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1．緒言
	
  溶液中の溶媒のみを透過できる半透膜を介して溶質濃度の異なる溶液が接し
ていると，低濃度溶液の溶媒が高濃度溶液に流入する．この現象を利用して浸
透圧ポンプ 1）が開発され，薬効成分の徐放制御に利用されている．また，淡水
と海水の塩濃度の差は約 3 MPa の浸透圧を発生するので，2009 年にこの浸透圧
を利用した商業用発電所がノルウェーで建設された 2）．発電は 2014 年に停止さ
れたが 2），浸透圧を利用した発電システムの開発研究は活発に行われている 3）．
これまで研究されてきた浸透圧ポンプには，ポンプの吸引側の溶質濃度は排出
側の溶質濃度よりに常に低くなければならないという原理的な弱点がある．
	
  一方，浸透圧はスラリー（微粒子懸濁液）の安定化にとって主要な役割を果
たしている．水中にある粒子は，ほとんどの場合電荷を帯びているが，帯電し
た粒子は水中の反対符号のイオンを引き寄せ電気二重層を形成する．帯電粒子
同士が近づくと，それらの二重層は重なり合い DLVO 理論によって定式化され
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method.

Evaluation of aggregation state of particles by the settling hydrostatic pressure
(a) is the probe type equipment, (b) is the pressure change with time

correspond to the aggregation state.

ているように浸透圧を発生し粒子間に反発力作用させる．これは粒子間に反発
力を作用させ凝集を防ぐ最も重要なメカニズムである．
	
  エレクトロデバイスの多くは原料微粒子をスラリー化して製造されているが，
微粒子は凝集し易くスラリーの取扱を難しくしているだけでなく，製品の品質
にも大きな影響を及ぼす．したがって，粒子の凝集状態を正しく評価すること
は，高い品質の製品を安定して製造するうえで極めて重要である．著者らは，
Fig.1(a)に示すように，静置したスラリー内で粒子沈降時の静水圧（沈降静水圧）
を測定することによって粒子の凝集状態を評価する新しい方法を開発した

4）

．

沈降している粒子の質量は流体抗力によって支えられるので，静水圧は粒子の
質量分高くなる．したがって，沈降静水圧は全ての粒子が懸濁している時に最
大の Pmax となり，粒子全てが測定深さより下に沈降したとき最小の Pmin となる．
沈降静水圧の低下速度は沈降粒子の大きさに対応するので，粒子が凝集して大
きくなれば低下速度も大きくな．したがって，Fig.1(b)に示すように沈降静水圧
の経時変化から粒子の凝集状況を推測することができるので，この方法を用い
て複雑なスラリー挙動 4）〜9）を明らかにししてきた．
	
  しかし，アルミナスラリーの沈降静水圧を測定しているときに，Fig.210）にし
めすように沈降静水圧が
Pmin だけでなく大気圧より
も小さくなるというデータ
が得られた．ただ，圧力伝
達管の下端が堆積層に埋ま
らないようにセットすると
沈降静水圧は Pmin より小さ
くなることはなく，正しく
凝集状態を評価できる．
	
  本論文において，沈降静
水圧が Pmin より小さくなる
メカニズムを解明すると共
に，よく分散したスラリー
から得られる堆積層は，吸
引側と排出側に濃度差がな

Fig. 2

くとも永久にポンプになり

alumina slurry prepared to be different pH value.

The settling hydro static pressure of 20 vol%

得ることを示す．
2. 実験
	
  平均粒子径 0.48 µm，純度 99.9 %のアルミナ粉体（住友化学製，AES-11E）

を蒸留水に加えボールミルにより試料スラリー
を調製した．ボールミルは容積 2 L で 5 mm の
アルミナボールを入れ 1h 解砕混合した．HCl
添加によりスラリーの pH を調整し，粒子の帯
電量（粒子間反発力）を変化させた．粒子のゼ
ー タ 電 位 は 電 気 泳 動 法 (Mark

II,

RANKBROTHERS 社製)により測定した．
	
  沈降静水圧の測定には，Fig.2 に示したような
堆積層の影響をさけるため Fig.3 に示す装置を
用いた．沈降管は内径 20 mm のアクリル製で，
沈降静水圧に及ぼすスラリーpH，スラリー粒子
濃度，スラリー高さの影響が測定された．pH の
影響は，粒子濃度は 20 vol%，スラリー高さは
90 mm 一定の条件，粒子濃度の影響は，pH4.2，

Fig. 3

スラリー高さは 90 mm 一定の条件，スラリー高

pressure measurement by the

さの影響は，pH4.2，粒子濃度は 20 vol%一定の

installed type equipment.

Settling hydrostatic

条件で検討された．
	
  沈降静水圧が大気圧を
下回ったときの吸水現象
の確認は，Fig.4 に示す装
置によりおこなった．
pH4.2 で粒子濃度が 20
vol% の ス ラ リ ー を 沈 降
管に高さ 90 mm まで投
入し，沈降静水圧と吸水
速度を同時測定した．サ
ーバーの水面はフィルタ
ーのレベルに合わせてあ
る．また吸水の永続性を
見るため，pH4.1 で粒子
濃度が 45 vol%のスラリ

Fig. 4

ー を 沈 降 管 に 高 さ 150

water amount.

Experimental setup to measure the sucked up

mm まで入れ，長時間の
吸水実験をおこなった．この実験では水頭差の影響を見るため，サーバーの水
面をスラリー水面に合わせ水頭差なしでも行った．水の蒸発の影響は，装置と

同じ環境にシャーレを置き蒸発量を実測して補正した．
3. 実験結果
	
  ゼータ電位の測定結果を Fig.5 に示すが，等電点は pH9.0 近傍である．Fig.5
のゼータ電位から DLVO 理論を用いて粒子間ポテンシャルを計算すると，Fig.6
となる．Fig.6 から，粒子間に働く反発力は pH4.2，pH5.7，pH6.4 に順に大きく，
pH6.8 ではほとんど反発力は働かないことがわかる．

Fig. 5

Zeta potential of the powder.

Fig. 6

Potential energy between particles

	
  沈降静水圧に及ぼすスラリーpH
の影響を Fig.7 に示すが，Fig.5，Fig.6
と比較してみると，粒子帯電量が多
く粒子間のポテンシャル障壁が高い
ほど，大きな負圧を発生している．
pH6.4 と pH6.8 では，沈降静水圧は
Pmin を下回ることはない．
	
  Fig.8 にスラリー粒子濃度の影響
を示す．スラリーの pH は 4.2 で負圧
を最も発生しやすい pH であったた
め，いずれの粒子濃度でも沈降静水
圧は Pmin を下回っているが，粒子濃
度が高いほど大きな負圧を発生して
いる．これは，粒子濃度は高いほど

Fig. 7

堆積層の形成速度は速く，より厚い

hydrostatic pressure.

Influence of pH on the settling

堆積層を形成するためと思われる．
	
  スラリーの高さの影響を見たの
が Fig.9 である．スラリーの高さ
が低いほど大きな負圧を発生して
いるように見えるが．沈降開始時
の Pmax からの圧力低下で見ると，
Fig.10 に示すように，スラリー高
さの影響はほとんど見られない．
	
  Fig.11 に沈降静水圧と吸水速度
同時測定の結果を示す．初期の水
頭差が 90 mm あるので，スラリー
投入直後はスラリー側からサーバ
ーへ水は流出しているが，30 分足

Fig. 8

らずで水はスラリー側に流入し始

on the settling hydrostatic pressure.

Influence of the particle concentration

める．その時点での沈降静水圧は

Fig. 9

Influence of the slurry height on the
	
  	
  Fig. 10

settling hydrostatic pressure.

Descent pressure from the

	
  	
  initial hydrostatic pressure.

大気圧より高いだけでなく Pmin にも達していない．吸水速度は 1 時間足らずで
一定となるが，沈降静水圧は下がり続け大気圧を下回る．
	
  長時間の吸水実験の結果を Fig.12 に示したが，400 日に渡って吸水し続けて
いる．400 日後に不注意により実験を止めたが，吸水量が飽和に達する傾向は
見られないことから，400 日後も吸水は続いたものと思われる．水頭差の影響

を見ると，水頭差は無い方が吸
水量は 20%ほど多いが，吸い上
げた水が持つポテンシャルエネ
ルギーを計算すると，水頭差が
ある方が 3 倍ほど多くなる．
	
 
4. 考察
	
  電荷を帯びた粒子は分散性が
高く密な堆積層を形成する．ま
た帯電粒子は電気二重層を形成
し，電気二重層の重なりは浸透
圧を発生する．したがって，密

Fig. 11 Simultaneous measurement 	
  of the

に充塡された堆積層の中では，

settling hydrostatic pressure and the sucking up

電気二重層が連続層となり，

rate.

Fig.13

Mechanism

of

developing negative pressure
and suction
Fig. 12

Long run test of sucking up water.

Fig.13 に示すフィルターの下にある水は容器壁と電気二重層によって隔離され
るため，その圧力は電気二重層が発生する浸透圧になる．これが負圧発生のメ
カニズムと考えられる．
	
  連続層を形成した堆積層は膨張によって浸透圧を緩和しようとするが，堆積
層の下面と側面への膨張はフィルターと容器壁によって阻止され，膨張できる
のは鉛直上方だけであるので，堆積層の膨張を起こすために上昇流が発生する．

堆積層の膨張によって粒子間距離が長くなると，電気二重層の重なり（浸透圧
は）は消滅し反発力は働かなくなるため粒子は落下するが，落下した粒子の電
気二重層は再び重なるので，上昇流も再び発生する．このプロセスは電気二重
層の重なりが無くならない限り続くので，吸引側と排出側に濃度差が無くとも
高く帯電した微粒子の堆積層はポンプとして機能し続ける．
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