
3．粒子間力

前回までの考察で、スラリー中の微粒子はもの
すごい頻度で衝突を繰り返していることがわかっ
た。また、スラリー並みの濃度で固気系の粒子懸
濁状態（「ドライスラリー」）を実現しようとする
と、衝突頻度はさらに数百倍数千倍も高くなるこ
ともわかった。さらに、衝突頻度が極めて高いの
で、粒子間に反発力が働かなければ、瞬く間に凝
集し懸濁状態を保てなくなることもわかった。

スラリーの場合、濃度を上げても懸濁状態を保
つことができるが、それを可能にする反発力はど
のようなメカニズムで発生するのか、また「ドラ
イスラリー」を調製することはできないでいるが、
それは固気系で粒子間に反発力を働かせることが
できないためなのか、以下に考察してみる。

粒子間力の発生原因１）は、表－4.1のように整理
することができる。原子・分子内の瞬間的電荷の
揺らぎによって発生する力は、ファンデルワール
ス力として知られ、空気中でも水中でも基本的に
同じメカニズムで発生するが、粒子の帯電と表面
吸着物質による力の発生メカニズムは、空気中と
水中では全く異なっている。また、疎水性相互作
用による力は、その名前からわかるとおり水中で
しか発生しない。

粒子間力の発生原因はすべて解明されているわ
けではなく、固液系で、粒子表面間の距離が分散
媒分子の数倍程度まで小さくなると、表－4.1 に整
理した原因では説明つかない力が発生する１），２）こ
とが、表面間力測定装置（SFA）や原子間力顕
微鏡（AFM）の開発によって知られるようになっ
てきた。

空気中 水 中

原子・分子内の瞬間的電荷のゆらぎ ○ ○

帯 電 ○ ○

表面吸着物 ○ ○

疎水性相互作用 ― ○

表－4.1 粒子間力発生原因

3－1 原子・分子内の瞬間的電荷の揺らぎによって
発生する力（ファンデルワールス力）

すべての物質は原子・分子の集まりであり、す
べての原子・分子は原子核と電子より構成されて
いて、電子は定められた軌道を描いて原子核の周
りを運動している。原子・分子内で、正電荷（原
子核）と負電荷（電子）の電荷量は、いかなる原
子・分子内でも同じであるが、正電荷の中心と負
電荷の中心は一致しない（分極）物質がある。

H２O がその代表例で、電子は O 原子により多
く引き寄せられているため、O 原子は負に帯電し
H 原子は正に帯電している。その結果、ある水分
子の O 原子と隣り合う水分子の H 原子には静電
気的引力が働いて水素結合を形成する。

このように考えると、O２や N２分子のように正
負の電荷中心が一致している場合には、分子間に
引力は働かないことになるが、同じようなメカニ
ズムで分子間に引力が働く、これがファンデル
ワールス力である。

では、正負電荷の中心が一致するのになぜ引力
が働くのか。軌道上を運動している電子をある時
間ながめていると、電子は軌道上に一様に分布し
ているように見えて、正負の電荷中心が一致して
いるように見える。しかし、一瞬一瞬で見ると電
子は軌道上のある一点に存在し原子核と分極状態
にあるので、他の原子・分子に影響を及ぼすこと
になる。その状態は時々刻々変化するので、電荷
の揺らぎと呼ばれる。揺らぎといわれると何かの
どかな印象を受けるが、アルゴン原子の場合その
周波数は１０１４s－１オーダ３）である。

物質１と物質２の表面平滑な球粒子が物質３の媒
質内で近接しているとき、発生するファンデル
ワールス力 F１３２［N］は次式４）で表される。

F132　＝－A132
X
24h2 （４．１）

ここで、h［m］は粒子表面間距離でその最小値（接
触位置）は０．４nm とされている。X［m］は相当
直径で、粒子１、２の直径 x１、x２［m］から次式で
算出される。
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X　＝
2 x1x2
x1　＋　x2

（４．２）

A１３２［J］はハマカー定数と呼ばれ、粒子と媒質
の物質によって決まり、値が正のときファンデル
ワールス力は引力として働き、負のときは反発力
として働く。図－4.1に示すように、真空あるい
は空気中で同じ物質の粒子が近接しているときの
ハマカー定数 A１１は物質固有の値であり、炭化水
素系の物質で４×１０－２０～１１×１０－２０J 程度、酸化物
で６×１０－２０～１５×１０－２０J、金属では１５×１０－２０～５０
×１０－２０J、水 は３．３×１０－２０～６．４×１０－２０J 程 度 で
ある。ハマカー定数の実測値や計算値は文献５）に
詳しい。

A A A A

図－4.1 真空（空気）中に存在する粒子のハマカー定数

真空中（空気中）で異種物質が近接している場
合は、それぞれのハマカー定数 A１１と A２２を用いて
次式で近似できる。

A11A12A12　＝ （４．３）

したがって空気中においては、ハマカー定数は常
に正でファンデルワールス力は常に引力として働
く。

一方、図－4.2に示すように粒子が媒液（物質３）
中で近接していて、粒子が同物質の場合は式（４．４）
で、異種物質の場合は式（４．５）で近似される。

A A A A A A A A

図－4.2 媒液中に存在する粒子のハマカー定数

（　　　　　）A11 A33A131　＝
2－ （４．４）

（　　　　　）A11 A33A132　＝ － （　　　　　）A22 A33－ （４．５）

式（４．４）は、同一物質の粒子が分散しているスラ

リーではハマカー定数は常に正の値となり、ファ
ンデルワールス力は常に引力となることを示して
いる。それに対して異種物質の粒子が分散してい
るスラリーでは、同物質粒子間には常に引力が働
くが、異物質粒子間ではハマカー定数が負の値と
なる場合があり、ファンデルワールス力が反発力
となることがありうる。

ただ文献４）のデータを見ると、水より小さな
ハマカー定数を持つ物質は一つだけあるが、その
物質に対しては水のハマカー定数の数倍の値も複
数記載されているので、ファンデルワールス力が
確実に反発力として働く例があるか否かは定かで
はない。

では、粒子同士がどのぐらい接近したらどの程
度の力が働くのか、密度２，２００kg・m－３の石英球粒
子を例にとり、次式で求められる体積力（自重）
Fg［N］との比較で具体的に計算してみる。

Fg　＝ gx3　（　ρp　－　ρｆ）
π
6 （４．６）

石英と水のハマカー定数は、それぞれ１４．７×１０－２０、
４．３６×１０－２０J４）とした。

計算結果を図－4.3に示した。直径１µm の粒子
で見てみると、粒子表面間距離で空気中では０．７
µm、水中では０．５５µm まで近づくと、自重と同
じ大きさのファンデルワールス力が働き、空気中
で０．２５µm、水中で０．１５µm まで近づくと自重の
１０倍の引力が働く。さらに、空気中で０．０７µm、
水中では０．０５５µm まで近づくと、自重の１００倍の
引力が働く。粒子径が０．１µm になると、それぞ
れの表面間距離は１µm 粒子の１０倍になるので、
数 µm 以下の粒子では重力ではなくファンデル
ワールス力が現象に支配的影響を及ぼしているこ
とがわかる。

µ

µ

図－4.3 ファンデルワールス力が自重の 1、10、100 倍
になる粒子表面間距離
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微粒子には、常に結構離れた距離から引力が働
いていることがわかったので、次回は帯電した粒
子間に働く力について考えてみる。

補足：粒子間力は粒子間ポテンシャルとして議論
されることがほとんどなので、ここで本題から少
し外れるが、力とポテンシャルの関係を説明して
おきたい。

ある位置のポテンシャル V［J］は、無限遠に
ある１kg の質点をゆっくりその位置まで運んでく
るのに必要な仕事量であり、ある位置に働く力 F

［N］とは次の関係式で表される。

V　＝ Fdh－∫h
∞ （４．７）

式（４．１）を式（４．７）に代入すると、ファンデル
ワールスポテンシャルは次式で与えられる。

V132　＝－A132
X
24h （４．８）

なぜ、ポテンシャルで力を議論するのか。力は
大きさと向きで決まるベクトルであるが、ポテン
シャルはその大きさだけで決まるので、数学的に
扱いやすいからである。ここで力をベクトル表示
していないのは、粒子中心間に働く力を議論して
いるので、力の方向は限定されるためである。

ポテンシャルは、図－4.4、4.5に示すように「坂
道」をイメージすると理解しやすい。図－4.4 はポ
テンシャル曲線が「下り坂」の場合に、１kg の質
点 M が無限遠から一定速度 v０［m・s－１］で粒子表
面に近づいてくる様子である。質点は粒子表面に
近づくにつれて ΔV のエネルギーをもらうため、
その分速度を増しながら粒子表面に接近する。

それに対して図－4.5 は「上り坂」の場合で、質
点は粒子表面に近づくためには仕事をしなければ
ならず、最初に持っていた運動エネルギー v０２／２
は次第に減っていき、ゼロになった位置で接近を
止め今度は坂道を下るように遠のいていく。
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V

図－4.4 引力として働くポテンシャル勾配と粒子の運動
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図－4.5 反発力として働くポテンシャル勾配と粒子の運動

次に、ポテンシャルと力の関係を考えてみる。
図－4.6の「下り坂」ポテンシャルで速度を増し
て粒子に接近してくる質点を止めるにはどのくら
いの力が必要か。いま、F の力を質点を止める
向きに作用させ、Δh だけ押し戻せたとする。そ
のとき力が質点になす仕事が F・Δh、Δh 押し戻
されたときのポテンシャル増加 ΔV に等しければ
質点は動きを止めるし、大きければ押し戻される。
図－4.7の「上り坂」ポテンシャルの途中で v＝

０になった質点をさらに粒子に接近させるに必要
な力も同様に考えることができて、F・Δh＞ΔV
となる力を質点に加えれば、質点を粒子表面に近
づかせることができる。
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図－4.6 引力とポテンシャル曲線

図－4.7 反発力とポテンシャル曲線
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図－4.6、4.7 より、質点が受ける力とポテンシャ
ルの間には次の関係があることがわかる。

F　＝
dV
dh

－ （４．９）

力の向きは、粒子表面からの距離が増える向きが
正となる。図－4.6 では F＜０なので、力は質点を
粒子に近づける向きに働く引力となり、図－4.7 で
は F＞０なので、力は質点を粒子から遠ざける向
きに働く反発力となる。
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