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技術者のための粉体入門講座
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−−「ドライスラリー」を調製できるか−−
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吸着水により発生する引力
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3−3 粒子表面の吸着物によって発生する力
粒子の表面にはどんな物質が、どのようなメカ
ニズムで吸着し、どのように粒子間に力を及ぼす
か、空気中と水中に分けて考察してみる。
空気中：空気中に気体分子として存在しうる物質
は、想定する温度圧力で異なってくる。本連載講
座では、ここまで「空気中」とは人間が暮らして
いる大気環境と想定してきたので、ここでもその
ようにすると、毒性や引火性の高い物質は除外さ
れるので、空気中で粒子に吸着しそうな物質は水
に限定される。
空気中のすべての分子は、ランダムに飛び交い
時に粒子に衝突する。分子が粒子に接近すると、
粒子と分子間にファンデルワールス引力が働き、
分子は粒子表面に吸着する。水の場合は常温常圧
下で容易に液化できるため、吸着した気体の水分
子が集まると粒子表面で凝縮して液体の水になり
得る。それに対して窒素や酸素分子の場合、常温
常圧下で液化できないため、吸着した分子はやが
て脱着して粒子表面に蓄積されることはない。
一般に、液体の蒸気圧は液面の曲率の影響をう
け、凸の液面で蒸気圧は高くなり凹の液面では低
くなる。このような現象はケルビン（Kelvin）効
果と呼ばれている。
したがって、粒子同士が接触している場合、粒
子表面に形成される液面は凸であるが、接触点近
傍に形成される液面は図−7.1 に示すように凹に
なる。凹の液面では蒸気圧が下がるため、水分子
はより凝縮しやすくなり、液膜はまず粒子接触部
に形成される。接触部の吸着水の内圧は液面の曲
率で決まるが、この場合は負圧となり粒子間引力

（液架橋力）として作用し、その大きさ F［N］は
L
２）
１）で求められる 。
式（７．
大きさの等しい２粒子間に働く２５℃における液
架橋力と有効重力との比を図−7.2 に示した。図
から明らかなとおり、ここで議論している粒子径
範囲では、ファンデルワールス引力に加えて自重
よりはるかに大きな液架橋力が引力として働く。
水中：空気中とは異なり水中で暮らす人間はいな
いので、十分な注意を払えば、水に溶けるものな
ら何でも溶かし込み粒子に吸着させることができ
るが、本講座で対象にしているのはスラリーなの
で、粒子間力を発生させる物質について考えて
みる。
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粒子が互いに接近すると表−4.1１）に示したよう
に、原子・分子内の瞬間的電荷のゆらぎ、帯電、
表面吸着物、疎水性相互作用によって粒子間力が
発生する。前回までに前２つを説明したので、今
回は残り２つについて説明する。
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図−7.2

液架橋力（粒子密度は２，
２００kg・m−３）
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添加したすべての高分子が粒子に吸着しても、粒
子表面には空の吸着サイトが残っているため、既
に吸着している高分子の一端が他の粒子に吸着し
て粒子を架橋し粒子を引きつける。一方、高分子
濃度が高く、粒子表面の吸着サイトすべてを埋め
るに十分な高分子が粒子の周りに存在すれば、粒
子には直近の高分子だけが飽和吸着し、他の粒子
に架橋することはない。高分子界面活性剤が飽和
吸着した粒子同士が、互いの吸着高分子が重なり
合うほど接近すると、重なり部分の高分子濃度を
下げようとして浸透圧が働き（立体障害）
、粒子
間には反発力が働く。
この立体障害ポテンシャルを求める式５）が提案
されているので、２µm のアルミナ研磨材粒子に
分子量８，
０００、重合度１００のポリカルボン酸アンモ
ニウム塩が、完全に伸長した状態で被覆率１００％
吸着した場合のポテンシャルを求めてみると、
図−7.4６）の よ う に な る。図 中 に 比 較 の 意 味 で、
DLVO 理論で計算した帯電粒子のポテンシャル
も示した。帯電粒子の場合は、粒子にポテンシャ
ル障壁を乗り越えるだけのエネルギーを与えると、
粒子は一気に強く凝集するが、高分子界面活性剤
の場合は、粒子が接触するまで反発力が働き続
ける。
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実験室では、HCl や NaOH を添加してスラリー
の分散凝集状態を調整することがよく行われるが、
実際の製造現場では、Cl や Na 元素は嫌われるの
で、高分子界面活性剤によって分散凝集状態は制
御されるのが普通である。
H＋や OH−の吸着によって発生する粒子間力に
ついては既に説明３）したので、ここでは高分子界
面活性剤の吸着により発生する粒子間力について
説明する。
液体の水は、分子内で電荷の中心がずれている
（分極している）H２O 分子が水素結合した構造体
であるため、塩のようにイオン結合している物質
や砂糖のように水素結合しやすい官能基を持って
いる物質が水に溶けやすい。
界面活性剤は一つの分子の中に親水基と疎水基
を併せ持っているが、親水基が解離基であるタイ
プと水素結合しやすい官能基であるタイプに分け
られ、前者はイオン性界面活性剤、後者はノニオ
ン性界面活性剤と呼ばれる。
界面活性剤を粒子に吸着させる力は、静電気力、
水素結合力、ファンデルワールス力と後に説明す
る疎水性相互作用であるが、吸着挙動は条件に
よって異なり複雑で多様である。
吸着挙動がどれほど複雑で多様であるかは、そ
の一例を文献４）でご覧いただくとして、粒子に
吸着した高分子界面活性剤がどのようにして粒子
間力を発現させるか見てみる。
図−7.3 に、粒子に吸着した高分子界面活性剤
がどのように粒子間力を発現するか示した。吸着
量が飽和吸着量より少なければ引力が働き、多け
れば反発力が働く。媒液中の高分子濃度が低いと、
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図−7.4

高分子吸着層ポテンシャル

㧗ศᏊ㟁ゎ㉁

高分子界面活性剤が電解質（イオン性）である
場合は、図−7.3 に示したように立体障害と静電反
発が同時に作用するので、より安定した分散状態
が得られる。
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3−4 疎水性相互作用よって発生する力
図−7.5 に示すように、ドデシルスルホン酸ナ
トリウムのような疎水基に親水基が１個だけ付い
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高分子の吸着による粒子間相互作用
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この連載講座の目的は、
「ドライスラリー」を
調製できるか否か考察することであった。そのた
めに、媒体中の粒子運動と粒子間に働く力につい
て説明してきたが、判断材料は出そろったのでい
よいよ次回その結論を出してみたい。
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