
2．粒子間力が無視できる濃厚系の粒子挙動

これまでの話は、無限空間にある１個の粒子の
振る舞いであったが、我々が実際に扱う粉体は無
数個の粒子の集まりである。人間が他人の目を気
にして振る舞うように、粒子も多数になると粒子
同士影響を及ぼし合って（粒子間相互作用）その
挙動が違ってくる。

影響の及ぼし方には２つあり、干渉沈降と粒子
同士の衝突という形で他の粒子に影響を及ぼす。

2－1 干渉沈降
図－3.1に示すように、沈降する粒子は流体を

排除するため、粒子の周りに流れが生じる。粒子
が十分離れていれば、影響を及ぼし合うことはな
いが、粒子が接近してくると流れが重なり合い、
他の粒子の影響を受ける。このような沈降挙動は
干渉沈降と呼ばれる。

流れの重なり（干渉沈降）

図－3.1 干渉沈降

干渉沈降時の沈降速度 v［m・s－１］は、図－3.1 か
ら想像されるとおり粒子の体積濃度φV［-］の影
響を受け、その推算には次の２式がよく用いられる。

v　＝　v∞（1－φV）2 10－1.82φV （３．１）

v　＝　v∞（1－φV）n （３．２）

ここで、v∞［m・s－１］は式（１．３）１）で求められる終
末沈降速度で、式（３．１）はシュタイナー式、
式（３．２）はリチャードソン・ザキ式と呼ばれる。
式（３．２）のべき数に対してリチャードソン・ザキ
は球粒子に対して n＝４．６５を提案している。粒子
周りの流れは粒子形状の影響を受けるので、鋭い

エッジを持つアルミナ粒子（研磨剤）の沈降では
n＝７．１６が得られている２）。
図－3.2に式（３．１）と式（３．２）を図示した。図

からわかるとおり、粒子体積濃度が５vol％のとき
いずれの推算式で計算しても v／v∞＜０．８となるの
で、粒子濃度が数 vol％以上であれば、干渉沈降
の影響が表れることがわかる。

n

n

図－3.2 粒子濃度が干渉沈降速度に及ぼす影響

2－2 粒子衝突
流体中で運動する粒子の数が増えてくると粒子

は、図－3.3に示した３つのメカニズムで衝突を繰
り返す。１－２３）で説明したとおり、微粒子は運動
場で鬼ごっこをする子供達のようにランダムに運
動するので衝突を起こす。このような衝突は拡散
衝突とよばれる。また、大きな粒子ほど早く沈降
するので、大きな粒子は小さい粒子に追突する。
このような衝突は沈降衝突とよばれる。さらに、
渦の中や円管内の流れのように、流れに速度勾配
があると流れに乗った粒子は速度差によって衝突を
起こす。このような衝突はせん断衝突とよばれる。

この講座では、「ドライスラリー」（高濃度エア
ロゾル）の調製は可能かということを検討してい
るので、流体は静止していることを前提にしてい
る。したがって、ここでは拡散衝突と沈降衝突を
取りあげればよい。さらに、ここで議論している
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(a)拡散衝突 (b)沈降衝突 (c)せん断衝突

流体の速度勾配

粒子径範囲では、図－2.2３）に示したように、粒子
の運動挙動は沈降運動よりも拡散運動により支配
されていること、また、沈降衝突は鉛直方向のみ
で起こるが、拡散衝突はあらゆる方向で起きるこ
とから、ここでは支配的な役割を果たす拡散衝突
のみ取りあげる。

では、どのくらいの頻度で粒子は拡散衝突して
いるのか、定量的に検討４），５）してみる。静止して
いる直径 x１［m］の粒子１に、ブラウン運動（拡散）
している直径 x２［m］の粒子２が衝突する現象は、
図－3.4に示すように粒子２が、粒子１を中心とす
る直径 x１＋x２の仮想球表面に拡散により到達する
現象と考えることができる。このとき、粒子２が
１秒間に粒子１に衝突する回数 p１，２［s－１］は次式で
与えられる。

11

2

仮想球

図－3.4 粒子１と粒子２の拡散衝突

p1,2　＝　2π（x1+　x2）D2　n2 （３．３）

ここで D２［m２・s－１］は式（２．２）３）で求められる粒子
２の拡散係数、n２［m－３］は粒子２の個数濃度であ
る。式（３．３）では、粒子１は静止しているとした
が、実際は拡散係数 D１［m２・s－１］でブラウン運動
しているので、式（３．３）中の D２は D１＋D２となる。
また式（３．３）は粒子１が１個に対して成り立つ式な
ので、粒子１の個数濃度を n１［m－３］とすると、粒
子懸濁流体１m３中で起きている粒子１と粒子２の衝突
頻度P１，２［m－３・s－１］は次式で与えられることになる。

P1,2　＝　2π（x1+　x2）（D1+　D2）n1　n2 （３．４）

粒子の大きさがすべて同じ（単分散粒子）場合
の 衝 突 頻 度 P［m－３・s－１］は、x１＝x２＝x、D１＝D２

＝D、n１＝n２＝n となるので、次式で求められる。

2π　2x　2Dn2　＝　4πxDn2P　＝
1
2 （３．５）

式（３．５）で１／２が掛けてあるのは次の理由による。
P１，２の場合、例えば粒子１を“衝突される”粒子

（仮想球の中心）に選ぶと、粒子２が“衝突する”
粒子となり、粒子１は“衝突する”粒子になるこ
とはない。しかし単分散粒子の場合は、“衝突さ
れる”粒子はまた“衝突する”粒子にもなるので、
衝突が２回起こることになり、１／２倍することが必
要となる。

拡散係数 D は式（２．２）３）で与えられるので、式
（２．２）３）を式（３．５）に代入して整理すると次式を得る。

4kTCc
3μf　

P　＝ n2 （３．６）

ここで Cc は固気系のときのみ必要な補正係数で、
式（１．５）１）で求められる。また、粒子個数濃度 n
と体積濃度φV の間には次の関係があるので、

π
6

φV　＝ x3n （３．７）

この関係を使って式（３．６）は次式に書き改めら
れる。

48kTCcφV2

μf　π2x6
P　＝ （３．８）

干渉沈降の影響が無視できる１vol％スラリーで
どれくらい衝突が起きているのか式（３．８）で計算
してみると、粒子径が０．１µm だと２×１０２３回、１µm
でも２×１０１７回と天文学的数字である。１m３を１mL
にしても２×１０１７、２×１０１１回と想像もつかない回
数なので、粒子１個が１秒間に衝突する回数 p［s－１］
を求めてみる。

p　＝ ＝ ＝
P　
n　
4kTCc
3μf　

n
8kTCcφV
πμf　x3

（３．９）

式（３．９）の計算結果を図－3.5に示したが、１µm

図－3.3 粒子衝突
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の粒子は、１vol％のとき１秒間に０．１回なので、
数十vol％では１秒間に数回衝突している。これは
１µm 粒子同士の衝突回数で、実際には１µm より
小さな粒子も多数存在しているので、衝突回数は
数十～数百回に及ぶものと思われる。

図－3.5 粒子体積濃度１vol％スラリー中で１個の粒子が
１秒の間に起きる衝突回数と半減時間

衝突した粒子がそのまま凝集すると、粒子の個
数濃度は時間と共に減少する。１回の衝突で２個の
粒子が１個に減るので、衝突頻度が個数の減少速
度になり、次式で表される。

4kTCc
3μf　

n2＝　－
dn
dt （３．１０）

いささか強引に衝突が進行しても式（３．１０）が成
立するものと仮定すると、式（３．１０）を積分して
初期個数濃度 n０［m－３］が半分の n０／２になる時間
t１／２［s］を求めることができる。

4kTCc
3μf　

dt＝　－
dn
n2

∫n0
n0/2 ∫0

t1／2 （３．１１）

式（３．１１）を解いて、式（３．７）を用いて整理する
と次式を得る。

t1／2　＝ ＝
3μf

4kTn0Cc
πx3μf
8kTCcφV

（３．１２）

式（３．１２）を１vol％スラリーに対して解いた結果
を図－3.5 に併せて示したが、粒子が１µm でも１０
秒程度で、数百nm の粒子では瞬時に個数濃度が
半減してしまう。

本講座では、「ドライスラリー」を調製できる
なら、その中での粒子沈降速度はスラリー中の沈降
速度と同程度になるであろうと考えて、表－2.1６）

のような比較を行った。ここでも、粒子１個当た
り衝突頻度と半減時間について同じような比較を
してみると表－3.1となる。スラリー中で粒子は

恐ろしい頻度で衝突していることがわかったが、
「ドライスラリー」中ではその数百倍数千倍の頻
度で衝突しているので、衝突時の反発力を上回る
引力が粒子間に働けば、粒子は瞬時に凝集し落下
してしまうか、粒子濃度が高ければ構造体を形成

（固化）し懸濁状態を保つことができなくなる。

沈降速度
［mm・
min－１］

粒子径［µm］ 粒子１個当たりの
衝突頻度［s－１］ 半減時間［s］

空気中 水中 空気中 水中 空気中 水中

０．２
０．１７ ２．０ １．６×１０３ ２．０×１０１ ６．４×１０－４ ５．１×１０－２

１／１２ １ ７９ １ １／７９ １

０．０２
０．０３５ ０．６４ ５．１×１０５ ２．５×１０３ ２．６×１０－６ ４．１×１０－４

１／１８ １ ２１０ １ １／２１０ １

０．００２
０．００４ ０．２０ ２．５×１０９ １．６×１０６ ４．０×１０－１０ ６．１×１０－７

１／５０ １ １６，０００ １ １／１６，０００ １

表－3.1 空気中と水中の沈降速度が等しいガラス粒子の
粒子１個当たり衝突頻度および半減時間（粒子濃
度は１vol％）

このように、固液系でも固気系でも粒子間に働
く力が懸濁状態を決定的に支配することがわかっ
たので、次回は粒子間に働く力について考えてみる。
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