
先日、本講座の読者からハマカー定数について
質問をいただいた。質問者には直接説明してある
が、空気の中と水の中の粒子挙動を比較するうえ
で重要な内容を含んでいるので、誌上でも紹介し
たい。

水中で接触する粒子のハマカー定数を求める場
合は水のハマカー定数が必要なのに、空気中で接
触する場合に空気のハマカー定数が要らないのは
どうしてか、というのが質問である。

いま、粒子１が分散媒３の中で接触しているとし、
それぞれのハマカー定数を A１１［J］、A３３とすると、
分散媒３中で接触している粒子のハマカー定数
A１３１は前回説明したとおり、次式で求められる。

A131＝ －（ ）A11 A33
2

（５．１）

分散媒が真空であれば、分散媒の原子・分子は
存在しないので A３３＝０したがって A１３１＝A１１とな
る。では、分散媒分子の存在する水中と空気中の
場合はどうか。固体と液体の密度は kg・L－１オー
ダーであるのに対し、気体の密度は g・L－１オー
ダーで、固体・液体密度の１／１，０００である。した
がって水中では A１１と A３３は同じオーダーであるの
に対して、空気中では A１１≫A３３となるので�A１１－
�A３３≒�A１１となり空気のハマカー定数は必要なく
なる。では、そろそろ本題に入る。

3－2 粒子の帯電によって発生する力
帯電によって発生する力を論ずるためには、ま

ずは粒子が帯電しなければならないので、粒子の
帯電機構から始める。
3－2－1 粒子の帯電機構

粒子の帯電機構は表－5.1のように整理できる
ので、表に沿って話を進めていく。
3－2－2 異種物質との接触

フェルミ準位の異なる粒子が衝突・接触すると、
フェルミ準位の高い粒子から低い粒子へ電子が移
動して粒子は帯電する１）。空気が乾燥した冬などに
日常的に経験する摩擦帯電と同じ帯電機構である。

原理的には空気中でも水中でも起こりえるが、
どのテキストでも空気中での帯電機構として説明
されているのは、水中では粒子の慣性力が小さい
ため、粒子を覆っている水分子を排除できないた
め粒子同士が直に接触できず、常に水分子を介し
て接触しているためと思われる。

一方、液体中の粒子も分散媒液との相対運動に
よる摩擦によって帯電することが知られている２）。
この場合電荷の符号は誘電率によって決まり、粒
子の誘電率が分散媒液のそれより小さい場合は負
に、大きい場合は正に帯電する。水の誘電率は大
きく、誘電材料を除いて水の誘電率を上回る材料
はないので、水中で運動するほとんどの粒子は負
に帯電する。

摩擦帯電による帯電量は基本的に物質の物性で
決まるので、帯電量を任意に制御することは難
しい。
3－2－3 イオンの衝突・吸着

空気中と水中とではイオンの発生起源が異なり、
またその濃度も大きく異なるので、ここでは空気
中と水中に分けて説明することにする。現在微粒
子はスラリーとして取り扱われているので、まず
水中でのイオン衝突・吸着から始める。
水中：水中に普遍的に存在するのは H＋と OH－で
あるが、この両イオンが金属酸化物粒子の帯電に
決定的な役割を果たす。

金属酸化物 MO の金属原子 M には OH－が、酸
素原子 O には H＋が水和して、金属酸化物粒子は
M-OH と O-H の状態で水と接している。水中
の H＋濃度が OH－濃度より高い（低 pH）の場合
は、過剰の H＋が-OH 基に吸着し粒子は正に帯
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粒子帯電機構 空気中 水中

異種物質との接触による帯電 あり あり

イオンの衝突・吸着による帯電 あり あり

表面解離基の解離による帯電 なし あり

格子欠陥による帯電 なし あり

表－5.1 粒子帯電機構
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電する。それに対し高 pH では、過剰な OH－に
より H＋の離脱が起こり負に帯電する。

低 pH：MO-OH＋H＋→MOH＋
２

高 pH：MO-OH＋OH－→MO－＋H２O
したがって、金属酸化物粒子の帯電量は粒子を懸
濁している水の pH に依存する。電荷量がゼロに
なる pH を電荷零点（PZC：point of zero charge）
と呼び、粒子に H＋、OH－以外のイオンが吸着し
ていなければ電荷零点で電位も零となるので等電
点（IEP：isoelectric point）とも呼ばれる。

H＋と OH－の吸着には、図－5.1３）に示すように
酸化物粒子の金属イオン電気陰性度 χi［-］が大
きく影響する。χi は金属イオンの価数 Z［-］と
ポーリング（Pauling）の電気陰性度 χp［-］から
次式４）で与えられる。

χi ＝（1+2Z）χp （５．２）

金属水酸化物や酸化された金属粒子もこの機構に
よって帯電する。

x

図－5.1 等電点と金属イオンの電気陰性度

帯電粒子は、水中の反対符号のイオン（対イオ
ン）を引寄せ、同符号のイオン（副イオン）は遠
ざけて図－5.2に示す電気二重層を形成する。電
気二重層は、対イオンが粒子表面に吸着している
固定層もしくはステルン（Stern）層、一定範囲
に拡散している拡散層もしくはグーイ（Gouy）層
よりなる。

電位は粒子表面の電位 Ψ０［V］から固定層端の
ステルン電位 Ψs まで直線的に変化し、拡散層内
で零まで漸近する。粒子が媒液に対して相対運動
するとき、固定層内の電荷だけでなく拡散層内の
電荷も一部粒子と一緒に運動する。粒子と一緒に
運動する電荷と運動しない電荷の境界をすべり面
と呼び、その面の電位をゼータ電位 Ψζと呼ぶ。
粒子の Ψ０と Ψs を実測することは極めて難しく、

実測できるのは Ψζである５）。
電 気 二 重 層 の 厚 さ は 次 式 で 求 め ら れ る
κ［m－１］の逆数程度であり、１／κ はデバイ長さ

（Debye length）と呼ばれている。

1/2

κ＝
ε 0 ε rkT

e 2NA 103C iC i2 （５．３）

ここで、e＝１．６０×１０－１９C は電気素量、NA＝６．０２
×１０２３mol－１はアボガドロ（Avogadro）数、Ci［mol・
L－１］、Zi［-］はイオン i の濃度および価数、ε０＝
８．８５×１０－１２F・m－１は真空の誘電率、εr［-］は媒液
の比誘電率、k＝１．３８×１０－２３J・K－１はボルツマン

（Boltzmann）定数、T［K］はスラリーの絶対温
度である。
図－5.3に、２０℃で蒸留水の pH を HCl と NaOH

図－5.2 電気二重層の構造

図－5.3 ２０℃で HCl と NaOH により pH 調整したときの
電気二重層厚さ
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により調整したときの電気二重層厚さを示した。
ただし、H＋、OH－以外のイオンを含んでいる媒
液の場合、電気二重層厚さは図－5.3 の値よりさら
に薄くなる。

H＋や OH－の吸着によってどれだけ帯電するの
か、帯電量 σ［C・m－２］は次の式５）で求められる。

σ＝－0.1174C 1/2 sinh（19.46ZΨζ） （５．４）

＃６，０００のアルミナ研磨剤（２µm）を HCl 水溶液
に分散し pH４の３vol％スラリーに調製したところ、
イオン濃度は１０－３mol・L－１、ゼータ電位は３７．４mV
となった６）。このデータから式（５．４）を用いて帯
電量を計算すると９．３×１０－５C・m－２となる。これ
を電気素量で除すと帯電荷電数は５．８×１０１４m－２、
さらに粒子表面積で除して粒子１個当たりの荷電
数を求めると７．３×１０３となる。

AgI、BaSO４、CaCO３のような難溶解性イオン
結晶は次のような機構で帯電する。例えば AgI
の場合、I－イオンは AgI の Ag 原子に吸着し粒
子を負に帯電させ、Ag＋イオンは I 原子に吸着し
て正に帯電させる。スラリー中の I－、Ag＋イオ
ンが同数であれば粒子は帯電しないが、イオン数
で I－＞Ag＋の場合は負に、I－＜Ag＋の場合は正
に帯電する。このように粒子の電位を決定するイ
オンは電位決定イオンと呼ばれる。
空気中：空気中に存在するイオンは、放射線の電
離作用によって生成されたもので、地上における
その個数濃度は、高 １々．６×１０４mL－１である７）。こ
のイオン濃度を純水中のイオン濃度と比べてみる。
２５℃の純水は、H＋と OH－をそれぞれ１０－７mol・L－１

含むので、アボガドロ数６×１０２３mol－１を掛けると、
H＋、OH－併せたイオン個数濃度は１．２×１０１４mL－１

となる。また、大気中微粒子の荷電数は高 ４々０７）

で、水中における帯電量とは比べようもなく少
ない。

放電によっても空気中の分子がイオン化される
が、利用されるのは雷のような放電ではなく、雷
一歩手前のコロナ放電である。コロナ放電によっ
て正負どちらのイオンも発生させられるが、正負
両イオンが存在する場合は、帯電状態は最終的に
平衡荷電分布７）に達する。また、単極イオンの場
合は、荷電量の増加によって粒子からイオンまた
は電子の放出がはじまるので、限界荷電量７）が存
在する。

計算結果８）によると、単極イオンの荷電によっ
て、２µm の粒子に１０３を超す電荷を帯びさせるこ
ともできそうである。

空気中と水中にある帯電粒子で重要な違いは、

水中では電気二重層を形成するが、空気中のコロ
ナ放電による帯電の場合、イオンには強い電位勾
配が働くため電気二重層を形成できないことであ
る。このことが、粒子間力の発現機構に違いをも
たらす。
3－2－4 表面解離基の解離、格子欠陥
解離基を持つ粒子：表面に解離しやすい官能基を
持つ粒子で、カーボンブラック、パラフィン、タ
ンパク質などが例として挙げられる。例えば粒子
表面のカルボキシル基（-COOH）は水中で解離
して－COO－となるため粒子は負に帯電する。一
方アミノ基（-NH２）の場合は解離して－NH３

＋と
なるため粒子は正に帯電する。
格子欠陥：例えば層状ケイ酸塩である粘土粒子は、
イオン半径の近い Al３＋が Si４＋に置き換わること
により負に帯電している。

次回は、粒子の帯電により発生する粒子間力に
ついて説明するが、記述が独りよがりに陥らない
ためにも、皆さまからのご質問や忌憚のないご意
見をいただけたらありがたい。
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