
はじめに

いきなり「ドライスラリー」などという造語を表
題にしたが、そのイメージは「粒子濃度が数十％
でかつ流動性を持つ固気系の粒子集合状態」である。

このような造語を考えるに至ったのは、もし微
粒子を「ドライスラリー」状態に調製できたら、
セラミックスや電池電極などの粒子状材料の製造
プロセスに大変革をもたらすに違いないと考えた
からである。

なぜ大変革かというと、分散媒として水も有機
溶媒も使わないので、乾燥工程の要らない省エネ
で環境に優しいプロセスになり得るからである。

一方、微粒子が水に高濃度で分散したスラリー
は、身の回りでも自然界でも工業プロセスでも普
通に見かけられるが、空気中に粒子が高濃度で分
散しているのを見かけることはない。

空に浮かぶ雲は濃度が高そうに見えるが、１mL
中に含まれる雨滴の数は１００～１，０００個で、大きさ
は５～３０µm１）とあるので、雨滴の大きさを３０µmと
してその粒子濃度を計算してみると、１．４～１４ppm
である。また、大気中に浮遊する粒子の平均濃度
は ppb オーダ２）とあるので、空気中の粒子濃度は
高々数 ppm（１０－４％）どまりということになる。

空気も水も共にニュートン流体なのに、この違
いはどこから生じるのか、空気の中と水の中の粒
子挙動を勉強しながら、その理由をあれこれ考え
ながら「ドライスラリー」の調製方法も考えてみ
ようというのが本連載の趣旨である。

また、本連載は「技術者のための粉体入門講
座」であるので、一から丁寧にできるだけ数式を
使わずに説明するつもりである。しかし中には、
自分でもフォローしてみたいという熱心な読者が
おられるかも知れないので、基礎式や図表作成に
用いた式は省略せずに記載するが、式をうるさく
感じられる読者には、式を飛ばして読んでも理解
してもらえるよう努力するつもりである。

現時点で頭の中にある目次は、
はじめに
１．希薄系の粒子運動
�重力沈降・浮上
�拡散

２．粒子間力が無視できる濃厚系の粒子挙動
�粒子の濃度表示（質量濃度、体積濃度）
�干渉沈降
�衝突

３．粒子間力
�ファンデルワールス力
�静電気力、DLVO 理論
�液架橋力
�疎水性相互作用力
�立体障害

４．粒子間力と粒子集合状態
５．粒子製法と粒子発生密度
まとめ－－「ドライスラリー」の作り方－－

であるが、筆が進むにつれて目次から外れること
があるかも知れないので、あらかじめご容赦お願
いしたい。

本連載では、表－1.1に示した空気と水の密度
と粘度を計算に用い、粒子は１０µm 以下の球粒子
を想定している。

密度［kg・m－３］ 粘度［Pa・s］

空気 １．２１ １．８２×１０－５

水 ９９８ ０．００１

表－1.1 ２０℃、１気圧における空気と水の密度および粘度

1．希薄系の粒子運動

まずは、他の粒子から受ける影響が無視できる
ほど粒子同士が離れている希薄な系から始める。
他の粒子の影響を考えなくてよいので、１個粒子
の運動を扱えばいい。地球上で粒子には常に重力
が働き運動するので、重力沈降・浮上から始める。
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1－1 重力沈降・浮上
一般に、ニュートン流体と呼ばれる気体や液体の

運動は物質によらず流体の密度ρf［kg・m－３］と粘度
μf［Pa・s］によって記述することができる。いま、
密度 ρf、粘度 μf のニュートン流体中に直径 x［m］、
密度ρp［kg・m－３］の球粒子をおくと、粒子には常に
次の式で表される有効重力 F［N］が下向きに働く。

F　＝ x3（ρp－ρf）g
π
6 （１．１）

図－1.1に示すように、粒子はこの有効重力を
受けて沈降し始めるが、沈降速度 v［m・s－１］に比
例して流体抗力 R［N］が発生する。

t ＝ 0 t ＞ 0 t ＝ ∞

R ＝ FR < F

FF F

v ＝ 0 v ＞ 0
dv/dt ＞ 0 dv/dt ＝ 0

v ＝ v∞

図－1.1 重力場での球粒子の沈降

R　＝　3πμf　xv （１．２）

このとき粒子は、F－R に応じて沈降速度を増し
ていく（dv／dt＞０）が、やがて F＝R となって速
度変化がなくなり（dv／dt＝０）終末沈降速度 v∞
と呼ばれる一定速度で沈降し続ける。この v∞は、
式（１．１）、式（１．２）で F＝R として得られる次の
ストークス式で求めることができる。

v∞　＝
（ρp－ρf）x2g
18μf

（１．３）

式（１．３）からわかるとおり、終末沈降速度は粒
子径の二乗に比例し、流体粘度に反比例して増加
するが、密度の場合は密度そのものではなく密度
差に比例する。空気中の場合、粒子密度は空気密
度の何千倍なので ρp－ρair≒ρp としてよく、すべ
ての粒子は粒子密度に比例する速度で沈降する。
それに対して水中の場合、ρp＜ρwater となる粒子
もありそのような粒子は沈降ではなく浮上するが、
その浮上速度も式（１．３）で計算することができる。

水中の沈降では、粒子がどんなに小さくなって
も式（１．３）が適用できるが、空気中の沈降では粒
子が小さくなると式（１．３）で計算される沈降速度

より速い速度で沈降するので補正が必要となる。
空気中を沈降しているときに粒子が受ける流体

抵抗は、N２や O２分子の衝突によってもたらされ
る。粒子が大きい場合は、無数の分子が粒子に衝
突するので空気は水のような連続体とみなすこと
ができるが、粒子が小さくなると衝突する分子も
少なくなるので、空気は連続体とはみなせなくな
り、次式に示すように補正係数が Cc［－］必要に
なる。

v∞　＝
（ρp－ρair）x2gCc

18μair
（１．４）

Ccはカニンガムの補正係数とよばれ、次の実験
式３）で求められる。

Cc　＝　1 ＋ Kn 1.142 ＋ 0.558 exp Kn

－0.999
（１．５）

Kn［－］はクヌーセン数とよばれ、粒子径 x と気
体分子の平均自由行程（ある気体分子と衝突した
気体分子が次に衝突するまでに飛行する距離の平
均）λ［m］の比、Kn＝λ／x で求められる。２０℃、
１気圧の空気では、λ＝６５nm４）となる。図－1.2に
Ccと粒子径の関係を示したが、１µm を切るあた
りから影響が出始め、数十nm 以下の粒子では補
正が不可欠である。

µ
図－1.2 粒子密度が終末沈降速度に及ぼす影響とカニン

ガム補正係数
（粒子密度、鉛 １１，４００kg・m－３、ガラス鉛 ２，５００kg・m－３、
ポリスチレン１，０５０kg・m－３）

実際の終末沈降速度はどのようになるのか、密
度１，０５０kg・m－３のポリスチレン、２，５００kg・m－３の
ガラス、１１，４００kg・m－３の鉛粒子の終末沈降速度
を式（１．３）、（１．４）で計算してみると図－1.2 にな
る。空気中では数µm の粒子でも、１分間に数mm
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は沈降するので沈降を視覚的に実感できるのに対
し、水中では鉛のように極端に比重の大きな粒子
以外は、１分間に１mm も沈降しないので沈降を実
感することは容易でなくなる。

もし「ドライスラリー」が実現できたら、「ド
ライスラリー」中の粒子もスラリー中の粒子と同
程度の沈降速度であろうと思われるので、空気中
と水中の沈降速度が等しくなるときのそれぞれの
粒子径を式（１．３）～式（１．５）で計算してみると、
図－1.3のようになる。同図から、金属酸化物や
金属の１µm 粒子では水中の粒子の１／１０以下、０．５
µm の粒子では１／２０以下の粒子が、空気中で水中
の沈降速度と同じ速度で沈降することが分かる。

µ

µ

図－1.3 空気中と水中の沈降速度が等しくなるそれぞれ
の粒子径とその比

現在、スラリーとして取り扱われる粒子の大き
さは、だいたい数十nm～数µm なので、「ドライ
スラリー」を実現できそうなのは数nm～数百nm
の粒子ということになる。

初速度ゼロの粒子が終末沈降速度に達するまで
にどれだけ時間がかかり、その間にどれだけ沈降
するのか考えてみる。

終末沈降速度 v∞に至るまでの沈降速度は次式５）

で求めることができる。

v　＝　v∞（1－e－t/τ） （１．６）

ここで、τ［s］は緩和時間と呼ばれ次式６）で求めら
れる。

（ρp＋ρf /2）x2

18μf
τ　＝ （１．７）

τ は v＝０．６３２v∞となる時間で、粒子の慣性を表

す重要な指標である。τ が大きいほど終末沈降速
度に達する時間は長くなるので、１０µm のポリス
チレン、ガラス、鉛粒子について、v＝０．９９v∞と
なる時間 t０．９９［s］とその間に沈降する距離 z０．９９［m］
を計算し表－1.2に示した。同表から明らかなと
おり、慣性力が大きい空気中でも t０．９９、z０．９９は極
めて小さく、粒子の沈降運動を考える場合は、加
速区間（緩和時間）を無視してもよいことがわ
かる。

空気中 水中

t０．９９［ms］ z０．９９［µm］ t０．９９［ms］ z０．９９［µm］

ポリスチレン １．４８ ３．６５ ０．０３９７ ０．００２６３

ガラス ３．５２ ２０．７ ０．０７６８ ０．００９８５

鉛 １６ ４３０ ０．３０４ ０．１５５

表－1.2 １０µm 球粒子が終末沈降速度の９９％の速度に達
するまでの時間と距離

しかし、粒子を懸濁した流体が急に流れの向き
を変える場合、粒子は流れに追随できず流線から
外れてしまうが、このような挙動を解析する場合、
緩和時間は重要な因子となる。

これで重力沈降は終わり、次回は微粒子におい
て特に重要になる拡散挙動について説明する。
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1－2 ブラウン運動
空気中の粒子には四方八方から N２や O２分子が

衝突する。また水中では、H２O 分子は絶えず熱
振動しているのでその熱振動により粒子は四方八
方から揺さぶりを受ける。粒子が十分に大きい場
合には、四方八方からまんべんなく衝突なり揺さ
ぶりを受けるため、その力はお互いに打ち消し
合って粒子に働く力はゼロとなる。

ところが粒子が小さくなると、空気中では粒子
に衝突する分子の数は少なくなるため、長い時間
で見れば四方八方からまんべんなく衝突するもの
の、ある瞬間は左から衝突する分子が多く、次の
瞬間では下から衝突する分子が多くなるというよ
うに、粒子が受ける力の均衡が崩れるため、粒子
は図－2.1に示すように、瞬間瞬間でランダムに
運動（ブラウン運動）する。水中では粒子に接触
する水分子の数は少なくなるため、瞬間的に粒子
が受ける力の均衡は崩れブラウン運動を起こす。

r→

r→

図－2.1 点Ｏから拡散を始めた粒子の t［s］後の位置

いま図－2.1 に示すように、ある点 O から粒子
が次から次に湧きだしてブラウン運動すると考え
る。粒子は時間と共に広がっていく（ブラウン拡
散）が、どちらの方向にも同じ確率でランダムに

→移動するので、粒子の変位量 r［m］の全粒子に
→ついて平均〈r〉はゼロになり、粒子の拡散挙動

を記述することができない。そこで変位量の絶対
→値の平均となる二乗平均〈r２〉をとると、t［s］後

の粒子の二乗平均変位量は次式によって粒子の拡
散係数 D［m２・s－１］と関係づけられる。

〈r→2〉 2Dt＝ （２．１）

粒子の拡散は、気体分子の衝突や水分子の振動
によって引き起こされるので、流体の温度が高け
れば分子の運動はより活発になり、粒子はより拡
散し易くなる。粒子が動き出すと、粒子には流体
抗力が働くので、流体抗力の大きい高粘度流体中
では拡散しにくくなる。それで、直径が x［m］の
粒子の拡散係数 D は、流体の温度 T［K］、粘度
µf［Pa・s］とするとき、次のように与えられる。

kTCc
3πμf　x

D　＝ （２．２）

ここで、k＝１．３８×１０－２３J・K－１（ボルツマン定数）、
Cc［-］は式（１．５）１）で求められるクヌーセン数で、
空気中の運動でのみ必要となる補正係数である。

粒子の沈降速度は大きな粒子ほど大きかったが、
拡散係数は小さい粒子ほど大きいので、微粒子側
ではブラウン運動が支配的で、粗粒子側では沈降
運動が支配的になるが、その境目はどの辺だろう
か。式（２．１）を用いて１s 間に拡散により変位す
る二乗平均拡散変位量と沈降速度を、前回と同様
にポリスチレン（１，０５０kg・m－３）、ガラス（２，５００
kg・m－３）、鉛（１１，４００kg・m－３）粒子について計算
してみると図－2.2のようになる。

µ

µ
µ

図－2.2 粒子の沈降速度と二乗平均拡散変位量
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拡散変位量＞沈降速度となる粒子径は空気中の
方が小さくなるが、空気中・水中ともに数百 nm
程度である。

スラリー化して取り扱う数十 nm～数 µm 粒子
の沈降速度は、ガラス粒子の場合図－1.2１）に示し
たように、分速数百 nm～数百 µm なので、空気
中で水中と同じ沈降速度となる粒子径と空気中・
水中における拡散係数を計算し図－2.3に示した。
図から、沈降速度が０．２mm・min－１になる粒子径
を読み取ると、空気中では０．１７µm、水中では２．０
µm となり、そのときの拡散係数はそれぞれ、２．０
×１０－１０と２．２×１０－１３m２・s－１となる。同様に、沈降
速度が０．０２と０．００２mm・min－１の場合の粒子径と
拡散係数を読み取り、合わせて表－2.1に示した。
表には、水中を基準にしたときの粒子径比と拡散
係数の比も示した。表から、沈降速度が等しくな
る空気中と水中の粒子を比較すると、空気中の粒
子は水中の粒子の１／１０以下の大きさで、拡散係数
は数千倍から数万倍になることがわかる。

µ

図－2.3 沈降速度が等しい空気中と水中のガラス粒子の
大きさとその拡散係数

粒子径が１／１０以下ということは、粒子濃度がス
ラリーと同じ「ドライスラリー」では、「ドライ
スラリー」の粒子個数濃度はスラリーの数千倍に
なるということである。粒子の沈降速度をスラ
リーと同じにして、「ドライスラリー」を実現し
ようとすると、粒子個数濃度が数千倍となり拡散
係数が数千から数万倍になってしまう。のちに説
明するが、このことが「ドライスラリー」の調製
を難しくする大きな要因となる。

粒子間相互作用を取り扱うには当然粒子濃度が
重要なパラメーターとなる。粒子濃度の表示には
質量濃度と体積濃度があるが、粒子の体積を量る
には相当な手間と時間がかかるので、ほとんどの
場合質量濃度で表示される。一方、粒子間相互作
用を考える場合に重要なのは粒子間の距離である。
しかし質量濃度では、同じ濃度でも粒子密度に
よって粒子間距離は違ってくるので、粒子の挙動
を考える場合は、質量濃度ではなく体積濃度で考
えることが必要である。

それで、「粒子質量／（粒子＋流体）質量」で定
義される質量分率φM［-］を「粒子体積／（粒子＋
流体）体積」で定義される体積分率φV［-］に換
算してみよう。濃度φM の粒子懸濁流体１kg 中の
粒子の質量はφM［kg］で、流体の質量は（１-φM）

［kg］となる。粒子と流体の密度をそれぞれ ρp、
ρf［kg・m－３］とすると、粒子の体積はφM／ρp［m３］
で流体の体積は（１-φM）／ρf［m３］となるので、体
積濃度φV は次のようになる。

φM／ρp
φM／ρp　＋（1－φM）／ρf

φMρf
φMρf　＋（1－φM）ρp

φV　＝ ＝ （２．３）

逆にφV からφM への換算式は式（２．３）を変形して
も求められるが、１m３の粒子懸濁流体を考えれば、
粒子の質量はφVρp［kg］、流体の質量は（１-φV）
ρf［kg］となるので次式となる。

φVρp
φVρp　＋（1－φV）ρf

φM　＝ （２．４）

ポリスチレン、ガラス、鉛粒子スラリーを例に
とりφV とφM の関係を図示すると図－2.4となる。
密度が水に近いポリスチレンでは質量分率も体積
分率もあまり変わらないが、粒子密度が高く粒子
濃度が低いほど両者の値は違ってくるので、現象
を考察する場合は、面倒でも質量濃度を体積濃度
に換算することが必要である。

次回は、粒子間相互作用について説明する。

沈降速度
［mm・min－１］

粒子径［µm］ 拡散係数［m２・s－１］

空気中 水中 空気中 水中

０．２
０．１７ ２．０ ２．０×１０－１０ ２．２×１０－１３

１／１２ １ ９１０ １

０．０２
０．０３５ ０．６４ ２．６×１０－９ ６．７×１０－１３

１／１８ １ ３，８００ １

０．００２
０．００４ ０．２ １．７×１０－７ ２．１×１０－１２

１／５０ １ ８１，０００ １

表－2.1 空気中と水中の沈降速度が等しいときのガラス
粒子の大きさと拡散係数およびそれらの比
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2．粒子間力が無視できる濃厚系の粒子挙動

これまでの話は、無限空間にある１個の粒子の
振る舞いであったが、我々が実際に扱う粉体は無
数個の粒子の集まりである。人間が他人の目を気
にして振る舞うように、粒子も多数になると粒子
同士影響を及ぼし合って（粒子間相互作用）その
挙動が違ってくる。

影響の及ぼし方には２つあり、干渉沈降と粒子
同士の衝突という形で他の粒子に影響を及ぼす。

2－1 干渉沈降
図－3.1に示すように、沈降する粒子は流体を

排除するため、粒子の周りに流れが生じる。粒子
が十分離れていれば、影響を及ぼし合うことはな
いが、粒子が接近してくると流れが重なり合い、
他の粒子の影響を受ける。このような沈降挙動は
干渉沈降と呼ばれる。

流れの重なり（干渉沈降）

図－3.1 干渉沈降

干渉沈降時の沈降速度 v［m・s－１］は、図－3.1 か
ら想像されるとおり粒子の体積濃度φV［-］の影
響を受け、その推算には次の２式がよく用いられる。

v　＝　v∞（1－φV）2 10－1.82φV （３．１）

v　＝　v∞（1－φV）n （３．２）

ここで、v∞［m・s－１］は式（１．３）１）で求められる終
末沈降速度で、式（３．１）はシュタイナー式、
式（３．２）はリチャードソン・ザキ式と呼ばれる。
式（３．２）のべき数に対してリチャードソン・ザキ
は球粒子に対して n＝４．６５を提案している。粒子
周りの流れは粒子形状の影響を受けるので、鋭い

エッジを持つアルミナ粒子（研磨剤）の沈降では
n＝７．１６が得られている２）。
図－3.2に式（３．１）と式（３．２）を図示した。図

からわかるとおり、粒子体積濃度が５vol％のとき
いずれの推算式で計算しても v／v∞＜０．８となるの
で、粒子濃度が数 vol％以上であれば、干渉沈降
の影響が表れることがわかる。

n

n

図－3.2 粒子濃度が干渉沈降速度に及ぼす影響

2－2 粒子衝突
流体中で運動する粒子の数が増えてくると粒子

は、図－3.3に示した３つのメカニズムで衝突を繰
り返す。１－２３）で説明したとおり、微粒子は運動
場で鬼ごっこをする子供達のようにランダムに運
動するので衝突を起こす。このような衝突は拡散
衝突とよばれる。また、大きな粒子ほど早く沈降
するので、大きな粒子は小さい粒子に追突する。
このような衝突は沈降衝突とよばれる。さらに、
渦の中や円管内の流れのように、流れに速度勾配
があると流れに乗った粒子は速度差によって衝突を
起こす。このような衝突はせん断衝突とよばれる。

この講座では、「ドライスラリー」（高濃度エア
ロゾル）の調製は可能かということを検討してい
るので、流体は静止していることを前提にしてい
る。したがって、ここでは拡散衝突と沈降衝突を
取りあげればよい。さらに、ここで議論している
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(a)拡散衝突 (b)沈降衝突 (c)せん断衝突

流体の速度勾配

粒子径範囲では、図－2.2３）に示したように、粒子
の運動挙動は沈降運動よりも拡散運動により支配
されていること、また、沈降衝突は鉛直方向のみ
で起こるが、拡散衝突はあらゆる方向で起きるこ
とから、ここでは支配的な役割を果たす拡散衝突
のみ取りあげる。

では、どのくらいの頻度で粒子は拡散衝突して
いるのか、定量的に検討４），５）してみる。静止して
いる直径 x１［m］の粒子１に、ブラウン運動（拡散）
している直径 x２［m］の粒子２が衝突する現象は、
図－3.4に示すように粒子２が、粒子１を中心とす
る直径 x１＋x２の仮想球表面に拡散により到達する
現象と考えることができる。このとき、粒子２が
１秒間に粒子１に衝突する回数 p１，２［s－１］は次式で
与えられる。

11

2

仮想球

図－3.4 粒子１と粒子２の拡散衝突

p1,2　＝　2π（x1+　x2）D2　n2 （３．３）

ここで D２［m２・s－１］は式（２．２）３）で求められる粒子
２の拡散係数、n２［m－３］は粒子２の個数濃度であ
る。式（３．３）では、粒子１は静止しているとした
が、実際は拡散係数 D１［m２・s－１］でブラウン運動
しているので、式（３．３）中の D２は D１＋D２となる。
また式（３．３）は粒子１が１個に対して成り立つ式な
ので、粒子１の個数濃度を n１［m－３］とすると、粒
子懸濁流体１m３中で起きている粒子１と粒子２の衝突
頻度P１，２［m－３・s－１］は次式で与えられることになる。

P1,2　＝　2π（x1+　x2）（D1+　D2）n1　n2 （３．４）

粒子の大きさがすべて同じ（単分散粒子）場合
の 衝 突 頻 度 P［m－３・s－１］は、x１＝x２＝x、D１＝D２

＝D、n１＝n２＝n となるので、次式で求められる。

2π　2x　2Dn2　＝　4πxDn2P　＝
1
2 （３．５）

式（３．５）で１／２が掛けてあるのは次の理由による。
P１，２の場合、例えば粒子１を“衝突される”粒子

（仮想球の中心）に選ぶと、粒子２が“衝突する”
粒子となり、粒子１は“衝突する”粒子になるこ
とはない。しかし単分散粒子の場合は、“衝突さ
れる”粒子はまた“衝突する”粒子にもなるので、
衝突が２回起こることになり、１／２倍することが必
要となる。

拡散係数 D は式（２．２）３）で与えられるので、式
（２．２）３）を式（３．５）に代入して整理すると次式を得る。

4kTCc
3μf　

P　＝ n2 （３．６）

ここで Cc は固気系のときのみ必要な補正係数で、
式（１．５）１）で求められる。また、粒子個数濃度 n
と体積濃度φV の間には次の関係があるので、

π
6

φV　＝ x3n （３．７）

この関係を使って式（３．６）は次式に書き改めら
れる。

48kTCcφV2

μf　π2x6
P　＝ （３．８）

干渉沈降の影響が無視できる１vol％スラリーで
どれくらい衝突が起きているのか式（３．８）で計算
してみると、粒子径が０．１µm だと２×１０２３回、１µm
でも２×１０１７回と天文学的数字である。１m３を１mL
にしても２×１０１７、２×１０１１回と想像もつかない回
数なので、粒子１個が１秒間に衝突する回数 p［s－１］
を求めてみる。

p　＝ ＝ ＝
P　
n　
4kTCc
3μf　

n
8kTCcφV
πμf　x3

（３．９）

式（３．９）の計算結果を図－3.5に示したが、１µm

図－3.3 粒子衝突
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の粒子は、１vol％のとき１秒間に０．１回なので、
数十vol％では１秒間に数回衝突している。これは
１µm 粒子同士の衝突回数で、実際には１µm より
小さな粒子も多数存在しているので、衝突回数は
数十～数百回に及ぶものと思われる。

図－3.5 粒子体積濃度１vol％スラリー中で１個の粒子が
１秒の間に起きる衝突回数と半減時間

衝突した粒子がそのまま凝集すると、粒子の個
数濃度は時間と共に減少する。１回の衝突で２個の
粒子が１個に減るので、衝突頻度が個数の減少速
度になり、次式で表される。

4kTCc
3μf　

n2＝　－
dn
dt （３．１０）

いささか強引に衝突が進行しても式（３．１０）が成
立するものと仮定すると、式（３．１０）を積分して
初期個数濃度 n０［m－３］が半分の n０／２になる時間
t１／２［s］を求めることができる。

4kTCc
3μf　

dt＝　－
dn
n2

∫n0
n0/2 ∫0

t1／2 （３．１１）

式（３．１１）を解いて、式（３．７）を用いて整理する
と次式を得る。

t1／2　＝ ＝
3μf

4kTn0Cc
πx3μf
8kTCcφV

（３．１２）

式（３．１２）を１vol％スラリーに対して解いた結果
を図－3.5 に併せて示したが、粒子が１µm でも１０
秒程度で、数百nm の粒子では瞬時に個数濃度が
半減してしまう。

本講座では、「ドライスラリー」を調製できる
なら、その中での粒子沈降速度はスラリー中の沈降
速度と同程度になるであろうと考えて、表－2.1６）

のような比較を行った。ここでも、粒子１個当た
り衝突頻度と半減時間について同じような比較を
してみると表－3.1となる。スラリー中で粒子は

恐ろしい頻度で衝突していることがわかったが、
「ドライスラリー」中ではその数百倍数千倍の頻
度で衝突しているので、衝突時の反発力を上回る
引力が粒子間に働けば、粒子は瞬時に凝集し落下
してしまうか、粒子濃度が高ければ構造体を形成

（固化）し懸濁状態を保つことができなくなる。

沈降速度
［mm・
min－１］

粒子径［µm］ 粒子１個当たりの
衝突頻度［s－１］ 半減時間［s］

空気中 水中 空気中 水中 空気中 水中

０．２
０．１７ ２．０ １．６×１０３ ２．０×１０１ ６．４×１０－４ ５．１×１０－２

１／１２ １ ７９ １ １／７９ １

０．０２
０．０３５ ０．６４ ５．１×１０５ ２．５×１０３ ２．６×１０－６ ４．１×１０－４

１／１８ １ ２１０ １ １／２１０ １

０．００２
０．００４ ０．２０ ２．５×１０９ １．６×１０６ ４．０×１０－１０ ６．１×１０－７

１／５０ １ １６，０００ １ １／１６，０００ １

表－3.1 空気中と水中の沈降速度が等しいガラス粒子の
粒子１個当たり衝突頻度および半減時間（粒子濃
度は１vol％）

このように、固液系でも固気系でも粒子間に働
く力が懸濁状態を決定的に支配することがわかっ
たので、次回は粒子間に働く力について考えてみる。
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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。

V

vv V

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

v

V

v

V v

V

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。

V

v

F

h

V

v v

FV

V

h

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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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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r

Ψ

Ψ

Ψ

Ψ

κ

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

48 粉 体 技 術（696）

tsubakijunichirou
線

tsubakijunichirou
線

tsubakijunichirou
ノート注釈
M-OH



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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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

�����������������������������������������������������������������

技術者のための粉体入門講座

空気の中・水の中－６
－－「ドライスラリー」を調製できるか－－

JHGS 株式会社こな椿ラボ、名古屋大学名誉教授 椿 淳一郎
JunIchiro TSUBAKI
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図－6.1 帯電量が同じ等球粒子間に発生する力
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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。

F

V

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

F

V

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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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。

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 FL［N］は
式（７．１）で求められる２）。

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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技術者のための粉体入門講座

空気の中・水の中－７
－－「ドライスラリー」を調製できるか－－

JHGS 株式会社こな椿ラボ、名古屋大学名誉教授 椿 淳一郎
JunIchiro TSUBAKI
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図－7.1 吸着水により発生する引力

図－7.2 液架橋力（粒子密度は２，２００kg・m－３）
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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、

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。

kT

図－7.4 高分子吸着層ポテンシャル

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。

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個だけ付い図－7.3 高分子の吸着による粒子間相互作用
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た界面活性剤を水に入れていくと、疎水基は水と
相性が悪いため空気中に疎水基を出し水面に並ぶ、
水面が一杯になると、疎水基同士が集まり親水基
を外にしてミセルを形成する。

水から排除されることにより、疎水基同士が集
まる現象は、一見疎水基間にファンデルワールス
力以上の引力が働いているように見えるので、疎
水性相互作用は見かけの引力といえる。

したがって、表面に水和層を形成するような親
水粒子、水和層は作らなくとも濡性の良い疎水粒
子間には働かない力である。
用いた式：

粒子径 x［m］の粒子間に働く液架橋力 FL［N］

FL＝０．５π x γ cosθ （７．１）

ここで、γ［N・m－１］架橋液の表面張力、θ は接触
角で、図－7.2 は、γ＝０．０７２８N・m－１、θ＝０rad とし
て計算した。

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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4．結論の導出

「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
とがわかった３）。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

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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技術者のための粉体入門講座

空気の中・水の中－８（最終回）
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図－8.1 アルミナ粒子の粒子間ポテンシャル

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
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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
りに粒子は凝集していること、pH６．０では始めか
ら粒子は凝集していること、pH６．８では沈降開始
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

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

図－8.3 沈降静水圧法の原理

図－8.4 粒子集合状態と沈降静水圧曲線

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

４．２ １５．７×１０－１１ ２．９２×１０５ ４０

５．５ ７．９２×１０－１１ １．４７×１０５ ２０

６．０ ４．３９×１０－１１ ０．８２×１０５ １１
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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
子はなくなると仮定すると、Nt＝１．７×１０１５s・m－３

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
まで分散させようとすると Nt は２．７５×１０１６s・m－３

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

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：

1 ＋ 2ps　＝　
εr＋ 2 e
εr－ 1 πε0Ex2 （８．１）

1 ＋p　＝　 ln
2πε0x kT
e2

xcie
2Nt

8ε0kT
（８．２）

上式 c i［m・s－１］で、はイオンの熱運動速度で正
イオンの場合は２１８m・s－１、E［V・m－１］は外部電
界強度、e＝１．６０×１０－１９C は電気素量、k＝１．３８×
１０－２３J・K－１はボルツマン定数、N［m－３］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、εr［－］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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新たな世界に飛び込んだまだ駆け出しの頃
を思い出していただきたい。その時が学校な
ら担任の先生から、会社なら上司や先輩から
聞かされた言葉の代表格が「初心忘るべから
ず」ではないだろうか。
▼初めが大事だということを心に留めておか
なければならないという戒めであろうが、年
を経るごとに薄れていっているのが正直なと
ころか。ところで、「初心忘るべからず」は
世阿弥の言葉として有名だが、もともと初心
は仏教語として存在していた。それを世阿弥

か きょう

は約６００年前に著した能楽論「花鏡」の最後
で独自の解釈を記している。
▼それによると、初心には「ぜひの初心」、

ときとき

「時々の初心」、「老後の初心」の三つあると
いうのである。初心は一つではなかったのか
と驚かされる。能楽書で説いているため、
ベースは能の修行にかかわるが、端的にいえ
ば修行にいくつになっても終わりはないとい
うことに集約される。
▼「ぜひの初心」はまさにニュートラルで未
熟さを表すが、未熟さを忘れないことがその

後の成長レベルの物差しになる。「時々の初
心」は第一線で活躍できるようになっても、
それまでの蓄積を忘れてはいけないことを推
奨。どんな状況に遭遇しても柔軟に対応する
ためには必要な時がくるからだ。
▼「老後の初心」は、後進に道を譲る年代に
なった時、任せきりにするのではなく、自ら
の置かれた状況の中でさらに成長への道筋を
たどる努力を怠ってはいけないことを示唆し
ている。つまり、一生涯修行を続けるぐらい
能楽は奥が深いことを初心という言葉を使っ
て知らしめている。すべて能の修行に関連す
るが、よくよく読み解くと我々の人生に当て
はまることばかりではないか。
▼それ以上に感心させられるのは、当時の解
釈が６００年の時を経て今も光り輝いていると
いうこと。これまで何気なく「初心を忘れた
らいかんぞ」と、いかにもの態度で話してい
たが、当の本人がそれを忘れきってしまって
いることを反省しきり。一度我が身を振り返
り、純粋な気持ちを取り戻してみよう。人生、
先はまだ長い。 （湖山人）
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