非平衡ソフトマターの構造形成とダイナミクス

113

非平衡ソフトマターの構造形成とダイナミクス
＊

太

田

＊

隆

夫

Structural Formation and Dynamics of Non-Equilibrium Soft Matter
Takao Ohta*
抄

録／Synopsis

ソフトマターとは，高分子，脂質分子，液晶など生体を構成する物質の総称である．非平衡状態
のソフトマターとしては分子モーター，生体細胞，微生物などがある．非生物系でも界面活性剤溶
液中でマランゴニ効果によって油滴が自走するのは非平衡現象である．これらは最近，アクティブ
ソフトマターと呼ばれて非線形非平衡系物理学の問題として盛んに研究されている．本稿では，ア
クティブソフトマターのモデルである柔らかな自己推進粒子のダイナミクスに関する私たちの研究
について報告する．

By soft matter, we mean materials which constitute living objects such as polymers, lipid molecules,
liquid crystals and so forth. Typical examples of soft matter in non-equilibrium are molecular motors,
living cells and microorganisms, which are called active soft matter. As an example in non-biological
systems, oil droplets in a surfactant solution undergo spontaneously a translational motion due to
Marangoni effects. These have been studied extensively recently as a subject in nonlinear and nonequili
brium physics. Here we report on our study of dynamics of self-propelled soft particles as a model
system of active soft matter.

１．は

じ

め

に

非平衡ソフトマターのうち，今年度は柔らかいソフト

などもあるが本稿では主として柔らかな自己推進粒子の
並進，変形，回転に着目する．

マターの非線形ダイナミクスを中心に研究成果を報告す

アクティブソフトマター研究の目的・目標は一方では，

る．なお，本稿は私の解説記事「アクティブマターの非

それを題材にして非平衡統計物理学を進展させること，

線形ダイナミクス」（日本物理学会誌 掲載予定）を下敷

他方は生命系への理解を深めることが挙げられる ．柔ら

3）

かなアクティブマターでは様々な変形モードの非線形

きにしている．
自分の内部に運動の仕掛けをもっている物質・物体を
アクティブマターという．これは 2006 年頃から使われ
1）

カップリングのため，孤立した 1 個の粒子の運動も複雑
なものとなる．
「泳ぐ」バクテリアについては流体力学的

始めた新しい言葉である ．動物，生体細胞，微生物，

研究が 1950 年頃から行われているが，培地上を「這う」

分子モーターなどがその例である．非生物系でわかりや

運動についてはその並進と変形の相関や，細胞内部での

2）

4）

すいのは樟脳舟であろう ．プラスティックで作った

力の発生などの研究が始まったばかりである ．微生物の

1–2cm の舟の船尾に樟脳をくっ付け，水に浮かべると，

一見ランダムな運動は拡散として表現されることが多い

水面に樟脳が溶けた後方と溶けていない前方の表面張力

が果たしてそれが適切なのであろうか．柔らかな自己推

の違いのために舟が前進する．油滴や金属微粒子，コロ

進粒子ではジグザグ運動やカオス運動が現れることが理

イド粒子でもその表面での化学反応により表面張力に不

論的に知られており，一方，生体分子モーターが関与する

均一が生じる条件下では，溶液中で化学エネルギーが力

細胞内の物質の動きは単なる拡散でない実験例が多数報

学エネルギーに変換され自己推進運動が起こる．なお，

告されている．ミクロ生体内の揺らぎは，従来の熱揺らぎ

「運動」は並進だけではなく変形，回転（スピン），分裂

ではなく，非平衡揺らぎと捉えるべきであり，それを解明
するための具体的，かつ，有効な対象がアクティブソフト
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マターである．また，相互作用する自己推進粒子集団の示
す秩序とダイナミクスは，本質的に熱平衡状態の構造と
は異質であり，物理学としてほとんど未開拓である．この
ようにアクティブソフトマターは非平衡系の理論体系を構
築するための格好の研究対象として興味がもたれている．
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２．柔らかな自己推進系の例

柔らかな自己推進する系として油滴の自走実験を紹介
5）

する ．ペンタノール水溶液に浮かんだペンタノール油

算によると並進するドメインは図 1 の油滴と同じように
進行方向に伸びたブーメラン型になる．

3 番目の例として生体細胞でも速度に垂直方向に伸び

滴はその体積が十分小さいとき直進運動する．図 1 は右

て動く例がある．魚類表皮細胞ケラトサイトは動いてい

から左に動いて壁で反射し，向きを変えて右下に移動し

ないときは上からみると円形であるが，動き出すと図 2

ている油滴の 1 秒ごとのスナップショットである．この

のように横に拡がる ．この変形については理論的研究

自己推進の起源はマランゴニ効果であると解釈されてい

が行われている ．

7）

8）

5）

る ．油滴の表面張力がペンタノールの濃度に依存し，
濃度の不均一が表面張力の不均一を生み，そのため，油
滴が移動し，さらに濃度の不均一が大きくなるというメ
カニズムがあるのだろうと予想できる．動かないときは
油滴は一様な表面張力のため球形であるが，一定速度で
自走しているときは速度方向に膨らんだブーメラン型に
なる．

図２：培地上を写真の上から下へ這っているケラトサイト細胞の
7）

20 秒毎のスナップショット ．
細胞の横幅は約 30 マイクロメートル．

３．柔らかな自己推進粒子の運動方程式
図 1 の油滴にしても，図 2 のケラトサイト細胞にして
も動いていないときは円形をしている．つまり，前後の
区別はない．これに対し，ウニの精子のように鞭毛を回
転させて推進する場合は前後の非対称性が固有に備わっ
ている．自己推進系をモデル化するときこの違いは重要
である．本報告では油滴やケラトサイト細胞のように，
前後非対称性が自発的に破れる自己推進系を扱う．
摩擦が支配的な環境において自身内部で化学エネル
ギーを運動エネルギーに変換して動き回る微小系の一般
的力学は，現在，存在しない．そのため，理論的には一
図１：ペンタノール水溶液に浮かんで自走している油滴のスナップ
ショットを重ねた写真．
左斜め上方向に約 2cm/sec の速度で並進し，壁で反射した後，
右斜め下に動いた．（永井健氏のご厚意による．
）

もう一つの例は興奮因子と抑制因子が相互作用する反

つの対象，たとえばケラトサイト細胞の内部自由度を細
かく解析して運動を明らかにするか，あるいは，個別の
対象に依存せず，できるだけ普遍的な現象論を作るかの
二つの方法がある．ここでは後者のアプローチを採ろ
う．
説明を容易にするため油滴を念頭におく．図 1 から明

応拡散系である．この系は，空間周期構造（いわゆる，

らかなように並進と変形がカップルしている．並進は重

Turing パターン），時間振動，伝搬するパルス波などの非
平衡現象の研究に使われてきた．Krischer と Mikhailov
は 1994 年，興奮因子と抑制因子からなる反応拡散方程
6）
式を空間 2 次元で数値計算した ．興奮因子の緩和時間

心座標の時間変化である．変形はもっとも簡単には水と

リエ級数に展開でき，そのフーリエ係数の時間発展方程

が大きいときは孤立した動かない円形興奮ドメインが安

式を導出すればよい．空間の並進対称性，等方性などを

定であるが，その値がある閾値より小さくなると動かな

考慮すると方程式の形に制限がつく．この方法では変形

いドメインから一定速度で並進運動するドメインへの連

以外の自由度は十分早く緩和すると仮定している．生体

油の界面の時間変化である．2 次元の場合を考えると界
面の変形は極座標で周期 2π の周期関数であるからフー

続分岐が起こる．分岐が起こる理由は以下のように理解

細胞などではこの仮定が必ずしも成立するとは限らな

できる．今，興奮因子の領域が少し右にずれたとしよ

い．その場合には他の遅い自由度も理論に取り込む必要

う．その先頭では抑制因子が少なくなるため，抑制因子

がある．興奮因子と抑制因子からなる反応拡散系では，

の増加が十分遅ければ，興奮因子はさらに増加する．ド

動かないドメインが動き出す分岐点近傍で，上の時間ス

メインの後方ではこの逆のことが起こる．すなわち，興

ケールの分離が可能であり，相転移のランダウ理論のよ

奮因子の時間スケールに比べて抑制因子の時間変化が遅

うに，重心と変形のフーリエモードの連立微分方程式を

くなれば並進運動を止められなくなる．しかも，数値計

導出することができる ．

9）
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３．自己推進粒子単独の運動
重心座標，第 2 フーリエモード（楕円変形），第 3 フー
リエモード（3 角形変形）までの運動方程式を数値的に

が 2 次元空間でも起こる．ノイズは熱揺動ではなく揺動

解くと，フーリエモードの緩和が大きいときは直進が安

散逸関係も存在しないため，簡単ではあるが非平衡系の

定であるが，フーリエモードの緩和が遅くなるにつれて

集団ダイナミクスと状態間転移の有用なモデルとして興

（つまり，変形しやすいときは），ジグザグ運動やカオス

く，あるいは，密度を増加させると，ある閾値で粒子が
乱雑に運動している状態から方向を揃えた状態への転移

味がもたれてきた．

運動が現れる．その軌跡と粒子の形のスナップショット

このモデルの秩序状態は熱平衡相転移での秩序状態と

を図 3 に示す．（a）がジグザグ運動であり，粒子は周期

は著しく異なる性質をもつ．その一つは，状態間転移点

的に形を変え，それにつれて進行方向も周期的に変化し

近傍の秩序状態では，すべての粒子が速度方向を揃えた

ている．進行方向の変化の角度は約 120 度である．図 3

一様状態は安定でなく，乱雑なバックグラウンドの中に

（b）はカオス運動であり，それを特徴つけるリャプーノ

細長い秩序バンドが形成されそれが伝播することであ

10）

14）

フ数が正であることを数値的に確認している ．動かな

る ．Vicsek らの点粒子モデルではこのバンドは衝突し

いときでも，例えば，楕円変形が安定であるようにモデ

たとき一方のみが生き残ることが知られている ．

10）

ルを拡張するとさらに多彩な運動が現れる が詳細は割
愛する．

15）

非平衡系特有の現象である伝搬するバンドはどの程度
ロバストなのかを粒子の変形可能性を考慮して検討し
た．先の節で述べた柔らかな自己推進粒子の重心と楕円
変形の運動方程式それぞれの粒子に適用し，さらに，
（a）粒子間距離の関数としてガウス型の斥力相互作
用と楕円変形した粒子の向きをそろえる配向相
互作用を導入し，
（B） 各々の粒子の速度は周りの粒子密度の増加関数
である，
16，17）

として秩序状態のダイナミクスを調べた

10）

図３：（ a ）左から右へのジグザグ運動 ．
10）
（ b ）カオス運動 ．

．（B）につ

い て はバ ク テリア の 集団運動 で実 際に観 察さ れてい
18）

る ．これらの条件下でも，秩序・無秩序転移点近傍の

第 4 フーリエモード（4 角変形）まで取り入れると粒
11）

秩序状態で伝播するバンドが現れる．しかし，Vicsek ら

子の回転（スピン）や振動を起こすことができる ．図

のモデルのバンドとの大きな違いは，柔らかな粒子集団

4 は変形した粒子が重心を中心にして回転している場合

が形成するバンドは正面衝突で壊れないことである．そ

を示している．簡単のため，重心の並進は起こらないよ

の 例 を 図 5 に 示 す．（a）の 衝 突 直 前 の 二 つ の バ ン ド が

うにしている．この回転は粒子の剛体回転ではない．粒
子表面に変形波が生じ，それが伝播しているため回転し

(a)

ているようにみえているのである．剛体回転を表現する
には角速度を新たな変数として導入し，それと重心運動
12）

や変形と非線形結合する方程式系を扱う必要がある ．

(b)

(c)
11）

図４：変形する粒子の時計回りのスピン運動 ．

４．自己推進粒子の集団運動
自己推進粒子の集団運動の研究は 1995 年に Vicsek ら

(d)

13）

が提案したモデル が一つの契機となっている．かれら
は一定の速度で任意の方向に進む点粒子を考え，個々の
粒子はその周りの有限の範囲にいる粒子の平均の速度方
向に動く相互作用を導入し，時々刻々，速度の向きに小
さなノイズを与えた．ノイズの大きさを小さくしてい

0

200
17）

x

400

600

図５：バンドの正面衝突 ．
矢印はバンドの伝播方向を示す．黒丸は印をつけた 1 個の粒
子の位置である．
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（b）で 衝 突 し， そ れ が 跳 ね 返 っ て（c）離 れ さ っ て 行 く

う」運動については，その力の発生や変形についての詳

（d）．黒丸は着目した粒子の位置を表わしている．最初，

しい研究が始まったばかりである ．また，生体細胞集

右のバンドにいた粒子は衝突後も右側にいる．すなわ

団の運動についても，組織形成などにおける実験が行わ

ち，衝突で二つのバンドの粒子が混じり合うことはな

れている ．これらを解析するためには、本報告での理

い．周期境界条件なので（ d）の二つのバンドはそのうち

論を「泳動」や「這走」の場合に拡張する必要がある。

22）

23）

再度，正面衝突する．60 回以上衝突してもバンドは壊

油滴の場合との大きな違いはスケールがミクロであり、

れないことを数値的に確認してある．バンドの正面衝突

非平衡揺らぎに支配されている系であることである。ミ

で個々の粒子は混じり合わないが，大きなバンドと小さ

クロ非平衡系の自己推進運動の体系的理論を構築するこ

なバンドの衝突では，バンドの大きさの交換が起こり，

とは今後の課題である．

あたかも互いに通り抜けるように振る舞う．なお，衝突
のたびに大きさの違いが徐々に減少し，最終的には図 5
非線形散逸系であたかもソリトンのような振る舞いが
起こるのは驚きである．この現象には粒子の柔らかさが
本質的に重要である．つまり，楕円変形の緩和率を大き
くする とバ ン ドは 存 在は す るが 衝突 で安 定で な くな
19）

る ．
伝播するバンドの出現を「動的不均一性」と捉え，他
の非平衡系との関係に言及しておこう．周知のように，
高速道路の自動車の流れのような 1 次元交通流では車の
密度がある値を超えると一様な流れは不安定となり，低
密度な自由流の領域と高密度な渋滞流の領域が形成され
20）

る ．しかし，この渋滞領域と上に述べた伝播するバン
ドの間に類似性はない．交通流では低密度領域で車の平
均速度が大きいこと，および，渋滞領域は個々の車の運
動方向とは逆の方向に動いていく性質があるが、これら
は伝播するバンドと逆の振る舞いである．この原因は，
もちろん，Vicsek らのモデルでは密度を増加させると無
秩序から秩序な状態へ転移することにある．実際，密度
が高いところで秩序状態が壊れる自己推進粒子集団では
交通流の渋滞領域とのアナロジーが成立する「逆トラベ

５．お

わ

り

21）

．

に

柔らかな自己推進粒子はその個別運動も集団運動も多
彩な非線形ダイナミクスを発現することがわかってき
た．本稿での報告は油滴のような非生物系を念頭におい
たものである．その意味ではマクロな決定論的非線形ダ
イナミクスが主要な関心であるが、非平衡統計物理学の
基本的な問題をも提起していることを指摘しておきた
（b）のカオス運動でも拡散定数が定義
い。例えば、図 3
できるとするとそれを計算する一般公式はあるのだろう
か？ 周知のように熱平衡近傍ではアインシュタイン以
来の揺動散逸定理がある。しかし、非平衡定常系ではそ
れに対応するものは知られていない。自己推進系はこの
ように非平衡系の輸送理論ともつながる重要性がある。
初めに述べたように，生体系の「泳ぐ」微生物につい
ては流体力学的研究が古くからあるが，培地上を「這

考
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