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液晶の物理 －入門編－

東京工業大学理工学研究科

有機・高分子物質専攻 石川 謙

１，液晶状態

多くの原子や分子は低温で固体（結晶）で、

昇温により液体を経て気体となる。結晶から液

体に変化する温度を融点、液体から気体に変化

する温度を沸点と言う。融点や沸点は圧力に依

存する。温度と圧力の関数としての物質の状態

を示したものをＰ－Ｔ相図と呼ぶ。相図におい

て、結晶と液体、結晶と気体、液体と気体の間

に引かれた線を相境界、３本の相境界線の交わ

。 、る点を三重点と呼ぶ ３種類の相境界線のうち

液体と気体の境界線には終端がある。この終端

は臨界点と呼ばれ、これより高圧、高温では液

体と気体の区別はない。これは、液体と気体が

同じ対称性で密度以外に両者を区別するすべが

ないことを反映している。

これに対して結晶と液体、結晶と気体の相境

界には三重点以外の終端がないと考えられてい

る。これは、結晶には液体や気体と明白に異な

。る長距離の秩序構造が存在しているからである

長距離の周期構造は、例えばＸ線回折実験によ

り観測できる。何らかの長距離秩序をもった周

期構造があれば、対応するブラッグ反射が観測

されるので、長距離秩序の有無はブラッグ反射

で一意的に決定できる。このため、液体から気

体への変化のように、適当な温度と圧力操作に

より、いつのまにか、異なる相になっているこ

とはない。

結晶でブラッグ反射が観察されることは、単

純には結晶には原子や分子の重心位置に周期構

造があることを示している。しかし、分子のよ

うに、それ自体が複数の原子から構成され、さ

らに異方性も持ち合わせている粒子から構成さ

れる結晶のＸ線回折を厳密に行うと、分子の重

心の周期構造だけでなく、分子がどのような向

きで組合わさって結晶を作っているかも突き止

めることができる。結晶には、重心位置の長距

離秩序だけではなく、粒子の方向に関する長距

離秩序も存在している。

結晶が融解するときに、位置と方向の２つの

長距離秩序は多くの場合は同時に失われる。し

かし、これは必然ではない。結晶から液体に移

り変わる時に、まず方向秩序を失ってから位置

の秩序を失うものと、位置の秩序を失ってから

方向秩序を失うものがある。これらの場合には

物質は２つの融点をもって結晶から液体へと変

化する。２つの融点の間の温度領域では、系は

、 。完全な結晶でもなければ 完全な液体でもない

これらの状態は中間相と呼ばれている。方向秩

序がなく位置秩序がある中間相がプラスチック

クリスタル（柔軟性結晶）である。フラーレン

がある温度域でこの状態になることが知られて

いる。そして、方向秩序を保ったまま位置秩序

をなくした中間状態がネマチック液晶である。

プラスチッククリスタル状態になる分子は球

形に近いものが多いのに対して、液晶状態をと

る分子は球から大きくはずれた棒状や平板状の

。 、ものが多い 形状が球形からはずれた分子では

分子間相互作用も異方的となる。等方的な分子

が融解するときには、空間の３方向が等価なの

で３次元的な周期構造は一気に失われる。しか

し、分子間力の異方性が大きいと３次元的な周

期構造のうち、特定の方向（もしくは２方向）

のみ融解して、残りの方向の周期秩序を保った

状態が出現する場合がある。一般に棒状分子で

は１次元のみ周期構造が残った状態が出現し、

この状態はスメクチック（ )液晶と呼ばれてSm
いる。一次元周期を別の言葉で言うと層構造の

存在となる。
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。スメクチック液晶には多くの内部分類がある

液晶は２次元的には液体の液晶である。SmA
液晶も２次元的な液体だが、棒状分子の長SmC

軸が１次元周期方向に対して傾いている（その

結果として 相と対称性が異なる 。これらSmA ）

２つ以外の 相については参考文献をご覧頂Sm
きたい。

分子の形状が円盤状の場合には、ネマチック

相の他に２次元的な液晶相を取ることがある。

分子の形状からディスコチック相と呼ばれてい

る（これに対応して、棒状分子からの液晶相を

カラミチック相と呼ぶことがある 。いわゆる。）

バナナ型液晶のように単純な棒状ではない液晶

の中には（少なくとも、同族体の中で）１次元

相と２次元相の両方を示すものがある。

ここまでの部分で液晶は結晶を加熱したとき

、に液体との間に出現するものとして紹介したが

。結晶は溶媒に溶けることによっても液体となる

この時にもある濃度で液晶状態を示す分子があ

る。このように溶液系で液晶状態を示すものを

ライオトロピック液晶という。それに対して、

温度変化により生じる液晶状態をサーモトロピ

ック液晶という。

サーモトロピック液晶において、昇温過程と

降温過程の両方で出現する液晶相をエネンチオ

トロピック、降温時のみに出現する液晶相をモ

ノトロピックと呼ぶ。モノトロピック液晶相は

熱力学的には準安定状態であり、何らかのはず

みに安定相に転移することがある。

ワンポイント：１次転位と２次転位

水が冷却により氷になるように、ある相から別の相に移り変わる現象を相転移と言う。等方相からネマチッ

クへ、ネマチックからスメクチックへの変化も相転移である。相転移の前後で２つの相の自由エネルギーの

大小が入れ替わる。相転移点において２相の自由エネルギーは等しい。

相転移には複数のタイプがある。もっとも一般的なのは１次転移と２次転移で、これらは自由エネルギー

の１次微分に不連続があるものと、２次微分になって初めて不連続（又は発散）が見られるものと定義され

ている。

自由エネルギーの１次微分は内部エネルギーやエントロピーであるので、１次転移には必然的に潜熱の出

入りがあり、転移点において２相が共存する状態が見られる。過冷却状態の出現も１次転移の特徴である。

一方２次転移においては潜熱の出入りがなく（比熱には異常が見られるが 、原理的には共存状態は存在し）

ないし、過冷却現象も見られない。その代わり、２次転移近傍では大きな揺らぎが観測される。

２，液晶の対称性

液晶を構成する典型的な分子の対称性は必ず

しも高くはない。例えば の対称性は分子が5CB
完全に平面内にあれば のはずであるが、実C ｓ

際にはビフェニル部分にはねじれがあるし、ま

たアルキル鎖も面内にはないので となっていC1

るはずである。この分子から構成されるＮ相の

対称性は であることが知られている。分子D ∞ｈ

の対称性に比べてＮ相の対称性がはるかに高い

ことは、Ｎ相では上向きと下向きの分子の数が

ほぼ等しく、分子長軸回りの角度分布が均一で

hあることを示唆している。Ｎ相の対称性が D ∞

。以外となることは原理的には禁止されていない

の対称性を持つ極性Ｎ相は近年存在が確認C ∞ｖ

されたし、 の対称性をもつ２軸性Ｎ相を見つD2h

けようとする努力は続けられている。

液晶を構成する分子が掌性を持つと、系の鏡

映面が消失する。Ｎ液晶では からＤ に対D ∞ ∞h

称性が低下する。この些細な対称性の変化は、

実際には巨視的な違いを引き起こす。分子の向

∞きがある軸回りに同一方向にねじれた構造はＤ

を満足している。実際には、単純なねじれ構造

では空間を欠陥なく埋め尽くすことができない

ので、１つの方向にのみねじれた構造に落ち着
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。 、 。くことが多い この時 系の対称性はＤ となる２

この状態は熱力学的にはＮ相だが、大域的な対

称性が異なるのでキラルネマチックＮ 相と呼ば＊

れている。Ｎ 相は歴史的には、最初にコレステ＊

ロールの誘導体で発見されたため、コレステリ

ック相（Ｃｈ相）と呼ばれている。

相の対称性は であり、分子が掌性SmA D ∞ h

を持つとＮ相の場合と同様にＤ に対称性が低下∞

する。しかし、 相の層構造によってねじれSm
構造は抑制され、見かけ上は 相と区別がSmA
つかない。 相の対称性はＣ である。分子SmC ２ｈ

が掌性を持つと対称性はＣ に低下する。この状２

態はキラルスメクチックＣ（ ）相と呼ばれSmC*
ている。 相の対称性は強誘電性（焦電性）SmC*
を示しうるものである。実際、 相は強誘電SmC*
性液晶として知られている。

ワンポイント：対称性の表記法

対称性の表記には国際記号とシェーンフリース記号がある。国際記号は、結晶の対称性を表記するのによ

く用いられ、シェーンフリース記号は分子のように孤立した系の対称性を表記するのによく用いられる。液

晶は結晶的な性質ももっているが、重心秩序については液体的なものが多いので、シェーンフリース記号を

用いて対称性を表記する。

シェーンフリース記号の全体を知る必要は液晶研究には必ずしも必要はないが、ＣとＤで表記されるもの

だけは頭にいれておいた方がよい。記号Ｃｎはｎ回回転軸を持った系であることを示してる。正ｎ角錐がＣ

ｎの例である。Ｄｎはｎ回回転軸と回転軸に垂直なｎ本の２回回転軸を持つ系である。正ｎ角柱がＤｎの例

である。

ｎ回軸に垂直に鏡映面がある場合にはｈが、ｎ回軸を含んで鏡映面を持つならｖが添え字として加わる。

ネマチック液晶の場合は無限回の回転対称性を持ち、その回転軸に垂直な無限本の２回回転軸と回転軸に垂

直な鏡映面を持つのでＤ となる。∞ｈ

３，配向ベクトルと配向秩序

液晶相においては、分子が平均としては特定

の方向を向いている。この方向を示す配向ベク

director SmAトル（ ）は、通常ｎで表記される。

相においても同様にｎが定義される。 ではSmA
ｎは層法線に平行である。Ｎ相と 相の対SmA
称性（Ｄ ）よりｎ＝ である。 相では分∞ｈ -n SmC
子は層法線に対してチルト角だけ傾いているの

で、ｎも層法線に対して平行ではない。 のSmC
分子配向を示すのに、層内での分子長軸の傾き

方向を示す 配向ベクトルを用いることがあC
る。 配向ベクトルは分子の傾き方向を示してC
いるので と は等価ではない。C -C
液晶状態において、分子は完全にｎ方向に揃

っているわけではない。実際にはｎ方向を平均

的な中心として、個々の分子長軸方向は分布を

持っている。液晶状態における、このような分

子の配向分布を正確に示すには、配向方向から

の極角をθ、方位角をφとして、あるθとφ方

向にどの程度の割合の分子が存在するかを示す

関数Ｆ（θ、φ）を用いる必要がある。Ｎ相は

円筒対称性を持つので方位角方向の分布は均一

で、配向分布はθのみの関数となる。実験的に

（ ） 。Ｆ θ を厳密に決定する実用的な手段はない

液晶の配向程度を示すのに、オーダーパラメー

タを用いる。ｎ次のオーダーパラメータはそれ

ぞれ

と定義される。これらの中で、液晶においては

２次のオーダーパラメータがもっとも頻繁に用

いられている。２次のオーダーパラメータは分

P =cos1 θ

P =
2
1

(3cos -1)=
4
1

(3cos2 +1)2
2θ θ

P =
2
1

(5cos -3cos )=
8
1

(5cos3 +3cos )3
3θ θ θ θ

P =
8
1

(35cos -30cos +3)=
64
1

(35cos4 +20cos2 +9)4
4θ 2θ θ θ
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子が完全に１軸配向しているときには１、完全

にランダムな時には０、そして、分子長軸が配

向軸に垂直な面内に分布する場合に－１／２に

なる。

オーダーパラメータが０になるのは、配向が

ランダムな場合だけではないことに注意する必

要がある。配向軸に対して（ θ ）が０に3cos -12

なる角度（ ゜）の円錐上に分子が配向して54.7
いると、配向がランダムではないにも関わらず

２次のオーダーパラメータは０になる。この角

はマジックアングルと呼ばれており、この時に

屈折率や吸収は等方的になる。しかし、配向は

ランダムではないので、他のオーダーパラメー

タは有限の値を示す。例えば、４次のオーダー

パラメータは約 である。液晶の配向をより-0.39
精密に記述するためには、２次だけではなく４

次のオーダーパラメータも必要である。極性が

ある液晶の配向を記述するには、１次や３次の

奇数次のオーダーパラメータも必要になる。

ワンポイント：オーダーパラメータの測定

２次のオーダーパラメータは偏光吸収測定により求めることができる。分子長軸に平行な遷移双極子を持つ

吸収帯では、配向により吸収異方性が生じる。吸収の最大値と最小値をそれぞれ、 と とすると、２色比A A// ⊥

Ｄ＝ とオーダーパラメータ（Ｓ）の間には、Ｓ＝（Ｄ－１）／（Ｄ＋２）という関係がある。巨視的なA /A// ⊥

屈折率異方性や誘電異方性も、２次のオーダーパラメータにほぼ、比例するが、完全に配向した場合の複屈折

の値が分からなければ、複屈折の値から２次のオーダーパラメータを求めることはできない。吸収２色性以外

に 、磁化異方性などにより２次のオーダーパラメータを求めることができる。NMR

４次のオーダーパラメータを光学的に測定するには、２つの光子が関与する過程、例えばラマン散乱の測定

が必要となる。また、奇数次のオーダーパラメータの測定には、ＳＨＧなどの非線形光学測定が利用できる。

４，分子の異方性と系の異方性

液晶は屈折率・誘電率や磁気率などに巨視的

な異方性を示す。異方性の存在が、液晶を単純

な液体から区別するものであり、液晶表示装置

への応用に必要な性質である。液晶の異方性の

程度は液晶分子自体の異方性と、２次のオーダ

ーパラメータに依存する。

分子自体の異方性は分子構造と密接に関係し

ている。誘電率（光に対しては屈折率となる）

の異方性は分子長軸方向に多重結合がありπ電

。 、子が非局在化していると大きくなる もっとも

π電子の非局在性が大きくなりすぎると可視領

域に吸収が生じてしまうので、この手法には限

界がある。逆に屈折率異方性を小さくするには

ベンゼン環の代わりにシクロヘキサン環を用い

るなどの手法がある。電子に由来する誘電異方

性には周波数依存性はほとんどない。一方、分

子短軸方向に突き出たカルボニル基などは低周

波数領域では誘電率に寄与するものの、外場が

緩和周波数より高くなると誘電率には寄与しな

くなる。この性質を利用したのが誘電異方性の

符号が周波数により変化する液晶材料である。

分子自体の異方性をΔχ として、巨視的なmol

異方性は

LC molΔχ ＝Ｓ・Δχ

となる。この関係式は磁気異方性に関しては厳

密に成立するが、誘電異方性や屈折率異方性に

ついては近似的なものである。これは、液晶内

の局所電場がオーダーパラメータにも依存する

ために、線形関係が厳密に成立しないためであ

る。余談になるが、内部電場が配向度に依存す

ることが米国 社での液晶ディスプレイのRCA
発見につながっている。

５，複屈折と光学的性質

液晶の光学的異方性は応用上重要な性質であ

。 、る 通常の液晶ディスプレイはＴＮ型と呼ばれ

液晶セルが２枚の偏光フィルムで挟まれた構造
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をしている。偏光フィルターはポリビニルアル

コールに沃素をドープし延伸したフィルムで、

フィルム中に析出した沃素の針状結晶は配向し

ており、配向軸に平行な電場ベクトルの光は針

状結晶に吸収され、垂直な電場ベクトルの光は

針状結晶に吸収されずに透過する。

２枚の偏光板を透過軸を垂直に重ねると光は

透過しなくなる。この状態で屈折率異方性があ

る物質を間に入れると透過光が観察されるよう

になる。これは、複屈折により偏光状態が変化

したためである。屈折率が方向により異なる媒

体に直線偏光が入る場合を考えよう。屈折率が

最大の方向に平行な偏光は、その屈折率のみを

。 、感じる 最小の方向に平行な振動をもつ偏光も

その屈折率のみを感じる。しかし、屈折率が最

大になる軸や最小になる軸に平行ではない振動

面を持つ光は、両方の屈折率を感じる。その結

果、物質中を進行する間に、屈折率が最大の方

向の振動成分と最小の方向の振動成分にずれが

生じる。これが、リダデーションである。出口

で、２つの波を再合成すると、一般には直線偏

光ではなく、楕円偏光になる。

リダデーションの大きさは試料の厚さをｄ、屈

折率の差をΔｎとすると

Ｒ＝ｄΔｎ（ )nm
となる。この時、位相差は２πＲ／λとなる。

屈折率の主軸が空間的に変化する場合には、

興味深い現象がおきる。もし、光の波長より主

軸の変化が十分に緩やかな場合には、偏光は主

軸の変化にそって振動面を変えていく。ＴＮ型

液晶表示は、このことを利用している。主軸の

方向変化が螺旋状の場合には ラセンの周期 光、 （

学的周期）に等しい波長の円偏光を反射する。

これが、コレステリック液晶に特徴的な色が見

える理由である。

ワンポイント：偏光顕微鏡

偏光顕微鏡は通常の顕微鏡の光源側と対物レンズの後に偏光板を組み込んだものである。光源側の偏光板を偏

光子、対物レンズの後ろの偏光板を検光子と呼ぶ。通常は偏光子と検光子の軸は９０゜にして用いる。偏光顕微

鏡の対物レンズは、レンズ自体の複屈折が小さくなるように注意して作られている。レンズに複屈折があると、

コントラストの低下を招く。しかし、偏光顕微鏡用に用意された通常のレンズは作動距離（レンズ前面からピン

と位置までの距離）が短いためホットステージとは組み合わせて使えない。このため、偏光顕微鏡用でない対物

レンズを用いることが多い。幸い、液晶セルの複屈折は大きな値なので、レンズによる影響は相対的に小さい。

偏光顕微鏡では通常の観察（オルソスコープ）の他に、コノスコープという観察方法がある。スメクチック液

晶の垂直配向セルで、相の同定やスイッチ過程の研究にも用いられる。

６，液晶の弾性と粘性

。 、固体を変形させるには力が必要である 一方

液体の変形には表面効果をのぞけば力は必要な

。 、 。い では 液晶の変形には力が必要であろうか

Ｎ液晶は分子の重心位置秩序に関しては液体と

同様なので、形状の変化に対しては液体と同様

に力は必要ない。しかし、配向ベクトルの方向

が液晶中で均一でないと、それを復元する力が

働く。固体の変形は歪みと応力の関係として記

述されるのに対し、液晶の弾性率はフランクの

自由エネルギーとの関連で記述される。

式中に現れる３つの定数はそれぞれスプレイ、

ツイスト、ベンドの弾性定数と呼ばれている。

液晶の弾性定数は、固体の弾性定数に対して極

めて小さい。このため、大きな配向変化が比較

的容易に生じる。これが、液晶中で転傾と呼ば

れる欠陥が見られる理由である。

スメクチック液晶には層構造があり、層圧縮

にともなう弾性定数は固体の変形に匹敵する値

F =
2
1

[ k ( div ) +k ( rot ) +k ( rot ) ]dis 1 n 2
2 n⋅ n 2

3 n× n 2
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になっている。 相では配向ベクトルが層法SmA
線に平行である。このような束縛条件の下で、

ツイスト、ベンド変形をすると、層間隔の変化

が必要となる。このため 相においてツイSmA
スト、ベンド変形は実質的に禁止されている。

コレステリック液晶の低温側に 相があり、SmA
転移が２次（もしくは弱い１次）の場合には、

相転移前駆現象で の性質が現れ、ツイスSmA
ト変形が非常に不利になるために、コレステリ

ック液晶のピッチが急激に発散する。この現象

を利用したものが液晶温度計である。スプレイ

SmA変形は層間隔の変化をもたらさないので、

。 、 、相においても存在する また 相のようにSmC
分子が層法線から傾いている場合には、ツイス

トとベンドも許容される。

液晶は異方性を持っているので、複数の粘性

係数がある。詳細には触れないが、配向を変え

ることにより粘性係数を変えることができるの

で、それを利用した電気粘性流体としての応用

も試みられている。

ワンポイント：液晶の対称性と弾性定数

液晶の弾性定数といえば、スプレイ、ツイスト、ベンドの３つだけという印象を持ってしまいがちだと思う。

しかし、弾性定数がこの３つになるのは、あくまでもネマチック液晶が円筒対称性を持っていることが前提であ

る。この前提が崩れた場合には、液晶の弾性定数はもっと複雑になる。例えば２軸性のネマチック液晶では、直

感的には３種類のツイストの弾性定数がありそうだし、スプレイやベンドの弾性定数も１つずつでは済まなくな

。 、 、 。る また 界面でも対称性が失われることにより バルクでは考えなくて良い弾性定数が必要になることがある
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