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３つの単元に区切りました（単元ごとに課題提出）。
１単元終了ごとに演習問題に挑戦。全３回の提出です。
各ポイントを理解・確認してから，次のステップへ
進めるので安心です。
↓
●テキスト・解答用 Excel ファイル到着 学習開始です
↓ 第１単元を学習
●第１単元の演習問題に挑戦
↓ 解答を Excel ファイルにて提出（毎月末〆切）
●福山先生による添削
↓ Excel ファイルにて返送（〆切より二週間後）
●添削内容を復習して理解を深めます
↓ 第２単元へ

【この講座で学べること】
● 接触角，表面張力，表面自由エネルギーの基本概念，
測定方法，測定上の注意点。
● ぬれ性，付着性などの界面現象と接触角，表面張力と
の関係。

【対象】

● これから接触角測定，表面張力測定，表面自由エネル
ギー解析などを始めようとする方。
● すでに接触角測定，表面張力測定，表面自由エネルギー
解析を行っているが，基本の理解に不安のある方。

※単元ごとの提出期限はありません。6 ヶ月間の在籍が可能です
ので，期間内ご都合に合わせて学習を進めることができます。
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【学習の手引き】
超親水・超撥水・超撥油など，表面のぬれ性を制御する技術が目覚しく発展しています。一方，ぬれ性は，接着性，離型性，
防汚性，耐指紋性，洗浄性，乳化性，分散性等，工業的に重要な各種特性にも密接に関連していることが知られています。
本講座ではまず，ぬれ性を直感的かつ簡便に評価できる指標でありながら，固体最表面の特性を鋭敏に反映する接触角の
概念について説明します。次に，ぬれ性を決める因子である表面張力の概念と由来について説明します。さらに接触角・表面
張力の具体的な測定方法と測定上の注意点，表面自由エネルギー（表面張力）の成分分けの概念に着目した表面自由エネルギー
解析について解説します。追加で Excel 関数に不慣れな方のために，Excel 関数演習ファイルを添付致します。
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演習問題例
演習問題
Q1

プールの水面を考える。この水の表面に存在する仮想的な線分を考えるとき，次の問いに答えよ。ただし，水の表面張力γを 72.8
mN/m，重力加速度 g を 9.81 m/s2 とする。仮想線分の長さ L を 1.00 m とするとき，この線分にはたらく表面張力に由来する力 F
を重量換算したものを W とすれば，何 g に相当するか？

演習問題
Q6

第１単元（Q1 ～ Q5）

第２単元（Q6 ～ Q10）

水面上に置かれた液滴の輪郭が，真円の一部をなしていると仮定する。このとき，接触角の算出法の一つであるθ/2 法において，
図 1 を参考に，幾何学的な関係に着目してθ＝ 2φであることを証明する。下記の証明の空欄を埋めよ。

演習問題

第３単元（Q11 ～ Q12）

Q11 Kaelble の理論を用いて，ある固体の表面自由エネルギー成分を求めたい。用いるプローブ液体は表 1 の通りである。このうち 2
種類ずつの液体を組み合わせて，接触角θ1，θ2 を測定したところ，表 2 の結果になった。各ケースごとに固体の表面自由エネル
ギー成分を解析し，表 3 の空欄を埋めよ。ただしΔγsd は，ケース 1-2（または 2-2，3-2）を基準としたときの，各ケースの ･････

