
やわらかな物質＝ソフトマターの仲間に
は、液晶・エマルジョン・高分子・コロイ

やわらかな物質の物理
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サーモトロピック液晶 マイクロエマルジョン

ド・ゲル、そして生体構造まで、様々な
“やわらかい”物質が含まれる。
“液体”と“固体”の中間的な状態を持つ。

やわらかな物質“液晶状態”

界面活性剤
リオトロピック液晶

高分子

ゲル

コロイド
コロイド結晶

生体構造と階層構造

ソフトマター（やわらかな物質）の仲間

コロイド結晶

LC Di l

液晶ディスプレイ

●ソフトマター：ヘテロな自己組織的階層構造

Molecules Supra-molecules Cells Tissue BodyLC Displays

生体内部は結晶（固体）と違

多種多様な（ヘテロ）分子が段階（階層）的
に生体構造を協同的に作り上げている。

分子１つ１つは意思を持たない

Molecules Supra molecules Cells Tissue Body

“液体”と“固体”の中間
状態を利用している。

マルチスケールの時空間構造

生体内部は結晶（固体）と違っ
て、さまざまな分子が動いてい
る。でも、全体としてはロボット
と同じように形を保っている。

内部には、分子、ナノ、メソ、と
様々な長さの構造と、ピコ、ナノ、
マイクロ ミリ 秒と様々な速さ

状態を利用している。

巨視的“相”微界面微界面微界面ミクロ分子運動

ミクロ マクロ微界面

微界面微界面 マイクロ、ミリ、秒と様々な速さ
の運動が混在している。

巨視的“相”微界面微界面ミクロ分子運動 微界面ミクロ分子運動ミクロ分子運動 微界面微界面



●昆虫の色
（構造色）

●葉緑体・花・
ペイントの色（吸収）

●空の色（回折）

物質の示す“色”の起源には、光の
吸収・干渉・散乱がある。構造の周

構造“色”と対称性

ペイントの色（吸収）

●レーザ・光源の色（輻射・発光） ●シャボン玉・薄膜（干渉）

吸 干渉 散乱 あ 。構造 周
期性が可視光の波長になるとブラッ
グ反射により“色”を帯びる＝構造色

光 （ 発光） 膜（ 渉）

物質の色

等方秩序

流れる構造色

特殊な界面活性剤（脂質膜・セッケンなど）で
は ２分子膜が層状に積み重なりその周期が

“等方秩序”

秩序と対称性

は、２分子膜が層状に積み重なりその周期が
可視光の波長となる＝構造色。しかし、構造
を保ちながら、水のようにさらさら流れる “結晶秩序”

ある種の液晶相では、“等方的”な構造
色が観察される。秩序（規則性）は対称
性を破るという原理に反する

スメクティック液晶

液体

紫外光照射前(上左)と照射後(上右)の
蛍光顕微鏡像：上右図中心の蛍光の輝点
が、紫外光照射領域で蛍光高分子濃度
が濃縮されていることを証明

完全に等方

“球形な対称性”
局所的な秩序

等方秩序
SmBPIso



ナノ構造を使って分子や高分子、
粒子を遠くまで（長距離）輸送する

分子マニュピレータ

液晶秩序を“場”とした
長距離相互作用

物質・情報輸送を液晶秩序が
プラットフォームとして機能

★特定の物質・物理量の選択輸送
★たんぱく質の集合・分散制御

★筋肉・生体物質輸送

Vis

UV秩序を光を使って場所によって変
化させる→分子を“掴む”
液晶の配向歪を場所により変化さ
せる→粒子を集合・分散させる

＝非接触・非直接力

液晶配向歪の
弾性長距離相互作用

1μm~

秩序変数変調による
分子マニュピレータ

数nm~

10 のプラスチ クボ ルを

＝長距離相互作用

光ピンセットで配向歪
の力を観測

10μｍのプラスチックボールを
液晶中でつかみ、２つのボー
ルの間に働く力を直接測定

光で分子の位置を制御

20μm

高分子-液晶混合系で紫外線照射によ
り、液晶秩序を局所的に乱すと、高分子
が凝集してくることを発見。

射前 射後紫外光照射前(上左)と照射後(上右)の
蛍光顕微鏡像：上右図中心の蛍光の輝
点が、紫外光照射領域で蛍光高分子濃
度が濃縮されていることを証明



濃度・温度によって、液体と固体の間の
多種多様な状態を取る： 例７つの“相”

時間と空間の階層構造

構造色（可視光）の変化（空間）

SmBPX3SmBPIso

温度によって構造色が大きく変化する＝物質

分子ぐらいの長さ（Ｘ線）で見ると７
つの相で大きな変化は見られない

Cooling

分子スケール（Ｘ線）の変化（空間）

内部の周期が変わっている

SmBPX3

SmBPX1
SA TGB

NL* Iso

SA pure 3BS

やわらかさ（粘弾性）（時間）

光ピンセットで配向歪
の力を観測 IsoI

SmBPX3

SmBPIso

SA

揺らぎ（光散乱）（時間）
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“やわらかさ”（粘弾性）でみると７
相は各々全く違った状態とわかる。

レーザー光をあてて散乱光を調べ
ると１秒の10万分の１ぐらいのとて
も早い“協同的な”運動が全ての相
で観察できる＝同じ仲間の構造と
運動の存在を確かめられる。
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高分子ミセルによる抗がん剤キャ
リア－システムでは、ミセルの外
殻が100nm以下であり、内殻は数
10nm。内殻に液晶性を導入して
温度・超音波・光・Ｘ線で相転移を

ＤＤＳメソ界面分子バルブ

引き起こし、体内での有効な薬の
リリースを制御する

温度・超音波・光・Ｘ
線線
相転移誘起→ナノ界
面から薬分子の拡散

0.6

ナノ高分子ミセル中の液
晶配向揺らぎの観測

0.2

0.3

0.4

0.5

ut
o 

C
or

re
la

tio
n

VV
VH

ミセルの
併進拡散

ナノミセル内の

100nmの高分子ミセルを見ることは
できないし、その中の液晶状態を偏
光顕微鏡で見ることもできない。

レーザー光の散乱光に含まれる揺
らぎを観察すると ミセルの大きさ
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ナノミセル内の
液晶配向揺らぎらぎを観察すると、ミセルの大きさ

や中にある液晶状態を観測できる。

食費・化粧品・薬品・包装材・塗料・・・
ハイテク・ナノテク材料まで
様々なやわらかい物質

液晶乳化

身の回りには様々なやわらかい物
質がある。ヘテロな混合系の統計物
理学的興味と役に立つ機能性

↓
生体構造・機能の物理的な理解？
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