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【緒言】
ソフトマター（高分子、液晶、コロイド、エマルション、両親媒性分子、ガラスなど）は食品
や医療品、化粧品、塗料、オイル、セメントなど、日常生活に大きな関わりをもっている。その
応用範囲は非常に広く、メゾスコピックなスケールにおける静的・動的観点から、基礎的な物性
や構造に関する研究が盛んに行われている。ソフトマターは、分子間の相互作用により比較的大
きな構造体を作り、その結果幅広い空間スケールで階層性を有するような構造となる。これは当
然ダイナミクスにも大きな影響を及ぼすため、ソフトマターは外部刺激（温度、電場、せん断な
ど）に対し優れた応答性を有する。これは、絶えず非平衡条件下にさらされていることであり、
ソフトマターのマクロスコピックに観測される物性とミクロスコピックな分子構造とは密接な関
係があることがわかる。本研究では、ソフトマターの特徴である階層的構造を、様々な空間スケ
ールから調べ、構造と物性の関係性を明らかにすることを目的とする。
本修士論文においては、（i）光学活性有機ゲル化剤、（ii）ゼラチンハイドロゲル、
（iii）エマル
ション-高分子混合液、（iv）粘土-高分子混合液の４つをサンプルとして用いて研究を行ったが、
本発表においては、（iii）と（iv）を主に取り上げる。図１には今回用いた主な測定手法であるレ
オメーター、光散乱、小角中性子散乱（SANS）の対象とする空間スケールについての概略図を
示す。
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図１．(a)レオメーター、(b)光散乱、(c)小角中性子散乱の各測定法の対象とする実空間、逆空
間の空間スケールの関係
【実験】
主な測定手段として、”粘度”と”SANS”の同時測定可能な「Rheo-SANS」を用いた。東京大学
物性研究所が所有する小角中性子散乱装置 SANS-U に Anton Paar 社製レオメーターMCR-501 を
導入し、in situ 測定を行った。サンプルは、
（iii）エマルション-高分子混合液、（iv）粘土-高分子
混合液の二つを用いた。
（iii）
はナノサイズの oil in water タイプのエマルション(nano-size emulsion:
NE)と 2-hydroxyethyl cellulose(HEC)の混合系である。この混合液は、試料提供花王株式会社スキ
ンケア研久米、川田らにより強いせん断（振動）を加えることでゾル-ゲル転移することが見い

だされた。このような挙動を示す物質は shake gel と呼ばれており[1]、この shake gel の増粘効果
（shear thickening ）のメカニズム解明を行った。（iv）は異方性粒子である粘土鉱物 clay と
Poly(ethylene oxide)(PEO)の混合系である。この clay-PEO の系では、チキソトロピー（粘度減少
効果）が観測され、せん断場において構造変化が起きていることがわかる。しかし三成分系（clay、
PEO、溶媒）であるため、これまでは各成分についての詳細な描像は得られていなかった。そこ
で今回、中性子散乱特有の手法であるコントラスト変調法[2]を用い、各成分の散乱関数を取り出
しそれぞれの微細構造についての解析を行った。
【結果と考察】
Shake gel: 図２に Shake gel の Rheo-SANS
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図２．Shake gel の(a)粘度と(b)SANS の同時測定
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レーション転移によるゲル化現象である
ことがわかった。また他の測定（複屈折やレオロジー測定）との比較を行い、より詳細なメカニ
ズムの解明や、そのモデルを用いた計算から得られる応力と実験値との比較を行った。
clay-PEO 溶液: clay-PEO 混合溶液系においては、その濃度分率により様々なレオロジー挙動を示
すことが知られている[3][4]。本研究ではそのなかでも濃度の高い領域で、せん断をかけること
により粘度が低下する（チキソトロピー）サンプルを用い、その構造解析を行った。
図３に clay-PEO
混合液にせん断を印加した際の SANS 測定結果を示す。静置状態（0 s-1）においては等方的な散
乱パターンが得られたのに対して、せん断場（100 s-1）では流れの方向に対して垂直方向に引き
伸ばされたパターンが得られた。clay のみ、PEO のみのどちらにおいてもこの異方性パターン観
測されず、混合することにより配向挙動が誘発されることがわかった。この系の配向挙動を明ら
かにするために、コントラスト変調 SANS 法を用いて実験を行った。
三成分からなる系における散乱強度 I(q)は以下のように表される。
I(q) = ( ρ C − ρS ) 2 SCC (q) + ( ρ P − ρS ) 2 SPP (q) + 2( ρ C − ρS )( ρ P − ρS )SCP (q)

(1)

ここで、ρC、ρP、ρS はそれぞれ clay、PEO、溶媒の散乱長密度であり、SCC、SPP は clay、PEO の self-term、
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SCP は clay と PEO の cross-term と呼ばれる部分散乱関数である。コントラスト変調法は重水と軽
水の分率を調整することによりρS を変えて散乱強度を測定し、得られた結果から(1)式を解くこ
とで、各成分からの散乱関数を取り出す手法である。このコントラスト変調法により得られた各
部分散乱関数に対してモデル関数によるフィッティングを行い、静置状態およびせん断場におけ
る各成分の精密な構造解析を行った。その結果 clay、PEO どちらも配向していることがわかり、
そのアンサンブルな構造の描像を得ることができた。
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図３．静置状態とせん断場における Clay-PEO 混合液の SANS 二次元プロファイル
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