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Takeo HORI and Kenji ITO 1952 Figures Manifested by Extremely Thin Film 

of Oil， Rubber， Paraffin， PoJystyrene， etc. Low TempC7'αt'ure Science， 9. (With 

English resume p. 108) 

泊。ゴムなどの極端に薄い膜が示す模様について普

堀 健夫 伊藤兼次

(低温科学研究所物理学部門)

〈昭和 27~ 9月受理)

民5fポンプ油，ニシンitu，大豆油その他多くの許11類や，ポリスチロール，ゴムのような連鎖状

分子は，その4154微量が水面ーとに按がるとき，美しい模椋を示すととが，著者の一人(為的によっ

て三年前抵に発見されていた。とれは持IIが考案した(普通の.顎徴鏡を簡単な方法で改越した〉位

ヰI15~~頴徹鋭(J. Fac. Sci. Hokkaido University， Ser. II， VoI.IV ，No.l )によって抑制されたも

ので，質験はその後やむを特ない事前で中断していたが，最近漸く ~Jfr}目され，多くの潟j廷を織る

ととに成功した。

ととに描げた沼尻に見られるように，まI~J 目抜様，鎖投:拐è，星脱*11， fJj縞脱税など，t~~肢を作る

ときの物理的条件によって色々の桟様が現われる。どういう条件のときどんな模様が出来るか，

ま7そそれが常に reproducibleでるるか，といった観察はまだ十分に出来ているとはいえない。

桟様が作られるまでの微観的過程は非常に複雑なもので草うろうと想像される。羽!論的には，分子

構jiE論的t;r"統計的な，また水との相互作用も考慮11:入れた取敏いが必要になる、でるろう。理論

~1':1 1o/(O樫K入る前に，先十， lf){f，及う物質主単純な俳誌のものから椋雑なものへと順次に変えてゆ

き，物理的条件も系統的に分析していうて，もっと定量的なデータを揃えるのが先決問題でるる

と考える。

一つだけ指摘して沿きたい事官は，綱同校fAiに於ても鎖校校に於ても，粒子 (blob)の大きい

ものは隣の粒子からの間隔が大きし反町に小さいもの同志の間隔は小さい。連鎖状分子のから

み合いの問題と関係をもつであろう興味ある事費でるる。隣担合った粒子と粒子とを結ぶ直線上

には額機銃では見えない‘陪'が出来ているに相違ない一一(生ゴムの場合にはそのi喬まで見えて

治札またパラフイン (nCdI66)ではblobがなくて橋だけ王見われる場合がるる。〉

ゴムの場合の向殺の翻i期比すでに Hauser及び、 leBeau によって震されている一一例え

ば， Advances in Colloid Science Vol. III， p 150 ~参照。彼等はゴ、ムの中の低分子量をもった

分子は blobを作り易く，反主'./11:高分子?をのものは紐状にからみ合って網目を作P易く，一般に
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は雨者の混合が現われるという慈賞を見出しているが， とのととが油κ於ても震現されていると

はるのが至当であるう。

Blobとその姶渡し以外の:!JIJ所Kは何もイバfしていないととは，vまf':j:'断定してかまわないまそ
れは，水町J:.iて浮んだままの状態で細微鋭的問!uをしていると， f症かな動指のために橋渡しの弱い

部分が切断されてひき起されるようなそして網汗や鎖以外の場所に目tて見交ない肢が躍りつめ

ているとは到底三与えられないような，運動が認められるからでるる。そういう意思!とで滞肢という

表現は趨当ではないのでるって， とζでは便宜上 ζの表現を用いたに過ぎないのーでるる。

蒋肢を作る方法はう組微量の泊DXはとれを趨当の溶剤に溶かした静液を，スライドガラスのJニ

I'C平たく流れてゆく水の上に訴して，ガラスflii上に対iが滞くちらばった瞬間にガラスを取り J:

げ，とれを自然のままに若しくは趨~I'C加熱して水分だけ蒸発せしめるのである O とうすればド1;./

定された油の海峡脱獄が潟毘κとれる。水 tζ浮んでいる聞の最後の状態と，ガラス而J二に!i'Jl~立さ

れたときとの聞には認められる程度の変化は存ヂEしない。

Resume 

Phase-photomicrographs of various patterns manifested by extremely thm films 

of vacuum pump oil， soy bean oil， herring oiI， polystyrene. crude rubber， etc. are 

given. The fi1ms can be prepared by spreading a minute quantity of the materiaI 

or its dilute solution on water and depositing the fiJm on a slide glass. The fig-

ures obtained， net-1ike， chain-like， star-like a.s.f.， depend upon the physical condi-

tions， such as temperature， and must be connected with molecular structures. 

sizes as welJ as size distributions. 

う+物によわ単分子麿の存在の可能性を完全に否定するととはできたしゅぺ知れない。



Fig. 1. VacuUln pump oi 1. 

(475)<) 

Fig. 3. Polystyrene from 

06H" sollltioll. (220)<) 

Fig2. Crude rubbber. 

from CS2 solution ( 150 >< ) 

Fig.4. Soy bean oil 

puri五ed (dried by heating)・

(400x) 

10) 
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Fig. 弓 ぬ4弘(ο》ヴyb刊取e臼:乱山L日noil pu山11'判 e町凶cl. (げ700x)

Fig.6. Boy he"n oi1 pU1.jfie、1. (700 X ) 
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Fig.7. Roy heun oil pnrifec1. (700x) 

Fig.8. 日oybea!1 oil purified. (7UO X ) 



112 

Fig.9. Soy be:J.P. oiI 

purif ied. (.100 X ) 

Fig .11. flynthetized paraffin 

nCa2HGu frolll C¥JIu soIution. 

(700 x) 

Fig.lO. Herring oiJ 

(660 x) 

Fig .12. Paraffin frolll 

CuHu soI.directly put 

on g1ass at-120C. (700x) 


