
はじめに

いきなり「ドライスラリー」などという造語を表
題にしたが、そのイメージは「粒子濃度が数十％
でかつ流動性を持つ固気系の粒子集合状態」である。

このような造語を考えるに至ったのは、もし微
粒子を「ドライスラリー」状態に調製できたら、
セラミックスや電池電極などの粒子状材料の製造
プロセスに大変革をもたらすに違いないと考えた
からである。

なぜ大変革かというと、分散媒として水も有機
溶媒も使わないので、乾燥工程の要らない省エネ
で環境に優しいプロセスになり得るからである。

一方、微粒子が水に高濃度で分散したスラリー
は、身の回りでも自然界でも工業プロセスでも普
通に見かけられるが、空気中に粒子が高濃度で分
散しているのを見かけることはない。

空に浮かぶ雲は濃度が高そうに見えるが、１mL
中に含まれる雨滴の数は１００～１，０００個で、大きさ
は５～３０µm１）とあるので、雨滴の大きさを３０µmと
してその粒子濃度を計算してみると、１．４～１４ppm
である。また、大気中に浮遊する粒子の平均濃度
は ppb オーダ２）とあるので、空気中の粒子濃度は
高々数 ppm（１０－４％）どまりということになる。

空気も水も共にニュートン流体なのに、この違
いはどこから生じるのか、空気の中と水の中の粒
子挙動を勉強しながら、その理由をあれこれ考え
ながら「ドライスラリー」の調製方法も考えてみ
ようというのが本連載の趣旨である。

また、本連載は「技術者のための粉体入門講
座」であるので、一から丁寧にできるだけ数式を
使わずに説明するつもりである。しかし中には、
自分でもフォローしてみたいという熱心な読者が
おられるかも知れないので、基礎式や図表作成に
用いた式は省略せずに記載するが、式をうるさく
感じられる読者には、式を飛ばして読んでも理解
してもらえるよう努力するつもりである。

現時点で頭の中にある目次は、
はじめに
１．希薄系の粒子運動
�重力沈降・浮上
�拡散

２．粒子間力が無視できる濃厚系の粒子挙動
�粒子の濃度表示（質量濃度、体積濃度）
�干渉沈降
�衝突

３．粒子間力
�ファンデルワールス力
�静電気力、DLVO 理論
�液架橋力
�疎水性相互作用力
�立体障害

４．粒子間力と粒子集合状態
５．粒子製法と粒子発生密度
まとめ－－「ドライスラリー」の作り方－－

であるが、筆が進むにつれて目次から外れること
があるかも知れないので、あらかじめご容赦お願
いしたい。

本連載では、表－1.1に示した空気と水の密度
と粘度を計算に用い、粒子は１０µm 以下の球粒子
を想定している。

密度［kg・m－３］ 粘度［Pa・s］

空気 １．２１ １．８２×１０－５

水 ９９８ ０．００１

表－1.1 ２０℃、１気圧における空気と水の密度および粘度

1．希薄系の粒子運動

まずは、他の粒子から受ける影響が無視できる
ほど粒子同士が離れている希薄な系から始める。
他の粒子の影響を考えなくてよいので、１個粒子
の運動を扱えばいい。地球上で粒子には常に重力
が働き運動するので、重力沈降・浮上から始める。
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技術者のための粉体入門講座

空気の中・水の中－１
－－「ドライスラリー」を調製できるか－－
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1－1 重力沈降・浮上
一般に、ニュートン流体と呼ばれる気体や液体の

運動は物質によらず流体の密度ρf［kg・m－３］と粘度
μf［Pa・s］によって記述することができる。いま、
密度 ρf、粘度 μf のニュートン流体中に直径 x［m］、
密度ρp［kg・m－３］の球粒子をおくと、粒子には常に
次の式で表される有効重力 F［N］が下向きに働く。

F　＝ x3（ρp－ρf）g
π
6 （１．１）

図－1.1に示すように、粒子はこの有効重力を
受けて沈降し始めるが、沈降速度 v［m・s－１］に比
例して流体抗力 R［N］が発生する。

t ＝ 0 t ＞ 0 t ＝ ∞

R ＝ FR < F

FF F

v ＝ 0 v ＞ 0
dv/dt ＞ 0 dv/dt ＝ 0

v ＝ v∞

図－1.1 重力場での球粒子の沈降

R　＝　3πμf　xv （１．２）

このとき粒子は、F－R に応じて沈降速度を増し
ていく（dv／dt＞０）が、やがて F＝R となって速
度変化がなくなり（dv／dt＝０）終末沈降速度 v∞
と呼ばれる一定速度で沈降し続ける。この v∞は、
式（１．１）、式（１．２）で F＝R として得られる次の
ストークス式で求めることができる。

v∞　＝
（ρp－ρf）x2g
18μf

（１．３）

式（１．３）からわかるとおり、終末沈降速度は粒
子径の二乗に比例し、流体粘度に反比例して増加
するが、密度の場合は密度そのものではなく密度
差に比例する。空気中の場合、粒子密度は空気密
度の何千倍なので ρp－ρair≒ρp としてよく、すべ
ての粒子は粒子密度に比例する速度で沈降する。
それに対して水中の場合、ρp＜ρwater となる粒子
もありそのような粒子は沈降ではなく浮上するが、
その浮上速度も式（１．３）で計算することができる。

水中の沈降では、粒子がどんなに小さくなって
も式（１．３）が適用できるが、空気中の沈降では粒
子が小さくなると式（１．３）で計算される沈降速度

より速い速度で沈降するので補正が必要となる。
空気中を沈降しているときに粒子が受ける流体

抵抗は、N２や O２分子の衝突によってもたらされ
る。粒子が大きい場合は、無数の分子が粒子に衝
突するので空気は水のような連続体とみなすこと
ができるが、粒子が小さくなると衝突する分子も
少なくなるので、空気は連続体とはみなせなくな
り、次式に示すように補正係数が Cc［－］必要に
なる。

v∞　＝
（ρp－ρair）x2gCc

18μair
（１．４）

Ccはカニンガムの補正係数とよばれ、次の実験
式３）で求められる。

Cc　＝　1 ＋ Kn 1.142 ＋ 0.558 exp Kn

－0.999
（１．５）

Kn［－］はクヌーセン数とよばれ、粒子径 x と気
体分子の平均自由行程（ある気体分子と衝突した
気体分子が次に衝突するまでに飛行する距離の平
均）λ［m］の比、Kn＝λ／x で求められる。２０℃、
１気圧の空気では、λ＝６５nm４）となる。図－1.2に
Ccと粒子径の関係を示したが、１µm を切るあた
りから影響が出始め、数十nm 以下の粒子では補
正が不可欠である。

µ
図－1.2 粒子密度が終末沈降速度に及ぼす影響とカニン

ガム補正係数
（粒子密度、鉛 １１，４００kg・m－３、ガラス鉛 ２，５００kg・m－３、
ポリスチレン１，０５０kg・m－３）

実際の終末沈降速度はどのようになるのか、密
度１，０５０kg・m－３のポリスチレン、２，５００kg・m－３の
ガラス、１１，４００kg・m－３の鉛粒子の終末沈降速度
を式（１．３）、（１．４）で計算してみると図－1.2 にな
る。空気中では数µm の粒子でも、１分間に数mm
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は沈降するので沈降を視覚的に実感できるのに対
し、水中では鉛のように極端に比重の大きな粒子
以外は、１分間に１mm も沈降しないので沈降を実
感することは容易でなくなる。

もし「ドライスラリー」が実現できたら、「ド
ライスラリー」中の粒子もスラリー中の粒子と同
程度の沈降速度であろうと思われるので、空気中
と水中の沈降速度が等しくなるときのそれぞれの
粒子径を式（１．３）～式（１．５）で計算してみると、
図－1.3のようになる。同図から、金属酸化物や
金属の１µm 粒子では水中の粒子の１／１０以下、０．５
µm の粒子では１／２０以下の粒子が、空気中で水中
の沈降速度と同じ速度で沈降することが分かる。

µ

µ

図－1.3 空気中と水中の沈降速度が等しくなるそれぞれ
の粒子径とその比

現在、スラリーとして取り扱われる粒子の大き
さは、だいたい数十nm～数µm なので、「ドライ
スラリー」を実現できそうなのは数nm～数百nm
の粒子ということになる。

初速度ゼロの粒子が終末沈降速度に達するまで
にどれだけ時間がかかり、その間にどれだけ沈降
するのか考えてみる。

終末沈降速度 v∞に至るまでの沈降速度は次式５）

で求めることができる。

v　＝　v∞（1－e－t/τ） （１．６）

ここで、τ［s］は緩和時間と呼ばれ次式６）で求めら
れる。

（ρp＋ρf /2）x2

18μf
τ　＝ （１．７）

τ は v＝０．６３２v∞となる時間で、粒子の慣性を表

す重要な指標である。τ が大きいほど終末沈降速
度に達する時間は長くなるので、１０µm のポリス
チレン、ガラス、鉛粒子について、v＝０．９９v∞と
なる時間 t０．９９［s］とその間に沈降する距離 z０．９９［m］
を計算し表－1.2に示した。同表から明らかなと
おり、慣性力が大きい空気中でも t０．９９、z０．９９は極
めて小さく、粒子の沈降運動を考える場合は、加
速区間（緩和時間）を無視してもよいことがわ
かる。

空気中 水中

t０．９９［ms］ z０．９９［µm］ t０．９９［ms］ z０．９９［µm］

ポリスチレン １．４８ ３．６５ ０．０３９７ ０．００２６３

ガラス ３．５２ ２０．７ ０．０７６８ ０．００９８５

鉛 １６ ４３０ ０．３０４ ０．１５５

表－1.2 １０µm 球粒子が終末沈降速度の９９％の速度に達
するまでの時間と距離

しかし、粒子を懸濁した流体が急に流れの向き
を変える場合、粒子は流れに追随できず流線から
外れてしまうが、このような挙動を解析する場合、
緩和時間は重要な因子となる。

これで重力沈降は終わり、次回は微粒子におい
て特に重要になる拡散挙動について説明する。
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