transparency of the nanocomposite calculated as a 
function of the particle diameter.

90%以上の高い内部光線透過率を実現するためには，
平均粒子径5nm以下の粒子を，凝集なく均一に分散す
ることが必要であり，粒子径の増加に伴い急激に透明性
が低下すると予想した。　

粒子径5nmの粒子を六方最密充填の頂点に配置し，樹
脂中に10vol%および20vol%均一分散したコンポジット
を想定して計算した粒子間距離はそれぞれ，4.7nmおよ
び2.7nmとなる（Fig. 3）。ナノ粒子は，バルク材料に対
して比表面積が著しく大きいため凝集が起こりやすく，
高濃度で均一分散を実現するのは非常に難度が高い課題
である。
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Fig. 3  Distance between particles expected in the nanocomposite : 
particle diameter, 5nm ; particle amount, 20vol% (left)/ 
10vol% (right).

われわれはまず，φ5nmのジルコニア微粒子を10-
20vol%の範囲で均一分散した熱可塑性ナノコンポジッ
ト材料の開発を目指し，微粒子分散樹脂の設計を行なっ
た。

微粒子分散樹脂の設計2121

熱可塑性樹脂への微粒子分散212111
最初に，簡便な手段としてZrO2微粒子の表面を分散

剤で修飾し，市販の熱可塑性樹脂（PMMA，PSなど）
中に分散する方法を検討した。しかし，この手法での均



50 熱可塑性ナノコンポジット光学材料の開発

一分散は困難であり，ナノ粒子の凝集による白濁を回避
することができなかった。

Fig. 4には，リン酸系表面修飾剤でナノジルコニア 
（φ5nm）の表面を修飾し，PMMA中に10vol%の添加
量で分散を試みた結果を示す。コンポジットは，白濁し
微粒子は数十μｍオーダーの凝集塊となっていることが
確認された。この手法では，樹脂と粒子の相互作用が乏
しく，粒子間の凝集および樹脂との相分離に伴う白濁が
生じたものと思われる（Fig. 5）。
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Fig. 4   TEM image (x300) of a cloudy nanocomposite section.
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Fig. 5   Cohesion of particles in a cloudy nanocomposite.

均一分散を達成するためにはマトリクスポリマーと粒
子間のより強い相互作用が必要と考えられる。しかし，
粒子と樹脂がランダムに多点で相互作用する場合には，
物理ゲルの形成により可塑性，流動性が損なわれること
が容易に予想される。

片末端吸着基導入樹脂212121
われわれの考えた理想的な系は，Fig. 6に示す片末端

吸着性樹脂による微粒子グラフト化である。ナノ粒子と
樹脂を「混ぜる」という概念ではなく，「樹脂と粒子が
一体になった高分子材料」のイメージである。この系が
実際に実現できれば，粒子は樹脂で被覆されているため
凝集や相分離は起き難く，また，吸着基が片末端のみに
存在するため，樹脂が複数の粒子を架橋することによる
ゲル化の懸念が少ないことが期待できる。 

 

Fig. 6    Ideal thermoplastic nanocomposite.

このコンセプトに従い，ポリスチレン（屈折率1.59）
を主骨格にした分散性樹脂を開発し，ナノジルコニア 

（φ～ 5nm）を用いたコンポジット化の検討を行なった。
吸着基として，金属酸化物との相互作用が強い，ホス

ホン酸基，カルボン酸基を選択し，リビングラジカル重
合法（ATRP法7），8））を利用して片末端に吸着基を集め
たブロック共重合体（A），ならびに片末端にのみ一つの
強力な吸着基を導入した樹脂（B）を合成した（Fig. 7）。
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Fig. 7   Polymer design suitable for particle dispersion.

ジルコニア微粒子（φ5nm）のジメチルアセトアミド
溶液に上記樹脂，補助分散剤，可塑剤を添加して均一に
混合した後，溶媒を留去して得られた白色のコンポジッ
ト粉体（ZrO2含率41.7wt%）を，180℃でプレスするこ
とにより厚み約1.5mmの透明な試験片を得た。得られ
た試験片における微粒子分散状態を透過型電子顕微鏡

（TEM）で観察したところいずれも良好な粒子分散状態
が観察された。Fig. 8にはポリマー Aを使用して得られ
た試験片の粒子分散状態を示す。
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Fig. 8  TEM image (x300) of a section of the transparent 
nanocomposite using Polymer A.

ランダム共重合体212121
上記リビング重合法で末端のみに吸着性基を導入する

ことで，ゲル化抑止とナノ粒子の均一分散を両立した熱
可塑性コンポジット材料が実現できることがわかった
が，安価なランダム共重合体で実現できることが実用上
はより好ましい。

次にわれわれはランダム共重合体において，吸着性基
の種類，導入量と多点吸着によるゲル化挙動，微粒子均
一分散性（透明性）の関係を詳細に調べた。その結果，
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ランダム共重合体であっても適切な分子設計によりゲル
化（不溶化，不融化）の回避と微粒子均一分散（透明化）
の両立が可能であることを確認した。

吸着性官能基の最適導入量は吸着力の強さで決まり，
導入量が不足すると微粒子の凝集が起こり，多すぎると
ゲル化が起こる。ポリマー 1本あたりへの最適導入個数
の範囲が広い吸着基が使いやすく好ましい。ZrO2粒子
への吸着力の序列は，リン酸（ホスホン酸）＞スルホン
酸＞カルボン酸の順であり，いずれの吸着基でも適量を
導入することにより，透明性の制御は可能であるが，吸
着力の強いものほど，少量の導入でゲル化が起こりやす
くなり制御がむずかしくなる。ゲル化回避と均一分散性
を両立できる導入量の範囲が最も広いのはカルボン酸で
あり，スチレン系ランダム共重合体でのZrO2ナノ粒子

（φ5nm）の分散においては，ポリマー 1本あたり10 ～
15個程度の範囲にカルボキシル基導入量を制御した場
合に最も良好な結果が得られた。

流動性212121
上記原理確認実験では，粉体を加熱プレス機でプレス

することにより試験片を作製したが，実用的な成形材料
とするにはさらに溶融流動性改良が必要であった。

われわれは，流動性と透明性の制御に対して種々検討
を行なった結果，主鎖と官能基を結ぶ側鎖連結鎖長およ
びポリマー 1本あたりの官能基量の制御がきわめて重要
であることを見出した（Fig. 9）。主鎖にカルボキシル基
が直接結合したアクリル酸構造を吸着部位として導入し
たポリマーではナノコンポジットの流動性が乏しいのに
対し，主鎖からの距離を伸ばすにつれて流動性が向上し，
より低圧力で溶融押し出しが可能になる。ただし，主鎖
からの距離を伸ばしすぎると粒子の分散安定性が悪くな
るため，最適値が存在する。

上記材料技術を最適化することにより，ZrO2微粒子
を樹脂中に12.5vol%均一分散した熱可塑性ナノコンポ
ジット材料を作製し，1.2mmの厚みでｄ線透過率92%の
凹凸レンズ形状の透明成形体を得ることに成功した

（Fig. 10）。

nd;1.65329（25 ）

（ベース ）

℃
νd;28.8

樹脂nd;1.59
νd;28.8

樹脂nd;1.59

Fig. 10   Appearance of molded nanocomposite lenses.
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光学樹脂において屈折率制御範囲の拡大は永遠の課題
といっても過言ではない。樹脂材料は，無機材料に比べ
て軽量で加工性がよい一方で，屈折率を制御できる範囲
が狭いという問題があり，有機無機複合技術が注目され
てきた。ただし，レンズのような厚みのある光学部品に
適用するのは透明性の点でむずかしいばかりでなく，量
産適性にも課題があった。われわれは，量産性を考慮し
て溶融成形可能な熱可塑性ナノコンポジット材料の開発
に取り組み，透明な成形体を得ることに成功した。実用
化に向けては，まだいくつかの課題が残されているが，
今後の展開を期待している。
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Fig. 9   Relation between the polymer design and melt-molding processability.


