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図１．電場誘起変形を観測するに制作した実験系の概略図 
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The mechanical response to electrical stimulation was investigated in a chiral smectic 

elastomer. The displacement in an elastomer film was precisely measured by tracking 
fluorescent beads dispersed on the film with accuracy of 20 nm. From the displacements of the 
beads, all the components of the two-dimensional strain tensor were calculated. Shear 
deformation in the film was clearly observed when an electric field was applied perpendicular 
to the film surface. This shear deformation depended on the polarity of the applied electric 
field. The temperature dependence of the strain tensor was also investigated, and it was also 
concluded that the contribution of the phase mode, that is, the coupling of the azimuthal 
rotation to the applied electric field, primarily caused the electrically induced deformation 
whose magnitude increased with decreasing temperature. It indicates that the origin of the 
electric-field-induced shear strain in the chiral smectic C phase was mainly attributed to the 
Goldstone mode. 

  

１．はじめに 

液晶エラストマーは、液晶の異方性とポリマーネットワークの力学的性質を併せ持つ材料である。1980 年代、高分子

ネットワークに棒状の液晶基を導入することで液晶相をもち、ゴム弾性を示す物質がはじめて合成された。それ以来、液

晶エラストマーは新しい材料として注目を集めており、その一つがキラルスメクチックエラストマーである。キラルスメ

クチックエラストマーは電場と自発分極の結合により、配向変化に起因するマクロな変形を示し、圧電素子として応用が

期待されている。液晶エラストマーではダイレクターの配向変化とポリマーネットワークの変形が連動する。キラルスメ

クチックエラストマーの場合、電場によりダイレクターの配向変化が生じて圧電効果を示す。キラルスメクチック相にお

いてはいくつかの配向モードが存在するが、どのモードによりこのような電場誘起変形が起こるかはまだ明らかではない。

電場によるエラストマーの変形と液晶の配向モードとの相関を明らかにすることが本研究の目的である。今回、電場印加

によるエラストマーの変形を観測し、それを解析することで、電場誘起ひずみテンソルを定量的に求めた。また、そのひ

ずみテンソルの温度依存性に基づいてキラルスメクチックエラストマーの電場誘起変形の起源について調べた。  

 

２．実験 

ポリシロキサンの高分子主鎖に不斉炭素を持つメソゲン基

と架橋剤を導入し、トルエン溶媒中で白金触媒を用いて合成

した。その後、ゲル状サンプルに 1軸応力を印加しながら架

橋反応することにより、均一に配向したキラルスメクチック

エラストマーが得られた 1)。相系列は g -6 SmX* 32 SmC* 80 

SmA* 115 Iso (℃)である。実験系を図 1に示す。エラストマ

ーの両面に導電性グリスを塗り、電場をかけた。上側のグリ

スの上に、蛍光ビーズを分散させたエタノール (直径 1.0μ

m) を滴下し、均等に拡散させた。上側のグリス上の蛍光ビ

ーズはエラストマーの動きに合わせて動く。蛍光ビーズを 
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図 ２．40℃における変位の時間依存性。印加した正弦電場の

周期は 10 秒、振幅は 1.25 V/μm であり、4 サイクル印加した。

0－5、45－50 秒での電場は 0 である。 

図 ３．40℃におけるひずみテンソルの時間依存性。印加した

電場は図２と同様である。 

図 ４．ひずみテンソルの温度依存性。印加した電場は図２と同

様である。 

用いることで直接的に電場印加部分の変形を測定できた。今回、蛍光顕微鏡で観察しながら電場(正弦波)を印加したとこ

ろ、電場応答によるエラストマーの変位が見られた。この様子を撮影して蛍光ビーズの変位の時間依存を解析した。z方

向は層法線方向で、ｙ方向は層面方向である。変位の y成分と z成分を同時に測定できた。電場は x軸方向に印加した。 

 

３．結果と考察 

一つのビーズの y、z方向の変位の時間依存を図 2に示す。図 2

から、電場の周期に従って z方向の変位は約 0.2 μm、y 方向の変位

は約 1.0μm の振幅を持って振動することがわかる。電場の周期と同

じことから、この電場に対する応答は主にキラルスメクチック液晶

の自発分極に起因したものであると思われる。10 個の蛍光ビーズの

変位データから、最小二乗法を用いて二次元のひずみテンソルを求

めた。図 3は、図 2と同一実験条件で得られたひずみテンソルの時

間依存を示す。Szz, Syy の対角成分はほとんど出ないが Syz の非対

角成分が主に出ていることから、この温度ではせん断ひずみが支配

的であることが分かった。図 4 は得られたひずみテンソル成分の温

度依存性(40 - 90 oC) を表す。Syz 成分が温度増加に伴って小さく

なり、ほかの成分の変化がほとんどない。Syz 成分の温度依存性は、

温度増加によりティルト角が減少して自発分極が小さくなるため

だと思われる。この温度依存性の傾向は、エラストマーの電場誘起

変形において Goldstone モードが支配的であることを示唆している 1,2)。また、ひずみの大きさ(10-4オーダー)が液晶分

子のティルト角(10-1オーダー)より非常に小さいことや電場除去時に元の形に戻る復元力が存在することからキラルス

メクチック LCE の電場応答は、液晶分子の回転だけの‘soft deformation’ではなく、ある安定状態の周辺での微小変形

であると考えられる 1)。 

 

４．まとめ 

電場応答によるエラストマーのｘ、ｙ成分の変位をナノスケールで測定できた。変位が電場と同じ周期を持って振動

することから、この電場応答は主にキラルスメクチック液晶の自発分極に起因したことがわかった。２次元のひずみテン

ソルが得られ、せん断ひずみが支配的であることが示された。また、ひずみテンソルの温度依存性の結果から SmC*相で

の変形が Goldstone モードに起因することがわかった。 
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