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すべての動物、植物、 
ほとんどの食物はソフトマター�
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分子が自己集合して メゾスケール （1nm~1µm）の構造を形成

ソフトマターの構成単位のいろいろ 

高分子 liquid crystals コロイド
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ソフトマターの時間空間スケール 
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液晶ディスプレー����� 

材料科学でのソフトマター����� 



バター（コロイド） 

こんにゃく（ゲル）����� 豆腐（ゲル）����� 

食品産業におけるソフトマター 



（グン、北大）�



h"p://shibayama.issp.u‐tokyo.ac.jp/one_point/shakegel.html �
東京大学物性研究所�柴山充弘�教授�研究室�ホームページ�

シェイク ゲル�





水・界面活性剤混合系の界面活性剤分子の自己集合構造�

水と仲がよい 

水と仲が悪い 

円柱 ミセル 

ダブルジャイロイド ラメラ 

青いところは水�

首都大学東京�加藤直先生研究室のホームページから�

ベシクル 



高分子共重合体 

赤い分子と緑の分子の 
間には反発相互作用 
(電荷はない) 

20~40nm 



Webmaster 
James Hoffman 

球 円柱 ダブルジャイロイド 

ラメラ 

f= R/(R+G) 

Fddd 



ダブルジャイロイド 

http://msri.org/publications/sgp/SGP/  
 The Scientific Graphics Project (David Hoffman) 

周期的極小曲面の一つ 



ソフトマターの特徴 

メゾスコピック構造と流動�
小さな力で大きな応答

液晶ディスプレーがそれまでのブラウン管ディス�
プレーより、はるかに軽量で消費電力が少ないこ�
とからもわかるようにソフトマターは材料科学、特�
に、電子産業、食品産業、医療産業などの分野�
でますます注目されると期待できる。 �



物理学としての課題 

●構造形成の機構解明�
●構造の普遍性の解明�
●構造と流動性の関連の解明�
●構造の制御
生体と直接的に関係したソフトマターについては�
●運動の法則性の解明�
●機能発現のメカニズムの解明�



一つの高分子が二つのパーツからできている！ 

界面活性剤分子　　　　高分子共重合体 

バラバラな場合と何が違うのか？ 
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個々の分子は乱雑な運動�



BR
R
+

時間 
濃度が揺らがない！！！ 

個々の分子ペアは乱雑な運動�



濃度差の時間発展方程式 

δφ
δφ F

t
2∇=

∂

∂

)(

)( 322

φφα

φτφφ

−−

+−−∇∇= g



数値計算 

一様な状態から構造の形成 



無秩序状態からラメラ構造形成 

濃度の等高面を表示�



ダブルジャイロイド 



相図 
K. Yamada, M. Nonomura and T. O., 2006 

cf. C. A. Tyler and D. C. Morse, 2005
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ダブルジャイロイド構造からラメラ構造へ 



Initial 
gyroid

Final 
lamellae

Intermediate 
Fddd

ダブルジャイロイド構造からラメラ構造へ 



Fddd structure 
interconnected but non-cubic symmetry 



ラメラダブルジャイロイド転移では 
中間状態としてFddd構造が現れる 

竹中氏ら（京大工学部）が実験で確認！ 



数値計算 

二つの構造が共存しているとき 



穴あきラメラ構造

円柱構造



中性子星の内部�
(G. Watanabe and H. Sonoda)

(K. Oyamatsu, 1993)

超新星や中性子星における 

核物質の「ミクロ」周期構造

~fm 

liquid phase with protons and neutrons 
gas phase with protons 
uniform background of electrons 

普遍性

€ 

10−15m



アクティブソフトマター 



Experiment of cell motion (single Dictyostelium cells moving  
on a 2% agar surface. The cells are ,15 mm in diameter.  
The movie frames were captured at 10 sec intervals and 
these clips are 20 min long. (細胞性粘菌）        Li et al, 2008�

生体細胞の運動�

このような運動を表現する 
普遍性のある基礎方程式は 
あるか？�



K. Nagai et al. PRE 71 (2005) 065301R 
(Kenichi Yoshikawa group, Kyoto Univ.)�

(floating) �

with surfactants �

 動き回る油滴 



No theory is available for this specific phenomenon.�



 運動と変形をどのように表現するか 



重心の速度 

伸張 

前と後ろの区別 
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v, S, U に対する方程式(T. Ohta et al, 2009, T. Hiraiwa et al 2010) 
(both for migration-induced deformation and deformation-induced migration) 
Up to cubic nonlinearity 





 2次元空間（平面上）での運動 

T. Hiraiwa, M. Matsuo, Y. Ohkuma, TO and M. Sano, EPL (2010)�



Numerical simulations in two dimensions  
for the coupled set of equations 



分岐図�
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ジグザグ運動�



 3次元空間での運動 

T. Hiraiwa, K. Shitara and TO,�Soft�matter�（2010） 



 分岐図 

 straight 

 rotating 

 helical 

The lines are obtained by the linear stability analysis.�



 相互作用する粒子集団の運動 

条件 
向きが同じ粒子同士の反発は弱い 

Y. Ichino, T. Ohkuma and TO, unpublished 



密度を変化させることによる 
秩序・無秩序転移 



ソフトマターの構造形成 

アクティブソフトマターのダイナミクス 


