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混合流体に外場として安定な温度勾配を付与すると, 温度勾配をドライビングフォースと

する成分の拡散が生じ濃度勾配が形成される（図 1）。これはルードヴィッヒ・ソレー効果
（Ludwig-Soret effect）とも呼ばれ, 測定手法の進歩とともにこの現象を特徴づける輸送係
数が高分子やコロイドなどソフトマターにおいても得られるようになってきた。2 成分の混
合流体を考えると, 成分 1の流束 J1は, 濃度勾配∇c1と温度勾配∇Tを用いて現象論的方程
式 J1= －D∇c1 －c1DT∇Tによって記述される【1】。 ここで Dと DTはそれぞれ相互拡散

係数と熱（物質）拡散係数である。 温度勾配による単一の粒子の輸送速度 v1は, 熱（物質）
拡散係数 DT を用いて v1=－DT∇T であるが, 高分子鎖などの v1の直接計測は困難である。 
そこで定常状態にある溶液の濃度勾配の大きさを計測することが多い。 定常状態ではみか
け上流束が消失し(J1=0),  DTと Dの比が DT/D =－(1/c1)(dc1/dT) となり, ここでソレー係数
STが ST ≡ DT/Dと定義される。ソレー係数 STは, 系に固有な値を持ち, 形成された濃度勾配

の大きさと向きを特徴づけるパラメタである。  

ソフトマターの水溶液では, 輸送係
数が温度や濃度などに大きく依存し

結果の解釈が困難な場合がある。それ

は水素結合などといった分子間相互

作用が系のふるまいに大きな影響を

与えていることが原因であると考え

られる。そこで本研究が目的とするの

は, ソフトマター水溶液の温度勾配
下での分子拡散と構造形成現象をシステマティックに調べ, 物質流やエネルギー流に与える
分子レベルの相互作用の効果を明らかにし, このような一連の研究によりルードヴィッヒ・
ソレー効果の普遍性の探求と同時に, ソフトマターの非平衡系分子物性解析を実施すること
である。 
ここでは測定対象の溶質成分としてメタノール, エチレングリコール, グリセロール, エ
チレングリコールオリゴマー（6 種類）, クラウンエーテル（3 種類）を用いた研究結果に
ついて報告する。溶媒は蒸留と脱イオン処理を施した超純水を用いた。濃度依存性の実験は

25 oC において 0.1 ~ 95 wt%の範囲で, 温度依存性の実験は溶質濃度 1.0 wt%に調製した水
溶液を用いて 13 ~ 65 oC の範囲で行った。ソレー係数は, 熱拡散型強制レイリー散乱法を用
いて決定した【2】。 

 図 2 にソレー係数の濃度依存性の測定例としてエチレングリコール水溶液の結果を示す。
【3】ソレー係数はエチレングリコールの濃度増加に伴い減少し, 溶質の重量分率 w=0.65 に
おいてゼロとなり, さらなるの濃度増加によって負の値を示した。正のソレー係数は, エチレ

図１．ルードヴィッヒ・ソレー効果の模式図。 
温度勾配により濃度勾配が形成される． 
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ングリコールが温度勾配の低温側へ拡散した

ことを意味する。一方, 高濃度域での負のソレ
ー係数はエチレングリコールが温度勾配の高

温側へ拡散したことに対応する。ソレー係数

の値がゼロとなる濃度では濃度勾配が形成さ

れていない。他のサンプルにおいても類似な

ソレー係数の濃度依存性および符号反転を示

したことから, 各サンプルの符号反転濃度（ソ
レー係数がゼロとなる濃度）をすべての系を

用いて評価した一例を図 3 に示す。ソレー係
数の符号反転濃度（モル分率）を溶質 1分子あ
たりの水酸基の数密度に対してプロットして

おり, エチレングリコール水溶液およびアルコ
ール水溶液で 1 本のマスターカーブが得られた。また, 親水・疎水性の指標として分配係数
を用いた解析においても符号反転温度と分配係数の間に良い相関があった。他の解析も考え

合わせるとアルコールとエチレングリコール水溶液における濃度に対するソレー係数の符号

反転現象には, 水素結合性の相互作用が支配的な役割を果たしていることが示唆された。 
 比較対象として 10種類の有機溶媒を用
いた 2 成分系（等モル比溶液）の報告が
ある【4】。この報告では, ソレー係数の
実測値とモデル計算値とから, 輸送され
る熱量と濃度勾配の大きさとの相関を見

積もる試みがなされており, 有機溶媒は
温度勾配下で“親熱的”であると考察され

ている。これに対して本研究において調べ

た水分子は“疎熱的”であることが分かっ

た。今後は, 高分子やコロイドなどを用い, 
溶質の分子量や分子サイズの影響を含め

た議論を行っていく予定である。 
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図 2．エチレングリコール水溶液におけ
るエチレングリコールのソレー係数（濃

度依存性）． 

図 3． 様々な系おいてソレー係数の符号反転
濃度を水酸基数密度に対してプロットした結

果【3】． 
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