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流動噂を受 けたブラ ウン粒子の相互作用

名大 ･理 ･物理

吉野茂雄

′
§序.
物理学 におけるブ ラウン粒子､ 化学 にお けるコロイ ド粒子､ 生物 における細胞
内の微粒子の､ 各 々の相互作用 については､ 互 いに矛盾 しない共通の結論が ある｡
それは､ それ らの粒子の粒子問銀線が長 くな ると､ 例 えばい くら長 くて もミクロ ン
メーター程度 にもな ると相互作用 は無視で きるこ とであ る｡

この措辞 は､ これ ま

での理論 と実験の両面か らの ものであ り､ 各 々の研究の歴史の重みか らみて一般 に
疑問を差 し挟 む余地はな いと考 えられている｡

しか しなが ら､ これ までに筆者が

生物物理学の研究を して きた過程で､ 現実の細胞な どの生物材料 についての実験､
観察や文献調査等を とうして､ この結論 に疑問を持つ に至った｡

そこで上記の試

料を統一的に扱 えるよ うに､ 溶媒 中に微粒子が分散 している状態をコロイ ドと呼ば
れ ることに着 目 し､ 上記の各粒子の相互作用 はコロイ ド粒子問相互作用 として集約
されるものである との理解の もとに研究を始めた｡
コロイ ド粒子の相互作用の研究の歴史は古 く､ 前世紀か ら存在 し物理学者の寄
与 も大 きく､ 今 日､ 基本的な点は DLVO理論で説明 され るとみなされ ていて､ す
で に確立 され たもの とな っている｡

このよ うにな った背景 として､ これ までに種

々の実験や理論が 出され たが､ 上記の結論 に矛盾 することを主張する文献は､ 梅最
近 までは無か ったことが あげ られ る｡
コロイ ド粒子の相互作用 は､粒子表面の荷電 による静電相互作用を もとに議許
される｡

粒子の周囲 に形成 され るポテ ンシャル は､ 斥力項 と引力項 とか らな り､

斥力項 はコロイ ド表面荷電 とイオ ン善因気 とで構成 され る電気二重層 によるもので
あ り､ 引力項 はコロイ ド表面のフアンデ アワア⊥ルスカ によるものであ る｡

その

第二極小はい くら遠 くに存在する実験条件 に しても､ せ いぜ い数十ナノメー ター に
しかな らず､ 通常 の条件下であれば相互作用の距姓 は 10ナノメーター以下であ る｡
したが って粒子濃度の希薄な系であれば､ 粒子間の平均の経線が長 いために､
他の粒子が捕捉 され ることはな く相互作用は剛体 と考 えてもよいことにな り､ ブ ラ
ウン粒子の剛体ポテ ンシャルが保証 され る｡
ところが筆者の実験 によると､ コロイ ド溶液 を自然な ままに放置 した状態で､
2個の粒子が数 ミクロ ンメー ター､ あるいは数十 ミクロ ンメーターにも及ぶ艶鍵 を
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｢
パ ター ン形成､運動お よびその統計 ｣
旺ぼ一定 に保 った状息､ 即 ち r対 J̲
を形成 し長 いI
tさは 1時間以 上 も

r
対 Jが み ら

れ るこ とな ど申､ら､ コロイ ド粒子 問の相 互作用 は長距離 にお よぷ ことを示 した｡
その他の実験事実を も含めて考 えた結 果､ コロイ ド粒 子 の相 互作用の

r
動的電 気 多

重梅子説 ｣を出 した｡
このモデルは､ コロ イ ド粒子 自身が何等 かの原因 (例 えばブ ラウ ン運動 )で溶
媒 と相対運動をす るこ とによって､ コロイ ド粒子の表 面付近 に溶媒流 を生成 し､ そ
の溶媒 中 に存在す る対 イオ ンの分布を盃 ませ､ その結果 これが電 気的盃 とな って､
電 気多重梅子を発生 させ るこ とを言 ってお り､ この多重梅子 問の相互作用 によって
長銀鼓 にポテ ンシ ャルの第二梅小が 出来 ると考 えてい る｡

その多重振子を式で表

す と次 の ようにな る｡
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この モデルか ら､ 速度勾配が あ ると動 的電 気多重梅子が生 成 され易 くな ることが
解 る｡

そこで､ この こ とを実験 的 に検証す るため に速度勾 配をか けることによ る

相 互作用への影響 を調べ るこ とに した｡

§材料 と方法

2 〝m のポ リスチ レンラテ ッ クスを使用 し､ 溶媒
コロイ ド粒子 と して､ 直径 0.
は純水 を用 い､ 塩化 ナ トリウムの添加 塩が あ る場合 と､ な い場合 につ いて実験 した｡
滴 定温度 は､ 常盤 であ る｡
コロイ ド溶液 に流 動喝をか けている状態 では沸定 は行 わず､ 流動喝 をか けた後
の状態 について観沸 した｡

流動喝をか ける方法 は､ コロイ ド溶液をパ スツール ピ

ペ ッ トの細 い部分 (内径 1mmのパ イ レックス製 )に涜 逮 100 cm/ sec程
度 で涜 す こ とで行 った｡

この と きの速度勾 配は 2 500 sec

l

程度で あ る｡

試料 セルの厚 さは 1mmであ り､ ス テ ン レス製の 1mm厚 の枠 と､ 上下の カバ
ーガ ラス とで構成 され ている｡
コロイ ド粒子の連 動 と分布 は､ 光学顕微鏡で観察 し､ 映像 は ビデオ カメラで捕
らえ､ ビデオテープ に記録 した｡

§結果 と検討
溶媒 として､ 純水 を使用 した ときは流動喝を加 えな くて も､ 対の形成が 見 られ
る｡

対 を形 成す る 2個の コロイ ド粒 子 の銀線 は､ 数 〟mの時 と数十 〟mの ときと

が あ り､ 対の寿命 は､ 短 い場 合は 1秒以 下であ り､ 長 い場合 には 1時間以上 にも及
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ぶ｡

寿 命の長 さは､ 粒子濃度 と関係 し､ 対を形成す る粒子 とは異な る⊥
粒子が近傍

に来 るとパー トナーを換 える.
よう にな り個 々の対の寿命は短 くな一
る｡

ここでの 自

薦な状愚での対の形成の原因臥 動的電気多重梅子説か ら各粒子のブラウン運動 (
並進､ 回転 )によるもの と考 えられる｡
塩を加 えて行 くと､ 対を形成 する確率は下が り対を形成 しに くくな る｡ ･
塩濃
度を高 くして､ 0
.
15モルの生理的盤環境 に合わせ ると､ 自然な ままでめ対の形成
の確率は非常 に低 くな る｡
大す る｡

しか し一旦流動頓を加 えると､一対を形成す る様車が増

観測は涜教場 を加 えた後での ものなので､ 流動喝の影響̲
のみな らず､ 涜

動場を取 り去 った後 も､ 対形成が保存 されていることを示 している｡

対を形成す

る 2粒子の距杜は流動 の大 きさと関係 し､ 流速が早 くな ると､ 2粒子問距離 は短 く
な っt lJ
Lm程度 にな ることもあ り､ 流速が ゆっ くりだ と粒子問蕗簾は数十 〃m に
な る｡

また､ 流動喝の加 え方が定状ではな く加 えると､ 対の形成の確率ははなは

だ減少す る｡

塩頚度が高 くても定状淡 による流動場を加 えたときには､ 一旦､ 対

を形成す ると涜動喝が取 り去 られ た後 も対は保存 され､ 寿命 は上妃 と同 じよ うに 1
時間以上 にな る｡

対の近傍 に他の粒子が きてパー トナーを換 えても､ 新 しいパー

トナー と対を形成す る｡
溶媒 中の微粒子の相互作用 として､ 一般 には上紀の静電的相互作用 とは別 に涜
･
体力学的相互作用 も考慮 されている｡

ブ ラウン運動の記憶効果 もその一つ と言 え

るが､ その影響はブラ ウ ン粒子の本来の運動 に比べて微 々たるものなので､ よほ ど
実験精度を高 くしない と湘定は不可能であって､ 光学瀬微鏡 で観潮するような実験
精度では､ とても湘定 にかか るものではない｡

も し上記の現象 にお いて流体力学

的効果が 支配的である とすると､ 涜動場を取 り去 ると対が崩壊することにな り､ こ
の実数事実を説明す るこ とが 出来ない｡
以上の実験結果 にお いて､ 対の形成 は定性的ではあるが r動的多重梅子説 J を
支持 してお り､ 議論の方向性 は適 当であ ると判断で きる｡

添加塩がな いときも､

対 は長時間存在 してお り､ これは個々の コロイ ド粒子 に生成消滅する多重梅子の寿
命 よりもけた違いに長 いので､ 多重梅子問の共鳴 によるもの と考 えられ る｡

また

コロイ ド粒子が適 当な条件下におかれ ると､ コロイ ド同士が接触せず に､ 場合 によ
っては数 ミクロンメー ターも距灘 を空 けて秩序相を形成することも､ これ らの素過
程の積み重ね によって成 り立 っているもの と考 え られ る｡
とこで取 り上げ た実験は､ 冒顔 に挙げた三つの分野の基本的問題であ り､ これ
までの常識を逸脱する結果であるので実験的 にも､ また理論的 にも更 に発展 させ る
必要が あ る｡
1 5
6‑
3

