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本講座は入門講座なのにだんだん式が増えてき
て難しくなってきた、というご意見（苦情？）を
頂戴した。本講座では、粉体諸現象を表す基礎式
をエクセル計算してできるだけ“見える化”する
ことを心がけてきた。式は図表の根拠として載せ
ただけで、飛ばして読んでも理解していただける
ように書いたつもりであったが、現実は式が内容
理解の妨げになっているようなので、この回から
式はできるだけ末尾にまとめて記載することに
した。

3－2－5 帯電粒子に働く力
前回６）の講座で、粒子は空気中でも水中でも帯

電することがわかったので、今回は帯電した粒子
間にどのように力が働くか考えてみる。
ファンデルワールス力は、空気中でも水中でも
同じ機構で引力として働く。それに対して、電荷
によって発生する力は空気中でも水中でも反発力
として働き得るものの、その発生機構は異なって
いる。その原因は、図－6.1に示したように、水
中で帯電粒子は電気二重層によって包まれている
のに対して、空気中では裸のままで存在している
ことによる。
空気中で働く反発力は、同符号電荷によるクー
ロン力であるが、水中で働く反発力は電気二重層
の重なりにより発生する力である。
まずは、スラリーの凝集・分散挙動を解析する
うえで不可欠である水中での粒子間力発生機構か
ら始める。
水中：水中での粒子間力発生機構は、ロシアのデ
ルヤギン（Derjaguin）とランダウ（Landau）、
オランダのフェルウェイ（Verwey）とオーバー
ビーク（Overbeek）のグループによってそれぞ
れ独立に解明され、その理論はそれぞれの名前の
頭文字をとってDLVO理論と呼ばれ、水系スラ
リーの挙動を理解するうえで大変頼もしい解析手
法である。

電気二重層内のイオン濃度はバルクよりも高い
ので浸透圧が働き、イオン濃度勾配に沿って水が
二重層内に流れ込み濃度を下げようとする。
粒子が１個の場合、濃度勾配は半径方向である
ため、イオンをクーロン力により粒子に引きつけ
る向きと、浸透圧によりイオンを粒子から遠ざけ
る向きが真逆となって、あるところでバランスし
て電気二重層内のイオン濃度低下は止まる。
それに対して、２個の粒子が接近し電気二重層

が重なると、重なった部分では濃度勾配の方向と
イオンを粒子に引きつける力の方向が異なってく
るため、重なり部分から電気二重層に水が入り込
みやすくなる。流入した水により粒子を互いに遠
ざけようとする力が反発力となる。
DLVO理論では、粒子周りのポテンシャルは、
電気二重層の重なりによる反発ポテンシャルと
ファンデルワールスポテンシャルの和で与えられ
るとし、式（６．１）で表した。右辺第１項が電気二
重層の重なりによるポテンシャルで、第２項は本
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技術者のための粉体入門講座

空気の中・水の中－６
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図－6.1 帯電量が同じ等球粒子間に発生する力

Vol．９，No．９（２０１７） 59（793）



講座その３１）で説明したファンデルワールスポテ
ンシャルである。粒子間に働く力は、式（６．１）を
h で微分した式（６．２）で求められる。
２µmアルミナ研磨粒子の３vol％懸濁液をHCl
添加で pH４に調整すると、ゼータ電位は３７．４mV
になった２）。アルミナの水中でのハマカー定数４．２
×１０－２０J をとして、式（６．１）、（６．２）を使って粒
子間ポテンシャルと粒子間力を計算すると図－6.2
となる。最大反発力は、粒子表面間距離が７nm
辺りで粒子有効重力（自重－浮力）の１，３００倍程
度である。
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h

図－6.2 水中での粒子間ポテンシャルと力
（２．０µmアルミナ、pH４．０、ゼータ電位３７．４mV）

粒子間ポテンシャルに及ぼす粒子径、ゼータ電
位、塩濃度の影響などについては、拙著３）を参考
にされたい。
空気中：水中とは異なり帯電粒子は裸で存在して
いるので、粒子間に働く力はクーロン力である。
クーロンポテンシャルと力は、式（６．３）、（６．４）
の右辺第１項で求めることができる。両式の右辺
第２項はファンデルワールスポテンシャルと引力
の項である。
帯電粒子の電荷は粒子表面に存在しているが、
クーロン力を求める場合は、すべての電荷が電荷
中心（電荷が一様に分布していれば粒子中心）に
存在しているとしてよい。つまり帯電粒子は電磁
気学的には点電荷とみなすことができるが、粒子
中心間距離は r � x となる。
式（６．３）、（６．４）を計算するには粒子の帯電量

が必要であるが、実測値を見つけることができな
かったので、理論計算から得られた線図４）から帯
電量を読み取った。読み取った帯電量を電荷の数
として表－6.1に示した。当然のことであるが、
正負どちらかのイオンだけで帯電させる方が、両

イオンが混在している場合より帯電量は多くなる。
本講座の初回５）に、粒子径が数 nmから数百 nm
の粒子なら、空気中でスラリー中の粒子と同等の
沈降状態を実現できることを示した。表－6.1 によ
れば単極イオンによる帯電なら数十 nmより大き
な粒子ではそれなりに帯電するようなので、ハマ
カー定数が３．０×１０－２０J の石英で０．１µmの粒子を
想定し、表－6.2より帯電数を５として粒子間ポテ
ンシャルと力を式（６．３）、（６．４）で計算してみた。
計算結果は図－6.3であるが、図－6.2 の水中粒子
と比べてみると、最大反発力は粒子表面から９０nm
ぐらい離れたところで働き、その大きさは粒子の
有効重力の７，４００倍程度なので、粒子は凝集する
ことなく分散状態が保たれるのではないかと思わ
れる。

接触組み合わせ 反発力 引 力

（A） クーロン力 ファンデルワールス力

（B） － ファンデルワールス力

（C） － ファンデルワールス力
クーロン力

表－6.2 平均帯電数が１未満の粒子間に働く力
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h

図－6.3 空気中での粒子間ポテンシャルと力
（０．１µm石英、単極イオンによる帯電）

粒子径［µm］
平均帯電数［-］

単極イオン 両極イオン

０．０１ ０．６ ０．０７

０．１ ５ ０．４

１．０ １６５ １．４

表－6.1 コロナ放電による粒子１個当たりの平均帯電数
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帯電量が少なくなると、新たな問題が生ずる。
例えば表－6.1 で、０．１µm粒子の両極イオンによ
る平均帯電数は０．４となっている。しかし、最少
の電気量は電子１個の電気量（電気素量）である
から、電子０．４個分の電気量ということはあり得
ない。つまり平均帯電数が１未満というのは、帯
電粒子と非帯電粒子が混在しているということで
ある。
帯電と非帯電粒子が混在している場合、粒子間
に働く力はどのようになるだろうか。粒子が正に
帯電している場合の例を表－6.2 に示したが、接触
の仕方は３通りある。反発力が働くのは（A）の
帯電粒子が接触する場合のみで、（B）の非帯電
粒子同士の接触はファンデルワールス引力が働き、
（C）の帯電と非帯電粒子の接触では、帯電粒子
の電荷によって非帯電粒子がわずかではあるが誘
電分極するため、ファンデルワールス引力にクー
ロン力も引力として加算される。
したがって、平均帯電数が１未満の場合は必ず
粒子は凝集することがわかる。さらに平均帯電数
が１以上であっても、帯電数には分布があるので
非帯電粒子が存在している可能性がある。表－6.1
の値は極限値ではなくさらに帯電量を増やすこと
もできそうであるが、両極イオンによる帯電です
べての粒子間に反発力を働かせるのはかなり難し
そうである。また単極イオンによる帯電でも、す
べての粒子間に反発力を働かせるのは数十 nmよ
り大きな粒子に限られるようである。
用いた式：
水中での粒子間ポテンシャル

V　＝　πxε0εrψς2 ln［1+exp（－κh）］－
Awaterx
24h （６．１）

水中での粒子間力

F　＝　πxε0εrψς2
Awaterx
24h2

κexp（－κh）
1+exp（－κh）

－ （６．２）

空気中での粒子間ポテンシャル

V　＝　
Aairx
24h

q2

r
1

4πεrε0
－ （６．３）

空気中での粒子間力

F　＝　
Aairx
24h2

q2

r2
1

4πεrε0
－ （６．４）

ここで、Aair、Awater［J］はそれぞれ空気中、水中
でのハマカー定数、F［N］は粒子間力、h［m］は
粒子表面間距離、q［C］は粒子帯電量、r［m］は
粒子（電荷）中心間距離、x［m］は粒子直径、V［J］
は粒子間ポテンシャル、ε０＝８．８５×１０－１２F・m－１は
真空の誘電率、εr［-］は比誘電率で水は８０．４、
空気は１．０、k［m－１］はデバイ長さの逆数で式
（５．３）６）より求められる。ψς［V］はゼータ電位で
ある。
次回は、表面吸着物と疎水性相互作用により発
生する粒子間力について考えてみる。
今回は、筆者の消えかかった電磁気学の知識を
創価大学の松山達先生に補強していただきました。
ありがとうございました。
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