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図−8.1 アルミナ粒子の粒子間ポテンシャル
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「ドライスラリー」を調製できるか否か、これ
までの論考を振り返りながら結論にたどり着いて
みる。
発端は、スラリーを経て作られる最終製品の中
には媒液が残っていない、なら始めからドライで
やれないかということであった。スラリー中の粒
子は懸濁状態なので、空気中でも同じような懸濁
状態になる粒子径範囲を、沈降速度が同じという
条件で求めてみると、数 nm〜数百 nm という結
果が得られた１）。
この粒子径範囲では、粒子の拡散による変位量
は沈降による変位量を大幅に上回る。また拡散運
動はランダム運動であるため、粒子は頻繁に衝突
を繰り返すが、その衝突頻度は想像を超える数字
になることがわかった２）。したがって、粒子間に
十分な反発力が働いていなければ、懸濁粒子は瞬
く間に凝集して沈降してしまう。
空気中でもコロナ放電などによって粒子に電荷
を与え反発力を働かせることは可能であるが、数
十 nm より小さい粒子では無電荷粒子が存在する
ため粒子は凝集してしまう、しかし０．
１µm の粒
子ではすべての粒子が帯電して、粒子有効重力
（重力−浮力）の７，
４００倍の反発力を働かせ得るこ
３）
とがわかった 。その結果から、
「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。」と結論づけたが、その推測が正しいの
か？ その検証から始めることにする。
図−8.1４）は、平均粒子径０．
４８µm アルミナ 粒 子
の粒子間ポテンシャルで、pH を変えながら測定
し た ゼ ー タ 電 位 か ら 計 算 し た も の で あ る。
図−8.2４）は、そのアルミナ粒子をそれぞれの pH
で２０vol%に 調 製 し た ス ラ リ ー の 沈 降 静 水 圧 で
ある。
沈降静水圧というのは、図−8.3 に示すように
スラリーの回分沈降試験時にある深さで測定した
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図−8.2 図−8.1 のアルミナを２０vol％に調製したスラリー
の沈降静水圧

静水圧である。ある深さの静水圧はそれより上に
存在する全質量に比例するので、粒子が凝集して
早く沈降すれば静水圧も早く低下するし、粒子が
よく分散し、ゆっくり沈降すれば静水圧も緩やか
に 低 下 す る。し た が っ て、そ の 経 時 変 化 か ら
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図−8.3 沈降静水圧法の原理
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図−8.4 粒子集合状態と沈降静水圧曲線

図−8.4 に示すように粒子の凝集・分散状態を評
価することができる。
図−8.2 を図−8.4 に対応させて見てみると、pH
４．
２のスラリーはよく分散しているが、pH５．
５で
は当初それなりによく分散しているものの２０h 辺
０では始めか
りに粒子は凝集していること、pH６．
８では沈降開始
ら粒子は凝集していること、pH６．
と同時にゲル化していることがわかる。
pH４．
２、５．
５に調整したスラリー中の粒子に働
く反発力を DLVO 理論で計算し、その値を粒子
有効重力で除した相対反発力を反発力と共に
表−8.1 に示した。その値をコロナ放電で得られ
る「有効重力の７，
４００倍の反発力」で除した値も
表−8.1 に示した。
この比較から、
「有効重力の７，
４００倍の反発力」
というのは、pH４．
２のスラリーのように粒子を良
分散状態に保つにははなはだ不十分な大きさで、
良分散に保つにはさらに４０倍すなわち有効重力の
約３０万倍（４０×７，
４００）反発力が必要であると推
表−8.1 水中と空気中の粒子間に働く反発力
pH

粒子間反発力
［N］

相対反発力
［−］

相対反発力
７，
４００

２
４．

１５．
７×１０−１１

２．
９２×１０５

４０

５
５．

７．
９２×１０−１１

１．
４７×１０５

２０

０
６．

−１１

５

１１

４．
３９×１０

Vol．
９，No．
１１（２０１７）

０．
８２×１０

測される。クーロン力は粒子帯電量の二乗に比例
するので、粒子の帯電量をさらに６．
３（ 40 ）倍
にしなければならないことになる。はたしてコロ
ナ放電によって帯電量を増やすことができるのか、
改めて検討してみる。
コロナ放電による粒子の帯電機構には、電界荷
電と拡散荷電がある５）。電界荷電は外部電場に
よって加速されたイオンの衝突による帯電で、２
µm より大きな粒子の主な帯電機構である。電界
荷電による飽和帯電数 ps［−］（帯電時間を∞に
したときの帯電数）は式（８．
１）で与えられる。拡
散荷電はイオンのブラウン衝突による帯電で、
０．
５µm より小さい粒子の主な帯電機構である。
拡散荷電による帯電数 p［−］は式（８．
２）で与え
られる。
相対反発力が７，
４００になる０．
１µm 粒子の平均帯
電数は、表−6.2３）に示したように５．
０で、その内訳は
電界荷電が１．
０で拡散荷電が４．
０であった。図−8.2
に示す pH４．
２スラリー中の粒子のような分散状
態にするためには、帯電量をさらに６．
３倍にしな
ければならないので、平均帯電数を３１．
５まで増や
さなければならない。
表−6.2 に示した平均帯電数は、電界荷電では電
界強度を０．
３MV・m−１としているが、これを空気
の絶縁破壊が起きる３MV・m−１として計算すると、
帯電数は１１．
２まで増やすことができる。残りの
２０．
３（３１．
５〜１１．
２）を拡散荷電で増やすことがで
きれば、「ドライスラリー」を実現できそうである。
表−6.2 の数値は、Nt＝１０１３［s・m−３］として計算し
たものである。この値がどのような値なのか、電磁
気に疎い私にはイメージが湧かないが、イオン濃度
を上げることは難しくとも帯電時間を延ばすこと
はできそうなので、拡散荷電による平均帯電数が
２０．
３に な る Nt を 逆 算 し て み る と１．
７×１０１５s・m−３
となる。イオン濃度が同じでも帯電時間を１７０倍
に延ばせば、平均帯電数２０．
３はできそうである。
以上は机上の論議では あ る が、
「ド ラ イ ス ラ
リー」を完全否定する結論でもないので、実用化
の観点からもう少し検討を続けてみる。
工業的に用いられる粉体粒子には大きさの分布
があり、０．
１µm の粒子といってもそれより大き
いものもあれば小さいものもある。０．
１µm より
大きいとどうなるか、反発力として働くクーロン
力は電荷の二乗に比例し粒子中心間距離の二乗に
反比例するので、粒子が接している（粒子中心間
距離＝粒子径）ときに最大のクーロン力が働く。
電界荷電による飽和帯電数は粒子径の二乗に比例
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し、拡散荷電よる帯電数はほぼ粒子径に比例して
増加するため最大のクーロン力は粒子径のほぼ二
乗に比例する。しかし、体積力は粒子径の三乗に
比例して大きくなるので、印加電圧と帯電時間が
同じであれば相対反発力は低下し、粒子の分散は
不安定になる。印加電圧強度は３MV・m−１以上に
できないので、帯電時間をさらに延ばすしかない
が、はたしてそれは可能なのか。
０．
１µmより小さい方はどうなるか。電界荷電に
よる帯電数は無視できる数になるので、拡散荷電
だけを考える。平均帯電数が２を超えると非帯電粒
７×１０１５s・m−３
子はなくなると仮定すると、Nt＝１．
の条件では０．
０３５µm より大きい粒子が平均帯電
数＞２を満たす。したがって、３５〜１００nm の粒子
で E ＝３MV・m−１と Nt＝１．
７×１０１５s・m−３の 条 件 を
満たしたコロナ放電であれば「ドライスラリー」
実現の可能性はあるということになる。
では３５〜１００nm の粒子で「ドライスラリー」を
どのようにして調製するか考えてみる。まず、一
次粒子が３５〜１００nm の粉体を乾式ビーズミルな
どで解砕する。その際、解砕粒子の再凝集を防ぐ
ために解砕と同時に粒子に電荷を与えなければな
らない。解砕機の中で３MV・m−１の電界強度を発
生することはできないので、できるだけ高濃度の
単極イオン風を送り込み粒子に電荷を与えるが、
拡散荷電だけの帯電になるので、１００nm の粒子
７５×１０１６s・m−３
まで分散させようとすると Nt は２．
まで大きくしなければならない。解砕粒子はイオ
ン風によって解砕機から排出されるが、排出粒子
の濃度はかなり低いと思われるので、電気集じん
器やフィルターによって粒子濃度を上げ「ドライ
スラリー」として取り出す。というプロセスが考
えられるが、問題は粒子が高い電荷を帯びている
ため、絶縁には細心の注意を払わねばならず、
「ドライスラリー」実現のためには解くべき技術
的問題が山積していると思われる。
以上、これまで８回に渡って「ドライスラリー」
実現の可能性を探ってきたが、結論は原理的に完
全否定されたわけではないが、現実的には不可能
ということのようである。
空気中と水中の違いの原因は、電気二重層を形
成するか否かにあると思われる。空気中でも水中
でも粒子間の反発力は粒子の帯電に起因するが、
空気中では電荷が粒子表面にむき出しになってい
るのに対し、水中では対イオンにより電気二重層
が形成されるため、空気中ではクーロン力が反発
力となるのに対し、水中では電気二重層の重なり
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によって生じる浸透圧が反発力がとして働く。ま
た、水中の帯電粒子は電気二重層に覆われている
ので、電気二重層まで含めて粒子と考えれば、粒
子同士が近接しなければ非帯電粒子として扱うこ
とができ、空気中の帯電粒子の取り扱いに比べれ
ば、比較にならないほど扱いは容易である。
空気中でも電気二重層が形成されれば、
「ドラ
イスラリー」の実現は容易になるはずであるが、
なぜ空気中では電気二重層が形成されないのか。
イオンの易動度［m２・s−１・V−１］を比較してみると、
水中では１０−８オーダ６）であるのに対し空気中では
１０−４オーダ５）なので、空気中のイオンは元気が良
すぎて帯電粒子からの引力を容易に振り切ってし
まうためであろう。
空気中のイオンはなぜ元気がいいのか。大雑把
にいえば気体の密度は液体の密度の千分の一なの
で、気体中のイオンは他の分子に邪魔されること
も少なく動けるので疲れも少ないのであろう。
用いた式：
ps ＝ 1 ＋ 2

p＝

πε 0 Ex

εr＋2

e

2πε0 x kT
2

e

2

εr− 1

（８．
１）

2

ln 1＋

xc i e Nt
8ε0 kT

（８．
２）

上式 c［m
・s−１］で、はイオンの熱運動速度で正
i
イオンの場合は２１８m・s−１、E［V・m−１］は外部電
６０×１０−１９C は電気素量、k＝１．
３８×
界強度、e＝１．
−２３
−１
−３
１０ J・K はボルツマン定数、N［m ］はイオン
の個数密度、t［s］は帯電時間、T［K］は絶対温度、
ε０＝８．
８５×１０−１２F・m−１は真空の誘電率、ε［
r −］は
粒子の比誘電率、x［m］は粒子径である。

おわりに
この講座で取りあげた項目を、空気中と水中に
切り離して別々に解説すれば入門講座に相応しい
内容になったと思われるが、空気中と水中におけ
る粒子挙動の比較に重点を置いて話しを進めたた
めに、入門講座としては難しすぎる内容になって
しまった。にもかかわらず、連載の継続をお認め
いただいた本誌編集委員会の寛大なお取りはから
いに感謝いたします。
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粉 惚 最 新
新たな世界に飛び込んだまだ駆け出しの頃

後の成長レベルの物差しになる。
「時々の初

を思い出していただきたい。その時が学校な

心」は第一線で活躍できるようになっても、

ら担任の先生から、会社なら上司や先輩から

それまでの蓄積を忘れてはいけないことを推

聞かされた言葉の代表格が「初心忘るべから

奨。どんな状況に遭遇しても柔軟に対応する

ず」ではないだろうか。

ためには必要な時がくるからだ。

▼初めが大事だということを心に留めておか

▼「老後の初心」は、後進に道を譲る年代に

なければならないという戒めであろうが、年

なった時、任せきりにするのではなく、自ら

を経るごとに薄れていっているのが正直なと

の置かれた状況の中でさらに成長への道筋を

ころか。ところで、
「初心忘るべからず」は

たどる努力を怠ってはいけないことを示唆し

世阿弥の言葉として有名だが、もともと初心

ている。つまり、一生涯修行を続けるぐらい

は仏教語として存在していた。それを世阿弥

能楽は奥が深いことを初心という言葉を使っ

は約６００年前に著した能楽論「花鏡」の最後

て知らしめている。すべて能の修行に関連す

で独自の解釈を記している。

るが、よくよく読み解くと我々の人生に当て

▼それによると、初心には「ぜひの初心」、

はまることばかりではないか。

か きょう

ときとき

「時々の初心」
、「老後の初心」の三つあると

▼それ以上に感心させられるのは、当時の解

いうのである。初心は一つではなかったのか

釈が６００年の時を経て今も光り輝いていると

と驚かされる。能楽書で説いているため、

いうこと。これまで何気なく「初心を忘れた

ベースは能の修行にかかわるが、端的にいえ

らいかんぞ」と、いかにもの態度で話してい

ば修行にいくつになっても終わりはないとい

たが、当の本人がそれを忘れきってしまって

うことに集約される。

いることを反省しきり。一度我が身を振り返

▼「ぜひの初心」はまさにニュートラルで未

り、純粋な気持ちを取り戻してみよう。人生、

熟さを表すが、未熟さを忘れないことがその

先はまだ長い。

Vol．
９，No．
１１（２０１７）
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