
RIGHT:

URL:

CITATION:

AUTHOR(S):

ISSUE DATE:

TITLE:

液晶の統計物理 : 低分子から高分子
まで(第39回 物性若手夏の学校,講
義ノート)

木村, 初男

木村, 初男. 液晶の統計物理 : 低分子から高分子まで(第39回 物性若手夏
の学校,講義ノート). 物性研究 1994, 63(2): 240-244

1994-11-20

http://hdl.handle.net/2433/95390



講義ノー ト

液晶の統計物理●

一低分子から高分子まで一

名古屋大学名誉教授 木村初男

§1. 液晶-どこが面白い?

☆ ｢液晶は beautifulで nysteriousだから大好きだ｡｣p.G.deGennes暮):ThePhysics
ofLjquldCL･ystaJs初版(1974)序文[●)1991年度ノーベル物理学賞受賞者]

☆ ｢液晶ディスプレー競争力 米､強化へ国家計画｡国防総省中心5年で600億円｡｣朝日

新開 :1994年4月30日朝刊見出し｡

☆ ｢｢複雑液体｣は､最近いろいろの形で脚光を浴び出しており､Physl-calReyleW誌で

も､1990年から一二っのセクションとして分類されるようになった｡｣米沢富美子 :固体

物理1994年4月号 脚 の勝野特集号 p.1｢複雑液体-ここが面白い｣

｢複雑液体｣或はその同義番として ｢ソフトマテリアル｣と呼ばれる分野 [液晶･高分

子 ･生体膜 ･ユロイド･エマルジョン･ゲル ･等々]が,いま世界的に物性物理学の新し

い研究対象として注目を集めつつある｡それは何故だろう?

物理現象の面白さは古くから関心の的だった｡1888年植物学者ライニッツアーが液晶状

態を発見｡以来､その多彩さ･思いがけ無さの発見が近年加速挙れている｡deGennesの

本は第2版 (1993)で初版の倍近くのページ数になった｡そもそも､人間はじめ生物の体は

ソフトマテリアルで出来ている｡筋肉は高分子だし生体膜は液晶だ｡生物機能のカギを握

るのはソフトマテリアルである｡また人間は地球上に現われたその時から､ソフトマテリ

アルを着物 ･食べ物として生きて来た｡重要であることは良く判~っていた｡化学者 ･生物

学者 ･技術者は昔から面白がって研究して来た｡

複雑すぎると敬遠して来た物理学者が､何故いま関心を持ち始めたのか?ここ2-30年

の間に､物理学者が複雑な革を捉える方法を身につけ始め､物理の問題として何とか扱え

そうだという期待が出て来た｡研究手段としてのコンピューターの役割も増大している｡

この期待の実現は若手の活躍にかかっている｡

一方､工業材料としての開発要求が液晶研究を引っ装って来たため､研究が応用に偏っ

ている (研究費や人材の使われ方も)ことも否めない｡しかし指摘されている液晶の応用

可能性30項目以上のうち､実用化されているのは僅か2--3項目のディスプレー技術に過

ぎない｡いくら豊かな応用可能性があっても総合的･基礎的研究が伴わなければ実現は遠

い｡この面でも､旧来の常識に捉われない若手による breakthroughが望まれる｡
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｢第39回 物性若手夏の学校｣

§2.液晶をどう捉えるか?

結晶中では構成要素 (分子と呼ぶ)の重心は3次元周期格子上に規則正しく配置されて

いるが､液体では分子重心の配置は無秩序である｡この違い抹 Xt線回折パターンで明瞭

に示される｡分子が異方的な (細長い或は平べったい)形の場合に､中間状態として

(1)重心の配置は無秩序で､方位が1方向に揃った状態 (ネマチック相)､

(2)分子方位は1方向に揃い､重心が1次元又は2次元の周期的配列をした状態 (スメク

チック相又はコラムナ-棉)がある｡これらを液晶状態 (又は中間相)と呼ぶ｡

液晶状態は､通常の低分子のいわゆる液晶のほかに､生体高分子溶液､生体膜､界面活

性剤一水系､コロイド溶液､高分子液晶などさまざまな系で普遍的に見られる｡

液晶は力学的には流れる液体である｡複雑な構造をもった液体という意味で､複雑液体

とも呼ばれる｡以下一番基本的な液晶状態であるネマチック相を中心に考える｡

[配向ベクトルと秩序パラメーター]

液晶状態では物性が方向によって異なる｡液晶-異方性液体｡例えば液晶の磁化率 (皮

磁性)は､ある方向で最大値x〟をとり､それと直角な方向で最小値x⊥をとる｡液晶中の

各点rで磁化率最大の方向を単位ベクトルnで表す｡nを配向ベクトルという~｡n-の方向

と一mの方向は同等である｡

xA≡x〝-x⊥という量を考えてみよう｡x&はネマチック相では≠0だが温度を上げて

等方相 (普通の液体相 :分子の重心配置も方位も無秩序等方的)になれば､Oになる｡

そこで､xAをネマチック相を表す秩序パラメータ.-と見倣しても良いが､その代わりに

xa/n (I.lXt)… Sを使う｡I.とxt臥 分子長軸に平行及び垂直な方向の1分子

当たりの磁化率､Dは液晶の分子数密度｡すると､.引ま分子の長軸がnの方向にどれほど

揃っているかを表す配向の秩序パラメーターである｡

〟
S-k EIP2(cosOL)> (1)

但し､0.はi番目の分子の長軸がnとなす角､Nは全分子数､P2 (x)は2次のルジャ

ンドル関数｡< ･･>は熱平均｡5●はnを一mに変えても変らない｡

温度 Tc以上でS-0(等方相)｡ネマチック一等方相転移 (1∴次温度相転移)､温度 Tc

を澄明点くclearing point)という｡

§3.棒状分子系の統計理論

[相転移の現象論 :はじめに相転移ありき]

一様なネマチック相 :nは至る所一定｡単位体積当たりの自由エネルギーが

F=℃onst.+(a/2)rT-To)S2-(b/3)S3+(C/4)S4 (2)
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と書かれるとする｡ (ランダウ ･ドジャン展開) a, b, C, Toは正の一定値, Tは温

度｡方程式∂F/∂S-0を解いて､自由エネルギーを最低にする状態を求めよ｡

[解] T>Tc… To+2b2/gacで S-0-等方相､

TS Tcで S-b/2cll+ [1-4ac (T-To)i 1/2] ≧sc三2b/3C
-ネマチック相｡

T-Tcで 1次温度相転移｡転移の轟熱Oc-2ab2Tc/9C2

[相転移の分子論 :何故液晶になるか?]

分子間の引力ポテンシャル :(Waier-Saupeの分散力モデル:1959)
UUニーC(t･.))-A(t･‖)P2(cosC .))

分子は剛体の棒である :(Onsagerの斥力モデル:1942,1949)
ポテンシャル

+∞:1',)'分子が交差する場合

¢lJ-
I UlJ:その他の場合

(3)

(4)

で相互作用するN個の剛体棒状分子からなる系臥 引力ポテンシャルが低く､ packing

entropy:∑-NklogIV-NveJ21が大きい状態として､低温 ･高密度でネマチック

相を実現する｡ vezは2分子間の排除体積の平均値｡

[平均場近似理論]

F/NkT-const.+∫i(X.)lnf(Xl)dXl

-(1/2)iiI(X.) f(XJ)b(X,,XJ)dX,dXJ

但し､X.-(x l,yl,2 1,0 1,¢1,ゆl)

-1:i,j分子が交差する場合

b (X., XJ)-
( -U,]/kT:その他の場合

(5)

(6)

一体分布関数 f(X.)を自由エネルギー極小の条件

6F/6i-0

から求め,相転移を論ぜよ｡

[解] I-f(01)[軸対称],分子を長さL+D,直径Dの剛体冠球円柱とすると､

r≡A/kT+57tnAv/32≧rc≡4･54の場合､ Sは self二consjstenteq叫 lon
S-Zl(rS)/I.(rS) (7)

から求められる (ネマチック相)｡但し､

Z.(77)…IexpI77P2(x)IIp2(x)Indx, (n-0,1) (8)

A=niA(T.))dTU,Av≡2DL2

とおいた｡結果の要点は
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r<rcの場合はS-0(等方相)｡

度相転移(lyotropicP.T.)も有り得る｡転移点では､S-Sc∃).43,

転移エントロピーは､Qc/Tc-0.83(1-57TnAv/32rc)cal/mol.deg.

実験値は Sc-0.2-0.4､N-Ⅰ転移エントロピー～0.5cal/mol.deg.

このような､極めて単純だが本質を突いたモデル化と平均場近似の理論によって､広い

範囲の液晶の性質が良く理解出来ることが示される｡

§4.高分子液晶

[棒状生体高分子の溶液]

タバコモザイクビールス(TW),ポリペプチド(PBLG､etc‥),核酸(DML)など生体高分子は

適当な溶媒の中で剛直な棒状の形を取り､その溶液は或る濃度以上で液晶相 (ネマティッ

ク相､.コレステリック相､スメクティツク相､コラムナ-相等)になる｡これらの濃度相

転移は前節の剛体棒モデル分子論でかなり良く理解できる｡

[屈曲位主銭型高分子液晶]

棒状低分子 (モノマーという)が鎖状に朋個重合した (〟≫1)高分子ル個 (N≫1)の

系も液晶になる｡一本の高分子の形はぐにゃぐにゃ折れ曲がったラングちなもの (その詳

細はまだ良く判っていない)でも､全体でMN個のモノマーの-体分布関数 f(XL)は液

晶の特徴を示す｡棒状低分子の系と違うととろをま､モノマーが互いにつながっていて自由

な回転が出来なくなっていることである｡モノマーを､長さエ直径βの剛体円柱とし､モ

ノマー間の相互作用ポテンシャルは (4)と同じと仮定すると､高分子系の自由エネルギ

ー .Fは平均場近似で､

F/MNkT-const二十(L/41)∫t∇ i(X)l字/i(X)dX

-(1/2)iii(A I(X)b(X,X)dXdX (9)

と表される｡ここで､高分子を曲げ弾性率Kの弾性的ひもと見放し､ 1-2fC/kTは一個

の高分子の持続長､ML≫)と仮定している｡ (9)式の右辺第2項-(エントロピ一項)

は (5)式の対応する項と形が違っている｡これは高分子ではモノマーの回転が制限を受

けるためである｡ [この項の形は Imokhlov-SemenOV(1981)による｡]

このFを使って論じると.'高分子率の N-Ⅰ相転移について､

r1/L-13.3で1次相転移 (濃度相転移或は温度相転移)が起こり､相転移点での

ネマチック配向秩序パラメーターの値はSc-0.357,転移の潜熱は､

Qc--0.064AM t1+L (kTc)2/2FCAl

で与えられる｡但しTは§3で定義したものと同じ､Tcは相転移条件から決まる転移温

ー243-



講義ノー ト

度｡

十分長い (重合度Aが 大きい)屈曲位高分子鎖系では､N-Ⅰ相転移温度や相転移濃度が

重合度〟に依らず一定値になるなど､種々の特徴がこの理論によって良く理解出来る｡し

かし､平均場近似理論だけでは､相転移に当たって個々の高分子鏡の形態がどのように変

化するかについては何にも言えない｡同じモデルに基づく計算機シミュレーションによれ

ば､ネマチック相では配向秩序パラメータ~-の成長につれて..高分子の慣性半径が異方的

になることが見られる｡

このように液晶秩序の特徴を分子配向秩序パラメーターで表現するならば､その基本的

なところは､比較的簡単な分子モデルと平均場近似を用いた理論によって捉えることが出

来るように見える｡講義では､具体的な実例に即して､これらゐことを話してみたい｡
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