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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
電荷を有する第２のコロイド粒子を有する第１の系に、コロイド分散系におけるコロイ
ド粒子に高分子電解質が吸着したゼータ電位がゼロであるコロイド粒子複合体を加える工
程と、
前記コロイド粒子複合体を加えた前記第１の系に電界を印加する工程と、
印加された電場の影響による電気泳動と電気浸透流の影響を受けて第２のコロイド粒子
が動いている、前記コロイド粒子複合体を加えた前記第１の系における前記コロイド粒子
複合体の移動を測定する工程と、を有し、
前記コロイド分散系が、コロイド溶液中に分散した前記コロイド粒子と、前記コロイド
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粒子表面に吸着し、前記コロイド粒子と反対電荷を有する前記高分子電解質とを有し、前
記高分子電解質の電荷密度が、前記高分子電解質を構成するセグメントの１０％以下であ
る電気浸透流の測定方法。
【請求項２】
前記コロイド粒子が、略球状であることを特徴とする請求項１に記載の電気浸透流の測
定方法。
【請求項３】
前記コロイド粒子が、ポリスチレンラテックスであることを特徴とする請求項１または
２のいずれかに記載の電気浸透流の測定方法。
【請求項４】
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前記コロイド溶液中に体積モル濃度が１００ｍＭ以下の塩をさらに加えた請求項１〜３
のいずれか一項に記載の電気浸透流の測定方法。
【請求項５】
前記塩が、１価の塩であることを特徴とする請求項４に記載の電気浸透流の測定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、コロイド分散系及び電気浸透流の測定方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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異なる物質が接する境界には、界面が生じる。界面では、特異的な界面電気現象が確認
され、その解明に注目が集まっている。特に、液相と固相のように異なる相の界面におけ
る界面電気現象は、その動的過程の解明が進められている所であり、様々な研究が行われ
ている。
【０００３】
液相と固相の相界面としては、コロイド溶液中におけるコロイド粒子と溶液界面が知ら
れている。コロイド粒子の凝集や分散は、広域的水環境問題、活性汚泥や微生物の発酵プ
ロセス、製紙工程、食品製造などの様々な生物化学工業上の操作とも関連し、高い注目を
集めている。
【０００４】
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コロイド粒子は、溶液中で解離基やイオンの吸着により帯電している。この帯電により
形成される電位をゼータ（ζ）電位と言い、コロイド粒子の分散・凝集性、相互作用、表
面改質を評価する上での重要な指標となる。そのため、コロイド粒子のゼータ電位等の種
々の性質を正確に測定する技術が求められている。
【０００５】
しかしながら、コロイド粒子のゼータ電位を正確に測定するためには、電気浸透流の影
響を考慮する必要がある。電気浸透とは、液体と固体が接している所に電圧をかけた場合
に、接線方向に液体が移動する現象を意味する。
【０００６】
ゼータ電位を正確に測定するためには、この電気浸透流の影響を除去する必要がある。

30

そのため、例えば特許文献１では、電気浸透の影響が見かけ上無い位置（静止面）にレー
ザ光を照射して、ドップラー効果により電気泳動速度を算出している。そして、その電気
泳動移動度の結果からゼータ電位を求めている。
例えば、特許文献２では、キャピラリの壁面に中性ポリマーをコーティングすることで
、電気浸透流の発生を抑制している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１３−２３８６２５号公報
【特許文献２】特開２００８−１０７２５９号公報

40

【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
しかしながら、特許文献１及び特許文献２の方法は、あくまで電気浸透流の影響を最小
限にすることを目的としており、電気浸透流自体を可視化し定量化することはできない。
また例えば、特許文献１に記載されているように、静止面にレーザを照射するためには
、静止面の位置の特定及びレーザ光の光軸調整等に多大な労力を要する。特許文献２に記
載れた方法では、ｐＨ勾配を形成し、ゼータ電位を測定している。しかしながら、ｐＨに
よる等電点の制御は、細かいｐＨ制御が必要であり難しい。
【０００９】

50

(3)

JP 6594087 B2 2019.10.23

本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、電気浸透流を可視化することによって
、電気浸透流を定量的に評価し、精密なゼータ電位の測定を可能にすることを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
本発明者は、鋭意検討の結果、コロイド粒子の表面に、所定の高分子電解質を吸着させ
たコロイド粒子複合体を用いることで、界面動電現象的に実質的な荷電を持たない粒子を
簡易的作成し、その粒子の動きをトレースすることによって電気浸透流を可視化すること
ができ、電気浸透流を評価した場での電気泳動の測定を行うことによって精密なゼータ電
位の測定が可能となることを見出し、発明を完成させた。

10

本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を提供する。
【００１１】
（１）本発明に係るコロイド分散系は、コロイド溶液中に分散したコロイド粒子と、前記
コロイド粒子に吸着し、前記コロイド粒子と反対電荷を有する高分子電解質とを有し、前
記高分子電解質の電荷密度は、高分子電解質鎖を構成するセグメントの１０％以下である
。
【００１２】
（２）上記（１）に記載のコロイド分散系において、前記コロイド粒子が、略球状であっ
てもよい。
【００１３】
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（３）上記（１）または（２）のいずれかに記載のコロイド分散系において、前記コロイ
ド粒子が、ポリスチレンラテックスであってもよい。
【００１４】
（４）上記（１）〜（３）のいずれか一つに記載のコロイド分散系は、前記コロイド溶液
中に体積モル濃度が１００ｍＭ以下の塩をさらに加えてもよい。
【００１５】
（５）上記（４）に記載のコロイド分散系において、前記塩が、１価の塩であってもよい
。
【００１６】
（６）本発明に係る電気浸透流の測定方法において、電荷を有する第２のコロイド粒子を
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有する第１の系に、上記（１）〜（５）のいずれかに記載のコロイド分散系における前記
コロイド粒子に前記高分子電解質が吸着したコロイド粒子複合体を加える工程と、前記コ
ロイド粒子複合体を加えた前記第１の系に電界を印加する工程と、電気泳動する第２のコ
ロイド粒子によって生じる電気浸透流に沿って動く前記コロイド粒子複合体を測定する工
程と、を有する。
【発明の効果】
【００１７】
本発明の一態様に係るコロイド分散系（コロイド粒子複合体を含むコロイド溶液）及び
電気浸透流の測定方法を用いることで、電気浸透流を可視化することができ、精密なゼー
タ電位の測定が可能となる。
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【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の一態様に係るコロイド粒子複合体の断面模式図である。
【図２】本発明の一態様に係るコロイド溶液中のコロイド粒子複合体の表面を拡大した断
面模式図である。
【図３】高分子電解質が吸着したコロイド粒子表面を拡大した模式図であり、（ａ）は低
電荷密度の高分子電解質が吸着した場合であり、（ｂ）は高電荷密度の高分子電解質が吸
着した場合を示す。
【図４】電気浸透流を測定するための測定装置の概略模式図である。
【図５】高分子電解質の添加量に対する電気泳動移動度を各塩化カリウム添加量で計測し
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た結果を示す。
【図６】コロイド溶液と溶液Ａまたは溶液Ｂとを混合した際の撹拌時間に対するコロイド
粒子の電気泳動移動度を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
以下、本発明を適用したコロイド分散系及び電気浸透流の測定方法について詳細に説明
する。
以下の説明において例示される材料、寸法等は一例であって、本発明はそれらに限定さ
れるものではなく、その要旨を変更しない範囲で適宜変更して実施することが可能である
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。
【００２０】
図１は、本発明の一態様に係るコロイド粒子複合体の断面模式図である。図２は、本発
明の一態様に係るコロイド溶液中のコロイド粒子複合体の表面を拡大した断面模式図であ
る。
コロイド粒子複合体１０は、コロイド粒子１と、コロイド粒子表面に吸着した高分子電
解質２とを有する。コロイド粒子１に対して、高分子電解質２は反対電荷を有する。コロ
イド粒子１と高分子電解質２が反対電荷を有することで、静電気力により高分子電解質２
がコロイド粒子１上に吸着する。コロイド粒子１と高分子電解質２はそれぞれ反対電荷を
有していればいずれの電荷を有していてもよい。以下、コロイド粒子１がマイナス電荷、
高分子電解質２がプラス電荷を有する場合を例に説明する。
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【００２１】
コロイド粒子１は、直径が１０ｎｍ〜１μｍ程度であり、原子と比べて大きな分散粒子
である。コロイド粒子１としては、溶液中に分散できるものであれば、一般に公知の物を
用いることができる。一方で、測定された電気浸透流の解析を容易にするという観点から
、コロイド粒子１は、略球状であることが好ましい。略球状とは、完全に真球に限られな
いことを意味する。解析の観点からは完全に真球であることが好ましいが、誤差と判断で
きる程度の真球からのずれは容認できる。コロイド粒子１が真球に近いことで、理論的な
結果との対比も取りやすくなる。
【００２２】
球状のコロイド粒子１としては、例えば球状シリカ、金コロイド、ポリスチレンラテッ
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クス等を用いることができる。水との比重差が小さいことから、中でもポリスチレンラテ
ックスが好ましい。スチレンを界面活性剤の存在下で乳化重合すると、真球状に制御され
たポリスチレンラテックスを得ることができる。
【００２３】
高分子電解質２は、荷電密度が極めて低い低電荷密度の高分子電解質である。低電荷密
度とは、高分子電解質２を構成する単位（以下、「セグメント」という）中における電荷
を有する部分（以下、「吸着セグメント」という）が全体の１０％以下であることを意味
する。また吸着セグメントは、４％以下であることが好ましい。
この高分子電解質２は、電荷密度が小さい（すなわち、吸着セグメントの割合が小さい
）ため、図２に示すようにその部分がコロイド粒子１の表面に吸着し、その他の部分はそ
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の周囲で絡まり合って存在する。
【００２４】
この高分子電解質２として、架橋凝集する際に用いられる高分子電解質を好適に用いる
ことができる。ここで、架橋凝集とは、高分子電解質が複数の粒子間に接続し、粒子間に
高分子の橋が形成され、その引力効果で粒子が凝集するプロセスをいう。架橋凝集する高
分子電解質は、異なる粒子間に高分子の橋を形成する。この高分子の橋は、一つの粒子に
吸着した吸着セグメント以外の部分がその表面から離れた位置に広がり、その離れた位置
にその離れた位置に広がった部分がその他の粒子と繋がることで形成される。すなわち、
架橋凝集する際に用いられる高分子電解質は、吸着セグメント以外の部分が、コロイド粒
子の表面から離れた位置まで広がりやすいと言い換えることができ、本発明の高分子電解

50

(5)

JP 6594087 B2 2019.10.23

質２として好適に用いることができる。
【００２５】
高分子電解質２としては、低電荷密度であれば公知の物を用いることができる。例えば
、以下の化学式（１）で示されるアクリルアミド−２−ジメチルアミドエチル−メタアク
リレートメチルクロライド（以下、ＡＤＥＭという）等を用いることができる。
【００２６】
【化１】
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【００２７】
化学式（１）において、ｎ，ｍは任意の整数である。溶液中では、Ｃｌ−イオンは、分
離して存在する。また化学式（１）中のＮ＋イオンが、高分子電解質２中の吸着セグメン
トを構成する電荷に対応する。すなわち、図２における高分子電解質２に繋がるプラスイ
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オンに対応する。このときｎとｍの比率を変化させることで、高分子電解質の電荷密度を
自由に制御することができる。例えば、４％の電荷密度を有するＡＤＥＭを設計する場合
は、２４個のセグメントに対して１個のセグメントのみが電荷を有するように、ｎ及びｍ
の値を決定すればよい。
【００２８】
次いで、本発明のコロイド粒子複合体１０が、電気浸透流を測定できる作用について説
明する。電気浸透流を可視化するためには、電気浸透流が生じている際に加わる電場の影
響をコロイド粒子複合体１０が受けない必要がある。すなわち、コロイド粒子複合体１０
のゼータ電位がゼロであり、電気泳動移動度がゼロである必要がある。
【００２９】

30

高分子電解質を有さないコロイド粒子は溶液中で、その表面に非常に強くイオンが吸着
した固定層と、コロイド粒子表面から離れるに従い電荷が段階的にぼやけていく拡散層を
有する。表面電荷がイオンに影響を及ぼす限界の部分（イオンを引き連れて共に移動でき
る境界面）をすべり面といい、このすべり面は、固定層と拡散層の間に形成される。この
すべり面における電位がゼータ電位である。
このすべり面の位置は、コロイド粒子の周囲の環境（例えば、液温、ｐＨ、添加剤の有
無、界面活性剤の有無）等によって大きく変化する。換言すると、すべり面の位置は、周
囲の環境によって大きく影響を受けるため、ゼータ電位をゼロとするためには、各種パラ
メータの厳密な制御が必要となる。
【００３０】
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ここまで、コロイド粒子複合体１０が高分子電解質２を有することで、ゼータ電位が一
定に保たれることについて説明した。次いで、このゼータ電位がゼロの状態となることに
ついて説明する。
【００３１】
ゼータ電位は、すべり面における電位である。すなわち、すべり面の位置がゼータ電位
を決定する重要な要素の一つである。
高分子電解質２を有さない一般のコロイド粒子複合体は、よどみ流領域の存在に伴い、
コロイド粒子複合体１０のすべり面は、高分子電解質２が存在しないコロイド粒子と比較
して、コロイド粒子１の表面から離れた位置（以下、「沖合」という）に形成されること
になる。
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例えば図２に示すように、コロイド粒子１の近傍に形成されたよどみ流領域には、コロ
イド粒子１のマイナス電荷に引き寄せられて、高分子電解質２のプラス電荷が存在する。
またこの他にも、溶液中に存在するプラスの単イオンも存在する。このプラスの単イオン
は、高分子電解質２によって、自由な動きが制限されている。そのため、コロイド粒子１
のマイナス電荷が、よどみ流領域内に存在する高分子電解質２のプラス電荷と、その周囲
に存在するプラスの単イオンによって、擬似的に打ち消し合う。すなわち、コロイド粒子
１のマイナス電荷と、高分子電解質２及び単イオンのプラス電荷とが、互い打ち消し合い
中和することによって、このよどみ流領域まで含めて考えたコロイド粒子複合体１０全体
の荷電はゼロとなる。
つまり、コロイド粒子複合体１０が高分子電解質２を有することで、すべり面がコロイ
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ド粒子１の沖合に移動し、そのすべり面の内側に存在する高分子電解質２及び高分子電解
質２により動きが制限された単イオンにより、コロイド粒子１の電荷が打ち消され、すべ
り面における電位（すなわち、ゼータ電位）がゼロとなる。
【００３２】
高分子電解質２がコロイド粒子１に吸着することでゼータ電位をゼロとなるためには、
高分子電解質２が低電荷密度であることが非常に重要な要素の一つである。
図３は、高分子電解質が吸着したコロイド粒子表面を拡大した模式図であり、（ａ）は
低電荷密度の高分子電解質が吸着した場合であり、（ｂ）は高電荷密度の高分子電解質が
吸着した場合を示す。
【００３３】
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図３（ａ）に示すように、低電荷密度の高分子電解質２は、コロイド粒子１に対して吸
着する部分（吸着セグメント）２ａと、その他の部分２ｂとを有する。低電荷密度の高分
子電解質２における吸着セグメント２ａは、静電気力によりコロイド粒子１に吸着してい
る。これに対し、その他の部分２ｂは電荷を有さないため、吸着セグメント２ａによって
動きを制限されながらもコロイド粒子１の表面から溶液中に広がってる。この広がったそ
の他の部分２ｂによってよどみ流領域（図示点線）が形成されている。このよどみ流領域
に、表面と反対符号のイオンが拡散２重層を形成している場合は、コロイド粒子複合体の
界面電気現象的にみた荷電はゼロとなる。
【００３４】
これに対し、高電荷密度の高分子電解質３は、高分子電解質３内における吸着セグメン

30

ト３ａの割合が、高分子電解質２内における吸着セグメントの割合よりも高い。したがっ
て、高電荷密度の高分子電解質３は、コロイド粒子１の表面に強く吸着することになる。
このため、電荷の影響を受けないその他の部分３ｂは、吸着セグメント３ａにより、より
動きをより制限される。そのため、その他の部分３ｂは、コロイド粒子１の表面から溶液
側に広がることができない。その結果、よどみ流領域（図示点線）が、低電荷密度の高分
子電化質２をコロイド粒子１の表面に吸着させた場合と比較して、コロイド粒子表面近傍
に形成される。つまり、高電荷密度の高分子電解質ではよどみ流領域が小さくなり、すべ
り面をコロイド粒子１の沖合に移動させるという効果を十分に発揮することができない。
その結果、表面と反対符号のイオンが拡散２重層を形成することができず、コロイド粒子
複合体の界面電気現象的にみた荷電をゼロとすることができない。
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【００３５】
また高分子電解質３は、コロイド粒子１と反対電荷を有する。そのため、高電荷密度の
高分子電解質３は、コロイド粒子１に対して強く吸着すると、コロイド粒子複合体全体と
しては電荷が反転した状態となってしまう。したがって、ゼータ電位をゼロとすることが
できない。
【００３６】
つまり、コロイド粒子１に吸着させる高分子電解質２は、低電荷密度であることが非常
に重要である。低電荷密度の高分子電解質２をコロイド粒子１の表面に吸着させることで
、コロイド粒子１の電荷を打ち消すことができるよどみ流領域を広げることができる。こ
れにより、コロイド粒子複合体１０のゼータ電位をゼロとすることができる。
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【００３７】
コロイド粒子複合体１０を有するコロイド溶液には、微量の塩を添加することが好まし
い。ここで、微量の塩とは、体積モル濃度で１００ｍＭ以下の塩を意味する。塩とは、化
学における塩であり、酸由来の陰イオンと塩基由来の陽イオンがイオン結合した化合物の
ことである。
【００３８】
高分子電解質２は、溶液中ではランダムに配向している（ランダムコイル状態）。一方
で、高分子電解質２がコロイド粒子１に付着している際は、図２に示すように、吸着セグ
メントがコロイド粒子１に吸着し、その他の部分がコロイド粒子１の表面に対して鉛直方
向に広がった波状（尺取虫状）の形状となっている。すなわち、コロイド粒子１上に吸着
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する際には、高分子電解質２は、その配向状態を配列し直している（以下、「再配列」と
言う）。微量な塩は、高分子電解質の分子鎖を柔らかくし、再配列をし易くする。したが
って、微量な塩をコロイド溶液中に添加することで、効率よく高分子電解質２をコロイド
粒子１の表面に吸着することができる。
【００３９】
塩は、１価のイオンや、２価のイオンでもよい。例えば、塩化ナトリウム、塩化カリウ
ム、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、塩化カルシウム等を用いることができる。
添加する塩は、特に１価のイオンが好ましい。例えばカルシウム結合タンパク質のよう
に、カルシウム等を特異的に結合するタンパク質（粒子複合体に対応する）等も存在する
。このような場合、２価以上のイオンを用いると、コロイド粒子１と高分子電解質２以外
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の反応が生じる場合があり、それらを考慮する必要がでてくるため、１価のイオンが好ま
しい。
【００４０】
次いで、このコロイド粒子複合体を用いた電気浸透流の測定方法について説明する。
本発明の一態様に係る電気浸透流の測定方法は、電荷を有する第２のコロイド粒子を有
する第１の系に、上述のコロイド粒子複合体を加える工程と、コロイド粒子複合体を加え
た第１の系に電界を印加する工程と、電気泳動する第２のコロイド粒子によって生じる電
気浸透流に沿って動くコロイド粒子複合体を測定する工程と、を有する。
【００４１】
図４は、電気浸透流を測定するための測定装置の概略模式図である。電気浸透流を測定
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する測定装置１００は、測定対象を挿入するキャピラリ３０と、キャピラリ３０の一端側
に設けられた正極４０と、キャピラリ３０の他端側に設けられた負極５０と、正極４０及
び負極５０に電圧を印加する電源設備６０を有する。キャピラリ３０内には、上述の電気
的に中和された本発明のコロイド粒子複合体１０と、電荷を有する第２のコロイド粒子２
０が供給されている。
【００４２】
この測定装置１００を用いて、電気浸透流を可視化すると共に、ゼータ電位を測定する
方法について説明する。
まず電気浸透流及びゼータ電位を測定したい第１の系を準備する。第１の系は、測定対
象である第２のコロイド粒子２０が分散したコロイド溶液である。第１の系は、一般に公
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知の方法で、第２のコロイド粒子２０を溶液中に分散させることで、得ることができる。
【００４３】
次いで、上述のコロイド粒子複合体１０を準備する。上述のコロイド粒子複合体は、コ
ロイド粒子を低電荷密度の高分子電解質の存在する環境下に晒すことでえることができる
。例えば、コロイド粒子１としてポリスチレンラテックス、高分子電解質として化学式（
１）で表記したＡＤＥＭを用いる場合は、これらを溶液中で撹拌しながら混ぜることで得
ることができる。この反応は、数秒〜数十秒程度で進行する。またこのとき、塩化カリウ
ム等の塩を溶液中に加えてもよい。
【００４４】
そして得られたコロイド粒子複合体１０を、第１の系に添加する。コロイド粒子複合体
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が添加された第１の系をキャピラリ３０内に充填しつつ、正極４０及び負極５０が設けら
れた領域に供給する。例えば、図４に示すようにキャピラリ３０の壁面がマイナスに帯電
している場合は、第１の系内のキャピラリ３０の壁面付近にはプラスに帯電したイオンが
多くなる。上述のようにすることで、測定装置内に測定系が形成された。
【００４５】
次いで、電源設備６０により正極４０及び負極５０に電圧を印加する。第１の系内の第
２のコロイド粒子２０は、電圧印加によって生じた電場に従い移動する。また壁面付近の
イオンはプラスに帯電している。そのため、コロイド粒子２０の移動方向と反対方向に移
動する。すなわち、コロイド粒子２０と、壁面付近に帯電していたイオンにより、キャピ
ラリ３０内に電気浸透流が発生する（図４点線矢印）。電気浸透流は、図４に示すように

10

、キャピラリ３０の中央付近と、壁面付近では逆方向の流れが発生する。
【００４６】
ここで、コロイド粒子複合体１０は、ゼータ電位がゼロである。すなわち、電場の影響
を受けない。したがって、コロイド粒子複合体１０は、電気浸透流の影響のみを受けて、
キャピラリ３０内を移動する。キャピラリ３０内のコロイド粒子複合体１０の動きは、光
学顕微鏡等を用いて確認することができる。すなわち、測定したい第１の系内にコロイド
粒子複合体１０を追加することで、電気浸透流を可視化することができる。
【００４７】
また第２のコロイド粒子２０は、正極４０及び負極５０間に印加された電場の影響によ
る電気泳動と、電気浸透流の影響を受けてキャピラリ３０内を動く。上述のように、コロ
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イド粒子複合体１０により電気浸透流は可視化することができるため、第２のコロイド粒
子２０の動きから、電気浸透流の影響を差し引くことができる。これにより、第２のコロ
イド粒子２０に加わる電気浸透流の影響を除くことができ、第２のコロイド粒子２０の電
気泳動移動度を精密に測定することができる。そして、電気泳動移動度の結果から、ゼー
タ電位をより精密に測定することができる。
【００４８】
以上、本発明の好ましい実施の形態について詳述したが、本発明は特定の実施の形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲内に記載された本発明の要旨の範囲内において
、種々の変形・変更が可能である。
30

【実施例】
【００４９】
以下、本発明の実施例について説明する。なお、本発明は以下の実施例のみに限定され
るものではない。
【００５０】
（実施例１）
まず、コロイド粒子として、ポリスチレンラテックス（以下、ＰＳＬという）を準備し
た。ＰＳＬからなるコロイド粒子は、界面活性剤中でスチレンを乳化重合することで得た
。このコロイド粒子の直径は、１．３５６μｍであった。コロイド粒子の表面電位は、電
気泳動により測定され、５０ｍＣ／ｍ２であって。初期の粒子数は、５．０×１０７個／
ｃｍ３であった。
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【００５１】
これに対し、高分子電解質として、化学式（１）で表されるＡＤＥＭ（Ｋａｙａ
ｏｃ

Ｆｌ

Ｃｏ．Ｌｔｄ）を準備した。この高分子電解質は、分子量が５．２×１０

６

（ｇ／

ｍｏｌ）で、全体の内の４％が電荷を有する吸着セグメントであった。以下、この高分子
電解質をＡＤＥＭ００４と呼ぶ。
【００５２】
このＡＤＥＭ００４を、塩化カリウム溶液中に１００ｇ／Ｌの加え、１週間撹拌した。
そして、１週間経過後の溶液を０．２μｍのミルポアフィルターに通して濾過した。この
とき塩化カリウム溶液としては、塩化カリウムの添加量が、０Ｍ、１ｍＭ、１０ｍＭ、１
００ｍＭの４種類を作製した。
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【００５３】
さらに、コロイド粒子をこの溶液中に添加してから５分後のコロイド溶液の電気泳動度
をレーザードップラー効果により測定した。測定は、マルバーン社のＺｅｔａｓｉｚｅｒ
Ｎａｎｏ−ＺＳを用いて行った。
【００５４】
図５は、ＡＤＥＭ００４の添加量に対する電気泳動移動度を各塩化カリウム添加量で計
測した結果を示す。図５に示すように、いずれの添加量においても電気泳動移動度がゼロ
（すなわち、ゼータ電位がゼロ）となる等電点を有し、広い範囲で電気泳動移動度がゼロ
に近い値を示している。また１００ｍＭのＫＣｌを添加した場合は、特に電気泳動移動度
がゼロに近い値を示している。また図５に示すように、塩化カリウムの添加量を増やす（
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すなわち、溶液中のイオン強度を増加させる）に従い、電気泳動移動度がゼロとなる等電
点が低下していることがわかる。
【００５５】
（実施例２）
ＰＳＬが分散したコロイド溶液に、上記の塩化カリウム添加量が０ＭでＡＤＥＭ００４
が分散された溶液（溶液Ａ）と塩化カリウム添加量が１００ｍＭでＡＤＥＭ０００４が分
散された溶液（溶液Ｂ）をそれぞれ別々に添加した。
図６は、コロイド溶液と溶液Ａまたは溶液Ｂとを混合した際の撹拌時間に対するＰＳＬ
の電気泳動移動度を示す。
【００５６】
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図６に示すように、イオン強度の異なるいずれの場合においても、電気泳動度は最終的
にゼロに近づいている。一方で、撹拌直後の挙動が溶液Ａと溶液Ｂで異なる。塩として塩
化カリウムを１００ｍＭ添加した溶液Ｂは、添加してから５秒後には、その電気泳動移動
度がゼロになっている。これに対し、塩化カリウムを加えていない溶液Ａは、４０秒程経
過後に電気泳動移動度がゼロになっている。これは、少量の塩を加えることで、高分子電
化質の高分子鎖を弱めたためと考えられる。高分子電解質が塩により柔らかくなることで
、ランダムコイル状態で溶液中に漂っていた高分子電解質が、コロイド粒子であるＰＳＬ
表面で再配列しやすくなったためと考えられる。また少量の塩に含まれる単イオンが、よ
どみ流領域に供給されることにより、コロイド粒子の表面電位の中和がより進んだためと
考えられる。
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【産業上の利用可能性】
【００５７】
本発明のコロイド粒子複合体は、電気浸透流を可視化することができる。すなわち、電
気浸透流を測定することによって、より精密なゼータ電位を測定することができる。ゼー
タ電位や電気浸透流をより精密に測定することで、異なる相の界面における界面現象を解
き明かすために用いることができる。
【符号の説明】
【００５８】
１…コロイド粒子、２…高分子電化質、１０…コロイド粒子複合体、２０…第２のコロイ
ド粒子、３０…キャピラリ、４０…正極、５０…負極、６０…電源設備、１００…測定装
置
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