
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
超臨界流体を用いたポリマーの表面改質方法であって、
　前記ポリマーの表面に溶質を塗布することと；
　前記溶質が塗布されたポリマーの表面に超臨界流体を接触させ
　

ることと；を含 リマーの表面改質方法。
【請求項２】
前記 することを特
徴とする請求項１に記載のポリマーの表面改質方法。
【請求項３】
前記プレス

ことを特徴とする請求項 ２に記載のポリマ
ーの表面改質方法。
【請求項４】
前記プレ おいて、

ことを特徴とす
る請求項 に記載のポリマーの表面改質方法。
【請求項５】
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ることと；
前記ポリマーの表面に超臨界流体を接触させた状態で、前記ポリマーを金型を用いてプ

レスす むポ

プレスにより溶質が塗布されたポリマーの表面に所定のパターンを形成

において、プレス前の前記金型とポリマーとの間に画成される空間の圧力が前
記超臨界流体の圧力よりも低く、プレス後の前記金型とポリマーとの間に画成される空間
の圧力が超臨界流体の圧力以上となる １または

スに 前記金型の表面とポリマーの表面とを密着させた後、前記金型とポ
リマーとの間に画成される空間に超臨界流体を流入し、さらにプレスする

１または２



することを特徴とする請求項
に記載のポリマーの表面改質方法。

【請求項６】
ことを特徴とする

請求項 に記載のポリマーの表面改質方法。
【請求項７】
前記 ことを特徴とする請求項 ～６のいずれ
か一項に記載のポリマーの表面改質方法。
【請求項８】
前記 ことを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記
載のポリマーの表面改質方法。
【請求項９】
前記 であることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項
に記載のポリマーの表面改質方法。
【請求項１０】

　
　
　
　

【請求項１１】

【請求項１２】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリマーの表面改質方法に関し、さらに詳細には、超臨界流体を用いたポリ
マーの表面改質方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、気体のような浸透性を有すると同時に液体のような溶媒としての機能を備える超
臨界流体を樹脂の成形加工に用いたプロセスが種々提案されている。例えば、超臨界流体
は熱可塑性樹脂に浸透することによって可塑剤として作用して、樹脂の粘性を低下させる
ことができるので、この超臨界流体の作用を活用して、射出成形時における樹脂の流動性
や転写性を向上させる方法が提案されている（例えば、特許文献１を参照）。
【０００３】
　また、超臨界流体の溶媒としての機能を活かして、ポリマー表面の濡れ性を向上する等
の高機能化のための方法も種々提案されている。特許文献２では、ポリアルキルグリコー
ルを超臨界流体に溶解させて繊維に接触させることによって、繊維表面を親水化すること
ができることが開示されている。特許文献３は、超臨界状態、即ち、高圧下で、機能性材
料である溶質が予め溶解した超臨界流体とポリマーとを接触させて染色を行うポリマー表
面の高機能化のためのバッチプロセスを開示している。
【０００４】
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ポリマー表面に残留した溶質を、溶媒を用いて洗浄 ３または
４

前記金型表面に１００μｍ以下の深さの凹凸パターンが設けられている
２～５のいずれか一項

超臨界流体が超臨界状態の二酸化炭素である １

溶質が前記超臨界流体に溶解する

溶質がポリエチレングリコール

超臨界流体を用いたポリマー部材の製造方法であって、
ポリマーを用意することと；
前記ポリマーの表面に溶質を塗布することと；
前記溶質が塗布されたポリマーの表面に超臨界流体を接触させることと；
前記ポリマーの表面に超臨界流体を接触させた状態で、前記ポリマーを金型を用いてプ

レスして前記ポリマー表面に前記溶質を浸透させることと；を含むポリマー部材の製造方
法。

前記プレスにより溶質が塗布されたポリマーの表面に所定のパターンを形成することを特
徴とする請求項１０に記載のポリマー部材の製造方法。

前記プレスにおいて、プレス前の前記金型とポリマーとの間に画成される空間の圧力が前
記超臨界流体の圧力よりも低く、プレス後の前記金型とポリマーとの間に画成される空間
の圧力が超臨界流体の圧力以上となることを特徴とする請求項１０または１１に記載のポ
リマー部材の製造方法。



【特許文献１】特開平１０－１２８７８３号公報
【特許文献２】特開２００１－２２６８７４号公報
【特許文献３】特開２００２－１２９４６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、本発明者らが鋭意検討した結果、上述の超臨界流体を溶媒として用いた
ポリマーの表面改質方法では、以下のような問題が生じることが分かった。
【０００６】
　まず、ポリマー表面全体に可塑剤として機能する超臨界流体を接触させることによりポ
リマーを膨潤させているので、ポリマーの厚みが厚い場合にはポリマー内が発泡しやすく
なる。また、超臨界流体がポリマーに接触することによってポリマーのガラス転移温度（
Ｔｇ）が低下するので、ポリマーが変形し形状精度を維持することが困難となる。そのた
め、上記ポリマーの表面改質方法を、例えばフィルムや繊維等の厚さが薄く且つ断面積の
小さいポリマー以外のポリマーに適用することは難しく、用途が限定されていた。なお、
厚みが厚いポリマーを用いた場合、超臨界流体の減圧速度を非常に遅くすることによって
、ポリマー内の発泡現象やポリマーのガラス転移温度の急激な低下を抑制することができ
るが、スループットが悪化するので、この方法を用いるメリットが失われる。
【０００７】
　また、超臨界流体、特に超臨界状態の二酸化炭素の溶媒としての溶解度はｎ－ヘキサン
と同等であり、例えば助剤としてエントレーナを用いた場合でも、溶質の超臨界流体に対
する溶解度は十分とは言えない。つまり、超臨界二酸化炭素等の超臨界流体がポリマー内
部に浸透する割合に対して溶質である機能剤がポリマー内部に浸透する割合が小さいので
、ポリマー中に浸透する溶質の濃度が著しく低く、このため溶質を含む超臨界流体をポリ
マーに少なくとも１０～３０分間接触させる必要があった。
【０００８】
　さらに、超臨界流体の圧力と溶質の溶解度との間には強い相関関係が存在する。ポリマ
ーの表面改質を行うバッチプロセスにおいて、超臨界流体が充填された高圧下の容器を開
放することにより容器内は急激に減圧され、溶質の溶解度が著しく低下する。それゆえ、
減圧時に溶質が析出してしまう。再び容器を高圧化においた場合に、内部の圧力は比較的
短期間で回復する一方、一度析出した溶質は直ぐにポリマーに再溶解するとは限らず、析
出した溶質がバッチプロセスに用いる装置の配管内に詰まってしまう等の問題が生じる。
また、この場合には、溶質を粉状で回収し機能剤として再利用することは困難であり、コ
スト高にもなる。さらに、超臨界流体と溶質とを所定の濃度で均一に溶解させる混合槽が
必要となり、装置自体が高価となる。
【０００９】
　さらに、従来のバッチプロセスはポリマー表面全体を改質するプロセスであって、ポリ
マー表面の一部を選択的に且つ微細に改質するプロセスについてはこれまで報告されてい
ない。
【００１０】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、その第１の目的は、超臨界
流体、特に超臨界状態の二酸化炭素を溶媒として用い、熱可塑性樹脂等のポリマー表面を
改質する方法であって、ポリマー表面を短時間に高機能化する方法を提供することにある
。また、本発明の第２の目的は、ポリマー表面の一部にのみ超臨界流体を接触させること
により、ポリマー表面に微細なパターン形成しつつ、そのパターン形成部分にのみ選択的
に溶質を浸透させて表面を改質する方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の態様に従えば、超臨界流体を用いたポリマーの表面改質方法であって、
　前記ポリマーの表面に溶質を塗布することと；
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　前記溶質が塗布されたポリマーの表面に超臨界流体を接触させて前記ポリマー表面に前
記溶質を浸透させることと；を含むことを特徴とするポリマーの表面改質方法が提供され
る。
【００１２】
　本発明のポリマーの表面改質方法では、予め溶質をポリマー表面に塗布しておくことに
より、超臨界流体の接触により膨潤したポリマーの表面に溶質を浸透させることができる
。この方法を用いることにより、上記の従来の方法、即ち、予め溶質を超臨界流体に溶解
させた状態でポリマーに接触させる場合に比べ、超臨界流体の減圧時に溶質が析出すると
いう問題を生じることはない。これにより、上記のように溶質がバッチプロセスに用いる
装置の配管内に詰まることもなく、溶質を短時間で且つ高濃度にポリマー内に浸透させる
ことができる。また、溶質を粉状で回収し機能剤として再利用することが可能となること
に加え、超臨界流体と溶質とを所定の濃度で一定に溶解させる混合槽を必要としないので
プロセスが簡略化され、ポリマーの表面改質のコストを低下させることができる。
【００１３】
　本発明のポリマーの表面改質方法では、前記ポリマーの表面に超臨界流体を接触させた
状態で、前記ポリマーを金型を用いてプレス成形することが好ましい。また、前記プレス
成形により溶質が塗布されたポリマーの表面に所定のパターンを形成することが好ましい
。超臨界流体がポリマーに接触することにより超臨界流体が可塑剤として機能し、ポリマ
ー表面が軟化する。この状態で金型を用いてプレス成形を行うことができる。これにより
、表面改質を行いつつ表面に精密なパターンが形成されたポリマーを得ることができる。
なお、金型温度がポリマーのガラス転移温度より低い場合でも、ポリマー表面に精密なパ
ターンを転写できる。
【００１４】
　なお、前記プレス成形において、プレス前の前記金型とポリマーとの間に画成される空
間の圧力が前記超臨界流体の圧力よりも低く、プレス後の前記金型とポリマーとの間に画
成される空間の圧力が超臨界流体の圧力以上となるようにしてもよい。こうすることで、
金型内に導入する超臨界流体の圧力を低く抑えることができる。また、金型表面凹部に超
臨界流体を導入するための穴等を別途設ける必要がなく、成形加工が難しい微細パターン
を有するポリマーを成形する場合においても、部分的に表面改質処理を施すことができる
。
【００１５】
　また、前記プレス成形において、前記金型の表面とポリマーの表面とを密着させた後、
前記金型とポリマーとの間に画成される空間に超臨界流体を流入し、さらにプレスしても
よい。こうすることで、圧力が安定した状態の超臨界流体を、所望の時間ポリマーと金型
との隙間に接触させることができるので、微細且つ部分的な改質処理をポリマー表面に施
すことができる。
【００１６】
　さらに、ポリマー表面に残留した溶質を、溶媒を用いて洗浄してもよい。こうすること
で、ポリマー表面の一部分のみ選択的に改質されたポリマーを得ることができる。
【００１７】
　なお、前記金型表面に１００μｍ以下、より望ましくは５０μｍ以下、さらに望ましく
は１０μｍ以下の深さの凹凸パターンが設けられていることが望ましい。凹凸の差が１０
０μｍを超えると、ポリマー表面に形成された凸部における発泡の抑制が比較的困難にな
り、減圧後に金型温度を上昇させて再成形を行う等の追加作業を要することになる。これ
に対し、ポリマー表面に形成された凸部のみに意図的に発泡部を設ける場合には、凹凸の
差が１００μｍ以上であっても構わない。
【００１８】
　本発明のポリマーの表面改質方法では、前記超臨界流体が超臨界状態の二酸化炭素（超
臨界ニ酸化炭素）であることが好ましい。超臨界二酸化炭素は、熱可塑性樹脂材料に対す
る可塑剤として、射出成形や押し出し成形において実績がある。また、超臨界流体として
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、超臨界状態にある空気、水、ブタン、ペンタン、メタノール等を用いてもよい。特に、
有機材料にある程度の溶解性を有する流体であれば任意のものを用い得る。また、溶質の
超臨界流体に対する溶解度を向上させるために、超臨界流体にエントレーナ、即ち、助剤
としてアセトンやメタノール、エタノール、プロパノール等のアルコールを混合させても
よい。
【００１９】
　本発明では、前記ポリマーとしてポリメチルメタクリレート樹脂を用い得る。また、ポ
リマーとして、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリエーテルイミド、ポリアミドイミド
、ポリエステル、ポリアセタール、ポリメチルペンテン、非晶質ポリオレフィン、ポリテ
トラフルオロエチレン、液晶ポリマー、スチレン系樹脂、ポリメチルペンテン、ポリアセ
タール等やそれらを複合種混合したもの、これらを主成分とするポリマーアロイやこれら
に各種の充填剤を配合したもの等の各種熱可塑性樹脂を用いてもよい。
【００２０】
　本発明では、溶質として超臨界流体に対して溶解するものは、超臨界流体に溶解した形
でポリマーに浸透し易いために好ましい。ポリエチレングリコールは、例えば超臨界二酸
化炭素に対して溶解するため比較的ポリマーに浸透し易く、また親水基（ＯＨ）を有する
ために表面が親水化されたポリマーを得ることができるため好ましい。生体適合性に優れ
たポリエチレングリコールを用いて親水化することにより、バイオチップやμ－ＴＡＳ（
ｍｉｃｒｏ　ｔｏｔａｌ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｓｙｓｔｅｍ）等の製造に好適である。例
えば、疎水性材料であるポリマー表面への核酸やタンパク質の固着を抑制する効果や、ポ
リマー表面における親水化－疎水化の微小領域における区分けにより核酸の疎水化率によ
る分離を行うことが可能となる。また、溶質として、種々の有機物や有機化合物で修飾さ
れた無機材料、特に超臨界流体にある程度溶解するものであれば、任意のものを用い得る
。このような無機材料としては、例えば、金属アルコキシド、有機金属錯体等が挙げられ
る。また、溶質として、例えばアゾ系等の染料、蛍光染料やフタロシアニン等の有機色素
材料を用いた場合には、表面を染色することができる。また、溶質としてポリエチレング
リコールやポリプロピレングリコール等を用いた場合には、ポリマーを親水化することが
できる。さらに、ベンゾフェノン、クマリン等の疎水性紫外線安定剤を用いた場合には、
ポリマーの風化後の引っ張り強度を向上することができる。また、フッソ化有機銅錯体等
のフッソ化合物を用いた場合には、ポリマーの摩擦性を向上したり撥水機能を持たせるこ
とができる。シリコンオイルを用いた場合にも、撥水機能が発現する。有機金属錯体を用
いた場合には、ポリマーを無電解メッキの触媒核とすることができる。
【００２１】
　また、本発明では、溶質として、超臨界流体に溶解しない材料を用いることもできる。
超臨界流体がポリマー表面に接触することによってポリマーが膨潤する。このとき、ポリ
マー上に塗布されていた超臨界流体に溶解しない溶質が、超臨界流体の圧力によってポリ
マー内に浸透する。この場合、溶質に用いる材料としては任意のものを用い得るが、ポリ
マー内に容易に浸透可能な溶質の粒子の大きさを考慮して、特に分子量５０００以下の材
料を用いることが望ましい。このような条件を満足する無機材料としては、金属微粒子、
カーボンナノチューブ、フラーレン、ナノホーン等のナノカーボン、酸化チタン等が挙げ
られる。従来法では、超臨界流体に溶解する溶質しか使えなかったが、本発明では上記の
ような作用により、超臨界流体に溶解しない溶質を用いた表面改質も可能となる。
【００２２】
　本発明では、予め加熱して軟化させた溶質を、溶質塗布装置を用いてポリマー表面上に
塗布することが好ましいが、溶質として用いる材料が液状であれば、ディッピングや印刷
等の手段を用いてポリマー表面上に成膜してもよい。この場合に用い得る溶質としては、
ポリアルキルグリコールやシリコンオイル等が挙げられる。また、溶質を溶媒に溶解させ
てポリマー表面上に塗布した後に、スピンコート法を用いて溶媒を飛散させることで溶質
のみを成膜することも可能である。例えば、アセトンやアルコールに各種染料や金属錯体
等を溶解させたものをポリマー表面上に塗布した後、スピンコート法を用いてアセトンや
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アルコールを飛散させることによって、ポリマー表面上に各種染料や金属錯体等を成膜す
ることができる。また、スパッタや蒸着法を用いて溶質をポリマー表面上に成膜してもよ
い。
【００２３】
　本発明において、ポリマーに接触させる超臨界流体の温度及び圧力等の条件は任意であ
るが、例えば超臨界状態になる閾値が温度約３１℃、圧力約７ＭＰａ以上である二酸化炭
素の場合、温度は３５～１５０℃の範囲、圧力は１０～２５ＭＰａの範囲が望ましい。温
度が１５０℃を超えたり、圧力が２５ＭＰａを超えると、金型内の密閉性の維持やバルブ
開閉の制御が困難になる。また、温度や圧力が上記範囲未満であると、溶質の超臨界流体
に対する溶解やポリマーへの浸透が十分ではなくなる。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明では、樹脂成形品等のポリマーの二次加工において、超臨界二酸化炭素等の超臨
界流体を用いることにより、容易にポリマーの表面を改質することができる。機能を発現
する溶質はポリマー内部に浸透しているので機能は持続し、耐候性に優れた機能性ポリマ
ーを提供することができる。また、ポリマー表面に形成された凸部等の一部分だけに選択
的に且つ微細に表面改質を行いこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下に、本発明のポリマーの表面改質方法に関する実施例を図を用いて説明するが、本
発明はこれに限定されない。
【実施例１】
【００２６】
［表面改質方法に用いる成形装置］
　まず、本発明の表面改質方法に用いる成形装置について、図１～３を用いて説明する。
図１は、本発明の表面改質方法に用いる成形装置の概略構成図である。成形装置１００は
、主に、型締め装置（プレスピストン）を備える金型１、超臨界流体発生装置２、金型１
内に導入する超臨界流体の圧力を調整するための減圧装置３で構成されている。
【００２７】
　金型１は、主に、上金型１１、下金型１２、プレスピストン１３及びスタンパ１４で構
成されている。上金型１１の下面には、表面に凹凸パターンが設けられたスタンパ１４が
、凹凸パターン形成面が下金型１２の方向に向くように固定されている。スタンパ１４の
固定にはスタンパホルダー１５が用いられており、スタンパ１４の外周部分を上金型１１
の下面に押し付けるようにして、スタンパ１４を固定している。また、下金型１２の上面
のスタンパホルダー１５に対向する位置には凹部１２ａが形成されており、上金型１１の
下面と下金型１２の上面とを互いに接触させることにより、金型１内部に空間１６が画成
される。なお、下金型１２の凹部１２ａは、上金型１１と下金型１２とを接触させたとき
にスタンパホルダー１５と干渉しないよう、その外側部分が一段低く形成されている。ま
た、下金型１２には、下金型１２の上面凹部１２ａから下面にかけて空洞部（シリンダ）
１２ｂが設けられており、その空洞部１２ｂ内に上金型１１に対して上下動するプレスピ
ストン１３が配置されている。プレスピストン１３の外周には、空洞部１２ｂの内壁と接
触する複数のＯ－リング１３ａが設けられており、金型１内に画成された空間１６を密閉
しつつ、プレスピストン１３の上下動を可能としている。なお、プレスピストン１３は、
超臨界流体発生装置２で発生させた超臨界流体を用いて上下動を行っている。このプレス
ピストン１３の制御方法については、後述する。
【００２８】
　上金型１１には、その側面に超臨界流体を金型１内に導入するための導入口１７が設け
られている。また、導入口１７から上金型１１の下面中央部分にかけて超臨界流体を流入
するための流路１７ａが設けられている。流路１７ａにおける上金型１１下面側の開口部
分は、後述するスタンパ１４に設けられた導入穴１４ａと連通する。下金型１２には、そ
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の側面に超臨界流体を金型１内に導入するための導入口１８が設けられている。また、導
入口１８から下金型１２の凹部１２ａ、特に凹部１２ａの一段低い部分にかけて超臨界流
体を流入するための流路１８ａが設けられている。これにより、超臨界流体発生装置２で
発生させた超臨界流体を金型１内に画成された空間１６に効率よく導入することができる
。さらに、下金型１２には、その側面に下金型１２の空洞部１２ｂに超臨界流体を導入す
るための導入口１９が設けられている。また導入口１９から空洞部１２ｂにかけて超臨界
流体を流入するための流路１９ａが設けられている。流路１９ａにおける空洞部側の開口
部分は、上述のプレスピストン１３に設けられた複数のＯ－リング１３ａによって画成さ
れた空間に連通している。これにより、導入口１９から流路１９ａを介して空洞部１２ｂ
内に導入された超臨界流体は、金型１内に画成された空間１６及び金型１外部のいずれに
も漏れ出すことはない。
【００２９】
　本実施例のスタンパ１４の形状は、以下の通りである。図２はスタンパ１４の上面図で
あり、図３はその上面図に関するＡ－Ａ断面図である。スタンパ１４は、厚さ１ｍｍの矩
形状のニッケル製スタンパを用いた。本実施例に用いたスタンパ１４の表面に形成された
パターンは、後述するようにポリマーの表面改質状態を評価するためのパターンである。
この評価用パターンは、以下のような形状となるように形成した。図２及び３に示すよう
に、スタンパ１４の中央部分に超臨界流体を導入するための導入穴１４ａが設けられてい
る。導入穴１４ａの直径は０．４ｍｍとした。スタンパ１４の表面には、導入穴１４ａを
中心として所定の方向（Ｘ方向とする）及びその方向（Ｘ方向）と直交する方向（Ｙ方向
とする）にそれぞれ延在する、幅０．１ｍｍの溝１４ｃ及び１４ｄが形成されている。溝
１４ｃ及び１４ｄの長さは、それぞれ２０ｍｍ及び４ｍｍとした。溝１４ｃの＋Ｙ方向の
端部には、直径１０ｍｍの円形凹部１４ｆが形成されている。また、溝１４ｄから－Ｙ方
向に向かって、溝１４ｃと平行に複数の溝１４ｅが形成されている。溝１４ｅは、溝１４
ｃの両側に対称に、＋Ｘ方向及び－Ｘ方向にそれぞれ２本ずつ、１ｍｍ間隔で形成されて
いる。溝１４ｅの長さはそれぞれ１０ｍｍであり、幅はそれぞれ０．１ｍｍとした。さら
に、溝１４ｃ、１４ｄ、１４ｅの深さ及び円形凹部１４ｆの深さは、ともに３０μｍとし
た。これに加えて、溝１４ｃと溝１４ｄとの交差部分は、パターンを形成する溝内部にも
超臨界流体が十分に広がることを考慮して、溝（パターン）形成表面から深さ３０μｍに
至るまで、直径１．０ｍｍの円形凹部１４ｂが形成されている。
【００３０】
　図１に戻って、超臨界流体発生装置２は、主にブースターポンプで構成されている。ま
た、減圧装置３は、主に減圧弁３０及び３１、開放弁３２及び３３、圧力計３４（圧力値
Ｐ１を示す）及び３５（圧力値Ｐ２を示す）、並びにバルブ３６、３７及び３８で構成さ
れている。超臨界流体発生装置２と減圧装置３とは配管４１によって接続されており、超
臨界流体発生装置２で発生した超臨界流体を減圧装置３に供給する。配管４１は、配管４
２及び４３に分岐する。配管４２は、減圧弁３０及び金型１内を大気開放するための開放
弁３２を介して、さらに２つの配管４４及び４５に分岐している。そのうち、分岐した配
管４４は、圧力計３４及びバルブ３６を介して上金型１１の導入口１７に接続されている
。また、分岐した配管４５は、バルブ３７を介して下金型１２の導入口１８に接続されて
いる。一方、配管４３は、減圧弁３１、開放弁３３、圧力計３５及びバルブ３８を介して
、下金型１２の導入口１９に接続されている。
【００３１】
［ポリマーの表面改質方法］
　次に、上記成形装置を用いたポリマーの表面改質方法について、図１及び４を用いて説
明する。本実施例では、ポリマーの表面改質状態を評価するために、図２に示したような
評価用パターンが形成されたスタンパ１４を用いて、ポリマー５表面に凹凸パターンを形
成した。
【００３２】
　まず、ガラス転移温度Ｔｇが約１００℃のポリメチルメタクリレート樹脂（旭化成工業
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（株）製、商品名：デルペット５６０Ｆ）からなるポリマー表面上に、溶質として、予め
６０℃に加熱して軟化させたポリエチレングリコール（ＰＥＧ）を塗布した。ポリエチレ
ングリコール（ＰＥＧ）の分子量は１０００であった。次いで、その塗布面をスキージを
用いて平滑にした。これにより、予め表面上に溶質が塗布されたポリマーを得た。次いで
、図１に示すように、溶質が塗布されたポリマー５を金型１のプレスピストン１３上面に
設置するとともに、上金型１１と下金型１２とをボルトで締め付けることにより金型１内
部を密閉した。
【００３３】
　次に、金型１内の空間１６に超臨界流体を以下のようにして導入した。なお、本実施例
では、超臨界流体として、超臨界状態の二酸化炭素（超臨界二酸化炭素）を用いた。超臨
界流体発生装置２で発生させた温度５０℃、圧力２５ＭＰａの超臨界二酸化炭素を減圧装
置３の減圧弁３０を調整して圧力Ｐ１＝２０ＭＰａとした。超臨界二酸化炭素５５の圧力
Ｐ１が安定した後、その状態を３分間保持した。次いで、バルブ３６を開放することによ
り、上金型１１の導入口１７、流路１７ａ及びスタンパ１４の導入穴１４ａを介して、金
型１内に画成された空間１６に、圧力調整された超臨界二酸化炭素を導入して滞留させた
（図４（ａ））。これと同時に、バルブ３７を開放することにより、下金型１ｂの導入口
１８、流路１８ａを介して、金型１内の空間１６に超臨界二酸化炭素を導入した。このと
き、スタンパ１４のパターン形成面側の表面とポリマー５表面との距離は１ｍｍとした。
なお、金型１内では、上金型１１及びプレスピストン１３内部に設置される温調器（例え
ば、温水循環型の温調器）２０及び２１によって、上金型１１表面及びプレスピストン１
３表面を温度調節可能である。超臨界流体は温度調節された金型に接することにより、そ
の温度や圧力が変化するが、本実施例における上記超臨界流体の温度や圧力条件は、金型
導入前の状態を示していたものである。
【００３４】
　図４（ｂ）に示すように、超臨界ニ酸化炭素５５が溶質５１を介してポリマー５の表面
全面に接触することにより、ポリマー５が膨潤してポリマー５の粘性が低下し軟化する。
これと同時に、ポリマー５の表面に塗布された溶質５１が超臨界二酸化炭素５５に溶解し
て、超臨界二酸化炭素５５とともにポリマー５表面に浸透する（溶質浸透層５１’）。次
いで、図４（ｃ）に示すように、プレスピストン（１３、図１参照）を上昇させてポリマ
ー５をプレスした。プレスピストン１３は、図１に示すように、減圧装置３を用いて導入
する超臨界二酸化炭素の圧力を制御することによって上下動される。プレスピストン１３
は、減圧装置３で圧力Ｐ２＝２０ＭＰａに調整された超臨界二酸化炭素を導入して可動さ
せ、所定のプレス圧まで昇圧した後に、その状態を２分間保持するように制御した。なお
、プレスピストン１３のプレス圧は、金型１及びスタンパ１４とポリマー５との界面に滞
留した二酸化炭素の圧力に対抗し得る圧力であればよい。
【００３５】
　次いで、図１に示す開放弁３２を開放することにより、金型１内の空間を大気開放した
。さらに、開放弁３３を開放することによりプレスピストン１３のプレス圧を減圧し、プ
レスピストン１３を後退させた。次いで、金型１から成形したポリマー５を取り出した。
さらに、ポリマー５全体をメタノール溶液中で１０分間超音波洗浄した。これにより、図
４（ｄ）に示すような、ポリマーの表面にスタンパ１４の凹凸パターン５３に対応する凹
凸パターン５７が形成されると同時に、その表面全体に溶質が浸透したポリマー５を得る
ことができる。なお、凹凸パターン５３は、図２に示したスタンパ１４上に形成された溝
１４ｃのパターンに相当する。溶質はポリマー内部に高濃度に浸透しているので、ポリマ
ーの表面を高機能化することができる。また、本実施例では、溶質としてポリエチレング
リコールを用いているので、得られたポリメチルメタクリレート樹脂の表面は親水化され
ている。
【００３６】
　ここで、得られたポリマー５の表面における濡れ性を、水滴を落として確認したところ
、表面改質処理前の水の接触角が約６５°であったのに対して、処理後の水の接触角は約
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１０°であり、濡れ性が大幅に改善されていることが分かった。また、処理後のポリマー
を２４時間水に浸漬した後に再度濡れ性を確認したところ、水の接触角は殆ど変化が無か
った。さらに、処理後のポリマーを１ヶ月間大気中に放置した後に濡れ性を確認したとこ
ろ水の接触角は１５°であり、ある程度の期間、良好な濡れ性が維持されることが分かっ
た。
【実施例２】
【００３７】
　ポリマー表面の一部だけに選択的に溶質を浸透させるポリマー表面改質方法について、
図１及び５を用いて説明する。主に金型に画成された空間に導入する超臨界二酸化炭素の
初期の圧力及びポリマーをプレス成形するタイミングを変更した以外は、上記実施例１と
同様とした。
【００３８】
　まず、図５（ａ）に示すように、予め溶質５１が塗布されたポリマー５と、表面に凹凸
パターン５３が形成されたスタンパ１４とで画成される空間内に、圧力Ｐ１＝５ＭＰａの
不活性な加圧二酸化炭素５５’を導入し滞留させた。加圧二酸化炭素５５’の圧力Ｐ１が
安定した後、その状態を１分間保持した。次いで、プレスピストン（１３、図１参照）を
上昇させることにより、図５（ｂ）に示すように、溶質５１が塗布されたポリマー５表面
をスタンパ１４表面に密着させた。これにより、スタンパ１４の凹部５４はポリマー５に
よって閉塞状態となり、凹部５４内の圧力が急激に上昇する。これに伴い、凹部５４内に
滞留していた加圧二酸化炭素５５’はさらに加圧され超臨界状態となり（超臨界二酸化炭
素５５）、ポリマー５に対する溶媒性能や可塑剤としての機能が瞬時に向上する。なお、
プレスピストン１３は、減圧装置３で圧力Ｐ２＝１０ＭＰａに調整された加圧二酸化炭素
５５’を導入して可動させ、所定のプレス圧まで昇圧した後にその状態を５分間保持する
ように制御した。これにより、図５（ｃ）に示すように、スタンパ１４の凹部５４に軟化
したポリマー５が流入するとともに、凹部５４内に流入したポリマー５表面に、予め塗布
された溶質５１が溶解して浸透する（溶質浸透層５１’）。また、凹部５４内に流入した
部分以外のポリマー５表面上の溶質５１は、ポリマー５表面に塗布されたままでポリマー
５内部には浸透していない。
【００３９】
　次いで、図１に示す開放弁３２を開放することにより、金型１内の空間を大気開放した
。さらに、開放弁３３を開放することによりプレスピストン１３のプレス圧を減圧し、プ
レスピストン１３を後退させた。次いで、金型１から成形したポリマー５を取り出した。
さらに、ポリマー５全体をメタノール溶液中で１０分間超音波洗浄した。これにより、図
５（ｄ）に示すように、スタンパ１４表面に形成された凹凸パターン５３に対応する凹凸
パターン５７がポリマー５表面に形成されると同時に、その凸状部分の表面にのみポリエ
チレングリコールが浸透した、即ち、ポリエチレングリコールで表面改質が行われたポリ
メチルメタクリレート樹脂からなるポリマー５を得ることができる。
【００４０】
　ここで、得られたポリマー５の表面における濡れ性を、スタンパ１４の円形凹部１４ｆ
（図２参照）に対応して形成されたポリマー５の円形凸部（不図示）付近で水滴を落とし
て確認したところ、表面改質処理を行わなかった表面部分の水の接触角が約５５°であっ
たのに対して、表面改質処理を行った凸部表面の水の接触角は約１０°であり、部分的に
濡れ性が大幅に改善されていることが分かった。また、処理後のポリマーを２４時間水に
浸漬した後に再度濡れ性を確認したところ、水の接触角は殆ど変化が無かった。さらに、
処理後のポリマーを１ヶ月間大気中に放置した後に、処理した部分の濡れ性を確認したと
ころ、水の接触角は１３°であり、ある程度の期間、良好な濡れ性が維持されることが分
かった。
【実施例３】
【００４１】
　ポリマー表面の一部にのみ選択的に溶質を浸透させる別の方法について、図１及び６を
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用いて説明する。主に金型内に超臨界二酸化炭素を導入する前にポリマーとスタンパとを
密着させた以外は上記実施例１と同様とした。
【００４２】
　まず、図６（ａ）に示すように、プレスピストン（１３、図１参照）を上昇させて、表
面に溶質５１が塗布されたポリマー５表面をスタンパ１４表面に密着させた。次いで、ス
タンパ１４の凹部５４とポリマー５で画成された空間内に圧力Ｐ１＝２０ＭＰａに調整さ
れた超臨界二酸化炭素５５を導入し滞留させた。超臨界二酸化炭素５５の圧力Ｐ１が安定
した後、その状態を３分間保持した。スタンパ１４の凹部５４内に超臨界二酸化炭素が滞
留しているので、図６（ｂ）に示すように、スタンパ１４の凹部５４に軟化したポリマー
５が流入するとともに、スタンパ１４の凹部５４内に流入したポリマー５表面に予め塗布
された溶質５１が超臨界二酸化炭素に溶解してポリマー５に浸透する（溶質浸透層５１’
）。これに対し、凹部５４内に流入しなかった部分のポリマー表面上の溶質５１は、ポリ
マー５表面に塗布されたままでポリマー５内部には浸透していない。
【００４３】
　次いで、図１に示す開放弁３２を開放することにより、金型１内の空間を大気開放した
。さらに、開放弁３３を開放することによりプレスピストン１３のプレス圧を減圧し、プ
レスピストン１３を後退させた。次いで、金型１から成形したポリマー５を取り出した（
図６（ｃ））。さらに、ポリマー５全体をメタノール溶液中で１０分間超音波洗浄した。
これにより、図６（ｄ）に示すように、スタンパ１４表面に形成された凹凸パターンに対
応する凹凸パターン５７がポリマー５表面に形成されると同時に、その凸状部分の表面に
のみ溶質であるポリエチレングリコールが浸透した、即ち、ポリエチレングリコールで表
面改質が行われたポリメチルメタクリレート樹脂からなるポリマー５を得ることができる
。
【００４４】
　ここで、得られたポリマー５の表面における濡れ性を、スタンパ１４の円形凹部１４ｆ
（図２参照）に対応して形成されたポリマー５の円形凸部（不図示）付近で水滴を落とし
て確認したところ、表面改質処理を行わなかった表面部分の水の接触角が約５８°であっ
たのに対して、表面改質処理を行った凸部表面の水の接触角は約１０°であり、部分的に
濡れ性が大幅に改善されていることが分かった。また、処理後のポリマーを２４時間水に
浸漬した後に再度濡れ性を確認したところ、水の接触角は殆ど変化が無かった。さらに、
処理後のポリマーを１ヶ月間大気中に放置した後に、処理した部分の濡れ性を確認したと
ころ水の接触角は約１２°であり、ある程度の期間、良好な濡れ性が維持されることが分
かった。
【００４５】
　上記実施例における金型の形状は任意であり、従来のプレス成形等に用いる金型を用い
ることができる。また、金型内にポリマーや超臨界流体を導入した後に金型の密閉状態を
維持するための手段として任意のものを用い得るが、ボルト締めや回転式の蓋シール機構
等を用い得る。また、プレス成形機に金型を取り付け、プレスの力で合わせ面をシールす
る方法等を採用してもよい。
【００４６】
　上記実施例では、金型の温度は任意であるが、超臨界流体にポリマーを接触させ、ポリ
マー表面に塗布された溶質を浸透させる際には、ポリマーのガラス転移温度より５～５０
℃程度低い温度に金型温度を制御することが望ましい。また、金型内より超臨界流体を減
圧開放した後、金型をポリマーのガラス転移温度以上に上昇させることにより、金型に取
り付けられたスタンパ上の微細パターンをより確実に転写することもできる。その後、金
型温度を降下させてポリマーを冷却した後に、金型からポリマーを取り出すようにしても
よい。
【００４７】
　上記実施例では、プレスピストンの駆動源に超臨界流体を用いたが、乾燥空気や窒素等
の加圧された気体を用いてもよい。また、電動式や油圧式のプレスピストンを用いてもよ
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い。
【００４８】
　上記実施例では、ポリマー表面に凹凸パターンを形成するためにスタンパを用いたが、
スタンパを用いずに、表面に凹凸パターンが形成された金型を直接用いてもよい。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明のポリマーの表面改質方法を用いることにより、例えば、表面が部分的に親水化
等に改質されたμ－ＴＡＳやバイオチップ等に用いるポリマーを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の表面改質方法に用いる金型及び成形装置の概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態で用いたスタンパの上面図である。
【図３】図２に示したスタンパのＡ－Ａ断面図である。
【図４】本発明の実施例１におけるポリマーの表面改質方法を説明する図である。
【図５】本発明の実施例２におけるポリマーの表面改質方法を説明する図である。
【図６】本発明の実施例３におけるポリマーの表面改質方法を説明する図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１　金型
　２　超臨界流体発生装置
　３　減圧装置
　５　ポリマー
　１１　上金型
　１２　下金型
　１３　プレスピストン
　１４　スタンパ
　５１　溶質
　１００　成形装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】
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