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１．は　じ　め　に
　液晶は等方性液体と結晶の間に現れる流動性と異方性
をあわせ持つ中間相である．このために様々な興味ある
物理現象を示す．配向弾性はその一つである．棒状分子
の示す最も一般的な液晶相であるネマティック相では，
分子は重心位置をランダムにしたまま，その平均的な方
向をそろえて配列する．この配向秩序は長距離にわた
り，しかも流動性があるので，大きな配向の乱れが容易
に誘起される．配向の変形には図１に示す3つの独立な
変形，スプレイ，ツイスト，ベンドがあり，これらの変
形をもとの平行配向に戻そうとする配向弾性が存在す
る．これら弾性変形にかかわる弾性定数はそれぞれK11，
K22，K33と表され，いずれも数～数10 pN（ピコニュー
トン）のオーダーである．また，いくつかの例外を除い
て，棒状分子ではK22 <K11 <K33である．本報告では，光
によって液晶表面に誘起された動的な変形と対流が，液
晶の異方性が原因となって，異なった変形へとカタスト
ロフィックに変化してゆく現象について報告する1）．
　表面における対流は基本的には表面張力の勾配によっ
て生じるので，その基本をおさらいしておく．固体基板
上に液滴がのっている場合，固体／液体，固体／気体，
液体／気体の3種類の界面がある．このうち，気体に対

する界面を表面と呼ぶこともある．液体を構成する分
子と分子の間には分子間力という引力が働いて凝集し
ている．液体内部ではあらゆる方向から引力を受ける
自由エネルギーの低い（安定な）状態にあるが，表面
では気体側からの引力がほとんどないので高い自由エ
ネルギーを持ち不安定な状態にある．このため，液体
はできる限り表面積を小さくしようとする．これが界
面（表面）張力である．液体が液晶となっても事情は
同じである．このような界面張力は液体による固体表
面の濡れ安さと大いに関係している．表面張力の大き
い固体はぬれやすく，逆に表面張力の小さい固体はぬ
れにくい．一方，液体の表面張力からいうと，水など
表面張力の大きなものはぬれが悪いが，同じ表面でも
たとえばヘキサンなど表面張力の小さなものは同じ界
面を水よりもよくぬらす．
　さて，ここまでは液体（液晶）の表面張力が一様な場
合であるが，表面張力が場所によって分布を持っている
と，表面張力の低い場所から高い場所へ向かって表面分
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図１	 ネマティック液晶における変形．
 左から広がり（splay），ねじれ（twist），曲げ（bend）変形．
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子の移動が誘起される．例として図２のように，水の
入った水槽を考え，一方（ここでは左側）を温め，温度
勾配を導入したとする．温度の高い領域は温度の低い領
域に対して表面張力が小さい．それ故，温度の高い（表
面張力の低い）左側から温度の低い（表面張力の高い）
右側へ，水表面で水分子の流れが生じる．これにより，
図に示したような対流が生じる．このように，液体表面
で表面張力差が駆動力となって液体の流れが起こる現象
をマランゴニ効果と呼ぶ2）．よく知られている例が「ワ
インの涙」と呼ばれる現象で，ワインをグラスに注ぐと
内壁に沿ってワインが這い上がり，液列となって滴り落
ちるのを見ることができる．ワインは水とアルコールか
らなっているが，内壁上方からアルコールが蒸発し表面
張力の違う水とアルコールの濃度比が変化し，表面張力
の小さい下方から大きい上方へ，重力に逆らってワイン
が這い上がるためである．この説明は1855年，Thomson

によって報告3）されたが，その後，1871年のMarangoni

の報告4）により，Marangoni（マランゴニ）効果と呼ば
れている．マランゴニ効果は物理，光学，生物など多く
の分野の問題に関して関連付けられている．

　本研究では液晶自由表面に集光したレーザー光を入射
し，放射状の温度勾配を作り，それによる表面の流動の
様子を観察したが，結果を示す前に等方的な液体で行わ
れた過去の研究に触れておきたい．このような実験条件
では中心部の温度が上昇し，表面張力が低下するので，
中心部から外側に向かう放射状の流れが液体表面に発生
する．もちろん，外向きの流ればかりではなく，内部で
は内向きの流れが生じ，対流となる．一次的な外向きの
流れの速度はそれに伴って起こる内向きの流れに対して
速いので，光で照射された中心部に穴ができ，その周辺
に外輪山状の隆起が発生する．このような観察は種々の
液体で行われ，膜厚，表面張力，入射レーザービームの
エネルギーなどに依存する5─7）．実際，中心の穴の形成
は実験的にも8）理論的にも6,9）広く研究され，温度（平均
的な温度は表面張力に影響し，温度勾配はレーザー強度

によって支配される），マランゴニ数，レイリ―数，粘
性などに依存することが報告されている10,11）．
　一方で，液晶表面におけるマランゴニ効果に関しては
いくつかの理論的研究はあるが12─14），実験的研究は著者
らの知る限り一報15）しかない．実験は水平配向基板上の
液晶に比較的弱いレーザー光を照射したものである．今
回の研究では垂直配向基板を用い，はるかに強い光まで
変化させて実験を行った．その結果，放射状のマランゴ
ニ対流だけではなく，ある閾レーザー強度で回転対流に
変化する挙動が発見された．液晶表面でのマランゴニ効
果は非常に特異である．なぜなら，流動により，ダイレ
クター（液晶分子の平均的方向）の配向が変化するし，
その変形によって弾性エネルギーが上昇する．しかも，
分子の表面法線からの傾き角に分布ができれば，それが
表面張力の差を生み出し，新たな流れを生み出すことに
もなる．また動的挙動には粘性係数の異方性も影響する
であろう．本研究ではここまでの解析には至らなかっ
たが，放射状対流から回転対流への展開を定性的に説
明することができた．以下では実験事実を中心に報告
する．

２．実　験　方　法
　用いたネマティック液晶は市販のzLi-2293 （Merck）
で，85℃で等方相に転移する．屈折率はno =1.50，ne =  

1.63，弾性定数はK11 =12.5 pN，K22 =7.3 pN，K33 =17.9 pN，
回転粘性係数は162 mPasである．レーザー光を効率よ
く吸収するために502 nmに吸収ピークを持つDisperse 

Red 1色素をzLi-2293に0.028 wt%加えて試料とした．
また，対流の様子を観察しやすくするために，必要に応
じて微量のシリカマイクロ粒子を添加した．垂直配向用
ポリイミド（JaLS-204，JSR Corp.）をスピンコートし
たカバーガラスを基板とし，その上に液晶滴をたらし，
基板上に引き延ばし，試料とした．試料厚は1～30ミク
ロン程度である．液晶／空気界面では垂直配向するの
で，垂直配向基板上の液晶滴は全体的に垂直配向し，直
交偏光子で挟んで，試料を垂直方向から観測すると，完
全な暗視野となる．
　実験に用いた光学系を図３に示す．倒立顕微鏡（Nikon, 

Ti-U）に励起（zeT532/10×），発光（eT542lp），ダイク
ロイックミラー（zT532rdc-UF1）を含むフィルター
キューブ（Chroma technology）を挿入した．顕微鏡ス
テージに試料をのせ，半導体レーザー（Coherent, SF532, 

532 nm）を50倍の対物レンズ（Na=0.45）で集光し試
料に照射し，液晶表面で生じる動的挙動をCCDカメラ
（Qimaging Micropublisher and Point Grey Research）で観
察した．レーザー光照射（0.01 GWm─2）による試料表
面の温度上昇は5℃程度である．ほとんどの観察は室温
で行っているので85℃の転移点を超えることはない．

図２	 温度勾配によるマランゴニ対流の形成の様子．
 温度が高く，表面張力の低い左側から，温度が低く，表面張

力の高い右側へ表面で物質移動が起きる．

temperature: high 
surface tension: low

temperature: low 
surface tension: high
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　実験で得られたCCD像の解析は imageJというソフト
ウエアーを用いて行った．このソフトウエアーを用いれ
ば，垂直入射で撮影された像から表面の相対的な高さプ
ロファイルを得ることができる．

３．実　験　結　果
　図４に，室温で10ミクロン厚の液晶フィルムの表面
を様々な入射光強度の下で観察した結果を示す．（a）は
直交偏光子を用いた垂直照射での観察，（b）は偏光子を
用いず，斜めから（表面法線から15度）の光照射での
観察，（c）は偏光子を用いず，垂直方向からの照射によ
る観察，（d）は（c）からソフトウエアーを用いてシ
ミュレートしたイメージである．ただし，（d）は上下が
逆に表示されている．すなわち，中心が出っ張っている
ように見えるが，実際には穴が存在している．入射光強
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リーズ（c）はシリーズ（d）をシミュレートするための
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向に配列し，一軸性であることが分かる．逆に明るく

図４	 集光レーザー光の上方から自由表面を持つ液晶膜への照射により生じる形態変化．
 左から右へレーザー光強度はそれぞれ1.26, 2.80, 3.29, 4.7 mW．ａ─シリーズは垂直照射，直交偏光子使用．ｂ─シリーズは

斜め照射，無偏光．ｃ─シリーズは垂直照射，無偏光．ｄ─シリーズはｃ─シリーズからソフトを用いてシミュレートした結果．
H. Choi and H. Takezoe, Soft Matter, 12 (2016) 481より転載．

図３　実験で用いた光学系．
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なった部分はダイレクターが表面法線から傾き，複屈折
性を示していることが分かる．暗十字の方向が偏光子の
方向であり，それらから45度方向が最も明るい．シ
リーズ（a）から，大きく分けて2つの変形が生じている
ことが分かる．レーザー光強度が低い時は直交する暗十
字が観察され（a1, a2），レーザー光強度が高い時は暗十
字が崩れスパイラルになっている（a3, a4）．後に述べる
ように，これらは放射状の対流（マランゴニ対流）と回
転対流に対応する．図4（a2）左上には放射対流から回転
対流への移行の始まりが視認できる．このような挙動
は，セル厚を1～30ミクロンの間で変化させても定性的
には変化しない．ただし，変形領域のサイズ，2つの変
形移行のための閾値レーザー強度，回転対流の回転速度
はセル厚に依存する．
　2つの変形につき，更に詳細に見てみよう．図５は1.26

及び3.30 mWの（a）シリーズの画像にダイレクター
マップを書き込んだもの（b1, b2）と，変形の高さプロ
ファイル（c1, c2）である．光強度の弱い時の挙動は容
易に理解できる．すなわち，放射状のマランゴニ対流が
できるために流れによって分子が垂直方向から放射状に

倒れる．（a1）では2つの黒いリングが見えるが，中心か
ら最初のリングまでにπの位相変化が生じていることを
示している．分子の垂直方向からの傾きが場所によらず
一定で，試料膜厚も一定であると仮定すると，傾き角は
30度程度と見積もられる．ただし，もちろん，傾き角は
中心から外側に向かって変化しており，表面にはリング
状の凹凸が現れているのでこの仮定は正しくなく，傾き
角はあくまで目安である．（b1）の放射状の線はダイレ
クターの表面への射影を表している．
　光強度が強くなり，閾値強度を超えると（a2）のよう
なスパイラルパターンが発生する．この暗線を頼りにダ
イレクターの表面への射影のマップを書き込んだものが
（b2）である．（a2）の最中心の渦（スパイラル）は右巻
きであるのに対し，その外側の渦は左巻きであることが
分かる．それぞれに対応するダイレクターマップは，
（b2）に示すように，それぞれ左巻き，右巻きである．
このような考察から，中心の渦巻きとその外側の渦巻き
の間に回転対流が生じていることが想定される．左巻き
の対流に引きずられて，その内側と外側で逆巻のダイレ
クタースパイラルが生じる．この部分でダイレクターが
鋭角で変化し，このため明るいリングができる（赤丸）．
これらの変形の高さプロファイルを（c1）と（c2）に示
す．表面の隆起も最初は外輪山状の隆起のみであるが，
光強度を強くすると，隆起部分に谷も生じるなど複雑化
している．（a）と（c）の3色の点はそれぞれ場所の対応
を示している．先に述べた回転対流は赤丸のあたり，す
なわち，光照射中心の外側の円形に隆起した領域の谷の
部分で生じる．円形の対流と谷の形成はほぼ同時に生じ
るので，谷の形成が回転対流を誘起しているのか，ある
いは回転対流によって谷が形成されるのかは明らかでは
ない．
　実際の動的挙動を確認するため，5.1ミクロン径のマ
イクロ粒子を含む15ミクロン厚の試料を用い，室温で
粒子の運動を観察した．図６にその様子を示す．（a），
（b）はそれぞれ光強度が弱い時と強い時の挙動である．
赤丸は1/30秒ごとのマイクロ粒子の動きを表したもので
ある．実際のその場観察，あるいはビデオ観察では，
（a）では動径方向の往復運動が，（b）では回転運動が観
察される．マイクロ粒子の運動を子細に観察することに
よって，回転運動の周波数を光強度（光エネルギー密
度）の関数として測定した．図７は0.5ミクロン径のマ
イクロ粒子を含む7ミクロン厚の試料を用いて観察した
結果である．回転周波数は光エネルギー密度に対し，直
線的に変化する．この直線が横軸と交わる点，0.013 

GWm─2，が放射状の対流から回転対流に移行する閾エ
ネルギー密度である．

図５	 照射レーザー光が低い時（左）と高い時（右）の放射状対流
と回転対流の様子．

 ａは直交偏光子に挟んで垂直照射によって観察した対流の様
子．ｂはそれにダイレクターマップを書き入れたもの，ｃは
ソフトウエアーを用いて求めた表面形状の高さプロファイル．
ａとｃの赤，黄，緑の点は対応する位置を表す．

 H. Choi and H. Takezoe, Soft Matter, 12 (2016) 481より転載．
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４．考　　　　　察
　液晶のような異方性流体の粘弾性は非常に複雑であ
る．本研究のような実験条件で，等方性流体におけるマ

ランゴニ対流は，温度（T）差に起因する表面張力（s）
差，粘性係数（m），熱拡散率（a）によって特徴づけられ
る．マランゴニ対流を特徴づける無次元量であるマラン
ゴニ数Mはこれらの係数を用いて次のように与えられる．

M = （∂s /∂T） ･ ΔT･L /am

ここでLは特徴的な長さである．マランゴニ効果は温度
勾配，温度による表面張力変化が大きいほど，また，熱
拡散率，粘性係数が小さいほど大きくなることは，定性
的にも理解できるであろう．液晶の場合，事情はずっと
複雑である．熱拡散率にも粘性係数にも異方性があるか
らである．対流によって垂直に立っていた分子に傾きが
誘起されると熱拡散率や粘性係数に変化が生じる．これ
ばかりではない．等方性流体におけるマランゴニ数を表
す表式には表れないが，異方性流体である液晶では弾性
エネルギーの寄与は大きいであろう．対流が起きる前に
表面法線方向に沿って一様に配列していた分子がマラン
ゴニ対流によって放射状に傾くと，弾性エネルギーが生
じるからである．
　この様子を表したのが図８である．上方にマランゴニ
対流が起こっている場合の側面図（左）と正面図（右）
を示す．集光レーザー光によって作られた穴からその周
囲の隆起部に向かって矢印のような流れが生じ，それに
よって分子が傾くために，側面図を見るとダイレクター
の表面への射影成分には大きな曲げ（ベンド）変形（図
1（c））が生じている．最も，傾きがそれほど大きくない
ときには曲げではなく，むしろ広がり変形が支配的であ
る．また，レーザーの入射方向から見た正面図では放射
状の流れのために大きな広がり（スプレイ）変形（図1

（a））が生じていることが分かる．このように，放射対
流時には広がり変形が基本である．
　マランゴニ対流から回転対流への移行はこれら変形の
弾性エネルギーのコストを解消するために生じると考え
られる．回転対流へ移行した後の流れとダイレクターを
図8下方に示す．図5（a2, c2）によれば，回転対流は谷の
部分で起こるので，流れは側面図（左）に示すように，
谷を削ってゆく．この時のダイレクターの分布を正面図
（右）に釘印で示す．釘の頭が手前に突き出ている様子
を示す．もともと分子は基板に対して立っているので，
流れの方向に少し傾くことになる．この傾きのために面
内への射影成分ができる．射影成分は曲げ変形である
が，傾いたダイレクターがその傾きの方位角を変化させ
る変形はねじれ変形が支配的である．1で述べたように，
曲げ変形は3つの変形のうち最もエネルギーが高いが，
ねじれ変形のエネルギーは最も小さい．射影成分は大き
くないので曲げ変形成分は小さく，支配的なねじれ変形
成分のために弾性エネルギーはそれほど大きくないと考
えられる．このように，広がり変形を基本とする放射対

図６	 1/30秒ごとのマイクロ粒子の位置変化．
 （ａ）放射対流時，（ｂ）回転対流時．
 H. Choi and H. Takezoe, Soft Matter, 12 (2016) 481より転載．

（ａ）

（ｂ）

図７	 回転対流の回転周波数の入射レーザー光パワー密度依存性．
 対応する動的イメージを合わせて示す．
 H. Choi and H. Takezoe, Soft Matter, 12 (2016) 481より転載．
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流からねじれ変形を基本とする回転対流への移行は，よ
り低い弾性エネルギー状態へ逃避することによってもた
らされると考えられる．このことは等方的液体ではこの
ような現象が見られないことからも支持される．定量的
な議論をするためには，対流の変化が生じる表面状態で
放射対流が起きている時と，回転対流が起きている時の
弾性エネルギーを計算し，比較する必要がある．しか
し，それに加えて，異方的な粘性の影響も考慮する必要
があり，実際にはそれほど簡単ではない．

　最後に回転方向についてコメントしておく．通常の条
件下では回転対流の回転方向はランダムであり，右回り
も左回りも等確率で起こる．回転方向を制御するために
直線偏光の代わりに円偏光を用いたり，通常のガウシャ
ンビームの代わりにラゲールガウシャンビームを用いた
りしたが，全く効果はなかった．すなわち，回転の形成
は光の角運動量の伝達16）によるものではないということ
を意味する．等方的液体では回転への移行は観察されな
いことと矛盾しない．唯一，回転方向制御可能な方法は
キラル分子の添加である．わずかな（0.5 wt%以下）の
S体キラル分子（S811, Merck），R体キラル分子（CB15, 

Merck）の添加により，それぞれ，反時計回り，時計回
りの回転を選択的に誘起することに成功した．キラル分
子の添加によって一様な垂直配向にわずかなねじれが誘
起され，これが回転方向を支配するものと考えられる．

５．まとめと今後の課題
　液晶の自由表面に垂直方向から集光レーザービームを
照射することにより，表面形状の変化を伴う放射状のマ
ランゴニ対流を引き起こした．入射レーザー光強度を増
加することにより，ある閾値で放射対流から回転対流へ
のカタストロフィックな変化が生じることを見出した．
右回転，左回転は等確率で現れ，円偏光やラゲールガウ
シャンビームによっても制御することはできなかった．
また，等方性液体では回転対流への移行は観察されな
かった．このような結果から，観測された対流の変化は
液晶の弾性エネルギーが原因であると考察した．すなわ
ち，放射対流による弾性エネルギーの増加から逃避する
ために，より弾性エネルギーの低い回転対流へ移行する．
　この現象がすぐ何かの応用に結び付くことはないが，
基礎科学的には興味深い研究がいくつか考えられる．同
時に2つの回転対流を形成し，その2つを接近させて
いった時，同方向の回転対流と逆方向の回転対流では，
2つの回転対流の間にどのような力が働くであろうか．
一つの回転対流の存在下で，その近傍にもう一つの回転
対流を形成した場合，その回転方向は最初の回転対流の
回転方向に影響を受けるであろうか．また，受けるとす
るなら，どれくらいの距離まで影響が及ぶであろうか．
興味は尽きない．
　もう一つの興味はスキルミオン17）との類似性である．
スキルミオンとはスピンが渦を巻いて配列するナノス
ケールのスピン構造である．磁場，熱場，電流などでス
キルミオンの移動，生成・消滅などが制御できることか
らスピントロニクスへの応用が期待されている．次世代
のメモリーデバイスの有力候補とも考えられている．ス
キルミオンには図９に示すようなネールタイプとブロッ
ホタイプが知られており18），外周から中心へ向かってス
ピンの反転が起こっている．液晶のダイレクター方向に
は向き（頭尾の区別）はないが，対流の流れの向きを考
えるとネールタイプは放射対流時の構造に，ブロッホタ
イプは回転対流時の構造によく似ている．液晶には，超
伝導体とTGB相19），液晶における欠陥の生成・消滅と
宇宙空間の構造形成・消滅（kibbleメカニズム）20）など，
さまざまな類似性が知られている．スキルミオンもマイ
クロ粒子周りの渦状欠陥やブルー相などとの類似性がす
でに議論されている．本研究で話題にした2つの対流も
スキルミオンとの新たな類似性を提供する．なんといっ
ても，液晶は構造が巨視的であり，光学顕微鏡で容易に
観察できるという利点がある．
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