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 Rheology usually focuses on flow and deformation of material in the bulk. In many applications, flow 
and deformation taking place near interfaces are also important. For example, the behaviour of adhesion 
and friction of rubbery material are determined by the dynamics of the material near the contact line or 
the interfaces. Here I discuss several phenomena in which the rheology near the interfaces are important. 
It is emphasized that such interfaces usually involve various mesoscale stuctures (cavitation and 
fibrilation), and that they are important in the macroscopic behaviour of the interfaces.

1　界面レオロジーとは
　液体と気体の界面（つまり液体の表面）や、液体
と固体基板の界面、などにおける物質の変形や流動
の問題は、バルクのレオロジーと同じくらい重要な
問題である。例えば、基板上にたらされた液滴がど
う濡れ広がるかという問題（図1a）や、傾けた基板
上を液滴がどう垂れ下がるかという問題（図1b）を
流体力学によって解こうと思うと、基板と液体の界
面での境界条件や、その界面の外周部（接触線）の
境界条件が必要である。また、ゴム状の粘着剤を基
板に押し付けたとき粘着剤がどのように変形して行
くか（図1c）、基板上のゴムをずらしたときのゴムの
変形がどうなるかという摩擦の問題（図1d）におい
ても、同様の境界条件が必要である。
　単純液体の場合については、（a），（b）の問題は、
古くから研究されており、最近出版された本の中で
も、詳しく議論されている [1]。しかし、液体の中に、
高分子やコロイド粒子が分散しているときには、こ
れらの現象がどのようになるかについては、まだ研
究が多くない。（c）に示した粘着・剥離の現象はゴ
ムのような弾性体の、濡れ、すべりの問題とみなす
ことができる。この現象についてレオロジーの現象
論や分子論の立場からの研究が行われるようになっ
たは比較的最近である [2]。界面での境界条件やそれ
にともなう界面近くの変形と流動を研究する学問を
界面レオロジーと呼ぶことにする。
　界面レオロジーは、粘着、接着、塗布、乾燥、印刷な
どの多くの工業的な問題と関連して重要であるが、バル

クのレオロジーに比べてずっと研究は少ない。私たち
は、界面近くでの高分子や界面活性剤を含むソフトマ
ターの流動現象を研究しているが、分からないことのほ
うが多い。ここでは、その中の幾つかの研究を紹介す
る。

2　球形ゴムと基板の粘着と剥離
　粘着性の球形ゴムを基板に押し付け、引き離した
ときの変位と力の関係は古くから調べられている。
Johnson-Kendall-Robertsは、Herzの接触理論に界面
エネルギーを考慮すると次のようになることを示し
た（JKR理論）[3]。
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図１:	界面レオロジーが重要となる現象　（a）液滴の濡れ、（b）斜
面上の液滴の転落　（c）粘着と剥離、（d）摩擦
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ここで、Rは球の半径、aは接触領域の半径、dは変
位（押し込み距離）、Kは弾性率であり、wはゴムと
基板の界面エネルギーである。
　我々はPDMSの微小球（半径400 μm）をガラスに
押し付けたときの球の変形と力の測定を行い JKR理
論の検証を行なった [4]。図2に基板に対してゴム球
を押し付けたときの変位と応力、およびそのときの
球の変形の様子を示す。押し込み、引き離しのサイ
クルを3回繰り返すと力はA → B → C → B のように
変化する . 最後に引き離しを続けると、C → D → E の
ように変化し、E点で剥離する。押し込みの距離dが
同じであっても、押し込み時と引き離し時の力が異
なっているので、JKR 理論が仮定するように、系は
平衡にはないことは明らかである。そこで、粘着エ
ネルギー wが接触線の速度ȧの関数であると仮定し
て、式（1）より、見かけの粘着エネルギー wappを求
め、その結果を式（2）に代入して、力を計算すると
いうことを行なった。図3に示すように、計算値と実
験値とは良く一致することが分かった。図 .4に、こ
のとき求められたwappを、接触線の速度V = ȧの関数
として表している。V → 0のときのwappの値は、平衡
粘着エネルギー weqに対応している。押し込み（ȧ > 

0）のときには、wappの値はweqより小さいが、引き離
し（ȧ < 0）のときにはwappはweqにくらべて数十倍も
大きくなる。また、図 .4よりwappは、接触線の速度だ
けの関数であり、Vが同じであれば、どれだけの速度
で球を押し込んだかには依らないことが分かる。
　ゴムは、粘弾性体であるので、外から加えた仕事は、
バルクの中に熱エネルギーとして散逸されるが、上の解

析結果は、バルクの中のエネルギー散逸は、ほとんど接
触線の近傍で起こっており、その影響は粘着エネルギー
として表すことができることを意味している。すなわ

図2: 基板に球形のゴムを押し付けたときの押し込み距離dと力Fの関係（左図）、およびそのときの
ゴムの変形（右図）

図3: 基板にゴム球を押し付けたとき、みかけの粘着エネルギーを
用いて計算した力（黒丸）と、実測値（実線）の比較

図4:	 みかけの粘着エネルギー wappの接触線速度依存性。押し込み
速度を10 μm/sから800 μm/sまでのいろいろな値に変えたと
きの実験値を示してある。
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ち、接触線が後退するときの接触線の速度は次の式で与
えられる。

2π δ
δ

aw a
U

aapp ( ) =  (3)

ここで、Uは系の弾性エネルギーであり、δU/δaは、
接触半径を変化させたときの弾性エネルギーの変化
を表す。この式は、ゴムと基板の接触線の運動を決
める式である。

2　粘着剤の剥離
　粘着剤は、非常に軟らかなゴムからできているが、
粘着テープと基板の剥離においては、さらに複雑な
ことがおこる。粘着テープの接着エネルギーは、基
板にはりつけたテープを一定速度ではがしたとき、
テープの単位面積をはがすのに必要な仕事として定
義される（図5（a）参照）。力Fを加えてテープを速度
をVtで引っ張ったとき、はがれた部分の進行速度がV 

であったとすると、wapp = FVt /(V h)（hはテープの幅）
で与えられる。粘着テープのwappは、平衡の界面エネ
ルギーの何千倍も大きくなる。これは、テープをは
がすとき、図5（b）のように、接触線の近傍でキャビ
ティやフィブリルができており、これらの構造を作
るために大きなエネルギーが費やされるからである。

　粘着剤の引き離しのときにみられるキャビティの成長
過程を見るために我々は、2枚の固体基板の間に粘着剤
をはさみ、基板を引き離したときのキャビティの成長の
様子を観察した [5]。粘着剤の直径は5mm 厚みは300 

μmである。結果の概略を図 .6に示す。基板を一定速度
で引き離したときの、応力の変化を（b）に、そのとき
の構造の変化を（c）に示す。

A 基板を引き上げると、粘着剤は、体積を一定に保
とうと内側に縮む。このとき、粘着剤内部に大き
な負圧が生じ、これが応力の急激な増大をもたら
す。

B 生成された負圧により、粘着剤内部にキャビティ

が発生する。キャビティの例を（a）に示す。キャ
ビティが発生すると、粘着剤の見かけの体積は増
大するので、負圧は減少し、応力も減少する。

C 基板がさらに引き離されると、粘着剤は基板方向
に引き伸ばされるので、応力はふたたび緩やかに
増大する。

D 引き離しが進むと、粘着剤は基板から剥離してし
まうので応力は0となる。

平行な基板を引き離したときの様子は、粘着剤内部の負
圧の分布と、キャビティの成長、粘着剤の伸張応力など
を考慮することによって、モデル化することができる。
このようなモデルにより、粘着剤のレオロジー的な性
質、引き離し速度を与えたときの応力の計算が可能に
なっている [6]。

4　両面テープの剥離
　基板にはさまれた薄い粘着剤を引き離したときの、応
力・歪み曲線は、図6（b）に示すような、鋭い極大とゆ
るく増加する山を持つ特徴的な曲線となる。両面テープ
はこのような特性をもつ粘着剤を中芯と呼ばれるテープ
をはさんで2枚張り合わせたものである。
　両面テープの引き離しにおける中芯の役割を調べるた
めに、両面テープを平行な基板に貼り付け、基板をひき
はなしたときの応力・歪み曲線とそのときの粘着剤層の
伸びの様子を調べた [7]。結果の概略を図7 に示す。
　上下の粘着剤層が同じ材質、厚さであっても、両面
テープを引き伸ばしたときには、初期には、片方の層の
みが伸びて、他方は伸びないという非対称な伸びが観察
される。このとき、テープ全体にわたって片方の層が伸
びるわけではないので、図に示すように中芯が曲がって
いるのが見られる。後期になると、非対称な伸びは解消
され、両方の層が共に伸びる対称な伸びに変わる。この
ような非対称・対称の転移は、粘着剤層の非線形の応

図5:	（a）粘着テープの見かけの粘着エネルギーの評価法（b）その
ときの接触線近傍の様子

図6:	（a）薄い粘着剤を二つの平行な基板のあいだに挟み、基板間
の距離を大きくしたときに観察されるキャビティ、（b）引き
離し距離と力の関係（c）そのときの粘着剤のなかの構造変化
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力・歪み曲線に原因がある。実際、図6（b）に示すよう
な非線型ばねの直列につないだ系では、歪みが小さいと
きには、Aの状態とCの状態が共存する非対称伸びの状
態が安定であるが、歪みが大きくなると、Cの状態が共
存する対称伸びの状態が安定になることが示される。し
たがって、非対称・対称の転移がスムーズに起これば、
両方の粘着剤層が有効に働き、剥離に要する仕事が大き
くなる。このような非対称・対称転移を引き起こすとき
に中芯の機械的な性質が重要となる。実際、中芯の厚さ
を厚くすると、上記の現象は観察されず、両方の層が伸
びることのないままテープの剥離が起きることが見られ
る。

5　粘着性ゲルとガラス基板のすべり
　最後に、界面レオロジーのもうひとつの重要テーマで
ある摩擦について述べる。接触させた二つの固体の表面
がすべるときに滑り面を介して力を及ぼしあう現象が摩
擦である。摩擦の原因は接触している固体の間に働きあ
う原子間の力であるが、二つの固体の表面がすべて接触
しているわけではなく、真実接触面積はそれに比べて
ずっと小さいことが知られている [8, 9]。摩擦の現象を
理解するには、真実接触面積が、どのような条件で決ま
るかを知らなくてはならない。
　固体の間の真実接触面積の測定は特別な装置が必要で
あるが、軟らかなゴム（ゲル）と固体の滑りにおいて
は、はがれている部分をマクロな実験で観察することが
できる [10]。
　図8に示すように、厚さ5mm程のゲル試料をガラスの
上で滑らせると、はがれている部分と接触している部分

の運動を観察することができる。ゲルの上部には、伸び
ない高分子フィルムが張られており、このフィルムに
よって、ゲルの上部は固定されているので、基板を右方
向に動かすと、ゲルにはずり変形が加わる。ずりが大き
くなると、図8に示すように、左側のゲルが基板からは
がれ、はがれた部分が右方向に移動する。はがれた部分
が移動する波はSchallmach波と呼ばれており、ゴムの
ような軟らかな弾性体と、硬い基板の摩擦でよく見られ
る。
　はがれた部分と接触している部分の境界線は、接触線
に相当している。接触線は、図の左端より、引っ張り方
向に垂直な線として表れるが、右に進むにつれ、湾曲し
はじめる。引っ張り速度Vが大きなときには、接触線は
そのまま、右に抜けるので、はがれた領域はストライプ
状の形状を取る。引っ張り速度V を小さくすると、接触
線は、分裂して、閉じた泡のようなはがれ部分を作る。
泡は、複雑に形状を変え、合体分裂を繰り返しながら基
板上を移動する。その例を図9（a）に示す。泡の複雑な運

図7: 両面テープを平行な基板の間にはさみ、基板間の距離を変えたときの応力の測定値とそのとき
の粘着剤の変形の概略図

図8: 高分子フィルムを張った軟らかなゲルをガラス基板の上にお
き、高分子フィルムを引っ張ったときに見えるSchallamach
波
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動にともない摩擦力は図9（b）に示すような複雑な時間
変化を示す。
　はがれた部分の映像から、ゲルの各点が基板に接触を
始めてから現在に至るまでの時間（接触時間）を求める
ことができる。ゲルの基板と接触している部分には、一
定のずり速度のずり変形が加わっていると仮定すると、
接触時間から、ゲルの各部分のずり歪の大きさを求める
ことができる。これを図9（c）に示す。明るい色の部分に
は大きな歪みが貯まっている。ずり歪から、基板の各点
にかかるずり応力が求められるので、これを基板の全面
積について積分すると、基板にかかる摩擦力を計算する
ことができる。図9（b）には、このようにして計算した
摩擦力の計算値と実測値の比較が示されている。二つの
カーブの山や谷の位置や大きさは良く一致している。し
たがって、接触時間の分布より、ゲルの各点に加えられ
た歪みエネルギーを推測することができる。
　このような、摩擦面における歪みの解析は、摩擦の研
究だけでなく、地球科学的にも興味がもたれている。プ
レートの運動によって、歪みがたまり、界面が大きくす
べることが地震を引き起こしている。ゴムの摩擦の研究
は、地震学的にも興味がもたれている。

6　界面の多階層性
　連続体力学から見ると界面は、２次元的な広がりを
もった空間にすぎないが、材料科学からみると、界面は
無限に広がる階層を持った世界である。例えば、図10

にしめす摩擦の問題を考えよう。マクロに見て平らな固

体の表面もミクロにみれば、凹凸がある。接触部分の間
に働きあっている力は一定ではなく、空間分布がある。
材料科学的には、界面といっても、たくさんのスケール
の階層があり、異なる分野で研究されてきた。一口に界
面といっても、その意味するものは一つではなく、問題
としているスケールによって、あるいは研究者によっ
て、ずいぶんと違っている。摩擦を理解するためには、
ミクロスケールの問題だけではなく、メソスケールのレ
ベル、マクロスケールのレベルを総合的に考える、多階
層的な視点が必要である。
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