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1 緒言 

1.1 背景 

1.1.1 粘土鉱物について 

 表 1 に粘土鉱物の分類を示す．粘土鉱物には，層状ケイ酸塩鉱物であるカオリナイト族

のカオリナイト，スメクタイト族のモンモリロナイト，ヘクトライト，スチーブンサイ

ト，サポナイトなどの種類がある． またモンモリロナイトを主成分とする粘土の総称を

ベントナイトと呼ぶことがある．モンモリロナイトを主成分としているが，何%以上入っ

ていればベントナイトとするといった定義は存在せずモンモリロナイトが多少入っていれ

ばベントナイトと呼ぶことができる 1）． 

表 1 粘土鉱物の分類 

族 種 化学式 製造名 製造方

法 

用途 

カオリ

ナイト 

(1:1

層) 

カオリナイ

ト 

   1:1 層で、層

間に水がな

いため、焼

結可能。陶

磁器などに

使う． 

スメク

タイト 

(2:1

層) 

モンモリロ

ナイト 

Nax(Al2-

xMgx)Si4O10(OH)2·4H2O(X<0.33) 

クニピア-

F 

精製 ベントナイ

ト の 主 成

分。 1:2 層

で、高温で

も固まらな

い。鋳鉄の

鋳型などに

使う。 

 Li+モンモ

リロナイト 

Lix(Al2-

xMgx)Si4O10(OH)2·4H2O(X<0.33) 

クニピア-

M 

精製  

 サポナイト NaxMg3(Si4-xAlx)O10(OH)2(X<0.33) スメクト

ン-SA 

水熱合

成 

 

 スチーブン

サイト 

Na0.3Mg3-xSi4O10(OH)2 スメクト

ン-ST 

水熱合

成 

 

 ヘクトライ

ト 

Na0.3(Mg,Li)3-xSi4O10(OH)2 スメクト

ン-SWN 

水熱合

成 
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 図 1 に粘土鉱物の結晶構造の模式図を示す．粘土鉱物であるスメクタイト族のモンモ

リロナイトは，アルミニウムイオンと 6 つの酸素または水酸基の八面体からなるシートと，

八面体を挟むようにケイ素と 4 つの酸素の四面体からなるシートにサンドイッチされた構

造をとっている．八面体シートのアルミニウムイオンが一部マグネシウムイオンに置換さ

れる．この置換は通常同じくらいの半径をもつイオン間で起こるので結晶構造に大きな変

化がなく同型置換と呼ばれている．同型置換が起こることによって，結晶構造内で電荷の不

足が起こり，その負電荷を補うように層間や表面に水和したカチオン（アルカリ金属，アル

カリ土類金属）が配置される．同型置換によって生じる負電荷は外囲条件の影響を受けるこ

となく一定なので永久電荷と呼ばれている 2)．負電荷を帯びている粘土シートと正電荷をも

つカチオンが離れているので，双極子モーメントを持つ． 

 

図 1 粘土鉱物の結晶構造の模式図 

クニミネ工業（株）のＨＰより転載・改変 https://www.kunimine.co.jp/bent/basic.html 

 

層間や表面に配置されたカチオンはイオン交換によって，イオン濃度にも依存するが原

子価の高いイオンほど，同じ原子価の場合はイオン半径が大きいほどより選択的にカチオ

ンが層間や表面に挿入（インターカレート）される．挿入されるカチオンの序列は，以下の

通りになっており，プロトンは粘土鉱物結晶層面に存在する酸素と水素結合することによ

り多価のカチオンより優先的に結晶層間にインターカレートする．無機カチオンより分子

量の大きい有機カチオンはより優先的に層間にインターカレートする 3)． 

Li+＜Na+＜K+＜Mg2+＜Ca2+＜Ba2+＜Al3+＜Fe3+＜H+ 
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1.1.2 粘土分散液について 

粘土分散液は，粘土ではない．粘土は鉱物であり，粘土分散液は粘土粒子と分散媒である

水との複合材料である．表 2 に粘土分散液の粒径と導電率を示す． 

表 2 粘土分散液の粒径と導電率 

試料名 

（製造元、型番） 

粒径/nm 導電率/μS/cm pH 4wt%粘度/mPa·s 

(60 rpm) 

スチーブンサイト

2wt%分散液 

（ クニミネ工

業、 スメクトン-

ST 2wt%分散液） 

30±10 2450 11 1000 

ヘクトライト

2wt%分散液 

（ クニミネ工

業、 スメクトン-

SWN 2wt%分散

液） 

50 1594 10.7 4000 

サポナイト 2wt%

分散液 

（ クニミネ工

業、 スメクトン-

SA 2wt%分散液） 

100 1114 9.8 4000 

モンモリロナイト

2wt%分散液 

（クニミネ工業、 

クニピア-F 2wt%

分散液） 

350±250 636 10.1 300 
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スメクタイト族の粘土鉱物は溶媒に分散させると，積層された粘土シートの層間に水が

配位されたカチオンが入り込むことで膨潤する．この現象を剥離と呼ぶ 4). 

図 2 に粘土鉱物のスメクタイト族が剥離する際の模式図を示す．剥離することで粘土シ

ートの層間が広がり，粘性の高い液体となる．一方カオリナイト族では八面体シートと四面

体シートが 1：1 型構造をとっているため，粘土シートの層間に水が入り込みづらいので，

剥離せず溶媒に分散させづらい． 

 

図 2 粘土鉱物のスメクタイト族が剥離する際の模式図 

クニミネ工業（株）のＨＰより転載・改変 https://www.kunimine.co.jp/bent/basic.html 

 

剥離した状態の粘土分散液でも，粘土シートの負の電荷と水和したカチオンの正電荷と

で双極子モーメントが生じる．このような双極子モーメントを持つクラスターを，ダイレク

ターと呼ぶ．粘土分散液は通常，粘性力が支配的だが，振動を受けることで流れが生じるこ

とや，電場がかかることで慣性力が支配的になる．この現象は，粘土分散液の液晶性の発現

に寄与している． 
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図 3 に粘土分散液の概念図を示す．ヘクトライト粘土鉱物は厚さ 1 nm に対して幅 50 nm

の極めて大きい構造異方性を持った粘土シートからなっている．剥離する前の粘土シート

の層間距離は 1 nm 以下と言われており，溶媒に分散させて剥離することで層間距離が 10 

nm 程度になる．剥離する際に粘土分散液中の粘土シートは完全に積層性を失わずに，粘土

シートが連なることでファイバーのような状態になる．この状態の粘土シートを粘土ファ

イバーと名付ける．ファイバーが長くなることで立体構造を形成し，ゲル化している．粘土

ファイバーの大きさは，一般的なコロイドの大きさから推定し数十から数百 nm と推定して

いる．粘土シートが膨潤して連なり粘土ファイバーとなる. 粘土ファイバーが配向し，ラメ

ラ構造をとる．ラメラ構造のドメインが形成され，ドメインが成長してゲルとなる． 

 

 

図 3 粘土分散液の概念図 
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1.1.3 粘土鉱物ナノシートについて 

粘土分散液のような，層状酸化物を溶媒に分散させて，層状結晶を剥離させた材料は液晶

としての性質を持つことが報告されている 4)．液晶とは，固体の光学的異方性と液体として

の流動性を合わせもっており，電場などの外場により容易に配向状態を変化させ，その配向

に応じて異なる物性を示すものと述べられており，液晶相は様々な秩序をとりネマチック，

ラメラ，スメクチック，キュービック，ディスコチック相などがある 5)． 

液晶は溶媒の有無，液晶相の種類，液晶分子の形，その分子量によって分類できる 6)．加

熱することで液晶相を示すものは，サーモトロピック液晶と呼ばれる．室温あるいはそれ以

下の温度の溶液状態で液晶性を示すリオトロピック液晶と呼ばれる．リオトロピック液晶

は溶媒で低分子が会合体を形成するか，高分子が剛直な構造を保つことによって発現する． 

表 3 液晶の種類 6) 

溶媒 種類 分子の形 分子サイズ 

サーモトロピック ネマチック 棒状 低分子（モノメソゲン） 

 スメクチック  中分子（ジメソゲン） 

リオトロピック コレステリック ディスコチック 高分子（ポリメソゲン） 

一般的に液晶分子は剛直なメソゲンと呼ばれる基本骨格に，分子間相互作用を強めて分

子同士の配列集合を促進させるための置換基を持った構造である．図 4 に示すように液晶

分子の集合状態によって液晶相 3 つに大別できる．ネマチック液晶ではメソゲンは同じ方

向に配列するが，分子の重心方向はばらばらである．スメクチック液晶は，メソゲンが同じ

方向に並び，分子の中心が同一平面に位置するように並ぶ．このため層構造をとるがそれぞ

れの分子配列によって，多くのサブグループに分類できる．キラルな置換基を持つスメクチ

ック液晶は強誘電性液晶とも呼ばれる．ネマチック液晶にキラルな化合物を混合させたり，

液晶分子自体にキラル置換基を導入させることで，メソゲンがらせん構造を形成する構造

をコレステリック液晶と呼ぶ． 

 

図 4 3 つの液晶相 
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表 4 にナノシート液晶の歴史を示す．無機ナノシートは層状結晶が溶媒中で剥離するこ

とが得られる厚みが約 1 nm，幅が数百 nm～10 µm 以上となり極めて大きい構造異方性を持

っていることが特徴である．粘土鉱物のナノシートの液晶については初めて報告されたの

は 1938 年でベントナイトのゾルが複屈折を示すと報告されたが，そこから 60 年たつまで

あまり目立った報告がされていなかった．しかしこの論文に対して粘土鉱物ナノシートの

液晶相転移は誤認ではないかと批判がされて 2006 年の論文でようやく確立された． 

2001 年の層状リン酸アンチモンのナノシート液晶の報告が粘土鉱物以外の層状化合物で

の最初の報告だった．これを皮切りに，2000 年代以降様々な種類の無機ナノシート液晶の

報告がされるようになった．粘土鉱物ナノシートの応用や活用の事例として 2017 年にハイ

ドロタルサイト(LDH)で高い水酸化物イオン伝導を示し 10-1 S m-1 であることが報告された

7)．これは市販のプロトン交換膜（例えば，Nafion®)のプロトン伝導に匹敵するため燃料電

池などへの応用が期待されている． 

表 4 ナノシート液晶の歴史 

年代 研究者 内容 

1938 Langmuir8) ベントナイトのゾルが複屈

折を示し液晶性について報

告． 

1963 Manesh J ら 9)10) ベントナイトの懸濁液にお

いて電気複屈折が報告． 

1994 Kleinfeld ら 11) 層状化合物が溶媒中で積層

性を失い単一の層になるこ

とが報告．以降この現象は

剥離と言われるようになっ

た． 

1995 笹井ら 12) 水溶液中のモンモリロナイ

トが電場によって電気複屈

折することが報告． 

1996 笹井ら 13) 水溶液中のモンモリロナイ

トが磁場によって電気複屈

折することが報告． 

1996 Gabriel ら 14) 粘土コロイドの液晶相転移

の相図が初めて報告． 

2001 Gabriel ら 15) 層状リン酸アンチモン

H3Sb3P2O14 の剥離した単

ー層ゲルが液晶相であるこ

とが報告． 
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2002 中戸ら 16) 層状ニオブ酸塩 K4Nb6O17

の剥離ナノシートのコロイ

ドが液晶相を持つことが報

告． 

2006 Michot ら 17) 粘土鉱物ナノシートでの液

晶相転移が確立．天然のノ

ントロナイト，ネマティッ

ク相 
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1.1.4 複屈折 

鞠谷らによれば複屈折とは光学的異方性のある材料に入射した光は，二つの光線に分か

れて進む現象であると述べられている 18)．例えば，光学的異方性があることで知られてい

る材料に方解石がある．方解石を通して物体を見ると一つの物体が二つに見える．これは

二つの光線に対する屈折率が異なるために屈折角も異なることに起因している． 

複屈折を直接計測する際に用いられる最も一般的な光学機器に偏光顕微鏡がある．偏光

顕微鏡は偏光観察法を利用した機器で鉱物の性質を観察する際に活用される．図 5 に偏光

の原理を示す．偏光とは，様々な方向に振動する波が集まった全方位光が偏光板を通ること

で，一方向のみに振動する光になることである．光は一枚目の偏光板で一方向になる．二枚

目の偏光板は一枚目の偏光板のスリットに直交する方向に振動する光だけを通すので，光

は通過できずに暗くなる．偏光板の重なる向きで，通過できる光の振動の向きが変わること

を利用する．2 枚の偏光板の間に光学的異方性を持つ材料を置くことで複屈折が起こり，光

の振動方向が変わることで直交ニコルでも光が通過できるようになる． 

 

 

図 5 偏光観察の原理 
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また，偏光観察をしていると材料が色づいて観察されることがある．この色は干渉色と呼

ばれる．多加谷によれば，2 枚の直行した偏光板の間に複屈折材料を配置し，背面から蛍光

灯あるいは電球などの白色光源で照らすと，リタデーション（＝複屈折×媒体の厚さ）の大

きさによって色を呈すると言われている 19)．複屈折した 2 つの光の速度の差が大きい程，

鮮やかな色になる．図 6 に干渉色が生じる原理を示す．白色光源からの光は 1 枚目の偏光

板によって直線偏光になる．複屈折媒体を偏光が入射する際，複屈折の軸を偏光板の透過軸

と 45°となる方向に配置する．この複屈折媒体のリタデーションを可視光域で 150 nm とす

ると，波長 450 nm の光に対しては 1/3 波長に相当する．複屈折媒体通過後は，楕円偏光と

なり，波長 600 nm の光に対しては 1/4 波長に相当する．複屈折媒体通過後に円偏光となる．

そのため 2 枚目の偏光板を通過する光量が波長によって異なり，入射光の光のスペクトル

と異なるスペクトルとなって出射する．これが白色光を入射されても干渉色が生じる原理

である．複屈折媒体通過時に偏光状態が変化することで，2 枚目の偏光板で透過率は波長に

依存することで，干渉色が生じる． 

 

図 6 干渉色が生じる原理 
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1.1.5 ゲルについて 

ゲルとは，コロイドの分類の一つである．流動性をもつコロイド溶液のことをゾルと呼び，

ゾルが流動性を失って固まったものをゲルと呼ぶ．またゲルを乾燥させたものをキセロゲ

ルと呼び，熱水を加えるとことでゾルに戻る．田中らによると高分子ゲルは，高分子の網目

と溶媒との二つの成分からできていて，高分子網目が液体を包み閉じ込めて液体が流れる

のを防いでいる．したがって高分子ゲルは見かけ上液体と固体の中間の物質状態をとって

いると述べられている 20)．ゲル形成は高分子鎖間の橋架けによる三次元的な編み目の形成

によって起こり，この橋架けを架橋という． 

図 7 に高分子鎖が作る架橋形成の例を示す．共有結合やクーロン力，水素結合，配位結合

によって高分子鎖が固定されることで三次元的な網目が形成される．この網目の形成によ

ってゾルからゲルへと転移し液体としての流動性を失い，固体状になる． 

 

図 7 高分子鎖が作る架橋形成の模式図 
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またゲル形成には前述の共用結合などの化学結合だけではなく，図の 8 に示すような凝

集や分子鎖同士の絡み合い，分子配向（ラメラ構造）などでも三次元の網目を形成する 21)．

特に粘土分散液のような無機ナノシートからなるゲルは，配向して液晶からなるラメラ構

造をとるといわれている 22)． 

 

図 8 ゲル形成のメカニズム 19) 
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また，界面での固定点として自己組織化単分子膜（Self-Assembled Monolayer,SAM）があ

る．図 6 に ITO 基板界面 上におけるホスホン酸 SAM 形成の模式図を示す．ホスホン酸誘

導体は ITO などの金属酸化物の表面処理・改質剤として用いられている TiO2の結合の端面

にある水酸基とホスホン酸が反応することで固定点となる．ホスホン酸のプロトンが移動

することで連続的に反応し界面上に膜が形成される 23)． 

 

図 9 ITO 基板界面上におけるホスホン酸 SAM 形成の模式図 
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1.1.6 チキソトロピー性 

高分子学会によると，物質に力が加わることで物質が変形する．その際の変形の原因は，

弾性，塑性，粘性という 3 タイプに分けられる．弾性の場合はフックの法則，塑性の場合は

ヒンガム流，粘性の場合はニュートン流として取り扱いができる．高分子化合物によくみら

れる塑性変形は複雑な挙動を示す場合が多い．力が働いているときは，粘性流体であり，力

がなくなると弾性体になる物質状態が存在する．これをチキソトロピー性と言うと述べら

れている 24)． 

図 10 に粘土分散液のヒステリシスループを示す．クニミネ工業によれば，粘土/水分散液

中の粘土粒子は単位層が負の電荷，端面が正の電荷を帯びている．粘土分散液を静置すると，

負電荷を帯びた層面と正電荷を帯びた端面がお互いに引き合い edge to face（端面-層面結合）

の立体的な会合構造を形成する．これをカードハウス構造と呼ぶ．高せん断速度領域では，

カードハウス構造が破壊されて粘性が低下し，低せん断速度領域では，edge to face の立体

的な会合構造が形成され，高い粘性を示す．これを粘土分散液が持つチキソトロピー性の由

来であると述べている 25)． 

 

図 10 粘土分散液のヒステリシスループ 
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粘土分散液中の粘土シートの集合状態にはいくつかあり Olplen の図が参考にされる．図

11 に粘土シートの集合状態を示す．粘土ハンドブックによれば(a)分散または解膠または非

架固状態，(b)凝集しているが架固していない状態(face to face 会合)，(c)edge to face の架固し

ているが分散している状態，(d)edge to edge の架固しているが分散している状態，(e)edge to 

face の架固し，かつ凝集している状態，(f)edge to edge の架固および凝集している状態,(g)edge 

to face，edge to edge の架固および凝集している状態の 7 形態に分けられると述べられてい

る 26)． 

 

図 11  粘土分散液中の粘土シートの集合状態 

(a)分散，解膠，(b)face to face 会合，(c)edge to face 会合，(d)edge to edge 会合，(e)edge to face 凝膠， 

(f)edge to edge 凝膠，(g)(e)と(f)の混合している 
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図 12 にモンモリロナイト分散液の pH による粘性挙動を示す．鬼形によるとモンモリロ

ナイト分散液の粘度は pH に依存すると述べられており，pH が 7 から 9.5 で最も粘性は低

下する．アルカリ領域では，pH が 9.5 から 12 程度に増加するとともに粘性も増加する．酸

性領域では，pH が 7.5 から 4 に低下すると粘性は増加し，pH4 以下になると逆に粘性は低

下する傾向を示す．モンモリロナイト結晶端面の等電点は pH7 付近であり，酸性領域では，

端面はプラス電荷となり egde to face 会合は強くなる．pH4 付近の粘度の増加は egde to face

会合であるカードハウス構造の形成の発達のためと考えられる．pH4 以下での粘度低下は，

層間に優先的に吸着される H+による Na+とのイオン交換による膨潤性，分散性の低下のた

めと考えられる．pH4 以上ではプラス電荷を有する端面の電荷密度が低下し，カードハウス

構造が破壊せれるため粘度が減少し，アルカリ領域下では，層面，端面ともにマイナスの電

荷になり face to face 会合の発達により粘性が増加すると述べられている 27)． 

 

図 12 モンモリロナイト分散液の pH による粘性挙動 
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1.1.7 動的粘弾性 

粘弾性とは簡単に言えば弾性と粘性の中間の性質のことである．完全弾性や完全粘性を示

す物質は実際には存在しない．粘弾性を示す物質が弾性体に近いか粘性体に近いかの違い

だけである．図 13 に物質に階段状ひずみを与えたときの応力応答を示す．五十野による

とある物質に図 13 の（a）のようなひずみを与えた場合，弾性体の応力はひずみに比例す

る．粘性体はひずみの曲線の時間微分した形になる．粘弾性体では，弾性と粘性両方の性

質を持つので中間の形になると述べられている 28)．変形直後は弾性体の性質により変形の

エネルギーが蓄えられて大きな応力を示すが，時間経過により蓄えられたエネルギーの一

部が粘性機構によって徐々に失われることで，応力も低下し，蓄えられたエネルギーがす

べて失われるとき応力も 0 になる．ここでいう弾性とは，変形に必要な力は，変形にの大

きさによって決まりその速さにはよらないという性質である．粘性とは，変形に必要な力

は，変形の速さによって決まり，その大きさにはよらない性質である． 

 

図 13 物質に階段状ひずみを与えたときの応力応答 

(a) 階段状ひずみ，(b) 完全粘性体，(c) 粘弾性体，(d) 完全弾性体 

 

動的粘弾性測定を行ったときに得られる情報として tanδ がある．ここでは tanδ について簡

単に説明する．図 14 に物質に正弦波ひずみを与えたときの応力応答と位相差を示す．物

質に正弦波ひずみ γ=γ0sinωt を与えるとき，弾性体ではひずみ波と同位相の，粘性体ではひ

ずみより位相が π/2 rad 進んだ応力振動現れる．粘弾性体では中間の位相差（0<δ<π/2）を

もつ応力振動が現れる． 
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弾性体 σ=σ0sinωt 

粘弾性体 σ=σ0sin（ωt+δ）（0<δ<π/2） 

粘性体 σ=σ0sin（ωt+π/2） 

したがって，δ がゼロに近いか，π/2 に近いかによって弾性的なのか粘性的なのかがわか

る．動的法は弾性項と粘性項を容易にかつ定量的に分離できる．粘弾性体の式を書き直す

と 

σ=(
σ0

γ0
cosδ)γ0sinωt+(

σ0

γ0
sinδ)γ0sin(ωt+π/2) 

となり今までの式に比べると，この式は右辺第一項弾性項，第二項は粘性項に対応するこ

とがわかる．それぞれの係数を G'，G''として 

G' = 
σ0

γ0
cosδ 

G''=
σ0

γ0
sinδ 

で定義されるものが貯蔵弾性率と損失弾性率である．損失正接 tanδ はそれらの比で定義さ

れている．損失正接は弾性項を基準とするときの粘性項の割合を意味する 28)． 

tanδ = 
sinδ

cosδ
=
G′′

G′
 

つまり tanδ は材料の力学物性に対する粘性の寄与を弾性の寄与で割ったものである．tanδ

が 0 に近いほど弾性体に近く，大きいほど粘性体の性質に近いといえる． 

 

図 14 物質に正弦波ひずみを与えたときの応力応答と位相差 
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1.1.8 熱量効果とエントロピー 

熱量効果には磁気熱量効果や電気熱量効果，圧力熱量効果などがある．いずれも外的要因

によりエントロピーをコントロールし，材料を相転移させることで発熱や吸熱現象が起こ

る．和田によると磁気熱量効果とは磁性体のエントロピーと温度の磁場依存性から生じる

性質であると述べている 29)．図 15 に磁性体のエントロピーの温度依存性を示す．一定温度

で磁性体に磁場を加えることで磁気モーメントが磁場方向に向くのでエントロピーは減少

する．断熱状態にして磁場を取り除くことで磁性体の温度は低下する．この現象が磁気熱量

効果である．エントロピーが減少することを等温磁気エントロピーΔSM,温度が低下するこ

とを断熱温度変化 ΔTadと呼ぶ． 

 

図 15 磁性体のエントロピーの温度依存性 
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佐藤によると電気熱量効果は電場によって物質内の電気双極子モーメントを制御し，そ

れに伴いエントロピーの変化が生じ，その変化によって発熱や吸熱が起こる現象であると

述べている 30）．磁気熱量効果と同様に電場がある状態では，分極方向がそろうのでエント

ロピーが減少する．断熱状態にして電場をなくすことで温度が低下する． 

ここで粘土分散液のような液晶相を持つもののエントロピーについて考える．松山によ

ると液晶相は，熱平衡状態ではエントロピーが自由エネルギーを最小にし液晶相が安定と

なることが述べられている 31）．図 16に棒状分子の同じ体積分率で同じ濃度での等方相（左）

と液晶相（右）を示す．等方相では，分子の配向対称性は最大であるが，個々の棒状分子を

動かすためには隣の分子が邪魔なので自由に動ける領域が少ない．液晶相では配向対称性

が破れることによる配向のエントロピー（Sor）は減少するが，分子が配向しているので各分

子が配向軸方向に自由に動ける．つまり，液晶のように分子が配向することで十分な並進エ

ントロピー（Str）を確保することで Str＞Sor となる．等方相より液晶相のエントロピーが大

きいので相としては液晶状態で安定となる． 

 

図 16 棒状分子の同じ体積分率で同じ濃度での等方相（左）と液晶相（右） 

 

  



 

21 

 

図 17 に示すように等方相の一部が配向することでもほかの分子や粒子の自由度回復し，

十分な並進エントロピーを確保できるので等方相に比べてエントロピーが大きいので相状

態として安定となる．このことを熱量効果に応用すると電場によって液晶の相状態をコン

トロールすることで，電場与えて配向させることでエンタルピーが大きくなり温度が低下

し，電場を取り除くことで乱雑になりエントロピーが減少し温度が上昇する逆の電気熱量

効果を得られることになる． 

 

図 17 等方相の一部が配向することでほかの分子の自由度が回復する模式図 
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1.1.9 夾雑イオン 

本論文の題目にもあり，論文中にも多く出てくる言葉に「夾雑イオン」がある．ここでは

この言葉の定義をする．もともと夾雑という日本語の意味は辞書を引いてみると「余計なも

のが混じりこむこと」と書かれている．つまり，目的物とは別に不純物が存在している状態

にあることである．鈴木らによれば，市販されている高純度のモンモリロナイトはベントナ

イトから精製するため，硫酸ナトリウムや食塩などの可溶性塩，カルサイトやドロマイトな

どの炭酸塩鉱物，石膏などの硫酸塩鉱物が含まれていると述べられている 55)．この可溶性

塩，炭酸塩鉱物，硫酸塩鉱物を夾雑物と定義する．この状態で粘土分散液を作成すると，分

散液中に夾雑物から溶解するイオンが存在することになる．この夾雑物からなるイオンを

夾雑イオンと定義した．本論文中で使用した粘土分散液は全てクニミネ工業製のものを使

用している．XRD の結果からクニミネ工業製の粘土粉末には夾雑物として硫酸ナトリウム

が存在していることが確認できる．本論文中の夾雑イオンの定義は硫酸ナトリウム由来の

Na+，SO4-のことを指す．  



 

23 

 

 

1.1.10 電気二重層 

電気二重層とは電極-溶液界面で電位が与えられたときに形成されるイオンの界面分布構

造である 32)．図 18 に電気二重層の構造モデル図を示す．(a)に示すのは Helmholz によって

提唱された平板コンデンサモデルである．このモデルでは，同一電極系では微分容量が電位

によらないため，実際の系を扱うには単純すぎた．次に(b)に示すのは Gouy-Chapman によっ

て提唱されたモデルである．Helmholz モデルのように一定の距離に全ての電荷が集まるの

ではなく，狭いがある幅をもって分布するとした．この分布は Boltzmann 分布測に従い表面

電荷と電位の関係を Poisson 式で近似できるとした．(c)に示すのは Stern のモデルで，Gouy-

Chapman のモデルは点電荷として仮定したのに対して，実際のイオンにはそれ自身の大き

さがあり，水和による体積増加があるため，ある距離以内には接近できないイオン面が形成

されると考えられた．このモデルは Helmholz，Gouy-Chapman 双方のモデルを結合した形

で，二重層構造の基本的モデルである．最近接面の内側を Helmholz 層，その外側 Gouy-

Chapman 層と呼ぶ． 

 

図 18 電気二重層の構造モデル図 

(a)Helmholz モデル,(b) Gouy-Chapman モデル,(c) Stern のモデル 
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一方，電極にイオンが特異吸着する場合は，電解質の濃度変化に伴い，零電荷点がシフト

する．特異吸着イオンは電極反応速度に著しく影響を及ぼすため，イオンの吸着性を知るこ

とは重要である．Devanathan-Bockris-Muller によって提唱された，特異吸着イオンの状態を

より具体的に示すのが図 19 の BDM モデルである． 

 

図 19  電気二重層の BDM モデル 

 

またこの電気二重層を利用したエネルギーデバイスに電気二重層コンデンサ（EDLC）

がある．図 20 に EDLC の充放電原理を示す．EDLC は形成される電気二重層に電荷を蓄積

することを原理とする．EDLC を構成する電極には活性炭電極が使用されている．深江に

よれば活性炭電極は集電体にアルミ箔，セパレータは紙や多孔質樹脂，電解液にはアンモ

ニウム塩などを溶かした有機電解液が用いられ，電極には活性炭とカーボンブラックをバ

インダ(樹脂やゴム)で固めたシートが用いられている．またキャパシタ電極の材料構成比

は活性炭:カーボンブラック:バインダ=8:1:1 が一般的に知られていると述べている 33)．  

 

図 20  EDLC の充放電原理 
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また，武田によれば EDLC の電解液には水系と非水系の電解液が使われており，水系電

解液の代表例は硫酸水溶液であると述べている 34)．硫酸水溶液は電気伝導率が高く(35wt%

で 848 mS/cm，25℃)，内部抵抗の小さい EDLC が作成できる．しかし水の電解電圧は理論

的に 1.23 V と低いため，単セル当たりの定格電圧が小さくなってしまうことが欠点であ

る． 

電極に使う活性炭に関しては，野村らによると固相炭素化によって製造される多孔質炭

素であり，吸着材として広く利用されていることが述べられている 35）．活性炭の細孔構造

を模式的に図 21 に示す．孔の大きさ(径)により，マクロ孔，メソ孔，ミクロ孔，サブミク

ロ孔に区別される．活性炭は，植物や石炭などの原料を不活性ガス中にて 800℃程度で炭

化し，その後，水蒸気，二酸化炭素，酸素などの酸化剤を用いて加熱処理(賦活)して製造

する．賦活の初期過程では，炭素結晶子間の炭素構造内の閉鎖されていた孔隙が解放され

て内部の表面積が増加し，次いで炭素結晶子自体を含む炭素構造体が酸化ガス化されて消

耗し，孔径の大きな発達した孔隙を組織的に形成すると考えられている．賦活反応による

炭素消耗率が 50%ではミクロ孔が主体の活性炭が生成し，75%を超えるとマクロ孔の割合

が顕著に増加すると述べられている． 

 

図 21 活性炭の細孔構造  
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1.1.11 電位-pH 図 

金属の腐食や安定性を考えるには，酸塩基反応，酸化還元反応，錯体形成反応の 3 種類が

考えられる．その中の酸塩基反応を横軸，酸化還元反応を縦軸にとり化学種の安定域を図示

したものを電位-pH図という．電位-pH図が創始者の Pourbaixの名前をとり Pourbaix Diagram

とも呼ばれる 36)．アルミニウムと銅の電位-pH 図を図 22 と図 26 に示す．図の電極電位と

pH に関する領域図は基準となる溶存イオン濃度 10-6 M の時のものである．通常この領域は

溶存イオン濃度によって変化する． 

ここでは特にアルミニウムの反応についての説明を行う．アルミニウムに関する存在化

学種を Al,Al3+,Al(OH)3,AlO2
-とする．各々の化学方程式を①～⑤として図示したものが図 22

となる． 

➀.2Al+3H2O⇋Al2O3+6H++6e 

➁.2Al3++3H2O⇋Al2O3+6H+ 

➂.Al2O3+H2O⇋2AlO2
-+2H+ 

➃.Al⇋Al3++3e 

➄.Al+2H2O⇋AlO2
-+4H++3e 

さらに Pourbaix37)によれば中性領域の時に Al の表面に生成する皮膜，腐食生成物は熱力

学的に最も安定なのが Hydrargillite(Al2O3·3H2O)と書かれているが,そのほかにも

Bayerite(Al2O3·3H2O)，Bohmite(γ-Al2O3·H2O)，Corundum(α-Al2O3)，Amorphous 

hydroxide(Al(OH)3)が挙げられている. 

  



 

27 

 

スメクタイト族の粘土 2wt%分散液の pH は 10 付近であるので，アルミニウムは粘土分散

液中で図 10 に示した⑤の反応が-2.1 V で起き腐食されることが読み取れる．この論文中で

使用した金属の電位-pH 図を以下に示す． 

 

図 22 アルミニウムの電位-pH 図 

（作図条件:298 K，活量 10-6） 

 

 

図 23 鉄の電位-pH 図 

（作図条件:298 K，活量 10-6） 
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図 24 亜鉛の電位-pH 図 

（作図条件:298 K，活量 10-6） 

 

 

図 25 チタンの電位-pH 図 

（作図条件:298 K，活量 10-6） 
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図 26 銅の電位-pH 図 

（作図条件:298 K，活量 10-6） 

1.1 目的 

粘土は化粧品や鋳物，塗料など身近にある様々なものに使われており，千以上の用途を持

つと言われている．そんな粘土を水に分散させた粘土分散液の電気的性質はほとんど議論

されておらず未解明点が多い．3 年間の研究で粘土分散液を使ったエネルギーデバイスの可

能性を探った．目標としたエネルギーデバイスの一つはアルミニウム電池で，アノード材料

としての可能性を探った．アルミニウムは単位体積及び単質量当たりの電気容量が高く体

積基準ではリチウムで 4 倍に匹敵する理論容量を持っている．また，アルミニウムは豊富に

存在し，低コストで手に入れられるためアノードとしての注目がされている．しかし，現在

に至るまで実用化されていない．その理由の一つに金属アルミニウムは表面に緻密な酸化

物や水和酸化物を形成し皮膜に覆われてしまうため，アルミニウムの反応性が小さくなり，

電位が高く電流を取り出すことが困難になることが挙げられる．本研究の目的は粘土分散

液を使ったエネルギーデバイス特にアルミニウム電池としての活用を模索した中で得られ

た，粘土分散液の構造と粘土濃度の関係に及ぼす夾雑イオンの影響についての考察を行っ

た．  
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2 実験 

2.1 準備 

2.1.1 使用試薬 

表 5 に使用したスメクタイト族を示す．粘土鉱物を水などの溶媒に分散させ目的の固形

分濃度の粘土分散液を使用した． 

表 5 使用粘土鉱物 

名称 略称 

モンモリロナイト KPF 

サポナイト SA 

ヘクトライト SWN 

スチーブンサイト ST 

 

表 6 に実験で使用した試薬を示す．使用した粘土分散液は 10wt%以上の高濃度品は粉末

を使用し自作し，1wt%以下の低濃度粘土分散液は精製水で希釈し撹拌子(AS ONE,3-6657-

03,Tool ID4876)を用いてスターラー(AS ONE,CHS-180,Instrument ID618)600rpm で 30 分撹拌

子は自作した． 

表 6 使用試薬 

名称 略称 Sample ID 提供元 

モンモリロナイト 2wt 分散

液 

KPF2wt%分散液 14483 クニミネ工業 

サポナイト 2wt%分散液 SA2wt%分散液 14442 クニミネ工業 

ヘクトライト 2wt%分散液 SWN2wt%分散 14414 

14527 

14528 

14522 

クニミネ工業 

イオン増量ヘクトライト

2wt%分散液 

イオン増量 SWN2wt%分散

液 

14285 クニミネ工業 

イオン低減ヘクトライト

2wt%分散液 

イオン低減 SWN2wt%分散

液 

14284 クニミネ工業 

ヘクトライト 3wt%分散液 SWN3wt%分散液 14519 クニミネ工業 

ヘクトライト 5wt%分散液 SWN5wt%分散液 14603 クニミネ工業 

イオン増量ヘクトライト

5wt%分散液 

イオン増量 SWN5wt%分散

液 

14604 クニミネ工業 

イオン低減ヘクトライト

5wt%分散液 

イオン低減 SWN5wt%分散

液 

14605 クニミネ工業 

ヘクトライト 15wt%分散液 SWN15wt%分散液 14416 クニミネ工業 
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スチーブンサイト 2wt%分

散液 

ST2wt%分散液 14564 

14444 

14445 

14520 

クニミネ工業 

スチーブンサイト 5wt%分

散液 

ST5wt%分散液 14606 クニミネ工業 

イオン増量スチーブンサイ

ト 5wt%分散液 

イオン増量 ST5wt%分散液 14607 クニミネ工業 

イオン低減スチーブンサイ

ト 5wt%分散液 

イオン低減 ST5wt%分散液 14608 クニミネ工業 

NaOH 調製ヘクトライト

2wt%分散液(pH13) 

NaOH 添加 SWN2wt%分散

液 

14543 クニミネ工業 

CH3COOH 調製ヘクトライ

ト 2wt%分散液(pH7) 

CH3COOH 添加 SWN2wt%

分散液 

14545 クニミネ工業 

H2SO4調製ヘクトライト

2wt%分散液(pH7) 

H2SO4添加 SWN2wt%分散

液 

14544 クニミネ工業 

NaOH 調製スチーブンサイ

ト 2wt%分散液(pH13) 

NaOH 添加 ST2wt%分散液 14540 クニミネ工業 

CH3COOH 調製スチーブン

サイト 2wt%分散液(pH7) 

CH3COOH 添加 ST2wt%分

散液 

14542 クニミネ工業 

H2SO4調製スチーブンサイ

ト 2wt%分散液(pH7) 

H2SO4添加 ST2wt%分散液 14541 クニミネ工業 

ヘクトライト 2wt%N-メチ

ルホルムアミド+グリセリ

ン分散液 

SWN2wt%有機分散液 14341 

14581 

14582 

クニミネ工業 

スチーブンサイト 2wt%N-

メチルホルムアミド+グリ

セリン分散液 

ST2wt%有機分散液 14583 

14584 

クニミネ工業 

N-メチルホルムアミド+グ

リセリン溶媒 

有機ブランク 14346 クニミネ工業 

NaHCO3+NaOH(pH10.5)緩衝

溶液 

pH10 緩衝液 14162 自作 

ヘクトライト粉末 SWN 粉末 14022 クニミネ工業 

スチーブンサイト粉末 ST 粉末 14024 クニミネ工業 

5wt%アジピン酸水溶液 AA 水溶液 - 自作 

フェノールフタレイン溶液 PP - 自作 
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粘土分散液のイオン量を変えたサンプルのイオン量の参考値を表 7 に示す．イオン量の

調整は Na2SO4を添加しイオン増量サンプルを作成した．イオン減量サンプルはイソプルピ

ルアルコール（IPA）で洗浄し，濾過を繰り返し行った．本論文中で使用しているイオン量

を調整したサンプルは，全てクニミネ工業からの提供品を使用した． 

表 7 粘土分散液のイオン量参考値 

    meq/100g 

    Ca Mg Na K Li 計 

KP-F 未処理 29.22 2.83 107.87 2.39 0.00 142.31 

イオン

増量 

23.1 1.23 231.21 1.27 0.00 256.81 

イオン

減量 

28.37 2.85 103.24 2.15 0.00 136.61 

SA 未処理 1.24 49.78 108.72 1.14 0.00 160.88 

イオン

増量 

1.47 41.23 185.09 0.00 0.71 228.50 

イオン

減量 

1.73 51.47 83.15 1.02 0.00 137.37 

ST 未処理 2.70 88.88 198.43 0.88 0.00 290.89 

イオン

増量 

1.73 80.06 314.46 0.00 0.00 396.25 

イオン

減量 

2.72 95.49 169.16 1.14 0.00 268.51 

SWN 未処理 3.20 58.11 111.08 1.26 0.61 174.26 

イオン

増量 

3.23 43.43 156.18 1.27 44.49 248.60 

イオン

減量 

2.47 61.93 96.94 1.01 0.51 162.86 
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表 8 に電極に使用した金属を示す. 

表 8 使用金属 

名称 略称 Sample ID 規格 

アルミニウム 4N 箔 アルミニウム箔 13932 厚み 0.1 mm,純度 99.99% 

アルミニウム板 アルミニウム - ケニス 

亜鉛板 亜鉛 - ケニス 

鉄板 鉄 - ケニス 

ニッケル板 ニッケル  ケニス 

鉛板 鉛 - ケニス 

銅板 銅板 14222 厚み 0.3 mm 

金線 Au 14587 Φ0.3,純度 99.99% 

亜鉛線 Zn 14547 Φ0.5 

銅線 Cu - Φ2 

白金棒 Pt 14621 

14622 

Φ1,長さ 100 mm 

グラッシーカーボン棒 GC 14496 

14497 

Φ3,長さ 100 mm 

SUS304 ビーカー SUS ビーカー - - 

10wt%以上の高濃度粘土分散液の作成方法 

精製水を入れた 10 mL ビーカーに上皿電子天秤(西独ザウトリウス社，L420S+，装置

ID:622)で量り取った粘土粉末をガラス棒で攪拌させながら少量ずつ入れた．10wt%以上の

粘土分散液はガラス棒で搗くように押しつぶしながら混ぜ込み，所定濃度へと調整した． 

pH10 緩衝液作成方法 

JISK800138)の pH10 緩衝液の作成法に従った．0.2 M の水酸化ナトリウム(和光純薬工業，

特級，試薬 ID:7650)水溶液 5.35 mL と 0.05 M の炭酸水素ナトリウム(和光純薬工業，特級，

試薬 ID:13449)水溶液を 50 mL を 100 mL フラスコに正確にとり，水を標線まで加えて混合

して作成した． 

AA 水溶液作成方法 

白谷の修士論文 39)の作成方法に従った．上皿電子天秤(A&D 社，EK-300i)でアジピン酸ア

ンモニウム(日本蓄電器工業，コンデンサグレード)10 g を測り取った．200 mL ビーカーに

純水 190 g を測り取った．純水が入ったビーカーに測り取ったアジピン酸アンモニウムを 10 

g 加えた．アジピン酸アンモニウムの白色結晶が目視で観察できなくなるまでガラス棒で攪

拌した． 
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2.1.2 スライドガラスセル組 

図 27 にスライドガラスセルの図面を示す．顕微鏡の対物レンズとステージとの間に収ま

るセルを試作した．セルはスライドガラスに Au の作用極と対極を，電極間距離 10 mm で

配置した．作用極と対極の中間点に，Zn の準参照極を配置した．作用極と対極と参照極に，

それぞれ試料を 1 滴ずつ滴下した．このセルをスライドガラスセルとした． 

 

図 27 スライドガラスセル図面 
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3.1.2 クロノポテンショグラムと顕微鏡観察結果スライドガラスセルで使用したスライド

ガラスセルの電池式一覧を表 9 に示す． 

表 9 電池式一覧 

番号 電池式 備考 

1 Au|SWN2wt%分散液|Zn vs.Zn  

2 Au|ST2wt%分散液|Zn vs.Zn  

3 Au|SWN2wt%有機分散液|Zn vs.Zn  

4 Cu|SWN2wt%分散液|Cu vs.Cu  

5 Au|有機ブランク|Au vs.Zn 溶液がスライドガラスセルからこぼれて

しまうため電極の周りにバスボンドで堤

を作成 

6 Au|有機ブランク＋SWN2wt%有機分

散液 2 滴|Au vs.Zn 

溶液がスライドガラスセルからこぼれて

しまうため電極の周りにバスボンドで堤

を作成 

7 Au|pH10 緩衝液|Au vs.Zn 溶液がスライドガラスセルからこぼれて

しまうため電極の周りにバスボンドで堤

を作成 

8 Au|SWN2wt%分散液+PP|Au vs.Zn  

9 Au|SWN2wt%有機分散液+PP|Au 

vs.Zn 

 

10 Au|イオン増量 SWN2wt%分散液|Zn 

vs.Zn 

 

11 Au|イオン低減 SWN2wt%分散液|Zn 

vs.Zn 

 

12 Au|イオン増量 ST2wt%分散液|Zn 

vs.Zn 

 

13 Au|イオン低減 ST2wt%分散液|Zn 

vs.Zn 

 

14 Au|SA2wt%分散液|Zn vs.Zn  
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2.1.3 金属の前処理 

金属の前処理はメッキなどを行う上で重要な工程で研磨や脱脂などのことを指す．斉藤

は一般金属材料の表面にはほとんどの場合，油脂，さび，ほこり，ごみなどの汚染物質が付

着している．メッキの前処理とは，これらの汚れを金属材料表面から除去し，メッキに最も

適した，洗浄な状態にする操作およびその工程をいう．すなわち金属材料表面の汚染物質を

除去し，活性化することが前処理を行う目的であり，一般的な化学的方法による前処理工程

の順序は，脱脂-水洗-酸洗-水洗-活性化-水洗であると述べられている 40)． 

アルミニウム箔の前処理の説明を行う．10 mL ビーカーを 8 個用意する．6 つのビーカー

に精製水を 1/3 入れた．残り 2 つの 10 mL ビーカーに 1MNaOH 水溶液と 1MHNO3水溶液を

それぞれ 1/3 ずつ入れたもの用意した． 

はじめに，1MNaOH 水溶液に 60 秒浸漬し，精製水に 30 秒浸漬を 3 回繰り返して洗浄し

た．その後 1MHNO3水溶液で 30 秒浸漬し，精製水に 10 秒浸漬を 3 回繰り返して洗浄した．

前処理後は自然酸化被膜が形成されるためにすぐに実験溶液に浸し実験を開始させた． 

4.1.4 アルミニウムのアノード酸化の可能性の実験で使用したアルミニウム箔や 3 章で使

用した金属はすべて前処理を行った． 

4.1.3 アルミニウムの表面酸化物除去の可能性で使用したアルミニウム箔の前処理につ

いては白谷の修士論文 41)によると前処理を行うことでアルミニウム箔上に白い結晶を作り，

クロノポテンショグラムが直線にならずに平坦部分ができてしまうと記述していたので前

処理の工程を行わず，水洗いのみ行った． 

グラッシーカーボンの粗削り 

電極表面の粗削り用に#1500 の耐水性ペーパーを用意した．精製水で耐水ペーパーを濡ら

した．耐水ペーパーにグラッシーカーボン電極の底面を置き，耐水ペーパーの上で 8 の字を

書くように軽い力で 1 分間研磨した． 

次に電解液に浸漬するグラッシーカーボンの側面を研磨した．濡らした耐水ペーパーで

グラッシーカーボンを包んだ．耐水ペーパーで包んだグラッシーカーボンを軽い力で回転

させて 1 分間研磨した． 

最後に 100 mL ビーカーに入れた精製水にグラッシーカーボンを浸漬させて洗った． 

グラッシーカーボンの仕上げ研磨 

仕上げ研磨のためにドクターラップのポリシングクロスを用意した．0.05 µm アルミナ懸

濁液でポリシングクロスを濡らした．研磨方法は 2.1.1 グラッシーカーボンの粗削りで記述

した方法と同じで行い時間のみ 3 分間行った． 

グラッシーカーボン電極の表面についたアルミナを精製水で洗い流した．最後に 100 mL

ビーカーに入れた精製水にグラッシーカーボンを浸漬させて洗った． 
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2.2 評価 

2.2.1 偏光観察 

図 28 に偏光観察実験の概略図を示す．試料としてスメクタイト族の粘土を水に分散させ，

粘土濃度が 2wt%になるように調整した粘土分散液を用意した．LED ライトの上に偏光子と

しての偏光板を一枚置いた．その上に粘土分散液が入った，容器自体が複屈折を起こさない

スクリュー菅またはビーカーを置いた．その上に倹光子として偏光板を一枚，直交ニコルに

して置いた．LED ライトから光を真下から照射し，直行ニコルで真上から室温 25℃で偏光

観察を行った．また試料を揺らして流動時の偏光観察も同様にして行った． 

 

図 28 偏光観察実験の概略図 
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2.2.2 顕微鏡観察 

図 29 に顕微鏡観察の模式図を示す．光学顕微鏡(BX53M, OLYMPUS 製)のステージに，偏

光子の偏光板を置いた．そこにスライドガラスセルを置き，さらに検光子の偏光板を置き擬

似的な偏光顕微鏡として使用した．通電しながらセルの作用極近傍をクロスニコルとオー

プンニコルで観察した．電流の極性を切り替えて，光学顕微鏡観察を繰り返し行った． 

 

図 29 顕微鏡観察の模式図 

図 30 にゲル化の観察の模式図を示す．顕微鏡下で通電後の粘土分散液のゲル化の観察も

行った．電極近傍の粘土分散液をピンセットで突っつき，ゲル化の状態を観察した． 

 

図 30 ゲル化の観察の模式図 
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2.2.3 クロノポテンショメトリー 

クロノポテンショメトリーのクロノ(chrono-)は時間を表す接頭語であり,ポテンショメト

リーは電圧（-potentio-）測定法（-metry）．つまり電位の時間変化を測定し電気化学反応に関

する様々なパラメータを求める測定法がクロノポテンショメトリーである．一般的に行わ

れているクロノポテンショメトリーは作用極に定電流を流し，作用極と電解液の間に流動

を与えない状態で電位の経時変化を測定する． 

図 31 に電流制御操作図を示す．セルの通電はガルバノスタット(HA151,北斗電工製)で制

御し，参照極に対する作用極の電位を測定した．時間は，ストップウォッチ（M-300，SEIKO）

で測定した． 通電開始時を時刻 0 とし，アノード通電から開始し，300 秒ごとに作用極を

アノードとカソードに切り替えた．見かけの電流密度が 100µA/cm2 となるように，100 μA

の電流を通電した．セルは 2 個準備し，平均 2 のクロノポテンショグラムを求めた． 

 

図 31 電流制御操作図 
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2.2.4 粘弾性測定 

粘弾性測定にはレオメータ(Thermo Fisher Scientific,HAAKE MARSⅢ type066-1322)を使用

した．図 32に 3.2.1電界印加と粘弾性の測定時のセルの概略図示す．粘土分散液は SWN2wt%

分散液を使用した．レオメータの下部プレートを作用極とし，対極をステンレス板として，

下部プレート|SWN2wt%分散液|SUS430 のセルを組み立てた．そのセルに 2.2.3 クロノポテ

ンショメトリーの条件で通電した．通電後の作用極から 1 mm スライダーを差し込み分液し

た．通電後の作用極に付着した 1.2 mm の SWN 2wt%分散液を電極近傍試料，それ以外の

3.25 mm の SWN 2wt%分散液を沖合試料として，未通電の SWN 2wt%分散液と比較した．そ

れぞれの試料で静的粘弾性測定を行い，測定ギャップ 50 µm とし，Gap セット後２分静置

してから 1～1000 /s の up 過程でせん断をかけ，そのあとすぐに 1000～1 /s の down 過程で

粘度を測定した．値はせん断速度 1.32 /s 時の down 過程を採用した． 

3.3.2 温度変化による粘土分散液の動的粘弾性と相変化については，動的粘弾性の温度依

存性をレオメータ (Thermo Fisher Scientific,HAAKE MARSⅢ type066-1322)で測定した．

ST2wt%分散液を使用し，ローター直径 60 mm の o パラレルプレート PP60TiL(222-18666)を

用いて f=1.0 Hz,ω=6.283 rad/s,γ=0.05 の条件で温度依存による貯蔵弾性率 G'および損失弾性

率 G''を測定し，G''/G'として tanδ を得た． 

 

図 32 セルの概略図 
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2.2.5 通電時における温度変化の観察 

この評価法で 3.3 相変化とエントロピー変化の関係の実験をした．図 33 にセルの図面を

示す. ウォーターバス内を水で満たして温度 33 ℃に設定した．棒温度計をウォーターバス

内に差し込み温度が 33 ℃になるか確認した．100 mL ビーカーに ST2wt%分散液を液面高さ

4 cm になるように入れた．銅電極を電極間距離 10 mm，電極面積 10 mm で固定した．これ

を電池式 Cu|ST2wt%分散液|Cu の 100 mL ビーカーセルとした． 

 

図 33  100 mL ビーカーセル図面 
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100 mL ビーカーセルをウォーターバス内に入れた．ウォーターバス内に 100 mL ビーカ

ーセルを固定するのに c 型クランプを使用した．熱電対を使い 100 mL ビーカーセル内の液

温がウォーターバス内の水温と同じになるのを確認した．熱電対を電極間に差し込み，100 

mLビーカーセル内で熱電対を用いて温度を測る場所を図 34 のように設定した．①が液面，

②液面から 1 cm，③液面から 2.5 cm，④が液面から 3.8 ㎝とした．100 mL ビーカーセル内

の②で高さを固定して熱電対を左右に動かしてサーモグラフィーを用いて表面温度も測定

した．液温が水温と一定になったらガルバノスタットを用いて見かけの電流密度 0.1 mA/cm2

で通電した．温度の記録を測定開始時，6 分，15 分，50 分，70 分で行った． 

 

 

図 34 100 mL ビーカーセルの温度測定点 
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2.2.6 粘土分散液の金属酸化皮膜の除去剤の可能性 

漬処理液として,低粘度な pH10 緩衝液と高粘度な SWN2wt%分散液を準備した．アルミニ

ウム箔を使用した． 

図 35 に電位測定時の概略図を示す．未化成箔への皮膜除去効果を見るために，それぞれ

の浸漬処理液に，アルミニウム箔を浸漬し，銀塩化銀電極に対する電位 E の時間変化を測

定した．同時に電極の様子も観察した． 

 

図 35 セルの概略図 

 

図 36 に旗型電極の平面図を示す.次に化成箔への皮膜除去効果を見るために，アルミニウ

ム箔を，幅 10 mm，高さ 50 mm で，電解液に浸る面積が，両面で 1000 mm2となるように金

切りばさみを用いて切り出し旗型電極とした. 

 

図 36 旗方電極の平面図 
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図 37 に 50 V 化成実験セルの図面を示す．図 38 に 50 V 化成実験の回路図を示す．直流電

源(高砂製作所，ZX-S-1600MA)を用いて電流 10 mA を通電し，アルミニウム箔を AA 水溶

液中で，アノード酸化した．みかけの電流密度 j=1 mA/cm2 となるようにした．電流絞り込

みは行わず，50 V に到達したらただちに電流をカットオフした．アノード酸化時の電圧 V

を時間 t とともに記録しクロノポテンショグラムを得た. 

 

図 37 50 V 化成実験セルの図面 

 

図 38 50 V 化成実験の回路図 
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図 39 に静電容量測定時の図面を示す．図 40 に静電容量測定時の回路図を示す．静電容

量の測定は 43)，浸漬処理した電極をよく水洗いし，浸漬条件と同じ位置に電極を置き，セル

を組んだ．このセルの電解液に AA 水溶液を入れ，LCR メーター（HIOKI，3522-50）を用

いてインピーダンス|Z|と位相角 θ を測定した．直列等価回路と仮定して,静電容量 Csを求め

た. 

 

図 39 静電容量測定時の図面 

 

図 40 静電容量測定時の回路図 

塗工時における化成箔への皮膜除去効果を見るために，地面に対して垂直につるした 50 

V 化成アルミ箔に，浸漬処理液をディスポスポイトで 2 mL 垂らし,塗工処理を行い 19 時間

静置した．静置した箔の目視観察を行い，AA 溶液中でアルミ箔の電位を銀塩化銀電極で測

定した．その後，上述の条件で 50 V まで再化成を行った． 
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2.2.7 アノード酸化限界電圧測定 

現代の電気化学によるとアルミニウムをアノード溶解すると(1)式の反応でアルミニウム

表面に酸化物（Al2O3）の強固で緻密な皮膜が生成される． 

2Al+3H2O→Al2O3（被膜）+6H++6e     (1) 

しかし，水溶液から生成したばかりの酸化アルミニウムは酸に溶けやすいので，一部は（2）

式によって化学溶解する． 

Al2O3+6H+→2Al3++3H2O     (2) 

すなわち，アルミニウムを硫酸中でアノード酸化すると，最初は強固で緻密なバリアー層

の酸化皮膜が生成するが，間もなく，生成した皮膜の各所に微細な孔が生じ，その後皮膜の

成長はこの孔の底部で起こり，生成した酸化物は横方向に押し出され，上へ上へとのびて，

ポーラスな酸化皮膜（ポーラス層）が形成される 42)． 

この評価法で 4.1.4 アルミニウムのアノード酸化の可能性の実験をした．図 41 にセルの

図面を示す．図 42 に旗型電極の平面図とアノード酸化限界電圧測定時の図面を示す．作用

極には，4N のアルミニウム箔を旗形に切り出した電極面積 1 cm2(片面 10×5 mm)の旗形電

極を使用した．対極に，SUS 容器（コヒーミルクピッチャー，内径 30 mm）を用いていた． 

 

図 41 電極の平面図 
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図 42 アノード酸化限界電圧測定時の図面 

定電流直流電源を用いてセルをつないだ．電流密度 1 mA/cm²とし，低圧用化成箔の皮膜

耐電圧試験法 43）に従って，皮膜耐電圧 Vfと電圧上昇速度 dV/dt を測定しながら試験中の気

体の発生や火花の様子を観察した．粘土分散液の分散の状態によってアノード酸化限界電

圧にばらつきができてしまうため SUS カップは底の浅いコーヒーミルクピッチャーを使用

した．皮膜耐電圧測定後のアルミニウム箔を目視及び光学顕微鏡で観察した． 

表 10 に使用したセルの電池式を示す． 

表 10 電池式一覧 

番号 電池式 備考 

1 Al|ST2wt%分散液|SUS 4N 箔使用 

2 Al|SWN2wt%分散液|SUS 4N 箔使用 

3 Al|SA2wt%分散液|SUS 4N 箔使用 

4 Al|pH10 緩衝液|SUS 4N 箔使用 

  



 

48 

 

2.2.8 導電率評価法 

・交流インピーダンス法 

交流インピーダンス法は電極界面のインピーダンスを測定する手法である．図 27 に cole-

cole plot を示す．cole-cole plot は複素インピーダンス|Z|と位相角 θ を極座標平面にプロット

することで得られる．複素インピーダンス|Z|は交流を印加した時の電圧の振幅を電流の振

幅で割った物理量で，位相角 θ は電圧と電流の波形のずれである．cole-cole plot は特性上周

波数の情報が消えてしまうためプロット上に周波数を書き込む必要がある． 

交流インピーダンス法によりイオン導電率を求める方法は小林らの論文に書かれている

ものを要約する 49)．周波数応答解析装置を使い測定条件として交流印加電圧は，10 mV か

ら 1 V 程度の範囲で設定する．一般的には 10 mV 程度に設定することが推奨されるが抵抗

値が高く，インピーダンス|Z|が数 100 kΩ を上回るような場合は電流がわずかにしか流れず，

測定誤差が大きくなるため，振幅を 1 V 程度にする必要がある．逆のことを考えるとインピ

ーダンス|Z|が数 10 Ω を下回る場合は，電流が過剰に流れるため測定誤差が大きくなる場合

があるので必要に応じて印加電圧の振幅を小さくする必要がある．一般に測定の周波数範

囲は，1 mHz-1 MHz に設定するがインダクタンスによる影響が考えられるので正確な導電

率を求めるためには 10 MHz まで測定することを推奨する．本論文では 3 章，4 章でセル定

数を求めるために使い，4 章で導電率を求めるために使用した． 

 

図 43 cole-cole plot（ナイキストプロット） 

 

図 44 に Bode plot を示す．周波数特性を見るには Bode plot の方が見やすいのでそちらの

図を描くことを推奨する．Bode plot は縦軸に|Z|，と位相角 θ 横軸に周波数 f をプロットする

ことで得られる． 
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図 44 Bode plot 

・セル定数の決定 

セル定数は交流インピーダンス法で求めた．セル定数を求めるために電解液にはあらか

じめ導電率が分かったもの，例えば 0.02 MKCl 水溶液（25 ℃，2.8 mS cm-1），1 MKC 水溶液

（25 ℃，100 mS cm-1）45)を使い 5 kHz 時の RACRを使い(1)式より求めた． 

a = σ・RACR (1) 

・導電率測定 

溶液の導電率は卓上型の電気伝導率計（TOADKK,CM-40G，装置 ID:444）とハンディタイ

プの電気伝導率計 LAQUAtwin(HORIBA,EC-33B，装置 ID:ID:1897)を使用した．また粘土分

散液の濃度が高く市販の電気伝導率計で測定できないものは LCRハイテスタ（HIOKI，3522-

50，装置 ID:846）を使い，交流インピーダンス測定測定により求めた．測定条件は小林らの

論文 44)を参考にした．図 45 にセルの三面図を示す．電極には一般的には白金黒電極などを

用いるのが好ましいが本研究では白金で代用した．測定時の Level（交流印加電圧)は 10 mV，

周波数範囲は 1 Hz-100 kHz とした．導電率 σ/S cm-1を求める際の周波数は 5 kHz のインピー

ダンス|Z|/Ω と位相角 θ/°を使い(2)式から R/Ω を算出した．算出した交流抵抗 RACR とセル定

数 a/cm-1 から(3)式を用いて導電率 σ/S cm-1 を求めた．同じセルを使い 10 µA の定電流をガ

ルバノスタット(HOKUTO DENKO,HA-151,装置 ID:171)で通電し，IR ジャンプした際の電圧

から開回路電圧の差から求めた ΔE/V から(4)式を使い直流抵抗 RDCRを求めた．(5)式から直

流の導電率を求めた． 
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RACR = |Z|cosθ   (2) 

σ = aRACR (3) 

RDCR = ΔE/10 µA(4) 

σ = aRDCR         (5) 

 

図 45 セルの三面図 

 

表 11 に実験で使用した 4.2 粘土/水分散液の導電率で使用した電池式一覧を示す． 

表 11 電池式一覧 

番号 電池式 備考 

1 Pt|0.02 MKCl|Pt セル定数の決定に使用 

2 Pt|ST20wt%分散液|Pt - 

3 Pt|ST30wt%分散液|Pt - 

4 Pt|ST35wt%分散液|Pt - 

5 Pt|ST40wt%分散液|Pt - 

6 Pt|ST45wt%分散液|Pt - 

7 Pt|ST50wt%分散液|Pt - 

8 Pt|SWN30wt%分散液|Pt - 

9 Pt|SWN40wt%分散液|Pt - 

10 Pt|SWN50wt%分散液|Pt - 
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2.2.9 粘土分散液中における各種金属の表面変化 

浸漬液として，粘土分散液，pH10 緩衝液を準備した．金属板として，アルミニウム，亜

鉛，チタン，銅，鉄，を準備した．金属板を幅 20mm，他高さ 50mm に切り出した.スクリュ

ー管に浸漬液 12.5 mL を入れた．それぞれの金属板を室温(25℃)で浸漬液に浸し，金属板の

変化を観察した．浸漬後 30 秒～24 日後の水銀酸化水銀電極(Hg/HgO/1M NaOH)(NHE に対

して 0.14 V)に対する電位を測定した． 

また，電解液として浸漬液を使用して，サイクリックボルタンメトリー（CV）を行った．

電池式は Al|電解液|SUS430 vs.Hg/HgO とした．測定には関数機能付きポテンショ・ガルバ

ノスタット（HOKUTO DENKO，HA-151，ID624），X-Y レコーダー（GRAPHTEC，WX1100）

を使用した．装置接続にはポテンショ・ガルバノスタット付属にバナナコード，TO-CELL-

OUT コードを使用した．測定条件は掃引範囲 OCP から+0.3 V，掃引速度 10 mV/s，アノー

ド掃引スタート，ファンクションジェネレーターの波形は連続三角波でサイクル数は 3 サ

イクルとして，電圧-見かけの電流密度曲線としてのサイクリックボルタモグラムを得た． 
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2.2.10 粘土分散液の構造と粘土濃度の関係に及ぼす夾雑イオンの影響 

固形分濃度が異なる粘土分散液を調製した．異なる種類の粘土分散液を調製した．粘土分

散液の粒度分布を DLS で求めた。粒度分布から比表面積を宮脇らの文献 47）の（5）式で求

めた．  

それぞれの濃度の粘土分散液の導電率を測定した． 導電率と固形分濃度の関係を求めた． 

粘土鉱物に含まれる夾雑イオン量を XRF 求めた．粘土分散液に相当する濃度の夾雑イオ

ン水溶液を調製し，その導電率を測定した． 
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3 電界応答としての粘土分散液の構造による影響 

3.1 目的 

粘土分散液中の粘土シートは緒言で述べたカードハウス構造を取っているといわれてい

る．しかしスメクタイト族からなる粘土分散液を偏光観察すると，液晶ドメインが観察され

るため，このカードハウス構造に疑問を抱いている．3 章の目的は粘土分散液の構造を議論

し，電界応答としてレオロジーと液晶性にどのような影響があるのかを検討した． 

 

図 46 カードハウス構造の模式図 

粘土シートの負電荷を帯びた層面と，正電荷を帯びた端面がお互いに引き合い作る立体会合構造のこと． 
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3.2 電界印加と複屈折性 

3.2.1 偏光観察 

表 12 に室温での粘土分散液の偏光観察結果を示す．25℃で最も複屈折によって旋光した

液晶ドメインが最も大きかったのは SA2wt%分散液だった．また SA は色がついて観察され

た．ST2wt%分散液は液晶ドメインがほとんどなく 9 割程度が等方的な液体だった．ST はほ

かのスメクタイト族に比べて等方的な液体だった．SWN2wt%分散液は 9 割が液晶相であっ

たが，1 割が等方相だった． 

表 12 粘土分散液の偏光観察結果 

名称 観察結果 備考 

SA2wt%分散液 

 

全体で複屈折 

3 割が着色して旋光 

SWN2wt%分散液 

 

9 割が旋光 

ST2wt%分散液 

 

1 割が旋光 

9 割等方相 

 

  



 

55 

 

表 13 に温度を変えた時の偏光観察結果を示す．どの粘土分散液も 50℃を越えたところで

相変化が見られた． SA と SWN は温度を上げていくと液晶相の割合が減った．90℃の SA

と SWN2wt%分散液は 25℃の時と比較すると液晶相が 3 割程度になった．ST は温度を上げ

ることで液晶相が増えた． ST は 50℃で最も複屈折が観察されて全体の 3 割が液晶相とな

った． 

表 13 温度を変えた時の偏光観察結果 

温度 SA2wt%分散液 SWN2wt%分散液 ST2wt%分散液 

25℃ 

 
 

 

30℃ 

 

 

 

※表次のページに続く 
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50℃ 

 

 

 

60℃ 

 

 
 

70℃ 

 

 

※表次のページに続く 
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90℃ 

   

 

表 14 に夾雑イオンによる粘土分散液の構造への影響をまとめたものを示す．粘土分散

液は夾雑イオンの量で，液晶ドメインの分布として相構造が異なった．夾雑イオン量を増

加させると液晶ドメインが増加した．逆に，低減させることで等方相が増えた．またイオ

ン量を増加させると結晶のような粒状になっていた． 

表 14 夾雑イオンによる粘土分散液の構造への影響 

Sample Name イオン増量 イオン低減 

ST2wt%分散液 

 

針状の結晶のようなものが

観察 

 

通常品と比較してあまり変

化なし 

SWN2wt%分散液 

 

粒状の結晶のようなものが

観察された 

 

通常品と比べて等方相が増

えた． 
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 表 15 に粘土濃度が粘土構造に与える影響をまとめた表を示す．粘土濃度が増すことで

粘土分散液全体が複屈折するようになり，粘土分散液全体が液晶相となった．粘土濃度が

10wt%を超えると分散液全体がぼんやり旋光するようになった．また，SWN5wt%分散液と

イオン低減 SWN5wt%分散液は着色して旋光した．イオン増量 SWN5wt%分散液は全体が

ぼんやり旋光するだけで着色は見られなかった．つまり，夾雑イオン量を増量させること

で粘土分散液の液晶ドメインとしての分布の相構造は粘土濃度を増加させた時と同様の状

態になり疑似的に粘土濃度が増した状態になっていると考えられる．夾雑イオンが増加し

たことにより，分散液中の粘土シートが凝集した構造をとり全体に均一に分散しているの

ではなく，局所的に粘土濃度が増加している部分出来ることによって液晶ドメインを形成

し，2wt%分散液中では粒状の結晶のように観察される．10wt%以上では粘土分散液の構造

として等方相が存在する状態よりも結晶のように配列している方がエントロピー的に安定

するので粘土分散液全体で複屈折するようになる．粘土分散液というより鉱物としての性

質が強くなっていると考えられる． 

表 15 粘土濃度が粘土構造に与える影響 

粘土濃度 SWN ST 

3wt% - 

 

5wt% 

 

 

 

※表次のページに続く 
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イオン低減

5wt% 

 

- 

イオン増量

5wt% 

 

- 

10wt% 

 

- 

15wt% 

 

 

 

※表次のページに続く 

- 
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50wt% 

 

 

 

 

  



 

61 

 

3.2.2 作成したセルの使用感 

図 47 に作成したスライドガラスセルを用いて顕微鏡観察を行った際の様子を示す．顕微

鏡観察するうえで，作成したスライドガラスセルは，粘度が高く，透明な溶液の観察に適し

ていた．特に，粘土/水分散液は，よく観察できた． 

pH10 の緩衝液ではスライドガラスからこぼれてしまい観察はできなかった．また透明で

ない溶液も観察出来なかった． 

 

図 47 スライドガラスセルの使用感 
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3.2.3 クロノポテンショグラムと顕微鏡観察結果 

図 48 にクロノポテンショグラムと顕微鏡観察結果を示す．通電前の亜鉛に対する自然電

位は 1.0 V だった．通電開始 10 秒で 2.1 V，30 秒で 2.5 V まで電位が上昇した． 

図 48 の(a)に電極近傍の顕微鏡観察結果を示す．金電極表面から沖合 500µm 付近の

SWN2wt%分散液が旋光し明視野が観察された．金電極表面に SWN2wt%分散液がはり付い

た．この金電極表面から沖合 500 µm の旋光している SWN2wt%分散液の層を田邉-伊藤層

500 と名付けた． 

カソード反転後，330 秒で電位が 1.6 V になり 340 秒で 0.8 V，350 秒で 0 V となった.430

秒で電位は-0.3 V になった．図 48 の(b)に電極近傍の顕微鏡観察結果を示す．カソード反転

前に旋光し明視野が観察されていたところが一部暗視野になった．また金電極表面にオー

プンニコルでも観察できる，厚み 50 µm の層が観察された.この金電極表面に生成する 50 

µm の層を田邉-伊藤層 50 と名付けた． 

再アノード反転後，540 秒で電位が 2V となり，550 秒で 2.3 V，590 秒で 2.5 V となった．

640 秒で電位が 2.6 V だった．再アノード反転前に観察された田邉-伊藤層 50 が消えた．図

48 の(a)同様に田邉-伊藤層 500 が観察された． 

 

図 48 クロノポテンショグラムと顕微鏡観察 
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図 49(a)クロスニコル 

 

図 50 (b)クロスニコル 
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図 51 (b)オープンニコル 
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図 52 に田邉伊藤層 50 のゲル化の観察結果を示す．カソード分極時に生成した田邉-伊藤

層 50 は周りの SWN2wt%分散液より固く，ピンセットを差し込む上下することで層が崩れ

た．崩れた層はピンセットでつまめるくらいゲル化しており，固まったヨーグルトぐらいの

固さであった． 

アノード分極後ゲル化した SWN が電極にはり付いていた．ピンセットを差し込み上下し

ても周りの SWN2wt%分散液との違いは分からなかった． 

 

図 52 田邉-伊藤層 50 のゲル化の観察結果 
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表 16 に通電による田邉-伊藤層の生成条件をまとめた．田邉-伊藤層 50 はカソード分極の

みでは生成することはなく，カソード分極前にアノード分極をしていないと発生しなかっ

た． 

 表 16 通電による田邉-伊藤層の生成条件  

実験開

始時の極

性 

アノードスタート 

 

カソードスタート 

 

田邉-伊藤層

50 
田邉-伊藤層 500 

田邉-伊藤層

50 
田邉-伊藤層 500 

分極前 なし なし なし なし 

0～330 

s 
なし 

生成 

100s ほどで旋光し明

視野が広がった 

なし 

なし 

金電極の周りがぼやけてい

た 

極性切

り替え 

330～540 

s 

生成 

極性切り替え

後 100s ほど

で観察 

消える 

極性切り替え前明視

野だったところが暗

視野になった 

なし 
生成 

旋光して明視野が広がった 

極性切

り替え 

540～840 

s 

消える 

極性切り替え

後 100s ほど

で消滅 

生成 

明視野が広がった 

生成 

100s 程で観察

された 

消える 

明視野が暗視野になっ

た.TIL50 の中に泡が発生し

て移動していた 

極性切

り替え 

840～

1080 s 

生成 

極性切り替え

後 100s ほど

で生成 

消える 

明視野から暗視野に

なった 

消える 

極性切り替え

後 100s ほど

で消滅 

生成 

明視野が広がった 

 

  

https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/auth/54299/2017_H29/ttn91667/20210531_nendo_TIL_cp/nendo_TIL_chrono_a.jpg
https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/auth/54299/2017_H29/ttn91667/20210531_nendo_TIL_cp/nendo_TIL_chrono_a.jpg
https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/auth/54299/2017_H29/ttn91667/20210531_nendo_TIL_cp/nendo_TIL_chrono_c.jpg
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表 17 にセルの違いによる田邉-伊藤層 50 の生成条件をまとめた表を示す．ST2wt%分散液

でも田邉-伊藤層 50 は生成した．ブランクの pH10 緩衝液では田邉-伊藤層 50 の生成は確認

できなかった． 

田邉-伊藤層 50 は電極を銅に変えた場合や-1.6 V の電圧を印加した時は，アノード反転し

ても消えずに残った．また銅電極がアノード分極時に溶け出して粘土分散液が一部青くな

っていたのが確認された． 

表 17 セルの違いによる田邉-伊藤層の生成条件 

セル

番号 

田邉伊藤層 50 泡 

①カソ

ード分極 

②アノ

ード分極 

③カソ

ード分極 

④アノ

ード分極 

①カソ

ード分極 

②アノ

ード分極 

③カソ

ード分極 

④アノ

ード分極 

1 なし なし 生成 消える 発生 発生 発生 発生 

2 なし なし 生成 消える 発生 発生 発生 発生 

3 生成 消える 生成 消える 発生 なし 発生 なし 

4 なし なし 生成 残る 発生 なし 発生 なし 

7 なし なし なし なし 発生 発生 発生 発生 

5 なし なし なし なし なし なし なし なし 

6 生成 消える 生成 消える あり なし あり なし 
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表 18 に粘土分散液に PP を入れて田邉伊藤層 50 生成時の pH 変化をまとめた表を示す．

アノード分極した際に発生する気泡により PP が無色になり pH が下がった．つまり酸素が

発生したと考えられる．酸素が発生する際の反応式を(1)に示す．カソード分極時には PP に

色の変化がなかった．pH は塩基性から変化していないまたはより塩基性になっているので，

発生した気体は水素と考えられる．水素が発生する際の反応式を（2）に示す． 

4OH-→O2+2H2O+4e +0.401Vvs.NHE (1) 

2H2O+2e→2OH-+H2 -0.8285Vvs.NHE (2) 

表 18 田邉伊藤層 50 生成時の pH 変化 

セル

番号 

田邉伊藤層 50 pH 

①カソ

ード分極 

②アノ

ード分極 

③カソ

ード分極 

④アノ

ード分極 

①カソ

ード分極 

②アノ

ード分極 

③カソー

ド分極 

④アノー

ド分極 

8     なし なし 生成 生成 - - - - 

PP 薄くな

る 

pH10→8 

9   生成 消える 生成 消える - - 

気泡の周り

の PP 紫色 

pH10→8 

 - 

田邉伊藤層は粘土分散液特有の現象であり，アノード分極することで配向に伴う層が生

成し，カソード分極時には配向していた粘土シートが凝集し等方的な層になる．またカソー

ド分極時に生成された層はアノード反転することで消える．しかし電極を銅などに変える

ことで電極自体がアノード反応によってカチオンとして溶け出し粘土分散液と反応するこ

とで消えずに残ることが分かった． 
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3.2.4 粘土分散液中の夾雑イオンが及ぼす田邉-伊藤層生成への影響 

表 19 に夾雑イオン量を変えた粘土分散液での田邉-伊藤層 50 生成の影響をまとめたもの

を示す．イオン増量品はカソード分極前にアノード分極を行わないでも田邉-伊藤層 50 が生

成した．アノード反転することで通常品の同様に層が消えた．イオン減量品は田邉-伊藤層

50 が生成しなかった．アノード分極時に生成する田邉-伊藤層 500 はイオン増量品のみ発生

しなかった．田邉-伊藤層の生成に夾雑イオンが関係していることが示唆される． 

表 19 Na イオンが及ぼす田邉-伊藤層 50 生成への影響 

分極の操作 
ヘクトライト

2wt%/水分散液 

イオン増量ヘクトライト

2wt%/水分散液 

イオン低減ヘクトライト

2wt%/水分散液 

カソード電

流通電 
なし 生成 なし 

アノード反

転 
なし 消える なし 

カソード反

転 
生成 生成 なし 

アノード反

転 
消える 消える なし 

アノード分極時に粘土分散液の層間イオンである Na+が H+に置換されることが報告され

ている 48)．このことを踏まえてアノード反応を式(3)から(5)に示す．(4)に示した金の酸化反

応時の H+が層間の Na+と置換し，粘土分散液中の層間外の Na+が増えていると考えられる．

粘土分散液中のNa+が増えた状態でカソード分極することで田邉-伊藤層 50 が生成すると考

える．イオン増量品はアノード分極する前から粘土分散液中の Na+が豊富にあるためカソー

ド分極のみで田邉-伊藤層 50 が生成する．イオン低減品は Na+が少ないので田邉-伊藤層 50

が生成しない．つまり田邉-伊藤層 50 の生成には夾雑イオン量が影響する．Na+の影響によ

って粘土シートが配向し液晶ドメインを形成する．田邉-伊藤層 50 はこの液晶ドメインが凝

集してできる立体会合構造をとるため，直交及び平行にコルで観察できる． 

2OH-→1/2O2+H2O+2e(3) 

2Au＋3H2O=Au2O3+6H++6e E0=1.457-0.0591pH (4) 

Na+-粘土シート+H+→H+-粘土シート+Na+(5) 
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表 20 に田邉-伊藤層生成の夾雑イオンと粘土濃度による影響をまとめたものを示す．SA

やイオン増量品，粘土濃度が高い粘土分散液のように，元々の液晶ドメインが大きい粘土分

散液では田邉-伊藤層 500 は生成しなかった．イオン増量品では田邉-伊藤層 50 のみが生成

した．田邉-伊藤層の生成には粘土分散液の構造と夾雑イオンが影響しているおり，粘土分

散液の構造で元々の液晶ドメインが大きいと電界応答しづらく電界によって複屈折は形成

しない． 

また夾雑イオンによって 田邉-伊藤層 50 が発現することが分かった．夾雑イオンを少な

くすることで田邉伊藤層の生成時間が速くなるが，厚みが薄くなった． 

表 20 田邉-伊藤層生成の夾雑イオンと粘土濃度による影響 

Sample Name 固形分粘土

100g 当た

りの夾雑物

（Na2SO4）

の量/g 

田邉-伊藤層

50 

田邉-伊藤層

500 

田邉-伊藤層 

500 生成時間 t/s 

厚み

d/μm 

SA2wt%分散

液 

2.0 × × × × 

SWN2wt%分

散液 

0.6 〇 〇 100 300 

イオン増量

SWN2wt%分

散液 

4.7 〇 × × × 

イオン低減

SWN2wt%分

散液 

0.04 × 〇 50 

※最大に広がり

きるまで 400 

250 

SWN3wt%分

散液 

0.6 × × × × 

ST2wt%分散

液 

0.3 〇 〇 130 50 

イオン増量

ST2wt%分散

液 

3.9 〇  × × 

イオン低減

ST2wt%分散

液 

0.09 × 〇 60 

※最大に広がり

きるまで 130 

120 
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カソード分極時に生成する電極近傍のゲル層は，単一の粘土ファイバー（一次構造）か

らなるとすれば，自己組織化単分子膜のようになっており図 53 のように粘土ファイバー

がカチオンを介して固定される凝集状態のようになっていると考えられる．また，この層

の内部は気泡が動くなど流動性を持っているので層内部には水が存在していると考えられ

る．アノード分極時に生成する電極近傍のゲル層は，配向によってゲル化している．バル

クの粘土分散液は図 54 のように粘土シートで形成されたファイバーが，トポロジカルに

絡み合って固定されゲル化している． 

 

図 53 粘土分散液中のカソード分極時のゲル網目構造の固定点の仮説 

 

図 54 粘土分散液中の電極沖合でのゲル網目構造の固定点の仮説 
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3.3 電界印加と粘弾性 

3.3.1 電界印加と粘弾性 

図 55 に電界印加後の SWN2wt%/水分散液のせん断速度 1.32 /s 時の粘弾性測定の結果を示

す．電極近傍試料の粘度が最も高く 6800 mPa・s となり沖合試料 6500 mPa・s，ブランクの

試料が 6300 mPa・s となった．分極によって粘土分散液がゲル化することで粘性が増し，カ

ソード分極時にできる層の方の粘度が最も高くなることが分かった． 

 

図 55 電界印加と粘弾性の関係 

※ブランクとは未通電の粘土分散液試料のこと 

  



 

73 

 

3.4 相変化とエントロピー変化の関係 

3.4.1 通電時の温度変化 

図 56 に測定時間ごとの温度変化を示す．⑤はウォーターバス内の温度なので 33℃で一定

だった．液温は始め 30℃だったが 400 秒で 1℃上がった．その後は実験終了時までに温度

が緩やかに低下して最終的に 30.8℃となった．液面から 1 cm の温度が一番低下した．実験

開始時は 31.5℃だったが 400 秒で 31.1℃となった．その後実験終了までに緩やかに温度が

低下していって最終的に 30.8℃だった．液面から 2.5 cm は始め 32℃だったが 400 秒後には

32.2℃になった．その後 3000 秒後までに 0.1 度上がって 32.3℃となり，その後温度は低下

して実験終了時の 4200 秒後には 31.6℃となった．液面から 3.8 cm は始め 32.6℃でしたが

400 秒後には 32.9℃になった．その後は緩やかに温度が上昇していて 3000 秒後には 32.8℃

だった．最終的には 32.6℃となり始めの温度と同じだった． 

電極から離れた場所の ST2wt%分散液ほど温度低下が起こり難くなった．温度は低下し続

けることはなく，ある一定の温度となったらその温度を保つような挙動だった． 

 

図 56 測定時間ごとの温度変化 

①液面，②液面から 1 cm，③液面から 2.5 cm，④液面から 3.8 cm，⑤ウォーターバス内の温

度を示している．  
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図 57 にサーモグラフィーでの温度変化の観察を示す．サーモグラフィーでも同様に温度

の低下が観察された．測定開始時は 31.4 度だったのが 70 分後は 30.7 ℃になった．0.7 K の

温度変化がサーモグラフィーでも観察された． 

 

図 57 サーモグラフィーでの温度変化の観察 
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図 58 に実験終了時の電極の写真を示す．右がアノードで左がカソードとなっている．最

終的な通電による粘土/水分散液の相変化はアノード，カソード両極とも 2.5 mm 生じた．ア

ノード側はゲル化しており最初の ST2wt%分散液より粘性が増していた．カソード側では粘

土/水分散液がさらさらになり水っぽくなり粘性が下がっていた． 

アノード側は ST2wt%水分散液が電極のエッジ付近に，青くゲル状になってはり付いてい

た． ゲル化していない部分の ST2wt%分散液は，色が無色透明で変化はしていなかった．

銅電極が電解によって銅イオンが溶出し，溶出部分のみがゲル化した． 

電解操作により，アノード電極近傍では ST2wt%分散液がゲル化した．カソード電極近傍

では，粘性が低下しサラサラになった． 電極から遠い所の粘土分散液とで三つの相が生じ

た． 

 

図 58 サーモグラフィーでの温度変化の観察 

相変化する粘土分散液全体が同じ温度だとし，平衡状態にあると仮定して，熱力学的考察

を行った．一番温度変化が大きかった測定点②の温度変化は 0 分から 70 分の間の ΔT=0.7 

K，ST2wt%水分散液の密度 ρ=1.02 g/cm3，比熱 c=3.9 J/(g・K)，電極面積 A=1 cm2，通電によ

り相変化が起きた粘土分散液の厚み t=0.5 cm，電極面積と層の厚みから相変化が起きた

ST2wt%分散液の体積は 0.5 cm3，密度から相変化した粘土分散液の質量を求めると 0.51 g，

求めた質量と ΔT を比熱にかけて熱量を求めると 1.4 J となる．0 分と 70 分の平均温度を求

めると 304.3 K となる．求めた数値を使ってエントロピー変化を求めると 4.6 mJ/K となっ

た． 
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表 21 に各粘土分散液の温度変化実験まとめを示す．ST2wt%分散液以外の SA，SWN 分散

液では粘土濃度や夾雑イオン量を変化させても吸熱現象は観察されなかった． 電界による

吸熱現象は ST 分散液特有のものだった． 

表 21 各粘土分散液の温度変化実験まとめ 

Sample Name 吸熱 温度変化 ΔT/℃ 

ST2wt%分散液 〇 -0.7 

SWN2wt%分散液 × +3.3 

イオン増量 SWN5wt%分散液 × +1.6 

イオン低減 SWN5wt%分散液 × +3.8 

イオン増量 SWN2wt%分散液 × +3.7 

 

図 59 に電界印加によって電極に配向する粘土シートのイメージ図を示す．ST2wt%分散

液のような一部はラメラ配向しているが粘土分散液としてほとんどが等方相となっている

ものが電界の印加によって分散している粘土シートが，電極に垂直に配向することで配向

軸方向の並進エントロピーが増大する．さらに電極近傍の配向している粘土シートが増え

ることでほかの粘土シートの自由度が回復し並進エントロピーが増加してしまう．電界印

加によって熱量効果が起こることで増加したエンタルピーによって吸熱し，温度が低下す

ると考えられる． 

ほかの粘土分散液では元々の液晶ドメインが大きく電界印加によって配向することで逆

にもともとの液晶ドメインが乱れることになるため，エントロピーが減少してしまうため

吸熱現象が起こらないと考えられる． 

 

図 59 電界印加によって電極に配向する粘土シートのイメージ図 
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3.4.2 通電時の電圧変化と温度変化 

図 60 にクロノポテンショグラムを示す．セルに 0.1mA の定電流を印加すると，電圧は 0.1

秒以内に 0.006V の開回路電圧から 0.4V へと上昇した．20 秒で最大の電圧で 1.5 V になり

その後，電圧は減少し，180 秒で 1.1 V になった． 

 

図 60  Cu|ST2wt%分散液|Cu クロノポテンショグラム 

図 61 にクロノポテンショグラムと温度変化のグラフを示す．右の軸が実線で示した電圧

の値で左の軸が破線で示した温度の値となっている．200 秒で電圧 1.1 V になったところで

電極近傍の粘土分散液の相変化が確認された．温度も 0.5 ℃減少した．900 秒にかけてアノ

ード電極の銅が溶出しているのが確認され電圧は上昇し，1.4 V となった．その間温度変化

は無かった．その後は電圧も温度減少し実験終了時の 4200 秒で電圧は 1 V となった．温度

は 0.7 ℃下がった． 
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図 61  Cu|ST2wt%分散液|Cu クロノポテンショグラムと温度変化のグラフ 

 

図 62 に Cu|ST2wt%分散液|Cu vs.Cu の電位プロファイルを示す．電位プロファイルから求

めたバルクの導電率は 1.1 mS/cm となり導電率計で求めた導電率より低くなり，導電率から

予見される電位勾配より大きくなった．アノード電極近傍では粘土分散液がゲル化し，カソ

ード電極近傍ではサラサラになり粘度が減少した．電極近傍で相変化が起きたことで，電位

勾配が大きくなった．この現象はアノードの方が大きかった． 

 

図 62 Cu|ST2wt%分散液|Cu vs.Cu 電位プロファイル 
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3.4.3 温度変化による ST2wt%分散液の動的粘弾性と相変化 

図 63 に温度を変化させたときの動的粘弾性の tanδと偏光観察法による振ったときの旋光

のしやすさを示す．60℃付近で ST2wt%分散液の液晶ゲルとしての相変化が見られ,等方相

へ相変化している.温度変化させることで粘土分散液にいくつかの相状態があることがわか

った．60℃で振った時に最も旋光しやすく，旋光の余韻が長い．90℃から旋光しづらくなり

100℃で旋光しなくなった． 

 

図 63 温度変化による動的粘弾性と相変化 
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3.5 考察 

スメクタイト族からなる粘土分散液の構造は液晶として粘土シートは完全に積層性を失

っておらず粘土ファイバーのようになって液晶構造を取っていると考えられる．この液晶

ドメインの大きさはスメクタイト族でも種によって異なる．表 22 に構造による電界応答と

しての複屈折層の発現と吸熱現象をまとめたものを示す．粘土分散液は等方相を持つもの

ほど電界応答としての複屈折層の発現と吸熱現象が起こる．これは電界によって粘土分散

液の等方相が液晶相に相転移することでこれらの現象が起きていると考えられる．もとも

との液晶ドメインが大きいと逆に液晶相が電界によって乱されることになり，複屈折も吸

熱も起こらないと考えられる．粘土分散液を偏光観察することで電界によってどのような

現象が起こるかある程度予測できる． 

表 22 構造による電界応答としての複屈折層の発現と吸熱現象 

 等方相 液晶相 

3.2 田邉-伊藤層 500 〇 △ 

3.2 田邉-伊藤層 50 〇 〇 

3.4 吸熱 〇 × 
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3.6 結論 

3 章で得られた結論は以下の通りである． 

(1)スメクタイト族からなる粘土分散液は液晶相をもつ．この液晶相は粘土種や粘土濃度，

温度，夾雑イオン量によって液晶ドメインの分布としての相構造が変わる．粘土濃度と夾

雑イオンを増加させることで液晶相が増加する． 

(2)粘土分散液は夾雑イオンが増えることで粘土シートが凝集することで局所的に粘土濃度

が増加した部分ができる． 

(3)粘土分散液の構造として等方相を多く持つものは電界によって配向し相転移する． 

(4)粘土分散液は電界によってゲル化し粘度が増す． 

(5)粘土分散液は電界によって等方相から液晶相へと相転移することで，エントロピーが増

加し吸熱現象が起こる． 

つまり粘土分散液を偏光観察することで電界によってどのような現象が起こるかある程

度予測できる． 
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4 粘土分散液のエネルギーデバイスへの応用可能性 

4.1 目的 

4 章は粘土分散液の電気化学的性質を調べてく上で電極として使った金属が粘土分散液

の粘土種の違いで膜ができたり，溶け出したりと反応が異なったことに着目している．また，

粘土分散液が持つ導電率は夾雑イオンでは説明できない．4 章の目的は粘土分散液が持つ特

異的な性質をエネルギーデバイス特にアルミニウム電池のアノード材料へと応用するため

に議論した．また，金属酸化皮膜除去剤への可能性の検討や導電性についての考察を行った． 
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4.2 粘土分散液の金属酸化皮膜の除去剤の可能性 

4.2.1 各種金属板に対する粘土/水分散液浸漬の目視観察 

図 64 に浸漬開始から 6 日後の各種金属板に対する粘土分散液浸漬実験中の写真を示す．

アルミニウムは KPF2wt%分散液と SWN2wt%分散液で変化が起きた．図 64(a)に示すように

KPF2wt%分散液中では白色のゲルが発生した．ST2wt%分散液では変化が起こらなかった．

SWN2wt%分散液中では多量の泡と白色のゲルが発生した．SWN2wt%分散液中で発生する

泡は浸漬開始から 20 分で白色のゲルと共に発生した． 

鉄は全ての粘土分散液中で変化が起きた．図 64(b)に示すように KPF2wt%分散液中では浸

漬させていた金属板の全面に茶褐色と緑色のゲルが発生した．ST2wt%分散液中では気-液界

面の部分的に茶褐色ゲルが発生した．SWN2wt%分散液中では金属板下部に茶褐色と緑色の

ゲルが発生した． 

亜鉛は全ての粘土分散液中で変化が起きた．図 64(c)に示すように KPF2wt%分散液中では

白色のゲルが金属板上前面に発生した．ST2wt%分散液と SWN2wt%分散液中では，部分的

に白色ゲルが発生した． 

銅はいずれの粘土分散液中で変化が起きなかった．同様にニッケル，鉛でも変化は起きな

かった． 

 

図 64 浸漬開始から 6 日後の各種金属板に対する粘土分散液浸漬実験中の写真 

(a)アルミニウム,(b)鉄,(c)亜鉛,(d) 銅 
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表 23 に各種金属板に対する粘土分散液浸漬実験の目視観察の様子を示す．KPF2wt%分散

液ではゲルが発生する場合，金属板上の全面に発生し，金属板の面に垂直に成長した．アル

ミニウムは 3 種の粘土分散液中で変化の様子が異なる結果となった．SWN2wt%分散液での

み多量の泡が発生した．亜鉛はいずれの粘土分散液でも白色のゲルが生成した．標準電極電

位でニッケルより貴の電位を持つものは反応が起こらなかった． 

 

表 23 各種金属板の粘土分散液中での浸漬状態 

金属種 SWN2wt%分散液 ST2wt%分散液 KPF2wt%分散液 

Al 多量の泡 変化なし 全面に白色ゲル 

Zn 部分的に白色ゲル 部分的に白色ゲル 全面白色ゲル 

Fe 部分的に茶褐色ゲル 部分的に茶褐色ゲル 全面に茶褐色ゲル 

Ni 変化なし 変化なし 変化なし 

Pb 変化なし 変化なし 変化なし 

Cu 変化なし 変化なし 変化なし 

 

図 65 に粘土分散液から金属板を引き抜いた際の様子を示す．成長したゲルは金属板には

り付いていた． 

 

図 65 ヘクトライト 2wt%/水分散液から鉄板を引き抜いた際の様子 
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図 66 に浸漬実験後の金属板の写真を示す．図 66(a)に示しているようにアルミニウムは

KPF2wt%分散液と SWN2wt%分散液に浸漬することで変化が起きた．KPF2wt%分散液に浸

漬していたものは白色層が出来ており，厚みが初めより 0.15 mm 増加した．SWN2wt%分散

液に浸漬していたものは白色層が出来ており，厚みが 0.03 mm 増加した．ST2wt%分散液に

浸漬していたものは変化が見られなかった． 

図 66(b)に浸漬実験後の鉄板の様子を示す．鉄板では全ての粘土分散液中に浸漬すること

で変化が起きた．茶褐色のゲルが付着していた部分の金属光沢が焼失した．厚みに変化はな

かった． 

図 66(c)に浸漬実験後の亜鉛板の様子を示す．亜鉛板では全ての粘土分散液中に浸漬する

ことで変化が起きた．白色のゲルが付着していた部分が黒変していた．厚みに変化はなかっ

た． 

 

図 66 浸漬実験後の金属板の写真 

(a)アルミニウム,(b)鉄,(c)亜鉛 
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表 24 に浸漬実験後の金属板の様子を示す．ST2wt%分散液に浸漬したアルミニウムの変

化が見られなかった．KPF2wt%分散液と SWN2wt%分散液中に浸漬したアルミニウムは，白

色層が付着し厚みが増加した．亜鉛と鉄はゲル化したものが付着した部分の金属表面に変

化が起きた．標準電極電位でニッケルより貴の電位をもつ金属では変化は起きなかった． 

表 24 各種金属板の浸漬実験後の状態 

金属

種 
SWN2wt%分散液 ST2wt%分散液 KPF2wt%分散液 

Al 
白色層付着厚み 0.03mm

増加 
変化なし 

白色層付着．厚み 0.15mm

増加 

Zn 白色ゲル付着部分が黒変 
白色ゲル付着部分が黒

変 
白色ゲル付着部分が黒変 

Fe 
茶褐色ゲル付着部分の金

属光沢消失 

茶褐色ゲル付着部分の

金属光沢消失 

茶褐色ゲル付着部分の金

属光沢消失 

Ni 変化なし 変化なし 変化なし 

Pb 変化なし 変化なし 変化なし 

Cu 変化なし 変化なし 変化なし 

標準電極電位でニッケルより貴の電位をもつ金属では変化は起きなかった．ST2wt%分散

液中のアルミニウムは pH による腐食が起きずに酸化皮膜がある状態または金属の地金と

して保護されている可能性が高い． 
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4.2.2 アルミニウムに対する粘土分散液浸漬による電位変化 

表 24 に各粘土分散液中の NHE に対する白金の電位を示す．SWN2wt%分散液以外は同じ

くらいの電位を示し+0.3 V だった．SWN2wt%分散液のみ電位が低く+0.26 V だった．また

pH10 緩衝液は電位が安定せず時間とともに低下し最終的に+0.29 V で落ち着いた． 

表 25 各粘土分散液中の白金の電位 vs.NHE 

Sample Name 電位 E/V vs.NHE 

SA2wt%分散液 +0.36 

SWN2wt%分散液 +0.26 

ST2wt%分散液 +0.32 

pH10 緩衝液 +0.34→+0.29 

 

図 67 に粘土分散液と 0.1M Na2CO3 水溶液中のアルミニウムの電位の時間変化のグラフ

を示す．ST2wt%分散液中では電位が最も安定していた．実験中アルミニウム板上に細かい

泡がごくわずかに発生した．初めの電位は-0.8 V であった．緩やかに電位が下がっていき

4000 秒で-1.0 V となった．その後の電位は緩やかに上昇して，実験終了時で-0.9 V だった． 

 

図 67 各種粘土分散液中のアルミニウムの電位の時間変化 
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図 68 に電位測定中のアルミニウムの様子を示す．SWN2wt%分散液ではアルミニウム表

面の変化が最も激しかった．SWN2wt%分散液の初めの電位は-1.2 V だった．200 秒で-1.4 V

になり，図 68(a)に示すようにアルミニウムの表面から泡が発生した．1800 秒で-1.6 V で，

図 68(b)に示すようにアルミニウム表面に発生した泡が集めって大きい泡を作っていた．以

降は電位が上昇して 4800 秒で，-1.3 V となり，図 68(c)に示すように発生した泡が集まり出

来た大きい泡で，アルミニウム表面が覆われていた．8500 秒から急激に電位が上昇して 9400

秒で-0.6 V となり，図 68(d)に示すようにアルミニウム表面に白色層のゲルが発生し，泡の

発生は止まった．実験終了時の電位は-0.6 V だった. 

KPF2wt%分散液では実験中継続的に細かい泡が発生した．KPF2wt%分散液の初めの電位

は-1.3 V だった．500 秒で-1.5 V となった．500 秒経過後電位は上昇し 1800 秒で電位は-1.2 

V となった．以降は電位が緩やかに上昇し実験終了時は-0.8 V だった． 

0.1 Na2CO3 水溶液中でも実験中継続的に細かい泡が発生した．初めの電位は-1.6 V で最

も低い電位だった．200 秒で-1.65 V となりその後は電位が急激に上昇して，1500 秒で-0.5 V

になった．以降は電位が変化せず実験終了時の電位は-0.5 V だった． 

 

図 68 電位の時間変化測定時の SWN2wt%分散液でのアルミニウムの様子 



 

89 

 

図 69 に 2 サイクル目の粘土分散液と 0.1M Na2CO3 水溶液中のアルミニウムの電位の時

間変化のグラフを示す．ST2wt%分散液中では電位は-0.95 V で，1 サイクル目の終了時点の

電位と変化がなくその後の電位も一定であった． 

SWN2wt%分散液では初め 1 サイクル目の終了時点の電位から 200 秒経過後電位が下降し

て400秒で-1.1 Vとなった．その後実験終了まで電位は一定で終了時の電位は-1.1 Vだった． 

KPF2wt%分散液では初め 1 サイクル目の終了時点の電位よりも高くなっており-0.35 V だ

った．以降電位は下降していき 500 秒で-0.5V,実験終了時の電位は-0.65 V だった． 

0.1 M Na2CO3水溶液中では電位は-0.5 V で，1 サイクル目の終了時点の電位と変化がな

くその後の電位も一定であった． 

 

図 69 2 サイクル目の各種粘土分散液中のアルミニウムの電位の時間変化 
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図 70 に実験終了時の電極の様子を示す．ST2wt%分散液に浸漬したアルミニウムは浸漬

する前と変化がなかった．それ以外のアルミニウムは表面が黒変していた．KPF2wt%分散

液に浸漬したものが最も黒変した．SWN2wt%分散液に浸漬したアルミニウムは地金の部分

が黒変しその上に白色層が付着していた．また泡により液面が高くなり初めに浸漬した部

分より高い位置でもアルミニウムが反応していた． 

 

図 70 実験終了時の電極の様子 
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アルミニウムの黒変についてはいくつかの論文で議論されている 48)49)50).阿部らによると

黒変したアルミニウム表面から Si，S，Cl，C，Ca，Fe，Cu，Na などが検出されており，ベ

ーマイトが形成されるときに溶液中に含まれるイオンやアルミニウムの不純物である元素

が吸着することで黒変し，Fe，Ca，Si が最も影響を与えると述べている 1)．さらに田中によ

ると pH9.5 以上の水溶液中で黒色の擬似ベーマイトの被膜成長を伴った孔食上の腐食が生

じ，擬似ベーマイトが沈着する過程で，Fe や Si などの不純物元素を取り込むため被膜は黒

変すると述べられている 49)．腐食は(1)式の反応により一端全面に進行する．(2)式の通りに

溶出したアルミン酸イオンが水和することで，擬似ベーマイト(γ-AlOOH)が生成され，表面

に沈着することで被膜が形成される． 

Al+2H2O=AlO2
-+4H++3e      (1) 

AlO2
-+H2O=AlOOH+OH-      (2) 

ST2t%分散液では黒変しないことから(1)の反応が起きていないと考えられる．それ以外の

溶液では浸漬することで一旦は初期電位より低くなってから，高い電位になるのでアルミ

ニウム表面で腐食が起き，表面に擬似ベーマイトのような水和酸化皮膜が出来ていること

が考えられる．つまり ST2wt%分散液中にアルミニウムを浸漬しても pH による腐食が起き

ないと考えられる． 

水浸漬によるアルミニウム水和酸化物生成は T＞60℃で擬似ベーマイトが生成し，T＜

40℃ではバイヤライト(Al2O3・3H2O)が生成されることが報告されている 51)．今回常温下で

実験を行っているので浸漬によるアルミニウム水和酸化物はバイヤライトの可能性が高い．

しかしバイヤライトの形成時に黒変が起こるといった報告はないので表面の水和酸化皮膜

がどの状態なのかはこの実験のみでは言い切れない． 
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4.2.3 粘⼟分散液中における各種⾦属の表⾯変化 

表 26 に各種金属板に対する粘土分散液浸漬実験開始から 7 日後の目視観察の様子を示

す．アルミニウムは ST2wt%分散液以外で変化した．SWN2wt%分散液ではアルミニウム表

面の一部に白い斑点が観察されたがほとんどが変化していなかった．またそれ以外の浸漬

液ではアルミニウムはこげ茶色または黒色に変色した．SA2wt%分散液ではアルミニウムの

エッジに白い粉が付着していた．KPF2wt%分散液では粘土が凝集してアルミニウム表面に

ゲルとして付着していた．pH10 緩衝液では黒色の孔があった． 

SA2wt%分散液中に浸漬させたアルミニウムは ST，SWN2wt%分散液の挙動より pH10 緩

衝液に近い反応だった．Yano らは ESR の分析結果より，Cu イオンの水和物が SWN と SA

を比較すると，SWN では Cu イオンを粘土粒子表面に配位させる可能性を述べている 52)．

つまり SWN2wt%分散液では，溶けだした陽イオンを粘土シート表面に配位させた状態で金

属表面上に存在していると考えられる．SA2wt%分散液では溶けだした陽イオンを粘土シー

ト表面に配位させないので，溶けだした陽イオンは金属表面にある．そのため粘土無しの

pH10 緩衝液の状態と近くなっていると考えられる．ST は SWN と近いので溶けだした陽イ

オンは粘土シート表面に配位していると考えられる． 

表 26 各種金属板の粘土分散液中での 7 日後の浸漬状態 

金

属種 
SWN2wt%分散液 

ST2wt%

分散液 

SA2wt%分散

液 
KPF2wt%分散液 

pH10 緩衝

液 

Al 気泡，白い斑点 変化なし 

全面こげ茶

色，一部に白い

粉付着 

全面黒変，一部白い粉

付着，KPF 分散液がゲル

化して表面に付着 

全面こげ

茶色，孔 

Zn 

部分的に白色ゲル，

ゲルの下の地金に

黒点 

部分的に

白色ゲル 
全面白色ゲル 

全面白色ゲル，KPF が

沈殿 

表面に垂

れるように

白色ゲル 

Fe 
部分的に黒緑色ゲ

ルとオレンジゲル 
変化なし 

黒緑色ゲルと

オレンジゲル 

黒緑色ゲルとオレンジ

ゲル，KPF 分散液が沈殿 
変化なし 

Ti 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 変化なし 

Cu 表面うっすら緑色 
表面うっ

すら緑色 

表面うっすら

緑色 

気液界面黒変，全体に

白濁したゲル 
変化なし 
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図 71 に粘土分散液と緩衝液におけるアルミニウムの自然電位の時間変化を示す．どの

浸漬液でも 3 分で最も電位が低くなった．SWN2wt%分散液では電位が-1.5 V まで急激に下

がった後，1 日で-1.3 V まで戻った．この時電極から気泡が発生していた．その後は緩や

かに電位が減少して 7 日後で-1.4 V となった．SA，ST，KPF2wt%分散液では急激に下がっ

た電位は-1.4 V でその後 7 日で-1.3 V となった．緩衝液では電位が-1.5 V まで急激に下がっ

た後，1 日で-1.3 V まで戻った．この時電極から気泡が発生していた．緩衝液ではその後

も電位が上昇していき 7 日後で-1.1 V まで上昇した．  

 

図 71 粘土分散液と緩衝液におけるアルミニウムの自然電位の時間変化 

(a)SWN2wt%分散液，(b)ST2wt%分散液，(c)KPF2wt%分散液，(d)SA2wt%分散液，(e)pH10 緩衝液 

 

pH10 緩衝液の浸漬を開始してから 3 分の急激に下がった電位はプールベダイアグラムの

(1)(2)式の反応であると考えられる． 

AlO2
- + 4H+ + 3e = Al + 2H2O     E= -2.2 V vs. NHE  (1) 

2H+ + 2e = H2                   E= -0.6 V vs. NHE  (2) 

アルミニウムを pH10 の溶液に浸漬するとアルミニウム表面の酸化皮膜が溶け Al が表面

に出てくる．その後(3)(4)式の反応により AlO2
-と H2が生成され気泡が観察されたと考えら

れる．pH10 緩衝液では１日以降は直線的に上昇し浸漬から 7 日で-1.1 V まで上昇してお

り，この電位上昇は(3)に示す擬似べーマイト(γ-AlOOH)の成長に帰属できる．疑似ベーマ

イトの生成によりアルミニウム表面が全面こげ茶色に変色したと考えられる． 

AlO2
-+H2O=AlOOH+OH-        (3) 
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これに対して SWN 分散液は浸漬 1 日以降でも電位が低下しており 7 日後には-1.4 V と

なり，アルミニウム表面も変色していない．この電位変化は，pH10 緩衝液とは異なり(4)

式の反応に対応し，粘土シート層間に存在する Na+が Al3+に置換され，電極表面で粘土シ

ートと Al3+が錯体を生成し，(3)式による疑似ベーマイトの生成ではないと考えられる． 

3≡YNa + Al =  （≡Y)3Al + 3Na++3e     (≡Y は SWN)     (4) 

粘土シート層間の陽イオンの交換反応については Charlet らによると同じスメクタイト族

からなるモンモリロナイトは pH が 5.5 以上の領域で，式(5)の平衡反応によって，モンモリ

ロナイト K の K+イオンが Al3+イオンに入れ替わると述べている 53)． 

3≡XK + Al3+ = (≡X)3Al + 3K+   (≡XK はモンモリロナイト K）(5) 

ベーマイト皮膜の生成は Al 表面の酸化溶解を阻害する．図 72 のボルタモグラムはこれ

を確認したもので，ベーマイト皮膜を生成する pH10 緩衝液よりも SWN2wt%分散液のほう

が酸化電流は大きく,2 サイクル目では更に酸化電流が増加した.これは粘土分散液ではベー

マイト皮膜の生成がなく,粘土が Al3+を抱き込み，粘土層間にも Al3+が輸送されていくこと

を示唆している． 

 

図 72  SWN2wt%分散液と pH10 緩衝液におけるアルミニウムのサイクリックボルタ

モグラム、v = 10 mV/s 
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図 73 に SWN2wt%分散液と pH10 緩衝液にアルミニウムを浸漬させたときのモデル図を

示す．pH10 緩衝液ではアルミニウムを浸漬させることで，自然酸化皮膜を溶解させる．そ

のままアルミニウムが pH により溶けだして溶液中に AlO2
-が増える．増えた AlO2

-はアル

ミニウム表面に沈着することで疑似ベーマイトの生成が起こる．SWN2wt%分散液では，

浸漬させることで pH10 緩衝液同様，自然酸化皮膜を溶解させる．アルミニウムが pH によ

り溶けだすが溶液中のイオンが粘土シートの Na+と置換され表面に存在する AlO2
-は pH10

緩衝液に比べて少なくなる．そのためアルミニウム表面に AlO2
-が沈着せず表面に疑似ベ

ーマイトは生成しない． 

 

図 73  SWN2wt%分散液と pH10 緩衝液にアルミニウムを浸漬させたときのモデル図 

 

粘土分散液では，Al 表面に配向した粘土シートが酸化溶解した Al3+を抱き込んで錯体を

形成するため，表面にベーマイトを生成しない．この Al3+が粘土層間にも輸送されるた

め，Al の酸化溶解の活性は落ちにくく．酸化電流は増大していく．この挙動は Al 電池の

アノードとしての粘土の新たな機能と言える発見かと考えられる． 
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4.2.4 アルミニウムの表面酸化物除去の可能性 

図 74 に未化成のアルミニウム箔の電位 E と時間 t の関係を示す．SWN2wt%分散液中で

は，-1.06 V から徐々に電位 E が減少し，8 分後に-1.40 V に達した．30 分後からは泡が発生

した．その後も電位 E は徐々に減少し，90 分後には-1.60 V になった．SWN2wt%分散液中

に浸漬したアルミニウム箔を取り出すと，SWN2wt%分散液が付着していた。 

一方，pH10 緩衝液中では，-0.95 V から電位が減少した．1 分後に-1.40 V に達した．4 分

後から泡が発生した．90 分後の電位は-1.55 V であった． 

未化成のアルミニウム箔においては，SWN2wt%分散液でも，pH10 緩衝液で同程度の皮膜

除去効果が見られた。 

 

図 74 未化成のアルミニウム箔の電位 E と時間 t の関係 
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図 75 に 19 時間浸漬した後のアルミ箔の光学顕微鏡観察結果を示す．SWN2wt%分散液に

19 時間浸漬処理をしたアルミニウムは地金の上に網目状のもので覆われていた．また，こ

の時孔のようなものは観察されなかった． 

 

図 75 アルミ箔の光学顕微鏡観察写真 

図 76 には，化成処理後のアルミニウム箔のアノード酸化時のクロノポテンショグラムを

示す．図 76 の 1 は，AA 水溶液中で化成処理をしたときのクロノポテンショグラムである．

浴電圧 V は電流印加 1 s で 3 V を示し，電位上昇速度 dV/dt が 0.5 V/s で直線的に上昇し，

100 s で 50 V に達した．静電容量 Csは 700 nF であった(図 76 の⓪)． 

図 76 の 2 は，浸漬処理過程であり SWN2wt%分散液中で，50 分から泡が発生した．一方，

pH10 緩衝液中では，19 時間経過しても泡は発生しなかった．SWN2wt%散液中に浸漬した

アルミニウム箔を取り出すと，未化成箔と同様に，SWN2wt%散液が付着していた． 

図 56 の 3 は，浸漬処理した電極を再び化成処理の結果である．SWN2wt%分散液中で浸

漬処理した電極は，浴電圧 V が 1 V から電位上昇速度 dV/dt が 0.5 V/s で直線的に上昇し，

100 s で 50 V に達した．緩衝溶液中による浸漬処理した電極は，浴電圧 V が+0.3 V から電

位上昇速度 dV/dt が 0.5 V/s で直線的に増加し，100 s で 50 V に達した．静電容量 Csは，840 

nF(図 76 の①)と 870 nF(図 76 の②)であった． 

未化成のアルミニウム箔でも，化成処理したアルミニウム箔であれ，SWN2wt%分散液で，

pH10 緩衝液と同じ皮膜除去効果を有している．またどちらの溶液も静電容量が一度化成し
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た際よりも，浸漬処理をすることで大きくなった．この結果は，腐食による拡面効果が考え

られるが，顕微鏡観察結果から孔は生じていなかったので，孔が生じて拡面されたというよ

り，アルカリによる全面腐食が起きたことによる拡面効果が生じたと考えられる．しかし電

位上昇速度が一度目と二度目で一緒だったことを考えると浸漬処理によって電極面積が大

きくなっているとは考え難いので，化成処理した際にできる表面酸化皮膜が初めのものと

は別のものができている可能性がある．pH10 にした電解液中で生成した酸化皮膜は抵抗の

異なる電気的な二層構造を持つことで生成する皮膜の比誘電率が大きくなるという報告が

ある 54)．再化成する際にできる皮膜は浸漬処理した際にアルミニウム箔にアルカリ溶液が

残っており，再化成する際に電解液に浸漬させることで，アルミニウムと電解液の接触界面

近傍の pH を，局所的にアルカリ性にしてしまうことで生成する皮膜が一度目のものとは別

のものになり，生成した皮膜は比誘電率が大きいために静電容量が大きくなったものと考

えられる． 

 

図 76 アルミニウム箔の化成時のクロノポテンショグラム 
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19 時間後の化成箔を観察すると緩衝液を塗工したアルミ箔上の一部に白い結晶が析出し

ていた．SWN2wt%分散液を塗工したアルミ箔は SWN2wt%分散液が乾燥してできた膜に覆

われていた． AA 溶液中で銀塩化銀電極に対する電位は，pH10 緩衝液を塗工したアルミ箔

は-0.35 V であった．SWN2wt%分散液を塗工したアルミ箔は初め-1.1 V であったが，1 mV/s

で電位が上昇し-0.9 V で電位が落ち着いた．以上のことから SWN2wt%分散液は塗工処理で

表面酸化皮膜をある程度除去できることが分かった．pH10 緩衝液では塗工処理のみでは表

面酸化皮膜をほとんど除去できないことが分かった． 

図 77 に 50 V 化成箔に浸漬処理液を塗工して 19 時間静置して再化成を行った際のクロノ

ポテンショグラムを示す．再化成を行うと pH10 緩衝液を塗工した箔は 1 秒で 50 V を示し，

電位上昇速度 dV/dt は 50 V/s で直線的に上昇した．SWN2wt%分散液を塗工した箔では 15 秒

で 43 V を示し，電位上昇速度 dV/dt は 2.9 V/s で直線的に上昇した．その後，29 秒で 50 V

を示した．43 V を超えてからの電位上昇速度 dV/dt は 0.5 V/s で直線的に上昇した． 

 

図 77 50 V 化成箔に浸漬処理液を塗工して 19 時間静置して再化成を行った際のクロノ

ポテンショグラム 

 

SWN2wt%分散液は，そのチキソトロピー性から優れた塗工適性を持ちつつ，アルミニウ

ム表面の酸化皮膜に対して，アルカリ溶液と同程度の酸化皮膜の除去能力を有する． 
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4.2.5 アルミニウムのアノード酸化の可能性 

表 27 に各種粘土分散液に対するアルミニウムを使用した評価結果をまとめたものを示す．

表の列にサンプルの違い，縦軸に評価項目を示す． 

アノード酸化限界電圧 Vfe は，ST2wt%分散液に比べて，SWN と SA2wt%分散液の方が低

い．SWN2wt%分散液の Vfe は 45 V，SA2wt%分散液の Vfe は 30 V，ST2wt%分散液の Vfe は

230 V であった． 

8 か月の浸漬結果は ST2wt%分散液以外でアルミニウム表面に白色層ができた．SWN と

SA2wt%分散液に関しては 1mm 以下の黒点が表面に発生した． 

表 27 各種粘土/水分散液に対するアルミニウムを使用した評価結果 

 SWN2wt%分散液 ST2wt%分散液 SA2wt%分散液 pH10 緩衝液 

Vfe dV/dt=0.25V 

(1 分), 

dV/dt=0.2V 

(それ以降）, 

Vfe=45V 

dV/dt=0.3V 

(5 分), 

dV/dt=0.2V 

(それ以降）, 

Vfe=230V 

dV/dt=0.13 V 

(1 分), 

dV/dt=0.08 V 

(それ以降)，

Vfe=30 V 

dV/dt=0.27V 

(5 分),  

Vfe=300V 

Al 浸漬実験 

    

E/V 

vsAg/AgCl 

sat.KCl.※ 

-1.6 -1.1 未実施 -1.6 

※30 分ぐらい最も低くなった電位 
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SWN または SA2wt%分散液にアルミニウム箔を浸漬することでアルミニウム表面に黒点

が発生する．図 78 に黒点とアルミニウムの接触による局部電池のイメージ図を示す．黒点

とアルミニウムとが接触することで，局部電池となりアルミニウムの腐食が進む．腐食によ

り発生した AlO2
-により水和酸化物ができる．過剰に溶解した AlO2

-がアルミニウム表面に

沈着せずに水和酸化物を作らずに粘土分散液中の Na+などと反応し固体物が生成すること

により白色層ができる．SWN2wt%分散液では局部腐食が起きることによって黒点の周りに

白い斑点が現れ，SA2wt%分散液では全面腐食が起きることによって浸漬部分全体に白い層

がでたと推察した． 

SWN2wt%分散液の白い斑点は，斑点周辺に気泡が存在していたので気泡の跡だと考えら

れる．チキソトロピー性によって浸漬したことで発生した気泡が始めは黒点周辺のアルミ

ニウム表面に集まっており，黒点周辺の表面では固相（アルミニウム）-気相-液相となって

おり溶液に浸漬されていない部分が存在していた．そのため腐食の進行は気泡が存在して

いた部分は周りに比べて遅くなっているので黒変していない．また気泡の発生は水素であ

ると思われる． 

 

図 78 黒い点とアルミニウムの接触による局部電池のイメージ図 
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4.3 粘土分散液の導電率 

4.3.1 低濃度粘土分散液の導電率 

図 79 に粘土分散液の粒度分布を示す．表 28 に粒度分布から求めた粒子径をまとめた．

スメクタイト族のキュムラント平均径は 40～500 nm であった．粘土分散液の中で粒子径が

最も小さいのは ST であった． 

 

図 79 粘土分散液の粒度分布 

(a)ST(b)SWN(c)SA(d)KPF 

 

表 28 粘土分散液中の粘土粒子の粒子径/nm 

分散液の種類 
メディアン径

/nm 

モード径

/nm 

キュムラント平均径

/nm 

算術平均径

/nm 

KPF2wt%分散液 310 284 526 350 

SA2wt 水分散液 118 93 108 191 

SWN2wt%分散

液 
96 87 79 119 

ST2wt%水分散

液 
49 36 46 98 
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 表 29 に粘土分散液中の粘土粒子の比表面積を示す．スメクタイト族の比表面積は 2～

15×104 m2·kg-1だった． 

表 29 粘土分散液中の粘土粒子の比表面積 

分散液名 比表面積 Sm×104/m2·kg-1 

モンモリロナイト(KPF)2wt%/水分散液 1.8 

サポナイト(SA)2wt%/水分散液 5.1 

ヘクトライト(SWN)2wt%/水分散液 6.2 

スチーブンサイト(ST)2wt%/水分散液 13 

表 30 に XRF から求めた固形分粘土 100 g 中に含まれる夾雑物(Na2SO4)の量をまとめたも

のを示す．比表面積が小さいものほど夾雑物の量が少なかった．通常品の平均値に比べてイ

オン増量の平均値は 10 倍，通常の平均値と低減の平均値を比較すると 0.2 倍だった． 

表 30 固形分粘土 100 g 中に含まれる夾雑物(Na2SO4)の量 

Sample Name 夾雑物(Na2SO4)の量/g 

KPF 0.5 

イオン増量 KPF 16.23 

イオン低減 KPF 0.18 

SA 2.0 

イオン増量 SA 8.4 

イオン低減 SA 0.3 

SWN 0.6 

イオン増量 SWN 4.7 

イオン低減 SWN 0.04 

ST 0.3 

イオン増量 ST 3.9 

イオン低減 ST 0.09 
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図 80 に粘土分散液の導電率と粘土濃度の関係を示す．粘土濃度が高くなることで導電率

が高くなった．また各粘土分散液に含まれる夾雑イオンを硫酸ナトリウムとし XRF の結果

から求めた夾雑イオン濃度の導電率では，粘土分散液の導電率は説明がつかなかった．夾雑

イオンの量は，粘土 1wt%分散液に含まれる量を 0.0085 g とし，2 倍，5 倍，1/2 倍，1/5 倍

として粘土分散液の濃度と対応をとった． 

 

図 80 粘土分散液の導電率と粘土濃度の関係 

(a)ST(b)SWN(c)SA(d)KPF(e)夾雑イオン 
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図 81 に粘土分散液の比表面積と濃度あたりの導電率の関係を示す．濃度あたりの導電率

は，比表面積に比例した．粘土分散液の導電率を求め実験式を(1)式に示す． 

導電率 σ [S·m-1]=1.2×10-6×Sm[m2·kg-1]×c[wt%](1) 

 

図 81 粘土分散液の比表面積と濃度あたりの導電率の関係 

測定された導電率は，同濃度の夾雑イオン水溶液より大きかった．よって粘土分散液では，

粘土粒子の表面に存在するイオンが電荷を運び，それは夾雑イオンのみではないと考えら

れる．粘土分散液の pH が 10 付近であることから，電荷を運ぶイオンとして，水酸化物イ

オンが示唆される． 
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図 82 に粘土分散液中の粘土粒子表面に存在する水酸化物イオン伝導のイメージ図を示す．

図 82 の(a)のようにスメクタイ族の四面体の Si-O 結合端面の O-に水が吸着しフリーな水酸

化物イオンが表面に存在することになる．また図 82 の(b)のように粘土分散液中の粘土粒子

は電気二重層の BDM モデルのようになっており表面に水が吸着しその外側に水に水和し

たカチオンが存在していると考えられる． 

つまり粘土分散液中では，粘土粒子がナノシートとして配向し，図 82(c)のようなナノシ

ート表面に存在する水酸化物イオンによって二次元イオン伝導が実現していると思われる． 

 

図 82 粘土分散液中の粘土粒子表面に存在する水酸化物イオン伝導のイメージ図 

(a)粘土粒子端面のイメージ図(b)粘土粒子表面に水が吸着しているイメージ図(c)水酸化物イオ

ンが粘土粒子表面を滑ってイオン伝導しているイメージ図 
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4.3.2 高濃度粘土分散液の導電率 

図 83 に ST 分散液の導電率と粘土濃度の関係を示す．50wt%の導電率が最も高く 42 mS 

cm-1 であった．ST は 30wt%まではスラリー状であったがそれ以上の濃度になると半固体状

になった．導電率も 35wt%で一度下がる傾向があったが，それ以降の導電率は濃度が高く

なるとともに上昇した．直流での導電率も同様の傾向であった． 

 

図 83 スチーブンサイト分散液の導電率と粘土濃度の関係 

実線:交流導電率，破線:直流導電率 
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図 84 に自作した ST 分散液とクニミネ工業で作成した ST 分散液の導電率と粘土濃度の

関係を比較したグラフを示す．自作した ST 分散液は 50wt%のものが最も高い導電率であっ

たが，クニミネ工業で作成した ST 分散液は 20wt%で最も高い導電率となり 47 mS cm-1であ

った．またクニミネ工業で作成した 20wt%以上の分散液の導電率粘土濃度が高くなるにつ

れ低い値となった． 

 

図 84 ST 分散液の導電率と粘土濃度の関係 

実線:交流導電率，破線:直流導電率，●自作，▲クニミネ工業作成  
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表 31 に作成した ST50wt%ゲルの比較表を示す．自作で作成したものはお餅のようになっ

ており一つの固体状になっていたが，クニミネ工業で作成したものは粉末のようになって

ボロボロ（固まった粉チーズみたい）としていて粒子間に空隙が存在していた． 

表 31 作成したスチーブンサイト 50wt%分散液の比較表 

自作 ST50wt%分散液 クニミネ工業製 ST50wt%分散液 

 

 

餅のようになっており，一つの固体状にな

っている． 

粉末状になっており，空隙が存在してい

る． 

図 84 と表 31 より高濃度粘土ゲルの導電率は粘土ゲルの状態の影響を受けていると考え

られる．粘土ゲルの粘土濃度が同じでも粉末状になってぼろぼろとした状態だと接触がう

まく取れずに粒子間抵抗が大きくなってしまうことで導電率が低くなっていると考えられ

る． 
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図 85 に SWN 分散液の導電率と粘土濃度の関係を示す．SWN は 30wt%が最も高い導電率

で 35 mS cm-1であった．50wt%の時の見た目は自作のものとクニミネ工業で作成したものと

で差は無く半固体状であった．直流の導電率は ST よりも低く 0.05～0.2 mS cm-1であった． 

 

図 85 SWN 分散液の導電率と粘土濃度の関係 

実線:交流導電率，破線:直流導電率，●自作，▲クニミネ工業作成 
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表 32 に ST30wt%ゲルに 1M Na2SO4 aq と 1M KOH aq を添加した際の導電率への影響をま

とめたものを示す．KOH を添加した ST30wt%ゲルは導電率が KOH そのものよりも低くな

った．作成した分散液の状態はチキソトロピー性が高いものが出来上がったので，粘度によ

って導電率が低下したと考えられる．Na2SO4添加したものは Na2SO4そのものより導電率が

高くなった．作成した分散液は下に粘土が凝集して沈殿しており，チキソトロピー性はなか

った．もともとの粘度と変わらなかったため単純に ST30wt%分散液の分のイオン種が増え

たため全体として導電率が高くなっていると考えられる． 

表 32  ST30wt%分散液に Na2SO4と KOH を添加した際の導電率への影響 

 導電率 σ/mS/cm イオン 

1M KOH aq 130 K+,OH- 

1M KOH aq+ ST30wt%分散液 120 K+,OH-,Na+,SO4
- 

1M Na2SO4 aq 50 Na+,SO4
- 

1M Na2SO4 aq + ST30wt%分散液 90 Na+,SO4
-, OH- 

ST30wt%分散液 40 Na+,SO4
-, OH- 

 

高濃度の粘土分散液は 4-2 式から求められる理論導電率より低い値となる．粘土濃度が高

くなり粘度が高くなることで，導電率が実験式で求められる値よりも低い値を取っている

と考えられる．また，高濃度になると導電率にゲルの分散状態が影響する． 

直流の導電率が交流の導電率に比べて低い値を示すのは粘土シート表面を伝導している

水酸化物イオンが粘土シート外の溶液側へ伝導していく際に表面から動けないなど，阻害

されているためと考えられる． 

ST の最も高い導電率は 20wt%のときで 47 mS cm-1，SWN の最も高い導電率は 30wt%で

35 mS cm-1である．粘土濃度を上げて 30wt%以降の半固体状でも 30 mS cm-1程度の導電率と

なるが，作る人によって粘土分散液の状態が変わってしまい粒子間の接触がうまく取れず，

測定ができないことがあるのでゲル電解液として使用することを考えると 20～30wt%のス

ラリー状のものが好ましい． 
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4.4 考察 

粘土分散液と金属特にアルミニウムに着目したときに粘土種ごとで反応が異なるのは，

Al 表面と粘土分散液界面での状態が異なっているためだと思われる．Yano らの研究で述べ

られている SWN は SA よりも金属イオンを粘土シート表面に配位させられることや，3 章

で述べた通電時における層形成の結果から SA はほかの粘土よりも金属表面に配向しない．

そのため金属表面と SA2wt%分散液界面では粘土シートの存在が少なく，粘土無しの pH10

緩衝液と同じ状態である可能性が高い．金属表面の状態が pH10 緩衝液と似た状態になって

いる．アルミニウム表面では全面で腐食すると考えられる．さらに SA の粘土シートは溶け

出した金属イオンを抱き込む力が弱いので粘土分散液中の Na+などと溶けた AlO2
-が反応す

ることで NaAlO2が生成し白い粉ができていると考えられる． 

ST2wt%分散液はほかの粘土分散液に比べて金属と反応しない．これは ST の粘土シート

が金属表面に配向する力が強く，界面ではアルミニウム-ST-ST2wt%分散液となるので界面

に粘土シートによるバリアが存在するので pH による腐食が起こらない． 

SWN2wt%分散液は同程度の pH を持つ緩衝液と同等のアルミニウム表面酸化皮膜除去作

用があった．SA に比べてもアルミニウム表面自体の変色などは起こらないため ST 同様表

面に粘土シートが配向していると考えられる．また，図 86 に示すように皮膜除去の際に発

生する水素がチキソトロピー性によってアルミニウム表面に保持されアルミニウムの地金-

水素による気泡-ST2wt%分散液の 3 相界面ができる．徐々に気泡が動きアルミニウム表面と

ST2wt%分散液の 2 相界面になった時に露出したアルミニウムの地金で局部電池ができ，局

部腐食しすることで黒点が生成したと考えられる． 

 

図 86 SWN2wt%分散液中でのアルミニウム表面に作られる 3 相界面のイメージ図 
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粘土分散液の導電率は単純に夾雑イオンのみでは説明できなかった．導電率は粘土濃度

と粘土の比表面積に比例することから粘土シート表面に存在している水酸化物イオンが粘

土シート表面を滑るように動く 2 次元イオン伝導によるスピルオーバーの可能性がある．

また，高濃度粘土分散液の導電率はぼろぼろの粉末状に比べて餅状の物のほうが高い導電

率を示すことから導電率に分散状態が寄与すると考えられる．直流抵抗が交流抵抗に比べ

て低くなるのは，粘土シート表面に存在する水酸化物イオンが粘土シートに吸着する力が

強いため，粘土シート外に飛び出せないためと考えられる． 
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4.5 結論 

4 章で得られた結論は以下の通りである． 

(1)粘土種によって金属の NHE に対する電位が異なる． 

(2)粘土種によって金属との反応が異なる．すべての粘土に対して不活性な金属は Pt，Au，

Ti であるため集電体の一つとしては Ti が有用である． 

(3)SWN2wt%分散液中では，アルミニウムが酸化溶解した際溶出するイオンを粘土シートに

抱き込むため，表面に疑似ベーマイトを生成しない．Al 電池のアノード材料としての可

能性がある． 

(4)SWN2wt%分散液は同程度の pH を持つ緩衝液と同等のアルミニウム酸化皮膜除去作用が

ある．さらに優れたチキソトロピー性によって地面に対し SWN2wt%分散液を垂直に塗工

してもアルミニウム表面酸化皮膜を除去できる． 

(5)粘土分散液の導電率は粘土濃度と比表面積に比例する．  

以上のことをまとめると粘土分散液はエネルギーデバイス特にアルミニウム電池のアノ

ード材料としての可能性があり，金属表面酸化物除去剤などへの可能性も期待される． 
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5 総括 

本論文では粘土分散液の構造と粘土濃度の関係に及ぼす夾雑イオンの影響についての知

見をまとめたものである．論文を大きくまとめると 5 つの結論が得られた． ①粘土分散液

が持つ電気化学的性質は夾雑イオンのみでは説明できず，粘土の存在によるものである．②

スメクタイト族からなる粘土分散液は種や粘土濃度，夾雑イオンによって相構造が異なり，

液晶相または等方相をとる．通電時における電極近傍の層形成及び吸熱現象はこの相の違

いで説明できる．③ヘクトライト2wt%分散液にはアルミニウム表面酸化物除去作用がある．

④ヘクトライト2wt%分散液はアルミニウムが酸化溶解した際のイオンを抱き込むため表面

に疑似ベーマイトを形成しない．つまり Al 電池のアノード材料としての可能性がある．⑤

粘土分散液の導電率は比表面積と粘土濃度に比例する． 

第一章では粘土鉱物の一種であるスメクタイト族の特徴や粘土鉱物を溶媒に分散させる

ことで得られる粘土分散液の特徴を調査した結果を背景として示した． 

第二章では実験として用意した試薬，器具，装置，測定方法についてまとめた．特に通電

時における電極近傍と粘土分散液の反応を見るために顕微鏡観察可能なセル開発について

記述している． 

第三章では電界応答としての粘土分散液の構造による影響について議論した．主に結論

の②について考察した．スメクタイト族からなる粘土分散液は液晶としての性質を持つが，

種によって液晶相または等方相の割合が異なった．この相の違いで通電時の現象を説明で

きることを明らかにした． 

第四章では粘土分散液のエネルギーデバイス特にアルミニウム電池への応用の可能性に

ついて議論し，結論の③，④，⑤について言及している．ヘクトライト 2wt%分散液はアル

ミニウム表面酸化物除去作用を持ち，酸化溶解した際のイオンを粘土シートに抱き込むた

め疑似ベーマイトの生成を抑えられることを明らかにした．粘土分散液の導電率は，粘土濃

度に比例した．さらに粘土濃度あたりの導電率は，比表面積に比例することを明らかにし，

粘土分散液の導電率についての実験式を提案した． 

最後にこの第 5 章でこの論文を総括し，粘土分散液が持つ電気化学的性質は夾雑イオン

のみでは説明できず，粘土の存在によるものである結論付け，粘土分散液が有する不可解な

電気化学的性質を解明した成果をまとめた． 
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8 付録 

8.1 実験データ 

8.1.1 粘土分散液の粘土濃度，温度を変化させたときのアルミニウム表面観察 

 この実験は温度，ST2wt%分散液にアルミニウムを浸漬した際，表面が変化しないこと

に着目した．ST2wt%分散液を薄めていき，粘土濃度がアルミニウム表目にどのような影

響を与えるか確認した．また温度を室温 25℃から 90℃まで上げ 3 時間の加速実験を行っ

た際の結果をまとめる．表 33 に粘土濃度を変えて 2 週間放置した際のアルミニウム表面

観察結果を示す．粘土濃度が 1wt%未満になるとアルミニウム表面が黒く変色した．また

ブランクとして行った同程度の pH を持つものよりも反応した． 

表 33 粘土濃度を変えたときのアルミニウム表面観察結果 

Sample Name 表面の写真 備考 

ST1wt%分散液 

 

pH10 

変化なし 

ST0.1wt%分散液 

 

pH9 

全面黒変 

ST0.01wt%分散液 

 

pH8 

全面こげ茶色 

NaCl+pH10 緩衝液 

 

pH10 

うっすらこげ茶色，一部孔 
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Na2SO4+pH10 緩衝液 

 

pH10 

全面うっすらこげ茶色 

MgSO4+pH10 緩衝液 

 

pH10 

全面うっすらこげ茶色 

また表 34 に 90℃で 3 時間の加速試験したあと室温 25℃で 2 週間放置した際の結果をま

とめたものを示す．ST2wt%分散液は室温 25℃では 1 年間浸漬しても変化しなかったが，

加速実験では全面が真っ黒になり，エッジの一部が溶けて白い粉が表面から発生した．

ST0.01wt%分散液は液中に白いゲルが浮かんでいた．粘土無しの溶液に比べてアルミニウ

ム表面が黒くなった．粘土無し溶液では室温で放置した際と違いがなかった． 

表 34 加速試験まとめ 

Sample Name 観察写真 備考 

ST2wt%分散液 

 

分散液中に気泡がた

まっていて中を動い

ていたが全体として

はゲルとして固まっ

ていた． 

ST0.01wt%分散液 

 

白いゲルが浮いてい

る．全面黒変 
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pH10 緩衝液 

 

うっすら黄色 

孔 

NaCl+pH10 緩衝液 

 

うっすらこげ茶色 

孔 

Na2SO4+pH10 緩衝液 

 

うっすらこげ茶色 

これらのことをまとめるとアルミニウム表面と粘土分散液の反応は粘土分散液の相構造

がダイレクトに効いていると考えられる．ST2wt%分散液は温度や濃度によって液晶相と

等方相の割合が異なることは 3 章で述べている．アルミニウムと粘土分散液界面の構造に

よって反応が予測できる．温度や濃度を変化させたことによってアルミニウム表面にでき

るはずの ST 粘土シートからなるバリアができず溶液とアルミニウム表面の反応になるた

め ST 分散液中でもアルミニウムが黒変する．また粘土の存在によって金属表面の反応が

促進されることが分かった． 

また，90℃で生成するアルミニウムの表面水和酸化物は擬似べーマイトまたはべーマイ

トであり，この温度では擬似べーマイトの生成の方が盛んである．室温で行った実験の表

面の様子が一緒なので，4 章で出来ている水和酸化物も擬似べーマイトであること可能性

が高い． 
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8.2 おわりに 

私がこの研究室に来てから仮配属期間を含めれば 3 年と半年になる．粘土との付き合い

もそのくらいの期間になる．研究室に来た当初は他者とのコミュニケーションも取れず，何

もできなかった私が，こうして本論文を執筆できたのは奇跡であり，たくさんの人々の支え

で出来たものであります．この論文を読んでいる後輩がいるなら内容に不備や，不明瞭な点

があると思うので，そこは不肖な執筆者である私の若気の至りですので許してください．ま

た研究するにあたって粘土特に粘土分散液の研究をやっている人は少なく，さらに言えば

電気化学的性質を追っている人はもっと少ないです．ですので，研究に行き詰ったりしたと

きは調べても分からないことは多いです．ですが，研究とは未知を既知に変えることだと思

うので粘土分散液の研究はそれだけやりがいがあると思います．研究とはなぜ，どうしてを

探求するものだと思うので好きに遊んでみてください．研究をやって行くうえで学内での

発表会や，学会発表などでいろんな人から色々と言われると思いますが，「研究とは誰が言

ったかでは無く，何が正しいのか」です．肩書が立派な先生でも間違ったことをいうので研

究データを大事にして自分を信じてみて下さい．この論文が読んでくれている人にとって

少しでも役に立ったなら修士課程まで残った甲斐があって良かったと思います．私は卒業

後縁あってクニミネ工業さんに就職できたので粘土に関して分からないことや興味があれ

ばぜひご一報下さい． 

私は卒業し一研究者となるうえで立花先生に言われた「大局を見ろ」という言葉を大切に

していきたいと思います．私は細かいことが気になりがちなところがあり，要旨の締め切り

数日前になっても数式がどうこうといったことを気にして完成までなかなか持っていけな

いことが多くありました．本当だったら計画的に物事を進められれば良いのですが私は毎

回締め切りぎりぎりになってしまいました．そんな時は細かいことを気にするより全体像

を見て締め切りに間に合わせることのほうが重要です．卒業後は計画的に物事を進め，大局

的に見られるようにしていきます．最後になりますが，粘土には 1000 の用途があると云わ

れており，私の研究やこの論文がその中の一つになれば幸いです． 
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