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Abstract

The visualization method of observing coating film structure during freeze-drying by Cryo-SEM was
developed. The immersion method was investigated for rapidly freezing coating film and liquid ethane was
considered the most suitable cryogen for stabilizing coating film structure with organic solvent. The initial
rate of temperature change was enough for preventing samples from crystallizing by applying the calculated
results of the rate of temperature change during immersion. The observation results of frozen coating films
coated with some solvents revealed the sectional structure change as elapsed freeze-drying time. 

1. はじめに

これまで，塗膜内部の構造は乾燥後の乾膜の状態でし
か評価できず，構造の形成プロセスは良くわかっていな
いことが多かった。乾燥途中の構造を観察する方法とし
ては，塗膜を乾燥途中に凍結することで構造を固定し，
クライオSEMで観察する手法が提案されている1）, 2）。し
かし，これらの研究においては，主に，水を溶媒とした
高粘度の塗布液での観察しか成功していなかった。本研
究は，このクライオSEM法を低粘度の有機溶剤を用い
た塗膜に適用し，乾燥途中の構造を観察することを目的
として行なった。

2. 急速凍結技術の開発

乾燥途中の塗膜を観察するためには，塗膜中の構造を
破壊しないように試料を作製する必要がある。一般的に
は，化学的な結合で固定する方法が知られているが，固
定に時間がかかるため，内部構造を変化させてしまう。
また，反応時にも構造を変化させてしまう可能性がある
ため，内部に含まれている素材と反応せず，そのままの
状態で固定することが望まれる。そこで，塗膜の乾燥途
中のように非平衡な状態を固定する方法として急速凍結
法が知られている。本方法によると，水や有機溶剤を

含んだ試料を急速凍結することで，分子・イオンの動き
を物理的に止めることができ，今回の目的には最も適し
ている。このような液体試料の凍結を行なう際に，最も
気をつけなければならないことは結晶成長による構造変
形である。Fig. 1に，水が氷に相転移する際の核生成温
度と結晶サイズの関係を示す3）。核生成温度が下がるほ
ど，結晶サイズが小さくなっていることがわかる。つま
り，なるべく過冷却の状況を作り出し，試料全体を均一
に素早く凍結することが，変形のない試料を作製するた
めには重要である。

Fig. 1  The relationship between nucleation temperature and the
size of crystals.

2.1 凍結速度の推算

急速凍結試料を作製する際に，最も重要となるのが凍
結速度である。一般的に，1000～10000 K/s以上の速度
で凍結を行なうと結晶成長が起こりづらく4），電子顕微
鏡で観察可能な試料が作製できるとされている。この凍
結速度と試料の状態を定量的に評価するため，熱拡散方
程式を解いて凍結速度の推算を行なった。浸漬速度が
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0.1 m/s，10 m/sの時の凍結速度の計算結果をFig. 2に示
す。2本の青線は，それぞれの浸漬速度における凍結時
間である。浸漬速度を上げることで初期の速度を上げる
ことができ，必要とされている凍結速度が得られている
ことがわかった。

剤としてメチルエチルケトン（以下，MEK）のそれぞ
れで粘度を変化させて凍結実験を行なった。また，寒剤
としては，液体窒素，液体エタンを用いて比較を行なっ
た。それぞれの寒剤の特徴をTable 1に示す。寒剤自体
の熱移動速度は液体窒素の方が遅く，液体エタンの方が
速い。しかし，相転移に伴って蒸発潜熱を試料から奪う
ため，液体窒素では凍結速度が速くなる可能性もある。
よって，これらの影響を実際に試料を凍結することで確認
した。

Fig. 2  The effect of immersion rate on the rate of temperature
change.

2.2 凍結サンプル作製方法 5）

凍結サンプル作製の流れをFig. 3に示す。基板上に塗
布液を滴下して塗布した後，寒剤中に浸漬することで急
速凍結を行なった。凍結温度は約－170℃とした。凍結
を行なったサンプルは試料台に固定し，断面観察を行な
うために割断して割断面が試料台の上部になるように固
定した。固定したサンプルは，液体窒素中で大気に触れない
ようにSEMの試料室に輸送し，クライオSEM観察を行なった。

Fig. 3  Flow chart showing preparation of the frozen samples.

3. 急速凍結実験

塗膜を凍結するに当たり，使用する寒剤や塗布液の溶
媒や物性がどのように影響するかを調べた。粘度を変え
た各種溶媒を各種寒剤で凍結し，表面状態，形状の変化
を比較した。溶媒としては，水，および代表的な有機溶

Table 1 The Characteristics of Cryogen.

液体窒素により凍結した結果をFig. 4に，液体エタン
により凍結した結果をFig. 5に示す。寒剤の表面形状へ
の影響を調べるために，強制実験として塗布液を滴下し

Fig. 4  The effect of viscosity and solvent on the shape of droplet
frozen by liquid nitrogen.

Fig. 5  The effect of viscosity and solvent on the shape of droplet
frozen by liquid ethane.
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て凍結し，形状の変化と表面の状態を調べた。その結果，
寒剤として液体窒素を使用した場合，水系の粘度が高い
時には良好な凍結状態が得られているが，MEKを凍結
した時には表面が変形してしまっている。一方，液体エ
タンで凍結した場合には，ある程度粘度が高い時に比較
的良好な凍結状態が得られていた。また，液体窒素で凍
結した場合には，白く濁った凍結試料ができており，溶
剤が結晶化してしまっていると考えられる。溶剤が結晶
化すると，内部の構造が変形して壊れてしまうため，特
に，有機溶剤系の凍結には液体エタンが適していること
がわかった。

4. クライオSEM観察

Table 2に示す塗布液を用いて，それぞれ乾燥時間を
変更したサンプルを観察した。

の構造を示している。（a）では空隙が存在しているのに
対し，（b）では粒子がパッキングされ，密度が上がって
いることがわかる。このように，粒子の分散状態の経時
変化を撮影することができ，今回用いたラテックス粒子
が乾燥の進行とともに，表面，内部において規則的に配
列することがわかった。また，溶媒として有機溶剤であ
るMEKを用いた塗布液②の場合の構造をFig. 6 （c），（d）
に示す。（c）に塗布直後，（d）に1分間乾燥させた後の構
造を示すが，乾燥が進行するにつれて粒子密度が上がり，
一部で凝集し始めている様子が観察された。この観察結
果より，塗布液の状態では粒子は分散しているが，濃度
が上がるとともに凝集し始めることがわかる。最後に，
粒子を抜いて，ポリマー混合系である塗布液③を塗布し
て凍結した構造をFig. 6（e），（f）に示す。塗布してから1
分経過した（f）では，表面に皮膜が形成され始め，内部
の構造も大きく変化している様子が観察でき，構造が大
きく変化していくことがわかった。

5. まとめ

低粘度の溶剤系の塗膜に対し，浸漬による急速凍結を
行なうことで，内部構造の固定を行なうことができた。
また，実際に乾燥時間を変化させた塗膜の構造をクライ
オSEM法で観察し，乾燥中の膜内部の構造変化の様子
をとらえることができた。
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Table 2 The Solvent and Solute of Coating Liquid.

塗布液①を用いた場合のSEM観察写真をFig. 6（a），
（b）に示す。（a）は塗布直後，（b）は塗布してから10分後

Fig. 6  The change in structure with time observed by Cryo-SEM.


