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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材の表面にダイヤモンド様薄膜を形成するダイヤモンド様薄膜形成工程と、
　前記ダイヤモンド様薄膜の表面に重合開始点となる反応性の部位を生起させる活性化工
程と、
　前記重合開始点を用いてモノマーを重合させることにより、前記ダイヤモンド様薄膜の
表面に前記モノマーの重合体をグラフトする重合工程とを備えている基材の製造方法。
【請求項２】
　前記ダイヤモンド様薄膜形成工程よりも前に、前記基材と前記ダイヤモンド様薄膜との
密着性を向上させる中間層を前記基材の表面に形成する中間層形成工程をさらに備えてい
る請求項１に記載の基材の製造方法。
【請求項３】
　前記中間層形成工程において、前記中間層を珪素及び炭素を主成分とするアモルファス
膜により形成する請求項２に記載の基材の製造方法。
【請求項４】
　前記活性化工程は、前記重合開始点としてフリーラジカルを生起させる工程である請求
項１に記載の基材の製造方法。
【請求項５】
　前記活性化工程は、前記ダイヤモンド様薄膜の表面にプラズマを照射するプラズマ照射
工程である請求項１に記載の基材の製造方法。
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【請求項６】
　前記プラズマ照射工程は、前記プラズマにアルゴン、キセノン、ネオン、ヘリウム、ク
リプトン、窒素、酸素、アンモニア、水素又は水蒸気を用いる請求項５に記載の基材の製
造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ダイヤモンド様薄膜が形成された基材の表面処理方法及び表面処理された基
材、生体適合性に優れた医療用材料、医療用器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ダイヤモンド様薄膜（ＤＬＣ膜）は、硬く緻密で且つ不活性な表面を有しているため、
金属やセラミックス等の無機系材料及び樹脂等の有機系材料等からなる基材の表面に形成
することにより基材の表面に耐摩耗性、耐蝕性及び表面平滑性等の性質を付与することが
できる。
【０００３】
　例えば、金型や治工具の表面をＤＬＣ膜によりコーティングすることにより、耐久性を
向上させたり、離型性を向上させたりすることが知られている。また、非常に平滑で不活
性な表面であるため、生体物質との相互作用を嫌う医療用器具の基材を表面処理する方法
としても期待されている（例えば、特許文献１及び非特許文献１を参照）。
【０００４】
　一方、材料表面を様々な物質により修飾することにより、材料表面に高度な機能性を付
与することが研究されている。これにより、例えば、機能性の成分により修飾された半導
体表面において分子認識を行うナノデバイスの開発や、基材の表面が抗血栓性材料により
修飾された抗血栓性の医療用材料の開発等が期待されている。
【０００５】
　特に、医療用材料の表面に抗血栓性等の生体適合性を付与する方法については、様々な
研究がなされており、例えば、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン(ＭＰＣ)
又はｏ-メタクリロイル-L-セリン(ＳｅｒＭＡ)等の生体膜の構成成分に類似した化学構造
を持つ人工材料を一成分とする重合体を医療用材料の表面に修飾することにより、医療用
材料の表面に生体膜の表面と同様なヒドロゲル層を生成することができ、医療用材料の表
面に優れた生体適合性を付与できることが知られている。
【０００６】
　このような機能性の成分により修飾する基材の表面は、反応性がなく不活性な方が好ま
しい。基材表面の反応性が高い場合には、基材表面と修飾した機能性分子との相互作用に
より、修飾した機能性の成分が変性して失活してしまう恐れがある。また、使用環境によ
っては、基材自体の劣化が生じてしまう。従って、非常に平滑で不活性なＤＬＣ膜により
コーティングされた材料は、機能性の成分等により修飾する基材として優れた性能を発揮
することが期待される。
【特許文献１】特開平１０－２４８９２３号公報
【非特許文献１】伊藤晴夫ら、「生体材料」、１９８５年、第３巻、ｐ．４５－５３
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ＤＬＣ膜は平滑で不活性であるため、生体適合性材料等の機能性の成分
により修飾することが非常に困難であるという問題がある。非常に不活性な表面であるた
め機能性の成分と化学反応させて共有結合させることは、ほとんど不可能である。また、
非常に平滑な表面であり、物理的な吸着をさせることもほとんど不可能である。また、機
能性の成分を一時的に吸着させたとしても、すぐに脱離してしまう。
【０００８】
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　本発明は、上記の問題を解決し、基材の表面にコーティングされたＤＬＣ膜を生体適合
性材料をはじめとする機能性の成分により長期にわたり安定に修飾し、修飾されたＤＬＣ
膜がコーティングされた基材及び優れた生体適合性を持続する医療用材料を実現できるよ
うにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　前記の目的を達成するため、本発明は基材を、生体適合性材料をはじめとする機能性の
成分が表面にグラフトされたダイヤモンド様薄膜（ＤＬＣ膜）によりコーティングされた
構成とする。
【００１０】
　具体的に、本発明に係る基材は、表面に形成されたダイヤモンド様薄膜と、ダイヤモン
ド様薄膜の表面にグラフトされた重合体とを備えていることを特徴とする。本発明の基材
によれば、ＤＬＣ膜の表面にグラフトされた重合体を備えているため、重合体がＤＬＣ膜
から脱離しないので、基材の表面を重合体により長期にわたり安定的に修飾することが可
能となる。
【００１１】
　本発明に係る第１の医療用材料は、基材の表面に形成されたダイヤモンド様薄膜の表面
に生体適合性を有する成分が化学的に結合されていることを特徴とする。
【００１２】
　第１の医療用材料によれば、基材の表面に形成されたＤＬＣ膜の表面に生体適合性を有
する成分が結合されているため、ＤＬＣ膜の表面に優れた生体適合性を付与することがで
きる。また、生体適合性を有する成分はＤＬＣ膜の表面に化学的に結合されているため、
ＤＬＣ膜の表面から容易に脱離することはない。さらに、ＤＬＣ膜は、種々の基材の表面
に強固で緻密なコーティングを行うことができることから、ＤＬＣ膜自体の脱離は生じず
、基材自体の劣化を抑えることが可能となる。その結果、生体適合性を有する成分の脱離
が生じない、長期にわたり安定な生体適合性を示す医療用材料が実現できる。
【００１３】
　第１の医療用材料において、生体適合性を有する成分は、ダイヤモンド様薄膜の表面に
グラフト重合により導入された重合体であることが好ましい。
【００１４】
　このような構成であれば、様々な分子を自由に設計してＤＬＣ膜の表面に導入すること
が可能となる。
【００１５】
　さらに、第１の医療用材料において、生体適合性を有する成分は、ダイヤモンド様薄膜
の表面にグラフトされたフッ素を含有するビニルモノマーの重合体であっても、シリコン
を含有する分子であってもよい。また、ダイヤモンド様薄膜の表面に共有結合により結合
されていてもよく、イオン結合により結合されていてもよい。このような構成とすること
により、ＤＬＣ膜からの生体適合性を有する成分の脱離が生じない医療用材料を確実に得
ることができる。
【００１６】
　第１の医療用材料において、生体適合性を有する成分は、エチレンオキシド基、水酸基
、リン酸基、アミノ基、アミド基、ホスホリルコリン基、スルホン基又はカルボキシル基
からなる群から選択された少なくとも１つの官能基を有していることが好ましい。このよ
うな官能基を有していることにより、医療用材料表面に生体適合性を確実に付与できる。
【００１７】
　第１の医療用材料において基材とダイヤモンド様薄膜との間には、基材とダイヤモンド
様薄膜との密着性を向上させる中間層が設けられていてもよい。このような構成とするこ
とにより、基材の表面により強固にＤＬＣ膜をコーティングすることができる。また、間
層は、珪素及び炭素を主成分とするアモルファス膜であることが好ましい。
【００１８】
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　本発明に係る第２の医療用材料は、基材の表面に形成されたダイヤモンド様薄膜の表面
に親水性の官能基が導入されていることを特徴とする。第２の医療用材料によれば、ＤＬ
Ｃ膜の表面に親水性の官能基が導入されているため、ＤＬＣ膜自体が親水性を示すので、
長期にわたり安定な生体適合性を示す医療用材料が得られる。
【００１９】
　本発明の医療用材料において基材は、金属材料、セラミックス材料若しくは高分子材料
又はこれらの複合体であることが好ましい。
【００２０】
　本発明に係る医療用器具は、本発明の医療用材料を用いる。このような構成とすること
により、優れた生体適合性を有する医療用器具を得ることができる。
【００２１】
　本発明の医療用器具は、生体埋め込み用の医療用器具であることが好ましく、カテーテ
ル、ガイドワイヤ、ステント、人工心臓弁膜又は人工関節であってもよい。
【００２２】
　本発明に係る第１の基材の表面処理方法は、基材の表面にダイヤモンド様薄膜を形成す
るダイヤモンド様薄膜形成工程と、ダイヤモンド様薄膜の表面に重合開始点となる反応性
の部位を生起させる活性化工程と、重合開始点を用いてモノマーを重合させることにより
、ダイヤモンド様薄膜の表面にモノマーの重合体をグラフトする重合工程とを備えている
ことを特徴とする。
【００２３】
　第１の基材の表面処理方法によれば、ダイヤモンド様薄膜の表面に重合開始点となる反
応性の部位を生起させる活性化工程と、重合開始点を用いてモノマーを重合させる工程を
備えているため、不活性なＤＬＣ膜の表面に重合体をグラフトすることが可能であり、Ｄ
ＬＣ膜の表面を重合体により長期にわたり安定して修飾することが可能となり、耐久性等
のＤＬＣ膜が持つ特性と重合体が持つ特性との両方を付与することが可能となる。
【００２４】
　第１の基材の表面処理方法は、ダイヤモンド様薄膜形成工程よりも前に、基材とダイヤ
モンド様薄膜との密着性を向上させる中間層を基材の表面に形成する中間層形成工程をさ
らに備えていることが好ましい。これにより、ＤＬＣ膜を基材の表面に確実にコーティン
グすることができる。また、中間層形成工程において、中間層を珪素及び炭素を主成分と
するアモルファス膜により形成することが好ましい。
【００２５】
　第１の基材の表面処理方法において、活性化工程は重合開始点としてフリーラジカルを
生起させる工程であることが好ましく、活性化工程は、ダイヤモンド様薄膜の表面にプラ
ズマを照射するプラズマ照射工程であることが好ましい。これにより、ＤＬＣ膜の表面に
重合開始点を確実に生起させることができる。また、プラズマ照射工程は、プラズマにア
ルゴン、キセノン、ネオン、ヘリウム、クリプトン、窒素、酸素、アンモニア、水素又は
水蒸気を用いることが好ましい。
【００２６】
　第１の基材の表面処理方法において、基材は医療用材料の基材であり、重合体は生体適
合性を有する成分であることが好ましい。このような構成とすることにより、長期にわた
り安定な生体適合性を示す基材が得られ、生体適合性に優れた医療用材料を実現できる。
【００２７】
　本発明に係る第２の基材の表面処理方法は、基材の表面にダイヤモンド様薄膜を形成す
るダイヤモンド様薄膜形成工程と、ダイヤモンド様薄膜の表面にプラズマを照射すること
により反応性の部位をダイヤモンド様薄膜の表面に生起させるプラズマ照射工程と、反応
性の部位と酸素を含む分子とを反応させることにより、ダイヤモンド様薄膜の表面に水酸
基を導入する表面修飾工程とを備えていることを特徴とする。
【００２８】
　第２の基材の表面処理方法によれば、ダイヤモンド様薄膜の表面にプラズマを照射する
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ことにより反応性の部位をダイヤモンド様薄膜の表面に生起させるプラズマ照射工程と、
反応性の部位と酸素を含む分子とを反応させることにより、ダイヤモンド様薄膜の表面に
水酸基を導入する表面修飾工程とを備えているため、ＤＬＣ膜の表面を親水化することが
可能であり、生体適合性に優れた基材を実現することができる。また、水酸基をさらに置
換することが可能となるため、ＤＬＣ膜の表面に自由に官能基を導入し、種々の化合物に
より修飾することが可能となる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、基材の表面にコーティングされたＤＬＣ膜を生体適合性材料をはじめ
とする機能性の成分により長期にわたり安定に修飾し、修飾されたＤＬＣ膜がコーティン
グされた基材及び優れた生体適合性を持続する医療用材料、医療用器具を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、本発明の一実施例に係る医療用材料の製造方法に用いるイオン化蒸着装
置の模式図である。
【図２】図２は、本発明の一実施例に係る医療用材料の製造方法に用いるプラズマ照射装
置の模式図である。
【図３】図３（ａ）及び（ｂ）は、本発明の一実施例に係る医療用材料の製造方法により
製造した、アルミニウムを基材としたＤＬＣ膜の表面をＸＰＳにより測定した結果を示し
、（ａ）はＨＭＰＡグラフト前の測定結果であり、（ｂ）はＨＭＰＡグラフト後の測定結
果である。
【符号の説明】
【００３１】
１　基板
２　アーク放電プラズマ発生器
１１　基材
２１　チャンバー
２２　真空ポンプ
２３　電極
２４　電極
２５　高周波電源
２６　マッチングネットワーク
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　本願発明者らは、本来反応性がない不活性なＤＬＣ膜にプラズマ等を照射することによ
りＤＬＣ膜を活性化することができ、ＤＬＣ膜の表面にモノマーをグラフト重合によりグ
ラフトしたり、種々の官能基を導入したりすることが可能であることを見出した。
【００３３】
　これにより、例えば金属、セラミックス、樹脂又はゴム等からなる基材の表面にＤＬＣ
膜を形成し、形成したＤＬＣ膜の表面を活性化した後、種々の機能性の成分をグラフト重
合又は共有結合若しくはイオン結合等の手法によりＤＬＣ膜の表面に化学的に結合させる
ことにより、基材の表面を保護すると共に、種々の特性を基材に長期にわたり安定に付与
することが可能となる。
【００３４】
　さらに、ＤＬＣ膜の表面に化学的に結合させる成分を生体適合性を有する成分とするこ
とにより、生体適合性を有する成分の基材表面からの脱離及び基材の劣化が生じない、長
期にわたり優れた生体適合性を示す医療用材料が実現できることを見出し、本発明を完成
した。以下に本発明の構成について説明する。
【００３５】
　本発明に用いられる基材とは、金属材料、シリコン等の半導体材料、セラミックス材料
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、ゴム若しくは樹脂等の高分子材料又はこれらの複合体等であり、種々の加工を受けて医
療用途、半導体用途又はその他の用途に用いられるものである。例えば、医療用途におい
ては、カテーテル、ガイドワイヤ、ステント、人工心臓弁膜又は人工関節等に代表される
生体若しくは生体成分と接触する医療用器具を形成する医療用材料の母材となる。医療用
材料とは、医療用器具に用いるワイヤ、チューブ及び平板等の素材並びにこれらの素材を
医療用器具の形状に形成したもの及び形成途中のものである。また、半導体用途において
は、半導体素子の材料となる半導体基板等があげられる。
【００３６】
　基材の材質としては特に限定されるものではないが例えば、鉄、ニッケル、クロム、銅
、チタン、白金、タングステン又はタンタル等の金属を用いることができる。また、これ
らの合金である、ＳＵＳ３１６Ｌ等のステンレス鋼、Ｔｉ－Ｎｉ合金若しくはＣｕ－Ａｌ
－Ｍｎ合金等の形状記憶合金、Ｃｕ－Ｚｎ合金、Ｎｉ－Ａｌ合金、チタン合金、タンタル
合金、プラチナ合金又はタングステン合金等の合金を用いることもできる。
【００３７】
　また、シリコン又はガリウム系の半導体材料、アルミニウム、シリコン若しくはジルコ
ン等の酸化物、窒化物若しくは炭化物等のセラミックス又はアパタイト若しくは生体ガラ
ス等の生体活性を有するセラミックスでもよい。さらに、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭ
ＭＡ）、高密度ポリエチレン若しくはポリアセタール等の高分子樹脂又はポリジメチルシ
ロキサン等のシリコンポリマー若しくはポリテトラフルオロエチレン等のフッ素系ポリマ
ー等であってもよい。
【００３８】
　本発明において基材の表面に形成するＤＬＣ膜は、ダイヤモンドに類似したカーボン（
他の成分が不純物として微量含まれていてもよい）からなる薄膜であり、本来非常に平滑
で不活性な膜である。しかし、ＤＬＣ膜の表面にプラズマ等を照射して、表面のダイヤモ
ンド（炭素－炭素）結合の一部を開裂させることによりフリーラジカル又はイオン種を生
起させることができるため、ＤＬＣ膜の表面に機能性の成分をグラフト重合によりグラフ
トしたり、活性化後に各種物質との反応させることにより種々の官能基を導入したりする
ことが可能となる。
【００３９】
　また、基材の表面にはミクロスケール又はナノスケールの凹凸が存在しているが、ＤＬ
Ｃ膜を表面に形成することによりこれらを平滑化することができる。これにより、基材の
表面に均一にプラズマを照射することが可能となり、基材の表面において均一なグラフト
重合を行うことができる。さらに、ＤＬＣ膜は非常に緻密で且つ強固な膜であるため、外
部の成分がＤＬＣ膜を浸透し、基材を劣化させること防止できる。従って、耐酸性や耐ア
ルカリ性が要求されるような環境において用いる製品や、生体内で用いる製品の基材に用
いることが可能である。
【００４０】
　本発明においてＤＬＣ膜は、スパッタ法、ＤＣマグネトロンスパッタ法、ＲＦマグネト
ロンスパッタ法、化学気相堆積法（ＣＶＤ法）、プラズマＣＶＤ法、プラズマイオン注入
法、重畳型ＲＦプラズマイオン注入法、イオンプレーティング法、アークイオンプレーテ
ィング法、イオンビーム蒸着法又はレーザーアブレーション法等の公知の方法により基材
の表面に形成することができる。また、その厚さは特に限定されるものではないが、０．
０１～３μｍの範囲が好ましく、より好ましくは０．０２～１μｍの範囲である。
【００４１】
　また、ＤＬＣ膜は基材の表面に直接形成することができるが、基材とＤＬＣ膜とをより
強固に密着させるために、基材とＤＬＣ膜との間に中間層を設けてもよい。中間層の材質
としては、基材の種類に応じて種々のものを用いることができるが、珪素（Ｓｉ）と炭素
（Ｃ）、チタン（Ｔｉ）と炭素（Ｃ）又はクロム（Ｃｒ）と炭素（Ｃ）からなるアモルフ
ァス膜等の公知のものを用いることができる。その厚みは特に限定されるものではないが
、０．００５～０．３μｍの範囲が好ましく、より好ましくは０．０１～０．１μｍの範
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【００４２】
　中間層は、公知の方法を用いて形成することができ、例えば、スパッタ法、ＣＶＤ法、
プラズマＣＶＤ法、溶射法、イオンプレーティング法又はアークイオンプレーティング法
等を用いればよい。
【００４３】
　本発明において、ＤＬＣ膜にプラズマ又は光等のエネルギー照射を行うことによってＤ
ＬＣ膜の表面を活性化し、ＤＬＣ膜の表面に重合開始点となるラジカル、イオン等を生成
させることができる。プラズマ照射を行う場合には、例えばアルゴン（Ａｒ）、ネオン（
Ｎｅ）、ヘリウム（Ｈｅ）、クリプトン（Ｃｒ）、キセノン（Ｘｅ）、窒素ガス（Ｎ2）
、酸素ガス（Ｏ2）、アンモニアガス（ＮＨ4）、水素ガス（Ｈ2）若しくは水蒸気（Ｈ2Ｏ
）等のＤＬＣ膜の表面に存在する炭素－炭素結合を切断して重合開始点を生起させること
が可能なガス又はこれらの混合ガス等をプラズマガス種として用いることができる。また
、紫外光又は紫外オゾン照射等によってもＤＬＣ膜の表面を活性化できる。
【００４４】
　活性化したＤＬＣ膜の表面には、重合開始点であるラジカル等が存在している。従って
、種々のラジカル重合が可能なモノマーを活性化したＤＬＣ膜の表面にグラフト重合させ
ることにより種々の有機成分をグラフトすることが可能である。例えば、［化１］に示す
ような一般式を持つビニルモノマー、［化２］に示すような一般式を持つビニリデンモノ
マー、［化３］に示すような一般式を持つビニレンモノマー又は［化４］に示すような一
般式を持つ環状ビニレンモノマー等の付加重合が可能なモノマーをＤＬＣ膜の表面に生起
させた重合開始点からグラフト重合させることができる。
【００４５】
　また、ＤＬＣ膜表面のエネルギー照射を受けた部分にのみ重合開始点を発生させること
ができるため、適当なマスクを用いることにより基材表面の所望の位置にのみ重合体をグ
ラフト重合により導入することが可能となる。さらに、基材の表面における重合体の密度
を自由に調整することも可能である。例えば、抗血栓性を基材に付与する際には、ＤＬＣ
膜の表面にグラフトする抗血栓性の高分子材料の表面密度を調整することが重要となるが
、本発明においては容易に表面密度を調整することができる。
【００４６】
【化１】

【００４７】
【化２】

【００４８】
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【化３】

【００４９】
【化４】

【００５０】
　［化１］から［化３］に示すモノマー構造中の置換基Ｘ及びＹは、エステル又はアミド
であり、－ＣＯＯＲ1又は－ＣＯＮＲ2等に代表される構造であり、同一分子中のＸ及びＹ
は同一であっても異なっていてもよい。［化４］に示すモノマー構造中の置換基Ｚは、環
状構造を形成するエステル又はアミドであり、－ＣＯ－Ｏ－ＣＯ－又は－ＣＯ－ＮＲ3－
ＣＯ－等に代表される構造である。
【００５１】
　特に、基材を医療用途に用いる場合には、Ｒ1からＲ3が高い生体適合性を示すエチレン
オキシド基、水酸基、アミノ基、ホスホリルコリン基、リン酸基、スルホン酸基若しくは
核酸塩基等の官能基又は単糖若しくは多糖を含む構造であって、グラフト重合させた場合
に水との界面にハイドロゲル層を形成する分子であることが好ましい。
【００５２】
　また、親水性のモノマー以外に、グラフト重合させた場合にタンパク質を吸着しにくく
、高い疎水性及び生体適合性を示すジメチルシロキサン又はフッ素等を含有するモノマー
であってもよい。
【００５３】
　具体的には、2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン（ＭＰＣ）、2-アクリロ
イルオキシエチルホスホリルコリン、1-メチル-2-メタクリロイルアミドエチルホスホリ
ルコリン、メタクリル酸2-グルコキシルオキシエチル、硫酸化メタクリル酸2-グルコシル
オキシエチル、p-N-ビニルベンジル-D-ラクトトンアミド、p-N-ビニルベンジル-D-プロピ
オンアミド、p-N-ビニルベンジル-D-マルトトリオンアミド、o-メタクリロイル-L-セリン
、o-メタクリロイル-L-トレオニン、o-メタクリロイル-L-チロシン、o-メタクリロイル-L
-ヒドロキシプロリン、2-メトキシエチルメタクリルアミド、2-メトキシエチルアクリル
アミド、アクリル酸2-ヒドロキシエチル、メタクリル酸2-ヒドロキシエチル、N-2-ヒドロ
キシプロピルメタクリルアミド、N-イソプロピルアクリルアミド、N-ビニルピロリドン、
ビニルフェノール、N-2-ヒドロキシアクリルアミド、アクリルアミド誘導体モノマー、メ
タクリルアミド誘導体モノマー、リン脂質類似ビニルモノマー又はポリエチレンオキシド
のマクロモノマー等のグラフト重合をさせた場合に生体適合性を有する重合体が得られる
既知の重合可能なモノマーを用いることができる。
【００５４】
　例えば、ＭＰＣをＤＬＣ膜の表面にグラフト重合により導入することにより、ＤＬＣ膜
の表面に生体膜の表面と同様な生体からの異物認識を阻害するハイドロゲル層を形成する
ことができる。また、血液中に存在するリン脂質がＤＬＣ膜の表面にグラフトされたＭＰ
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Ｃを核として配向・配列するため、ＤＬＣ膜の表面に生体膜と類似した機能を付与するこ
とができる。
【００５５】
　これらのモノマーは、単独でグラフト重合させても、多元の共重合体としてグラフト重
合させてもよい。また、１段階のグラフト重合を行っても、多段階に繰り返してグラフト
重合を行ってもよい。
【００５６】
　グラフト重合により得られる重合体の最適な分子量は基材の用途及びグラフトするモノ
マー等によって異なるが、高分子だけでなく重合体の分子量が１０００以下のオリゴマー
であってもよく、特に基材を医療用途に用いる場合には、基材の表面ぬれ性等の性状が変
化するものであればよい。
【００５７】
　なお、以上においてはラジカル重合を用いる例を示したが、ＤＬＣ膜の表面に、重合開
始点としてカチオン種又はアニオン種を発生させれば、ラジカル重合に代えてアニオン重
合又はカチオン重合によってグラフトすることもできる。これらの重合開始点も、低温プ
ラズマ照射、紫外線照射又は紫外オゾン照射、γ線等によって生起させることができる。
【００５８】
　基材の表面にコーティングされたＤＬＣ膜の表面を機能性の成分により修飾する方法と
して、モノマーをグラフト重合させる手法以外に、例えばアミノ基又はカルボキシル基等
の官能基をＤＬＣ膜の表面に導入し、ＤＬＣ膜の表面に導入した官能基と分子鎖が有する
官能基とを反応させることにより分子鎖をグラフトする手法を用いることもできる。
【００５９】
　ＤＬＣ膜の表面を例えばプラズマ処理により活性化し、ラジカル等の活性点を生起させ
た後、活性点を水や酸素と反応させることにより、ＤＬＣ膜の表面に水酸基を導入するこ
とが容易にできる。
【００６０】
　ＤＬＣ膜の表面に導入された水酸基は、3-アミノプロピルトリメトキシシラン等の官能
性アルコキシシラン誘導体、2-メルカプト酢酸等の官能性カルボン酸誘導体、ジイソシア
ネート誘導体、2-メタクリロイルオキシエチルイソシアネート、2-アクリロイルオキシエ
チルイソシアネート、N-メタクリロイルスクシンイミド、又はN-アクリロイルスクシンイ
ミド等と反応させることにより、アミノ基、カルボキシル基、イソシアネート基又はビニ
ル基に容易に変換することができる。このＤＬＣ膜の表面に導入された官能基と反応する
、例えばアミノ基、カルボキシル基、イソシアネート基又はトリメトキシシラン若しくは
トリエトキシシラン等のトリアルキルオキシシラン基等の官能基を分子中に含む機能性の
成分は、ＤＬＣ膜の表面に共有結合させることが容易である。また、２官能性試薬を用い
ることにより、機能性の成分がＤＬＣ膜の表面の官能基と直接反応する官能基を有してい
ない場合にもＤＬＣ膜の表面に共有結合させることが可能である。
【００６１】
　特に、基材を医療用途に用いる場合には、ペプチド、タンパク質、核酸塩基、糖鎖、キ
チン若しくはキトサン等の官能基を有する生体由来の成分又は高分子鎖の末端に水酸基、
カルボキシル基若しくはアミノ基等を連鎖移動反応によって導入した生体適合性を有する
高分子鎖を、ＤＬＣ膜の表面に予め導入しておいた官能基とカップリング反応させて共有
結合により固定化すればよい。また、高分子鎖だけでなくアミノ酸若しくは単糖又はこれ
らのオリゴマー等の低分子の成分であってもよい。さらに、官能基を変換する反応は１段
階に限定するものではなく、多段階に反応するものでもよく、水酸基からアミノ基を経て
ビニル基を得るような多段階に官能基を変換するものであってもよい。
【００６２】
　さらに、ＤＬＣ膜の表面及び生体適合性の成分に存在するカルボキシル基、アミノ基又
はリン酸基等のイオン性の官能基を用いてＤＬＣ膜の表面と生体適合性の成分との間にイ
オン結合を形成させて生体適合性を有する成分をＤＬＣ膜の表面に導入してもよい。この
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場合生体適合性を有する成分がヒドロキシアパタイト等の無機物であっても容易にＤＬＣ
膜の表面に導入できる。
【００６３】
　また、ＤＬＣ膜の表面に別の生体適合性を有する成分を導入する代わりに、ＤＬＣ膜の
表面に官能基を導入することによりＤＬＣ膜の表面自体を親水性に変え、ＤＬＣ膜自体に
生体適合性を付与してもよい。
【００６４】
　（一実施例）
　以下に、一実施例に沿って本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらによりな
んら制約されるものではない。
【００６５】
　　－ＤＬＣ膜のコーティング－
　まず、基材へのＤＬＣ膜のコーティングについて説明する。本実施例において基材には
、長さ５０ｍｍ、幅５ｍｍ、厚さ５５μｍのアルミニウム合金（ＪＩＳ－８０２１材合金
相当）及びポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を用いた。
【００６６】
　図１は、本実施例において用いたイオン化蒸着装置を模式的に示したものであり、真空
チャンバーの内部に設けられた直流アーク放電プラズマ発生器２に、炭素源であるベンゼ
ン（Ｃ6Ｈ6）ガスを導入することにより発生させたプラズマを、負電圧にバイアスしたコ
ーティング対象である基板１に衝突させることにより基板１の上に固体化し成膜する、通
常のイオン化蒸着装置である。
【００６７】
　基材を図１に示すイオン化蒸着装置のチャンバー内にセットし、チャンバーにアルゴン
ガス（Ａｒ）を圧力が１０-3～１０-5Ｔｏｒｒとなるように導入した後、放電を行うこと
によりＡｒイオン発生させ、発生したＡｒイオンを基材の表面に衝突させるボンバードク
リーニングを約３０分間行う。
【００６８】
　続いて、チャンバーにテトラメチルシラン（Ｓｉ（ＣＨ3）4）を導入し、珪素（Ｓｉ）
及び炭素（Ｃ）を主成分とするアモルファス状で膜厚が０．０２μｍ～０．０５μｍの中
間層を形成する。
【００６９】
　中間層を形成した後、Ｃ6Ｈ6ガスをチャンバーに導入し、ガス圧を１０-3Ｔｏｒｒとす
る。Ｃ6Ｈ6を３０ｍｌ／ｍｉｎの速度で連続的に導入しながら放電を行うことによりＣ6

Ｈ6をイオン化し、イオン化蒸着を約１０分間行い、厚さ０．１μｍのＤＬＣ膜を基材の
表面に形成する。
【００７０】
　ＤＬＣ膜を形成する際の基板電圧は１．５ｋＶ、基板電流は５０ｍＡ、フィラメント電
圧は１４Ｖ、フィラメント電流は３０Ａ、アノード電圧は５０Ｖ、アノード電流は０．６
Ａ、リフレクタ電圧は５０Ｖ、リフレクタ電流は６ｍＡとした。また、基板の温度は約１
６０℃であった。
【００７１】
　なお、中間層は基材とＤＬＣ膜との密着性を向上させるために設けており、基材とＤＬ
Ｃ膜との十分な密着性を確保できる場合には省略してもよい。
【００７２】
　また、本実施例においては炭素源としてＣ6Ｈ6の単独ガスを用いたが、Ｃ6Ｈ6とＣＦ4

等のフロンガスとの混合ガスを用いて、フッ素を含むＤＬＣ膜を基材表面に形成してもよ
い。
【００７３】
　　－ＤＬＣ膜の活性化－
　基材の表面に形成したＤＬＣ膜にプラズマを照射することによりその表面を活性化した
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後、機能性の成分をＤＬＣ膜の表面にグラフトする。図２には、本実施例において使用し
たプラズマ照射装置を模式的に示している。
【００７４】
　図２に示すように、プラズマ照射装置は、真空ポンプ２２が接続されガス置換が可能な
セパラブルフラスコからなるチャンバー２１の底面及び胴部に電極２３及び２４を設け、
その電極にマッチングネットワーク２５を通して高周波電源２６から高周波を印加するこ
とによりチャンバー２１の内部にプラズマを発生させる一般的なプラズマ照射装置である
。
【００７５】
　まず、ＤＬＣ膜を形成した基材１１をプラズマ照射装置のチャンバー２１の内部にセッ
トし、Ａｒガスを流してチャンバー２１の内圧を１．３Ｐａとする。続いて、高周波電源
２６（日本電子製、ＪＲＦ－３００型；周波数１３．５６ＭＨｚ）を用いて２０Ｗの高周
波を電極２３及び２４に印加して、チャンバー２１の内部にプラズマを発生させる。ＤＬ
Ｃ膜を形成した基材１１にプラズマを約２分間照射することによりＤＬＣ膜の表面にラジ
カルを発生させる。
【００７６】
　　－ＤＬＣ膜へのグラフト－
　本実施例においては、活性化したＤＬＣ膜に、親水性の2-ヒドロキシプロピルメタクリ
ルアミド（ＨＰＭＡ）をグラフトする例について説明する。
【００７７】
　プラズマを照射した後、基材を空気中に約１分間暴露し、続いてＨＰＭＡのエタノール
溶液（濃度＝０．１７ｇ／ｍｌ）１０ｍｌと共にガラス製重合管に入れる。液体窒素中に
よる凍結－脱気－窒素置換を数回繰り返し行うことにより重合管内の溶存酸素を除去し、
その後、減圧下において重合管を密封し８０℃にて２４時間重合を行い、ＤＬＣ膜の表面
にＨＰＭＡをグラフト重合させてＨＰＭＡの重合体をグラフトする。
【００７８】
　次に、重合後の基材を多量のエタノール中に浸漬し、さらに多量のリン酸緩衝液（ｐＨ
＝７．４）により洗浄した後、凍結乾燥を行ってＨＰＭＡの重合体がグラフトされたグラ
フト基材を得る。なお、プラズマを照射した後の基材は、必ずしも空気中に暴露する必要
はない。
【００７９】
　得られたグラフト基材は、Ｘ線光電子分光法（ＸＰＳ）を用いてその表面に存在する元
素の組成を測定することによりＨＰＭＡの導入を確認した。ＸＰＳ測定には、パーキンエ
ルマー社製ＸＰＳ／ＥＳＣＡ装置Model5600CiMCを用い、Ｘ線源には、monochromatized 
Ａｌｋα（１４８６．５ｅＶ）を出力１００ｗ（１４ｋＶ、７ｍＡ）で用いた。また、測
定の際には中和電子銃としてニュートラライザーを使用し、測定深度は４ｎｍである。
【００８０】
　図３は、アルミニウムを基材としたＤＬＣ膜の表面に存在する元素の分布をＸＰＳによ
り測定した結果であって、図３（ａ）はＨＰＭＡの重合体をグラフトする前の基材の表面
を測定した結果を示し、図３（ｂ）はＨＰＭＡの重合体をグラフトした後の測定結果を示
している。
【００８１】
　図３（ｂ）に示すように、ＨＰＭＡの重合体をグラフトした後のＤＬＣ膜の表面には、
グラフト前（図３（ａ））には認められなかった窒素（Ｎ）の１ｓピークが認められる。
また、ピーク面積から求めた炭素（Ｃ）、酸素（Ｏ）、窒素（Ｎ）の構成比率は、グラフ
ト前にはＣ：８５．１％、Ｏ：１３．９３％、Ｎ：０．８９％であったが、グラフト後に
はＣ：６７．１４％、Ｏ：２２．２２％、Ｎ：１０．６３％となり、Ｃに対しＮ及びＯが
大きく増加した。これはＤＬＣ膜の表面にＨＰＭＡの重合体がグラフトされたことにより
ＤＬＣ膜の表面にアミド基が導入されたことを示している。
【００８２】
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　また、ＰＥＴを基材としたＤＬＣ膜の表面にＨＰＭＡの重合体をグラフトした場合にも
同様の測定を行ったが、アルミニウムを基材とした場合と同様に、ＨＰＭＡの重合体グラ
フト後にはグラフト前には認められなかった窒素の１ｓピークが認められ、ＨＰＭＡの重
合体が導入されていることが確認された。
【００８３】
　次に、得られたグラフト基材の表面のぬれ性を接触角測定機を用いて測定した。接触角
の測定には、Ｅｒｍａ社製ゴニオメーター式接触角測定機Ｇ－Ｉ型を用い、医療用材料の
表面上に１５μｌの水滴を置き、５０秒後に左の接触角、７０秒後に右の接触角を測定し
た。なお、測定値は１０点の平均値である。
【００８４】
　アルミニウムを基材としたＤＬＣ膜の表面にＨＰＭＡの重合体をグラフトした場合には
、ＨＰＭＡの重合体をグラフトする前に６７．８±３．５°であった接触角が、５１．８
±３．０°にまで低下した。これはＤＬＣ膜の表面にＨＰＭＡの重合体がグラフトされた
ことにより表面が親水化され、グラフト基材の生体適合性が向上したことを示している。
【００８５】
　また、ＰＥＴを基材とした場合には、ＨＰＭＡの重合体をグラフトする前に８０．２±
２．２°であった接触角が、５２．１±２．５°にまで低下し、アルミニウムを基材とし
た場合と同様に表面が親水化されている。
【００８６】
　以上説明したように、医療用材料に形成されたＤＬＣ膜の表面にＨＰＭＡの重合体をグ
ラフトすることにより、ＤＬＣ膜の表面が親水化され、ＤＬＣ膜の表面に生体による異物
認識を阻害するハイドロゲル層が形成されるため、医療用材料の生体適合性が向上する。
また、ＨＰＭＡの重合体はＤＬＣ膜の表面にグラフト重合により導入されており、容易に
脱離しないため、長期にわたり安定な生体適合性を維持できる。
【００８７】
　さらに、本実施例の手法を用いることによりＤＬＣ膜の表面に親水性の水酸基を導入す
ることができる。ＤＬＣ膜を本実施例の手法に従いプラズマ処理し、さらに２分間空気中
で暴露処理を行った後、ＸＰＳ測定及び接触角の測定を行った。ＸＰＳ測定において、２
８７ｅＶ付近に未処理のＤＬＣ膜の表面には認められないＣ１ｓのＣ－Ｏ結合に基づくピ
ークが認められ、水酸基が導入されていることが確認された。また、プラズマ処理前に７
９．２±３．０°であった接触角が６９．８±３．２°に低下し、ＤＬＣ膜の表面のぬれ
性が増した。これは、ＤＬＣ膜をプラズマ処理した後、空気中に暴露することによって、
ＤＬＣ膜の表面に生起されたラジカルが空気中の酸素と反応し、ＤＬＣ膜の表面に水酸基
が導入されたことを示している。
【００８８】
　以上説明したように、本発明によれば、基材の表面を平滑で不活性なＤＬＣ膜で覆い、
さらにＤＬＣ膜の表面を様々な分子により自由に修飾することが可能となる。これにより
、基材に耐久性を与えるばかりでなく、ＤＬＣ膜の表面を修飾する分子の持つ機能性を付
与することも可能となる。例えば、生体適合性の機能を有する分子によりＤＬＣ膜を修飾
すれば、耐久性が高くさらに長期にわたり安定な生体適合性を示す医療用材料が得られる
。また、ＤＬＣ膜の表面に刺激応答性の生体適合性ゲルをグラフトすることにより、剥離
の際のダメージが小さい細胞培養用基材としたり、活性の高いバイオリアクター用の基材
としたりすることが可能となる。
【００８９】
　さらに、例えば、シリコン等の半導体基板の表面をＤＬＣ膜によりコーティングした後
、重合体をグラフト重合することにより、半導体基板の表面に重合体を安定的に導入する
ことができ、基板の表面において分子認識を行うような有機半導体デバイスの基材等とし
て用いることもできる。また、ＤＬＣ膜の表面全体にグラフトを行うことが可能なだけで
なく、任意のパターンにグラフトすることが可能であるため、微量物質等の測定に用いる
マイクロセンサーの基材等としても応用することができる。
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【産業上の利用可能性】
【００９０】
　本発明に係る基材の表面処理方法及び表面処理された基材、医療用材料用、医療用器具
は、基材の表面にコーティングされたダイヤモンド様薄膜を生体適合性材料をはじめとす
る機能性の成分により長期にわたり安定に修飾し、修飾されたダイヤモンド様薄膜がコー
ティングされた基材を実現でき、これにより生体内において優れた生体適合性を持続する
医療用材料及び医療用器具を実現できる。従って、ダイヤモンド様薄膜が形成された基材
を表面処理する方法及び表面処理された基材等として有用であるばかりでなく生体適合性
に優れた医療用材料及びそれを用いた医療用器具等としても有用である。さらに、生体適
合性以外の機能を基材に付与することも可能であり、有機半導体デバイスの基材等として
も有用である。

【図１】

【図２】

【図３】
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