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研究成果の概要（和文）：多孔質に閉じ込めたネマティック液晶の流動特性を数値的・理論的手法を用いて調べること
を目的とし、特に、トポロジカル欠陥の多重安定性に関わる非線形・非平衡流動現象に焦点を当て研究を行った。トポ
ロジカル欠陥が多孔質と絡み合っているが、ある速度以上の流れによって、欠陥の構造が組み変わる。このことを利用
し、多孔質中の流れの経路を記憶させたり、欠陥構造を制御することで流れの経路を制御できうることを示した。

研究成果の概要（英文）：When a nematic liquid crystal is confined in a porous medium, topological defects 
are stably formed with numerous possible configurations. Since the energy barriers between them are 
large, the system shows multistability. Our lattice Boltzmann simulations demonstrate dynamic couplings 
between the multistable defect pattern and the flow in a porous matrix. At sufficiently low flow speed, 
the topological defects are pinned at the quiescent positions. As the flow speed is increased, the 
defects show cyclic motions and nonlinear rheological properties, which depend on whether or not they are 
topologically constrained in the porous networks. Also we found the defect pattern can be controlled by 
controlling the flow. Thus, the flow path is recorded in the porous channels owing to the multistable 
defect patterns. We also studied the effect of electric field. We found nematic domains appear around the 
surfaces of a large curvatures even above the phase transition temperature.

研究分野： ソフトマター物理
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１．研究開始当初の背景 
 液晶とは液体と結晶の中間相であり、マク
ロには液体として振る舞うにも関わらず、メ
ゾスケールでは弾性を有するという特徴を
有する。二枚の平板に閉じ込めた場合など、
壁とのアンカリング効果により一様に揃う
ことができる。また、分子の方向が電場に対
し揃おうとする性質、屈折率が分子方向に依
存するという性質から液晶は薄型ディスプ
レイの材料として身の回りに広く用いられ
ている。 
 多孔質に液晶を封入すると、平板に挟む場
合と異なり、電場を切った後もその方向が残
るという記憶効果を示すことが知られてい
る。我々はモンテカルロシミュレーションに
より、この記憶効果が多孔質の複雑な構造と
液晶の配向欠陥の絡み合いによってできる
配向場の多重安定性によるものであること
を示した。 
 一方、液晶は複雑な流動挙動を示すことが
知られており、近年、液晶を用いたマイクロ
流路の研究も着手され、単純液体とは異なる
複雑な振る舞いが報告され始めている。 
 
２．研究の目的 
本研究課題は、多孔質に閉じ込めたネマテ

ィック液晶の流動特性を数値的・理論的手法
を用いて調べることを目的とする。特に、液
晶のトポロジカル欠陥に関わる非線形流動
現象に焦点を当て研究を行う。多孔質のよう
な一様でない空間に閉じ込めると、多孔質表
面のアンカリング効果のため欠陥は安定に
存在するようになる。多孔質のトポロジーと
結合して、欠陥は様々な配置を取りうるが、
トポロジー変化を伴うような配置間の遷移
はエネルギー障壁によって抑制され、系は遅
いダイナミクスを示すようになる。本研究で
は、トポロジカル効果によって捕捉された欠
陥が流れの中でどのようなどのような振る
舞い（臨界・分岐・乱流現象等）を示すか？
欠陥構造を変えることで、多孔質中の流れの
経路を制御することができるか？について
明らかにする。 
 
３．研究の方法 
 本研究は、数値シミュレーション、および
理論的考察によって行う。 
①多孔質中の流動挙動を数値的に調べるに
は、複雑な構造を持つ壁の境界条件を取り入
れなければならない。そこで、複雑な境界条
件を取り入れるべく、まずは、格子ボルツマ
ン法を用いて数値計算に着手する。液晶の相
転移は、ネマティック秩序に関するテンソル
秩序変数によって記述される Landau-de 
Gennes 自由エネルギーを用いる。また、テン
ソル秩序変数の空間勾配を考えることによ
り、液晶の弾性場を記述する。流れの強度を
変え、配向欠陥がどのように振る舞うか、そ
れが流れに影響を及ぼすかについて焦点を
当てて、数値計算を行う。 

②多孔質中をネマティック液晶が流れると
き、壁のアンカリング強度が有限ならば、流
れにアンカリング効果が影響を与えること
が予想される。より精度よく、その振る舞い
を調べるため、多孔質ではなく二枚の平板に
挟まれたネマティック液晶を考える。よく用
い ら れ る 液 晶 の 流 体 力 学 で あ る
Ericksen-Leslie-Parodi モデルは、液晶の相
転移を記述することができない。そこで、テ
ンソル場を用いた Qian-Sheng モデルを用い
て、詳細な数値計算を行う。このモデルは、
液晶秩序化と弾性を記述する自由エネルギ
ーにアンカリングの効果を導入し、流れ場と
配向場の回転の運動を記述する流体方程式
である。 
③多孔質を流れる液晶の電場の効果を調べ
たい。通常、液晶に電場を印加する際、電場
は一様なものと仮定されることが多い。しか
しながら、誘電率は液晶秩序や配向場に依存
するため、電場も一様になるとは限らない。
誘電率の不均一性を考慮し、静電場を正しく
計算し、液晶場に対する電場の効果を調べる。 
 その他、我々が以前、開発した流体粒子ダ
イナミクス法や、モンテカルロシミュレーシ
ョンなどを用いて、様々な方向から問題にア
プローチしていきたい。 
 
４．研究成果 
①数値シミュレーションの結果、多孔質中に
残るトポロジカル欠陥は、多孔質の構造によ
ってトポロジカルに拘束されたものとそう
でないものの二種類の欠陥が存在するが分
かった。流れが小さい場合には、欠陥は分子
の回転運動によって流れに逆らい、自由エネ
ルギー的に安定な元の位置が保持される。流
れが大きくなると、トポロジカルに拘束され
ていない欠陥が動き出すようになる。さらに
流れを強くすると、拘束された欠陥も組み換
えながら運動するようになった。トポロジカ
ル欠陥のメモリー効果により、流動特性も記



憶される。また、欠陥構造を制御することに
より、多孔質中の流れの経路を制御できるこ
とが分かった。 
 
②多孔質中をネマティック液晶が流れると
き、壁のアンカリング強度が有限ならば、多
孔質表面における配向場のアンカリングが
過渡的に壊れ、そこから液晶欠陥が生じるこ
とが分かった。その物理的機構を明らかにす
べく、多孔質ではなく、より簡単な系として
様々なアンカリング強度を持つ平板スリッ
トを考え、その中を流れるネマティック液晶
の流動挙動を調べた。バルク中では配向場が
回転するような領域を考える。ポアズイユ流
の場合、流れが十分に遅いとき、アンカリン
グが小さくても、液晶の弾性場により配向場
は固定されている。アンカリング強度が小さ
ければ、しだいに流れを早くしていくと、壁
付近の配向場が先に回転するようになる。ア
ンカリング強度を変化させると、回転が起こ
る Ericksen 数のしきい値が変化する。アン
カリング強度が強い場合には、壁付近の配向
場は固定されるが、壁から離れたある距離付
近の配向場が不安定になり、そこからタンブ
リングが始まることが分かった。しかしなが
ら、流れがある流速より遅ければ、その回転
運動は、有限の時間の後、止まってしまうこ
とも分かった。これは回転運動によって蓄え
られた弾性エネルギーが大きく増大し、回転
運動を妨げるためである。回転運動を続けさ
せるためには、さらに早い流れを与えなけれ
ばならず、これはネマティック液晶が局所的
に融けることに起因するものであることが
分かった。 
③多孔質中を流れる液晶に対する電場の効
果を調べるべく、まず液晶の静電自由エネル
ギーに関する考察を行った。簡単のため、多
孔質の代わりに、液晶より高い誘電率を持つ
絶縁体球を考える。また相転移温度よりわず
かに高い温度の状態を考えた。電場が弱い場
合には、系は等方相のままであるが、電場を
次第に強くしていくと、球の両極付近にネマ
ティック相が出現することが分かった。これ
は、絶縁体球の存在により電場が局所的に強
くなり、電場誘起液晶相転移が起こったため
である。この局所的な液晶領域の出現様式や
聖地帳は、粒子表面のアンカリングや粒子界
面の曲率に依存する。また、系の電気物性や
光学物性に大きく影響することも示された。 
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