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1．初期の研究目標と実際の研究推進 
	 ソフトマター中に存在する種々の連鎖構造・ネットワーク構造とそのダイナミクス・レオ

ロジーを明らかにすることを目標とした。連鎖構造としては高分子鎖のような永続的なもの

と会合性分子が作る一時的なもの、ネットワーク構造としても高分子の絡み合いネットワー

クのような一時的なものとゲルのような永続的なものを対象として計画した。 
	 実際に扱った対象は、絡み合い高分子、2 次元高分子、環動ゲル、会合性高分子、平板分
子が積層して作る連鎖構造に加え、A02 今井グループでの実験の進展を受けて脂質分子が作
る 2 次元膜を対象に加えた。紐状ミセルは扱うことが出来なかったが、会合性高分子の取り
扱いの拡張として現在準備中である。全体を通した得られた知見としては、ラウスモデル（と

その拡張）が多くの物質で繰り返し現れることがある。 
 
2．研究成果 
2‐１．2 次元高分子のダイナミクス（滝本）  
	 絡み合いが無いと考えられる高分子 2
次元高分子のダイナミクスを分子動力学

シミュレーションで調べた（図 1）。2
次元では分子鎖は互いに分離して存在す

る傾向があり、理想鎖とは全く異なるコ

ンフォメーション取るが、分子鎖の広が

り R と重合度 N の関係はガウス鎖と同
じ R ~ N1/2となり、緩和時間、拡散係数が

それぞれ N 2、 1 / N に比例するなど、ダ
イナミクス関係する指数もラウスモデルと同じになることを示した。3 次元における環状高
分子も絡み合いの無い系である可能性があり、同様の研究を準備中である。 
 
2‐２．会合性高分子の線形粘弾性（印出井・滝本）  
	 両末端にのみ会合基を持つ会合性高分子（テレケリック高分子）は、その線形粘弾性が単

一の緩和時間（会合の寿命に対応）を持つマックスウェルモデルで記述出来ることが知られ

ている。我々は、実用上はも重要な、1本の分子鎖上に複数の会合基を持つ場合について、1
本鎖モデルの範囲で線形粘弾性を計算する手法を開発した[1]。その結果、分子鎖上に存在す
る実際に会合している会合基の平均数 n が大きくなると、緩和スペクトルは単一緩和から広
がり、ラウスモデルと同じ緩和スペクトルとなることがわかった（図 2）。これは、絡み合

図１：	 2次元高分子のコンフォメーション。 
左：流動無し，右：ずり流動下。 



い高分子系において、低分子量成分中にご

く微量添加された超高分子量成分が示す

ラウス的緩和と同様のもので、会合の寿命

を τXとすると、最長緩和時間は τA = τX n2 と
なる。 
	 このモデルで会合の解離の際に分子鎖

の組み替えも許すと、紐状ミセルのモデル

となると考えられ、広範囲の物質群を統一

的に理解する方向として準備中である。 
 
2‐３．環動ゲルの非線形弾性（滝本） 
環動ゲルは、A01伊藤らにより開発された
新しいゲルである。多数の環状低分子を高

分子鎖が貫いたポリロタキサンにおいて、

２つの環状分子同士を化学結合で結んで 8
の字状分子としたもので、架橋点において分子鎖が自分に沿って動けることを特徴とする。

そのため、たとえば伸長変形下で部分鎖の張力に不均一が生じた場合、張力の低い部分鎖か

ら張力の高い部分鎖へモノマーが移動し、張力が均一化すること（滑車効果）が期待される。 
	 A01 浦山らは、この環動ゲルの一軸・等二軸・平面伸長下での非線形応力ひずみ曲線を測
定し、neo-Hookeanモデルで定量的に記述出来ることを報告している。しかし neo-Hookean
は化学ゲルの最も単純なモデルであり、もちろん滑車効果を含まない。そこで我々は、環動

ゲルの最も単純なモデルを作成し、その応力ひずみ曲線を調べた。モデルとしては、絡み合

い高分子系に対して我々が開発した仮想空間モデルを環動ゲルに拡張したものと、実際の 3
次元空間にゲルのネットワークを構成したものの 2 種類を調べたが、両者の結果は数値誤差
の範囲で一致した。その結果は、neo-Hookeanとは一致せず、異方性の強い変形である一軸
伸長・平面伸長の大変形下での応力が、neo-Hookeanの予測より小さくなる。これは滑車効
果により伸長に垂直方向の部分鎖から伸長方向の部分鎖へモノマーが移動した結果として理

解出来る。実験との不一致に関しては、A01 伊藤が、分子鎖状に残る未架橋の環状分子の並
進のエントロピーの重要性を指摘している。我々のモデルにこの効果を取り入れると

neo-Hookeanに近づくことを予備計算で確認しており、今後詳細に検討する。 
 
2‐４．斥力のみの平板分子系（香田） 
	 分子が集合して連鎖構造を形成する系として、相互作用として斥力のみをもつ剛体平板分

子からなる系に着目し、研究を進めてきた。成果をまとめると、以下の３つとなる。 
(A) 剛体斥力分子系における自由エネルギーの計算方法を提案した。 
(B) モンテカルロ法を用いて剪断流動下の構造変化を議論するための手法を提案し、プログ
ラムを開発した。 

(C) 液晶系における連鎖構造として、カラム構造の重要性を示唆した。 

図 2	 会合性高分子の線形粘弾性	 



	 (A) は、理想気体と剛体斥力分子系の内挿により、
自由エネルギーを求める方法で、系内の分子の重なり

数 σが特定の値をとる微視状態の数 w(σ) を見積も
り、自由エネルギー F を F/(kBT) = - ln w(0) から評
価する。例として、図３に示す厚みのない正方形を用

いた平板状分子のモデルのネマチック相において、こ

の手法の適用可能性を示した。 
	 (B) については、モンテカルロ法において剪断変形
を与えるために、剪断変形を行う仕事を外から与える

ための剪断ポテンシャル場を導入した。このポテンシ

ャルから計算されるボルツマン因子と分子間の剛体

的斥力に則って、微視状

態を生成するプログラ

ムを完成させた（平板以

外の分子形状にも対応）。 
	 図４は、円板状分子の

系に剪断変形を加える

様子を示す。円板状分子

の局所的なカラム構造

によって形成されるキ

ュバティック構造から、

カラムナー構造への構

造相転移を説明できることが分かった。棒状分子の系では、流動に誘起された等方-ネマチッ
ク相転移を説明できることを示し、流動配向角を求めることにも成功した。 
	 (C) は、配向した上でカラム状の構造を作ろうとすることが、円板状分子の特徴であるこ
とに着目するものである。この特徴を議論するため、平行に並んだ剛体円柱のモンテカルロ

シミュレーションを行い、得られる構造を解析した。平行に並べることで、相図としては棒

状分子系の相図に近いものが現れる事が知られている。この研究の結果は、分子の層が形成

されているスメクチック-Aの構造においても、層間の分子対のカラム的な構造が生成・消滅
を繰り返しているということを示している。 
	 また、電荷移動錯体を形成する液晶系で見られる誘電率などの異常性に関する実験結果と、

それを説明するためのイオン会合の理論を発表した[2]。なお谷口は、会合性液晶の流動下で
のダイナミクスを分布関数の方法で調べ、Tumbling	 ⇔	 Wagging	 ⇔	 Aligning の転移を捉え

ること等に成功しているが、詳細は紙面の都合上割愛する。 
 

2‐3．多成分脂質膜の変形ダイナミクス	 (谷口) 
膜の局所組成など、膜面内部の自由度が膜変形に及ぼす影響に興味が注がれてきている。

A02:今井グルーブでもこのような観点で実験研究が行われてきた。我々は、この特定研究期

図３: 正方形平板モデル分子系 

(a) (b) 

図４: 冠球円板系の剪断変形シミュレーション. (a)剪断変形前. 
(b)剪断変形を加え続ける際の様子. 



間を通して今井グループと共同研究を進めた。特に以下の 2 つの現象に注目し、理論・シミ

ュレーションからの方法で、この現象の解明の研究を行った。 

(A) 浸透圧を変化させベシクルを様々な形へ変形させ、更に温度を制御することで起こる膜

上相分離と、それに伴って生じる多様な膜変形現象 

(B) DHPCと DPPCの二成分ベシクル系において、一相状態から温度を下げて相分離を起さ

せると膜に pore(穴)が形成され、pore周辺の膜が roll状に変形する現象。 

(A) については、膜内の内部自由度と膜のダイナミクスが互いに結合した現象を記述する理

論モデルを構築し、数値計算を行うことで、実験で観測された膜変形現象の起源の解明に取

り組んだ。数値計算の結果、浸透圧差をある臨界値より大きく印加した場合、赤血球に似た

形と繭の形に似た形が安定状態として得られた。更に、一相状態で得られた赤血球形と繭形

のベシクルを初期状態として、相分離が起こる温度に急冷した後の数値計算の結果（図５）

は実験結果を再現し、このような変形の起源として「脂質自身が有する硬さが膜の形状を介

して相分離と結合し、形状に由来する異方的な相分離が引き起こされること」が分かった[3、

4、5]。 

(B) については、このpore周辺に形成される roll状の膜の構造形成機構について研究を行い、

「poreの周辺部の膜の縁を通した内外膜間の DHPC分子の輸送と pore の縁周辺部の内外膜

の局所組成差により生じる自発曲率が、roll状構造の起源であること」を示した[6]。 

 

図５	 左側は一相状態の赤血球形ベシクルを初期状態として、右側は一相状態の繭形ベ

シクルを初期状態として、相分離させた様子。硬い膜成分（赤色）の面積分率が (a) 、 

(b) 、 (c) の場合。 (どちらも上：Top view、 下:Side view) 
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