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高分子/長鎖低分子分散型リライタブル熱記録媒体の
消去特性の向上
Improvement in Characteristics of Image Deletion of Thermal Rewritable Marking
Media Composed of Polymeric Film with Dispersed Long Chain Molecules
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要　　　旨
新たに合成した高融点長鎖低分子を用いて，塗膜形成法を検討し，高分子/長鎖低分

子分散型リライタブル熱記録媒体の透明化温度幅を拡大することによって，消去処理
速度を大幅に向上させた．また，長鎖低分子の組み合わせにより結晶化温度が変化し透
明度が向上すること，さらに塗膜乾燥過程で難溶解性の高融点長鎖低分子が溶媒に溶
解し記録層内に相分離構造が形成されることを明らかにした．

ABSTRACT
The characteristics of image deletion of the thermal rewritable marking media

composed of polymeric film with dispersed long chain molecules have been
improved by using a new long chain molecule, especially a dicarboxylic acid
having a high melting point.  It was clarified that the transmittance of the media
increases by changing crystallizing temperatures of the long chain molecules. The
isolated phase structure of  long chain molecules was formed in the polymeric
film because the dicarboxylic acid solved in solution during the drying process of
the film.
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1．背景と目的

近年，紙をリサイクルして用いるなど地球環境の保
護の気運が盛り上がってきている．一方，磁気やICを
利用した記憶媒体の発展にともない記憶情報の一部を
簡単に表示したいという要求が高まってきている．

これらの要求に応える方法の一つとして，書き換え
可能なリライタブル熱記録媒体が注目を集めている1）．

その中でも，高分子中に脂肪酸などの長鎖低分子を
分散した高分子/長鎖低分子分散型リライタブル熱記
録媒体は，記録・消去の加熱制御の容易性と良好な保
存安定性が評価された結果，カード表示用途に広く使
用されている2）．

Fig.1（a）にこの記録媒体の加熱・冷却に伴う透明度
の変化を，Fig.1（b）に記録層内部の構造変化モデルを
示す3）．Fig.1（b）では一つの長鎖低分子粒子とその周囲
の高分子を取り出し，加熱・冷却に伴う空隙の発生・消
失変化を図示している．白濁状態（A）では高分子と低
分子粒子の間（もしくは粒子内部）に空隙が生じ，光散
乱状態となっている．これを加熱し，高分子の軟化点

（Ts）を超えると空隙は減少して透明度が増加する．さ
らに加熱し低分子の融点（Tm）近くになると低分子の
一部が溶融し，溶融した低分子の体積膨張のため空隙

に低分子が充満し空隙が消失し透明状態となる（B）．
ここから冷却すると融点直下で低分子は結晶化し空隙
は発生せず，室温でも透明状態が維持される（D）．次
に，融点以上に加熱すると溶融した低分子と周囲の高
分子の屈折率にズレが生じるため半透明状態となる

（C）．ここから室温まで冷却すると低分子は過冷却現
象を起こし高分子の軟化点以下で結晶化し，そのとき
高分子はガラス状態となっているため低分子の結晶化
に伴う体積減少に周囲の高分子は追随できず空隙が発
生し，元の白濁状態に戻る（A）．

この記録媒体の透明/白濁変化のポイントは，長鎖
低分子が二つの結晶化温度を持つことと高分子の軟化
温度が二つの結晶化温度の間になることである．長鎖
低分子の結晶化温度が融点より大幅に低くなる過冷却
現象は，高分子中に長鎖低分子が微粒子状に閉じこめ
られ，高分子と長鎖低分子の間に強い相互作用が生じ
るためであると考えられている4）．

この記録材料の実用化の鍵の一つが，透明になる温
度の幅を広げることであった．現在，市販している媒
体は，融点の異なる長鎖低分子を複数用いることによ
り，透明化温度幅を20～25℃に拡大し実用化できたが，
処理速度をさらに高めるためには，さらなる透明化温
度幅の拡大が望まれていた．特に，画像耐熱性を維持
したまま透明化温度幅を拡大するために透明化温度を
高温側に広げることが必要とされていた．

本稿では，透明化温度を広げるために必要な高融点
長鎖低分子の探索，この長鎖低分子を用いた塗膜の成
膜法および得られた媒体の消去特性向上の機構につい
て述べる．

2．技術

2-1 高融点長鎖低分子の探索
Table 1に従来の高分子/長鎖低分子分散型リライタ

ブル熱記録媒体に用いられている長鎖低分子の例を示
す．従来は，ベヘン酸，リグノセリン酸などの低融点
の高級脂肪酸とエイコサン二酸などの高融点の二塩基
酸を混合して使用していた．

透明化温度を従来より高温側に拡大するには，二塩
基酸より高い融点を持つ長鎖低分子が必要となる．長
鎖低分子の融点を上げるには，分子中に極性基を導入

Table 1 Chemical structures and melting points of (a)
Behenic acid (BA) and (b) Eicosanedioic acid (EDA).

Fig.1 (a) Changes in transmittance and (b) schematic
illustration of internal structural changes during
heating－cooling cycles of thermal rewritable marking
media composed of a polymer with dispersed fatty acid.
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し，分子間の結合力を強くすればよい．Table 2に新た
に合成した高融点長鎖低分子の例と長鎖構造の炭素数
を変えることで制御可能な融点の範囲を示す．アミド
結合，尿素結合，スルホニル結合などの極性基を導入
し検討したが，制御可能な融点の範囲の広さ，および
高温での良好な溶媒溶解性からTable 2（b）の二つのア
ミド結合を持つジカルボン酸を高融点長鎖低分子とし
て選択した．

長鎖低分子は融点が高くなるに従い溶剤への溶解性
が低下し，溶媒に溶解して成膜する従来の方法では塗
膜の形成ができなくなるため，成膜法の工夫が必要に
なる．次に記録層の成膜法について述べる．

2-2 記録層成膜法
記録層は長鎖低分子が高分子マトリックス中に分散

された海島状相分離構造となっている．さらに，長鎖
低分子の各々の島状ドメインの中には，融点の異なる
数種の低分子が共存すると考えられている．従来の素
材系においては，このような構造を，長鎖低分子と高
分子を共通の溶媒に溶解し，塗布乾燥することにより
得ていた．しかし，高融点長鎖低分子は溶媒に難溶解
性であるため，このような工法がとれず，新たな工法
が求められていた．
2-2-1 分散液塗工

長鎖低分子を微粒子化した固液分散液を塗工し成膜
後，アニール処理により粒子同士を合一させ，前記と
同様の構造を得る工法を検討した．この方法において
も，透明/白濁変化の基本機能は発現できるが，不均
一な構造に由来する様々な品質劣化が予測された．

この方法の一つとして，低融点低分子を溶媒に溶解
し，高融点低分子を微粒子のまま塗工する方式を検討
した．Fig.2に，この方法で成膜した膜のアニール前の
典型的な２つの断面構造を示した．ここに示した両者
は，成膜条件（溶媒比、乾燥温度など）が異なるもので
ある．左の写真は，高融点低分子の分散微粒子形状が
そのまま残った状態，右の写真は分散微粒子が消失し
均一な相分離構造となった状態を示している．この方
法で後者の状態が得られれば，前述の品質劣化の欠点
を解消でき，かつ，アニール工程も不要になる可能性

があった．
この構造から，成膜時の乾燥過程で高融点微粒子が

一旦溶解したことが推察された．以降，この方法を乾
燥過程溶解法と称し，そのメカニズム解析を行った．

2-2-2 乾燥過程溶解法
塗膜の乾燥過程を実験的に解析することによって，

乾燥過程溶解法のメカニズムを考察した．塗工液の主
組成は，溶質（高分子，長鎖低分子），溶媒１，溶媒２
から成り，その系の中での高融点低分子の溶解性は
Fig.3に示す相図によって表される．図中の実曲線は各
温度での高融点低分子の溶解度を表し，その温度にお
いて組成がこの線よりも下にあれば，高融点低分子は
溶解できることを意味する．乾燥過程では，塗膜の組
成はこの相図中を移動し，最終的には溶質100％の点に
到達する．従って，乾燥過程での塗膜中の組成，及び，
塗膜温度のデータが得られれば，塗膜中での高融点低
分子の溶解性挙動が明らかになる．実験では，前者の
データをガスクロマトグラフィーと重量，後者のデー
タを赤外線温度計から得た．測定結果の例をFig.3中に
示した．

相分離構造になった条件と，ならなかった条件につ
いて，前記のようにして得られたデータを高融点低分

Fig.3 Ternary phase diagram for solubility of long
chain molecules and passing route during cast.

Fig.2 Typical two types of cross sectional structure
casted by suspension.Table 2 Chemical structures and melting points of new

long chain molecules.
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子の溶解性に着目して比較したのがFig.4である．Fig.4
では乾燥時間に対する２つの量を比較している．一方
は，塗膜の実測濃度であり，もう一方は，そのときの
塗膜温度，及び，組成から相図を参照して得た溶解可
能な濃度である．前者が後者よりも低い場合には，高
融点低分子が溶解できる可能性がある．

Fig.4より，乾燥温度90℃の条件では相分離構造とな
っており，溶解性に着目すると，高融点低分子が一旦
溶解できる乾燥過程であることが解る．他方，乾燥温
度80℃では，相分離構造にならなかったが，高融点低
分子が溶解できないような乾燥過程であったことが解
る．解析結果は予測したものであったが，溶解できる
時間範囲はごく短い間であり，この期間での乾燥コン
トロールが重要であることが再認識された．

この工法においては，高融点低分子の分散粒子径の
微細化，塗工溶媒の最適化，などを進めることによっ
て，常温ではほとんど溶解しない材料を簡便な方法で
成膜することが可能になった．
2-3 透明化温度範囲の拡大
2-3-1 低分子３成分系による透明度の向上

Fig.5に，ベヘン酸とTable 2（b）に示した新規ジカル
ボン酸を用いた低分子２成分系媒体（a）（混合比7/3），
その2成分に加えエイコサン二酸を用いた3成分系媒体

（b）（同7/1.5/1.5），およびベヘン酸とエイコサン二酸を
用いた従来の媒体（c）（同5/5）の透明化温度範囲を示す．
いずれも高分子としては，塩化ビニルと酢酸ビニルの
共重合体（共重合比86：14）を用いた．媒体（a）および（b）
は，乾燥過程溶解法によって形成されたものである．

Fig.5は横軸に示された温度に加熱されたブロックを
白濁化した媒体に1秒間押しあて，冷却後に反射濃度
計で測定したものである．O.D.値の小さい方が白濁状
態を示し，大きい方が透明状態を示している．

高融点の新規ジカルボン酸を用いた媒体（b）の透明

化温度範囲は，従来の媒体（c）に比較し飛躍的に広が
っていることがわかる．この透明化温度の拡大により
短時間の加熱でも透明化が可能となり，処理速度の向
上が可能となった．媒体（b）の透明化温度は媒体（c）よ
り低温側にも広がっているが，媒体（b）は80℃付近の白
濁から透明への変化が急激であるため，白濁画像の耐
熱性（24時間保存）は媒体（c）とほぼ同等の性能が得ら
れている．また，低分子2成分系の媒体（a）は，透明化
の温度範囲は媒体（b）と同様に広いが，全体に透明度
が大幅に低下している．

2-3-2 透明化温度幅および透明度向上機構解析
Fig.6に，低分子2成分系（a）と3成分系（b）と従来の

媒体（c）の記録層の昇温時のDSCデータを示す．従来
媒体（c）の吸熱ピークの温度に比較し媒体（a），（b）で
は，低温側の吸熱ピークはより低温に，高温側の吸熱
ピークはより高温になっていることがわかる．このこと
がFig.5の媒体（b）の透明化温度範囲が媒体（c）に比較
し低温側にも高温側にも広がっている理由であると考
えられる．
（a），（b）の約80℃と約145℃の吸熱ピークは，それぞ
れ記録層中のベヘン酸と新規ジカルボン酸の溶融を，

（c）の約80～90℃と約115℃の吸熱ピークはそれぞれベ
ヘン酸とエイコサン二酸の溶融を示している．また，

（b）の約80℃の吸熱ピークの肩にある約90℃の吸熱は，
エイコサン二酸の溶融を示していると考えられる．

Fig.6（a），（b）の二つの吸熱ピークの温度は，Fig.5
（a），（b）の透明化の始めと終わりの温度にほぼ対応し
ており，高融点の新規ジカルボン酸を用いたことで透
明化温度が高温に広がったことを示している．しかし
ながら，Fig.6の昇温時のDSCデータを見る限りでは，

（a）の2成分系の透明度が低く，（b）の3成分系の透明度

Fig.5 Transparent temperature widths of films
composed of polymer with dispersed (a) BA and new
dicarboxylic acid, (b) BA and EDA and new
dicarboxylic acid, and (c) BA and EDA.

Fig.4 Comparison of solubility during cast and cross
sectional structure between two drying conditions.
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が高い理由は明確ではない．
Fig.7に，低分子2成分系（a）と3成分系（b）の記録層を

透明になる温度（約100℃）に加熱した後の降温時のDSC
データを示す．3成分系の発熱ピークは，2成分系の発熱
ピークより高温になっている．この発熱ピークは，記録
層中の加熱溶融した長鎖低分子の結晶化を示している．

前述したように，この記録媒体が透明化するには，
加熱後冷却される際に，まず長鎖低分子が結晶化し，
その次に軟化していた高分子がガラス状態になる必要
がある．ここで使用している高分子のガラス転移温度
は72℃であり，2成分系の場合には長鎖低分子が結晶
化する前に高分子がガラス状態となるため，充分に透
明化できないものと考えられる．3成分系の場合には結
晶化温度が高くなっており，長鎖低分子が結晶化して
から高分子がガラス状態となるため，充分な透明状態
が得られるものと考えられる．

2成分系に比べ3成分系の結晶化温度が高くなるの
は，透明になる温度（90～145℃）で2成分系ではベヘン
酸だけが溶融するのに対し，3成分系ではベヘン酸とと
もに融点の高いエイコサン二酸が溶融するためである
と思われる．

3．成果

新規高融点長鎖低分子素材の探索およびこの低分子
を用いた塗膜形成法の検討により，透明化温度範囲を
広げ消去特性を向上させた高分子/長鎖低分子リライ
タブル熱記録媒体を開発した．また，結晶化温度の変
化による透明度向上と乾燥過程溶解法による塗膜形成
のメカニズムを明らかにした．

4．今後の展開

次には装置の小型化，低価格化のために一つのサー
マルヘッドだけで印字・消去可能なオーバーライトタイ
プが求められている．そのためには数msの加熱で透明
化する媒体が必要とされる．今後は，透明化速度向上
のための高分子素材の開発に注力していく．
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Fig.7 DSC curves of films composed of polymer with
dispersed (a) BA and new dicarboxylic acid and (b)
BA and EDA and new dicarboxylic acid obtained
during cooling from transparent temperatures.
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Fig.6 DSC curves of films composed of polymer with
dispersed (a) BA and new dicarboxylic acid, (b) BA
and EDA and new dicarboxylic acid, and (c) BA and
EDA upon heating.


