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モ ンモ リロナイ ト/水 分散液の粘度に影響を与 える要因
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Abstract

Montmorillonite samples were obtained from the suspension of Yamagata-bentonite with four purification processes to

investigate underlying conditions which cause their viscosity. The samples were also treated repeatedly by 70% 2-propanol

solution with different times to prepare the samples with different amounts of water soluble salts. Moreover, the treatments

with sodium acetate-acetic acid solution (pH:5.0) and NaC1 solution were conducted to dissolve Ca-carbonate minerals and to

homo-ionize the samples. Electrical conductivity (relating to the amount of water soluble salts) and viscosity of the

montmorillonite suspensions were measured for the samples with different pre-treatments. From the results of

measurements, the following conclusions were obtained.

1. Viscosities of the montmorillonite suspension are negatively correlated with their electrical conductivities. Under the higher

content of water soluble salts (higher electrical conductivity), viscosity of the samples is lower.

2. In the salt concentration of 2.5 x 10-6-2.5 x 10-4moll -1, zeta-potentials of the samples are almost constant.

3. Even under the same content of water soluble salts, the obvious difference in viscosity of the samples with four purification

processes was observed. The order of viscosity among the samples was not changed even after treatments with sodium

acetate-acetic acid solution (pH:5.0) and NaC1 solution. Consequently, the difference in the viscosity, therefore, may not arise

from the external chemical conditions such as content of water soluble salts and species of exchangeable cation.

4. The observed difference in viscosity among the samples would be attributed to the difference in aspect ratios or particle

sizes (sizes in a-b plane) of montmorillonite in the samples with different purification processes.

Key words: montmorillonite, aqueous suspension, viscosity, electrical conductivity, aspect ratio

1.は じめに

モ ンモ リ ロ ナ イ トの 水 分 散 液 は チ ク ソ トロ ビ ッ ク な粘

性 を示 す.モ ンモ リロ ナ イ トは,塗 料,化 粧 品,セ ラ ミ ッ

ク ス,鋳 型,な ど にお い て,増 粘 剤,流 動 性 改 質 剤,粒

子 の懸 濁 安 定 剤 な ど と して 盛 ん に 利 用 され て い る.

通 常,モ ンモ リ ロ ナ イ トは,ベ ン トナ イ ト原 鉱 を水 に

分 散 させ,水 簸 に よ っ て 精 製 され る.ベ ン トナ イ トに は,

石 英,ク リ ス トバ ラ イ ト,オ パ ー ル,ア ナ ター ゼ,長 石,

雲 母,ゼ オ ラ イ ト,方 解 石,苦 灰 石,菱 鉄鉱 石 膏,ア
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パ タイ ト,黄 鉄鉱 ミラビル石,食 塩,な ど多様な酸化

物鉱物,ケ イ酸塩鉱物,炭 酸塩鉱物,硫 酸塩鉱物,リ ン

酸塩鉱物,硫 化物鉱物,可 溶性塩などが含まれている.

さらに,フ ミン酸などの土壌有機物 も含まれている.本

邦の代表的なベ ン トナイ トである山形産ベ ントナイ トに

は,石 英,長 石,ゼ オライト,カ ルサイ ト,ド ロマイ ト,

菱鉄鋼,黄 鉄鉱などが含まれている1).ま た,鉱 床では,

ミラビライ ト(硫 酸ナ トリウム10水 和物)が,坑 道の壁

か ら霜柱の様に析 出しているのが認められる.分 散液中

に,粒 子 として存在する鉱物は,水 簸時の条件(濃 度,

時間,遠 心力など)を 適正に設定することにより除去す

ることが可能である.し か し,ミ ラビル石,食 塩な どの

可溶性塩,土 壌有機物など水に可溶性の物質は,水 簸に

よっては除去できず,逆 に濃縮 される.

市販されている工業用モンモ リロナイ ト製品には,多

かれ少なかれ,石 英,ク リス トバ ライ ト,オ パール,方

解石,石 膏などが不純物 として含 まれている.ま た,X

線回折では検出が困難であるが,塩 化ナ トリウム,硫 酸

ナ トリウムなどの可溶性塩類,フ ミン酸 などの土壌有機

物 も含 まれている.

これら夾雑物の存在は,モ ンモ リロナイ ト/水 分散液

の粘度に影響を与 える.石 英,オ パール,カ ルサイ ト,

ドロマイ ト,石 膏 などの鉱物が含有 されていると,モ ン

モ リロナイ トの正味量が減少す るため,分 散液の粘度は

低 くなる.ま た,カ ルサイ ト,ド ロマイ ト,石 膏などの

炭酸塩鉱物,硫 酸塩鉱物はい くらか水に溶けるため,分

散液の塩濃度 陽イオン組成を変化 させ,分 散液の粘度

に影響 を与える.フ ミン酸などの土壌有機物は,ア ニオ

ン界面活性剤の一種であるので,分 散液の粘度に影響 を

与えるものと考えられる.

しかし,分 散液の粘度にもっとも大 きな影響を与える

のは,塩 化ナ トリウム,硫 酸ナ トリウムなど可溶性塩の

存在である.モ ンモリロナイ トは水中で疎水コロイ ドと

なるので2),分 散状態は塩濃度に敏感に反応する.分 散液

の塩濃度が高くなると,モ ンモ リロナイトの膨潤性,分 散

性が抑制され,分 散液の粘度は低 くなる.ま た,可 溶性塩

濃度が凝結価(c.c.c.:critical coagulation concentration)

に達すると,水 に分散していたモンモ リロナイト粒子 を

凝集 させ2),分 散液の流動特性 を変化 させる とともに,

ゲル化を促進 させた りする.

モ ンモ リロナイ ト/水 分散液の粘度に対する可溶性塩

濃度の影響については,多 くの研究がある.し か し,こ

れらの研究は,モ ンモリロナイ ト/水 分散液に可溶性塩

をかなり高濃度に加えて行った場合の粘度変化,流 動特

性の変化に関す る ものであ り3-6),も ともとモ ンモ リロ

ナイ トに含まれていた可溶性塩 を徐々に減 らして行った

場合の粘度変化に関する研究は少ない.

本研究の目的は,モ ンモリロナイ トに含 まれている少

量の可溶性塩を徐 々に減 らして行った場合の,モ ンモリ

ロナイ ト/水 分散液における,可 溶性塩濃度(代 用特性

としての導電率)と 粘度との関係 を明らかにし,モ ンモ

リロナイト粒子 自身が有する粘性特性を示すことである.

2.試 料 と実験

2.1実 験方法概要

山形県月布鉱山産のベ ントナイト原鉱 を水に分散させ,

精製方法を変えて複数のモ ンモリロナイ ト試料を得る.

モ ンモリロナイ ト乾燥粉末を,70%の2-プ ロパノール

水溶液 に加え,煮 沸,ろ 過 ・洗浄する.こ の操作 を繰 り

返 して可溶性塩含有量の異 なるモンモリロナイ ト試料を

得 る.精 製方法,可 溶性塩含有量の異 なる多数のモンモ

リロナイ ト試料について,水 分散液における導電率,粘

度を測定して導電率と粘度との関係を求めた.2-プ ロ

パノール水溶液による処理だけでは,試 料の条件(可 溶

性塩含有量,炭 酸塩鉱物含有量など)を 揃えるのは困難

なので,脱 炭酸塩処理後,Na一 交換処理を行った試料も

作成 し,粘 度測定を行った.

2.2試 料調製

2.2.1モ ンモ リロナイ ト試料の採取

山形県月布鉱山産のベ ントナイ ト鉱床か ら採取 したベ

ントナイ ト原鉱(未 乾燥)を 径5mm以 下に粗砕 した.

水100リ ッターに原鉱98kgを 加え,24時 間撹拌 してベ

ントナイ トの9%分 散液を得た.分 散液は1夜 静置 して

遠心分離に障害を与える粗大 な粒子を除去 した.分 散液

の濃度は,約8%と なった.モ ンモ リロナイ トの採取方

法 は次の4と お りであ る(Fig1).な お,精 製条件 は,

i)ベ ントナイ ト原鉱(無 水量)か らのモ ンモリロナイ

トの収率が20～25%程 度 となること,五)石 英含有量が

0.5～1.0%程 度 となること,と した.

田辺製スクリューデカ ンター型連続遠心分離機Z-

1L型 を用いて,遠 心力4,500Gで 遠心分離 を行った.1

回の遠心分離では目標 とした精製条件を満足 しなかった

ため,分 散液 を希釈 しなが ら,計7回 の遠心分離を繰 り

返 した.得 られた精製液は,80℃ で乾燥 し,コ ーヒーミ

ル型サンプルミル(ラ ボミルサー)で0.5mm以 下に粉砕 し,

実験試料 とした.以 後 この試料を"Decanter"と 記す.

ベ ックマンコルター社製Avanti J-E型 遠心沈殿機を

用い,濃 度8%の ベ ン トナイ ト分散液1kgを 入れた容

器4本 を,8,000Gで15分 間遠心分離 し,懸 濁部(精 製モ

ンモリロナイ ト分散液)を 回収 し,乾 燥,粉 砕した.以

後,こ の試料を"8,000G"と 記す.

濃度8%の ベ ン トナイ ト分散液を2倍 に希釈 して濃度

4%と し,ベ ックマ ンコルター社製Avanti J-E型 遠心

沈殿 機 を用 いて,分 散 液1kgを 入れ た容器4本 を,

4000Gで8分 間遠心分離 し,懸 濁部 を乾燥 粉砕 して

試料 とした.以 後,こ の試料を"4000G"と 記す.

濃度8%の ベ ントナイ ト分散液を4倍 に希釈 して濃度

2%と し,50リ ッターの容器中で48日 間静置して粗粒子

を自然沈降させ,懸 濁部 を回収 し,乾 燥,粉 砕 して試料

とした.以 後,こ の試料 を"自 然沈降"と 記す.
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Fig.1 Purification processes of the montmorillonite samples from Yamagata-bentonite.

2.2.2プ ロパノール水溶液による可溶性塩の除去

乾燥粉砕したモンモリロナイ ト試料30gを,70%の2-

プロパ ノール水溶液(以 後IPA溶 液 と記す)3000mlに

加え,撹 拌 しながら水浴中で1時 間穏やかに煮沸 した.

No.4Aろ 紙 を使 って減圧濾過 し,ケ ーキ は70～80℃ 程

度の熱いIPA溶 液500mlで3回 洗浄 した.こ の操作 を

10～20回 繰 り返 し,60℃ で乾燥 し,粉 砕 して実験用試料

とした.途 中,3回,5回,10回,15回 洗浄処理後 に

ケーキの一部を分取 し,60℃ で乾燥 し粉砕 して実験用試

料 とした.な お,IPA溶 液処理の繰 り返 しは,処 理 し

たモ ンモ リロナイ ト試料の2%分 散液の導電率が,350

μS/cm程 度に低下するまで行った.

22.3脱 炭酸塩処理およびNa交 換処理

試料の条件(可 溶性塩含有量,炭 酸塩鉱物含有量,交

換性陽イオン組成 など)を 可能な限 り均一 とす るため,

モンモリロナイ ト試料 に含 まれている炭酸塩鉱物を溶解

除去 し,さ らに,Na交 換処理を行って交換性陽イオ ン

をほぼNa+の み とした試料を作成 した.

まず,モ ンモリロナイ ト試料 を,酢 酸-酢 酸ナ トリウ

ム溶液で処理 した7).INの 酢酸ナ トリウム溶液 に酢酸

を加 えてpHを5.0に 調節 した溶液3,000mlに,モ ンモ リ

ロナイ ト粉末11gを 加え,4時 間撹拌 した.1夜 静置 し

てモンモリロナイ トを沈降 させ,上 澄液 を棄却 した後,

ろ過により固液分離 した.ケ ーキは,再 度酢酸-酢 酸ナ

トリウム溶液に加 え,4時 間撹拌後,1夜 静置 した.ろ

過によ り固液分離 し,ケ ーキはIPA溶 液500mlで3回

洗浄 した.モ ンモリロナイ トをNa型 に戻すため,洗 浄

後のケーキは,2Nの 塩化ナ トリウム溶液3,000mlに 加

え,1夜 撹拌,1夜 静置 したのち,ろ 過により固液分離

した.ケ ーキは熱いIPA溶 液500mlで3回 洗浄 した.

ケーキは,再 度2Nの 塩化ナ トリウム溶液3,000mlに 加
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え,1夜 撹拌,1夜 静置したのち,ろ 過により固液分離

した.ケ ーキは熱いIPA溶 液500mlで3回 洗浄 した.

この操作 を計3回 繰 り返 し,3回 目には,AgNO3テ ス

トにより,ケ ーキの洗浄液に塩化物イオンの反応が認め

られなくなるまで熱いIPA溶 液で洗浄 し,60℃ で乾燥

し,粉 砕 して実験用試料 とした.

2.3分 析方法

粘度:モ ンモ リロナイ ト試料の水分を測定し,未 処理

試料およびIPA溶 液で洗浄処理した試料については,4%

のモ ンモ リロナイ ト/水 分散液80gを,110mlの ス ク

リュー管瓶に作成 した.分 散液の作成は,試 料の水分変

化を避けるため,水 分測定の直後に行った.分 散液は,水

平振盟式の往復動式振盈機で1夜 振盈 してモンモ リロナ

イ トの膨潤 ・分散を完成させた.そ の後,25℃ の恒温室

に半 日静置 して液温 を25℃ とした.25℃ とした分散液

は,手 で1分 間振 盟 した後,BM型 粘度計 を用 いて,

60rpmに おける粘度を測定した.

脱炭酸塩 ・Na-交 換処理を行 った試料は,水 分散液の

粘度が極めて高 くなったので,濃 度を25%と した他は,

上記の手順により粘度を測定 した.

導電率およびpH:粘 度測定後の分散液は,希 釈 して

濃度を2%と し,堀 場製作所製DS―7型 導電率計で導

電率を,横 河電機製pH-81型 ガラス電極pHメ ーターで

pHを 測定 した.

陽イオン交換容量(CEC)お よび浸出陽イオン量(LC):

CECの 測 定は,Schollenberger8)法 で行 った.CEC測

定の際に得られる酢酸アンモニウム溶液に浸出 して くる

Na+,K+,Mg2+,Ca2+イ オンは,原 子吸光法で定量した.

これ らの陽イオンの測定値には,モ ンモリロナイ トの交

換性陽イオンのほかに酢酸アンモニウム溶液に可溶性の

塩類 炭酸塩鉱物,硫 酸塩鉱物な どから溶解 してくる陽

イオンも含まれるので,浸 出陽イオン(Leached Cations;

LC)と 呼ぶこととす る.

化学組成:団gaku 3270型蛍光X線 分析装置を用い,四

ホウ酸リチウムを融剤とするビー ド法で測定を行った.

Ig.lossは1ρ00℃ 焼成により測定 した.

比表面積:ユ アサアイオニクス社製NOVA1000型 比

表面積 ・細孔分布測定装置で測定 した.脱 気は300℃,減

圧下で60分 間行った.

ゼータ電位:Malvern社 製Zetasizer NANO ZS90を

用いて測定した.測 定時の試料濃度は,1.0%お よび0.01%

とした.

粉末X線 回折:リ ガク製RADHB型X線 回折装置(グ

ラファイ トモノクロメータ付 き)で 測定 した.測 定時の

相対湿度は40～45%と した.Cu対 陰極 を用い,ス キャ

ンスピー ドは1。/min.,測 定範囲を3。 ～40。(2θ)と し,

管電圧40kV,管 電流20mA,発 散ス リット(DS),散 乱

スリット(SS),受 光スリッ ト(RS)は1゜-1゜-0.3mm

で測定した.

石英含有量:X線 回折において,26～27.(2θ)の

回折強度 を精密に測定 し,予 め作成 しておいた検量線 を

用いて定量 した.

カルサイ ト含有量:山 形産ベン トナイ トか ら精製 され

たモ ンモ リロナイ トの浸出陽イオン中のCaは,そ のほ

とんど全量がカルサイ ト由来であるので9),Caイ オン量

からカルサイト量を計算で求めた.

アスペ ク ト比:新 鮮 なマイカの壁開面に濃度10mg/1

の分 散液 を滴下 し,風 乾 させ て測定用試料 とした.

JEOL製JSTM4200D型 原子間力顕微鏡を用い,100個

の粒子 をランダムに選 び,層 面(a-b面)方 向の長 さ

お よび層面に垂直な方向の高さを測定 し,層 面方向の大

きさと層面に垂直な方向の高さとの比を取って,ア スペ

ク ト比 とした.Table1に 示 したアスペク ト比の値は,

100個 の粒子の平均値である.

3.結 果および考察

3.1精 製試料の特性

回収 された精製液の固形分濃度,乾 燥 ・粉砕 した試料

の2%分 散液の導電率,pH,4%分 散液の粘度,陽 イ

オン交換 容量(CEC),浸 出陽 イオン量(LC),化 学組

成,石 英含有量,カ ルサイ ト含有量,ア スペ クト比など

をTable 1に示す.

無処理試料のx線 回折図をFig2に 示す.極 微量の石

英,微 量のCalciteの 存在が認められる.4000G試 料は,

石英,Calciteと も,含 有量が他の試料 に比 して多い.

001ピ ークの形状 は,Decanter試 料が最 もシャープで,

自然沈降試料が最 もブロー ドである.

石英含有量は,0.2～1.0%,カ ルサイ ト含有量 は1.0%

程度である.可 溶性塩は大部分がNa2SO4で あ り,含 有

量 は0.8～1.4%程 度であった.他 に,定 量で きていない

が,フ ミン酸を主 とす る土壌有機物が少量含まれている

ものと思われる.

モ ンモ リロナイ トの純度に対応するCECは,106～

107 meq/100gで あ り,各 試料でほぼ一致していた.化

学組成 も,SiO2,Al2O3,Fe2O3,MgOな どの主要成分

Fig.2 XRD patterns of the samples prepared by different

purification processes.
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Table 1 Characteristics of the studied samples treated from Yamagata-bentonite by

various purification processes.

*: Concentration of Purified Montomorill
onite Suspensions Recovered from Bentonite suspension

**: Cations leached by 1N ammonium acetate solution

***: Determined by XRD

****: Calculated from Ca2+ (Leached C
ation)

には,大 きな差は認められない.得 られた4試 料のモ ン

モ リロナイト含有量には大きな差 はないと考えられる.

3.24%分 散液の粘度

均質なベントナイ ト分散液を原料とし,ほ ぼ同じ精製

度合いになる様に精製したにもかかわ らず,4%分 散液

の粘度は,試 料によって120mPa・s～528mPa・sと 大 き

な差が認められる.

ここで,2%分 散液の導電率に注 目する.2%分 散液

の導電率 は,845μS/cm～1,300μS/cmで あ り,分 散

液の導電率 と粘度 との間に負の相関が認め られる.

次に,導 電率 と相関する特性 として,浸 出陽イオン中

のNa+量 および化学組成のNa2OやSO3量 が注 目され,

Na+量 あるいはNa20量,SO3量 の多 い試料 は分散液の

導電率が高い.精 製モンモリロナイ ト中に含 まれる可溶

性塩,主 として硫酸ナ トリウムの含有量が分散液の導電

率 を決定 し,分 散液の可溶性塩濃度が分散液の粘度を決

定 していることを示唆する.

3.31PA溶 液による洗浄処理,脱 炭酸塩 ・Na交 換処

理による物性の変化

上記の検証のために,IPA溶 液に よる洗浄処理 を繰

り返 し,モ ンモリロナイ ト試料中の可溶性塩を除去 した

試料について,可 溶性塩含有量の代用特性としての分散

液の導電率と分散液の粘度 との関係を検討 した.

Table2にIPA溶 液による洗浄処理 を繰 り返 した試料

および,脱 炭酸塩 一Na交 換処理 を行った試料の水分散

液における,粘 度,pH,導 電率 を示す.

IPA溶 液による洗浄処理 を繰 り返す と,可 溶性塩が

除去 され,試 料の2%分 散液の導電率が低下する.ま た,

可溶性塩が除去 されるのにつれて,わ ずかなが らpHが

低下する.さ らに,導 電率が低下するのにつれて,4%

分散液の粘度が高 くなる.し かし,導 電率の低下や粘度

上昇の程度は試料により大きく異なる.す なわち,8,000G

で精製 した試料では,10回 の処理によって2%分 散液の

導電率が350μS/cmま で低下 し,4%分 散液 の粘度は

2,660mPa・sま で上昇す る.一 方,自 然沈降に より精製

した試料では,処 理を20回 繰 り返 さないと,2%分 散液

の導電率が365μS/cmま で低下せず,粘 度は879mPa・s
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Table 2 Changes in viscosity, pH, and electrical conductivity in aqueous suspensions of the samples after treatment by 70%

2-propanol solution with different times.

*: treated 3-20 times with 70% 2-propanol solution to remove water soluble salts
**: treated with sodium acetate -acetic acid solution (pH: 5.0) to dissolve carbonates and Na-exchanged

まで しか上昇しない.Decanterに よる精製試料,4000G

による精製試料は,両 者の中間的な性質を示 し,15回 の

洗浄で2%分 散液の導電率が300～350μS/cm程 度となっ

た.し か し,IPA溶 液 による洗浄処理だけでは,試 料

の条件(可 溶性塩含有量,炭 酸塩鉱物含有量,交 換性陽

イオン組成など)を均一にすることが困難である.そ こで,

次に脱炭酸塩一Na交 換処理を行った試料 に注 目する.

Table2に 示 した とお り,脱 炭酸塩-Na交 換処理 を

行った試料は,4試 料 とも,2%分 散液の導電率が150

μS/cm近 傍に収束 した.ま た,Table3に 示 した交換

性陽イオ ン組成 も,4000G試 料のNa+量 がやや多い点

を除けば,大 差は認め られない.Fig.3に 脱炭酸塩 ・Na

交換処理を行 った試料のXRDパ ターンを示す.微 量の

石英が存在することは未処理試料の場合 と同じである

が,Calciteは 完全に除去 されている.(001)面 の回折

線の形状 は,自 然沈降試料が最 もブロー ドであるが,他

の試料では大 きな差は認められない.

脱炭酸塩 ・Na交 換処理によ り,試 料 の条件(可 溶性

塩含有量,炭 酸塩鉱物含有量,交 換性 陽イオン組成な

Fig.3 XRD patterns of de-carbonated and Na-exchanged

samples prepared by different purification processes.

ど)を そ ろ え た に もか か わ らず,2.5%分 散 液 の 粘 度 は,

1,500～2400mPa・s程 度 の 差 が 認 め られ る.
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Table 3 Cation exchange capacity (CEC) and leached cations (LC) of the samples treated with 70% 2-propanol solution
and samples treated with sodium acetate-acetic acid solution to dissolve carbonates and to exchange with
Na+.

*:Cations leached by 1N ammonium acetate solution
**: Treated with 2-propanol solution till electrical conductivity of 2% suspensions reach to about 350ƒÊS/cm***

: Treated with sodium acetate-acetic acid solution (pH: 5.0) to dissolve carbonates and Na-exchanged

Table 4 Zeta-Potential (mV) of the samples treated 3-20 times with 70% 2-propanol solution and samples treated with sodium
acetate-acetic acid solution to dissolve carbonates and to exchange with Na+, in aqueous suspension.

3.4ゼ ータ電位の変化

Table4に ゼータ電位の測定結果を示す.ゼ ータ電位

は,未 処理試料お よびIPA溶 液による洗浄処理を行 っ

た試料では,ど の試料において も-30～-40mV程 度を

示す.8,000G試 料 のみについては,IPA溶 液による処

理 を繰 り返した試料についてもゼータ電位 を測定 した.

濃度1%に おける測定では,処 理回数が増えて可溶性塩

が除かれるのに従って,ゼ ータ電位が小 さくなる傾向が

認め られる.一 方,0.01%に おける測定では,ゼ ータ電

位の変化はほとんど認められない.ゼ ー タ電位の測定に

際しては,分 散液の粘度が関係する.モ ンモ リロナイ ト

分散液の場合,濃 度1%で は,分 散液の粘度は分散媒で

ある水 の粘度 よりかな り高い粘度となる.ま た,IPA

溶液による処理回数が増 えるにつれて粘度が高 くなって
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いるはず である.8,000G試 料の,濃 度1%に おける測

定で,IPA溶 液に よる処理回数が増えるにつ れてゼー

タ電位が小 さくなる傾向が認め られるのは,分 散液の粘

度上昇の影響が現れた結果であって,真 にゼータ電位が

小 さくなったのではないと考えたほうが妥当である.一

方,0.01%で は,分 散液の粘度は水の粘度 とほぼ等 しい

と考 えてよい.従 って,ゼ ー タ電位の測定値 としては,

0.01%に おける値 を採用することが適切であろ う.今 回

ゼータ電位 を測定 した分散液の可溶性塩濃 度は,25×

10-6～2.5×10-4mol1-1の 程 度であ り,比 較的低濃度

しか も狭い範囲である.今 回実験を行った塩濃度の範囲

内においては,ゼ ータ電位 はほぼ一定であ ると,言 え

る.ま た,IPA溶 液による洗浄 を繰 り返す と分散液の

粘度が上昇するのは,ゼ ータ電位が変化して水中におけ

るモンモ リロナイ トの分散状態 が変化す るためではな

い,と 言える.

脱炭酸塩・Na交 換処理を行 った試料のゼータ電位は,

いずれの試料において も,-43～-49mV程 度であ り,

ほぼ一定の値であった.

3.5pHの 変化

IPA溶 液による処理を繰 り返す と,2%分 散液のpH

は未処理試料 における,10.1～10.4か ら,8.6～9.7程 度ま

で低下する.

IPA溶 液 による処理 を繰 り返す と,モ ンモ リロナイ

トに含 まれている可溶性塩が除去されるだけでなく,モ

ンモリロナイ トの交換性陽イオンの一部も除去 される9).

そのため分散液のpHが 低下 したものと考えられる.

脱カルサイ トーNa交 換処理 を行 った試料では,2%

分散液のpHは,6.2～6.6で あ り,未 処理試料の分散液

が弱アルカリ性を示すのと大 きな差が認められる.山 形

産ベン トナイ トを原料として可能な限 り夾雑物を除 き,

その後,脱 炭酸塩 ・Na交 換処理を行った高精製Naモ ン

モリロナイ トの2%分 散液のpHは,や はり,6.5程 度の

ほぼ中性 を示 した10).Garciaら はアルゼンチンリオネグ

ロ産のベントナイ トからモンモリロナイ トを採取 し,NaC1

によりNa交 換 したモンモリロナイ トは,水 分散液のpH

が約6.5であ った と報告 している11).ま た,和 田 らは,

山形産ベントナイ トには,炭 酸ナ トリウムが含 まれてお

り,そ れが山形産ベ ントナイ トの水分散液がpH10程 度

の弱アルカリ性 を示す原因であると報告 している12).以

上のことから,可 溶性塩,炭 酸塩鉱物などをほぼ完全に

除去 した高純度のNaモ ンモ リロナイ トの水分散液 は,

ほぼ中性を示すものと考えられる.

3.6陽 イオン交換容量,浸 出陽イオン量の変化

未処理試料,2%分 散液の導電率が350μS/cm程 度

となるまでIPA溶 液による洗浄処理 を繰 り返 した試料,

脱 炭酸塩 ・Na交 換処理 を行 った試料のCECとLCを

Table3に 示す.IPA溶 液による洗浄処理 では,LC中

Decanter

4000G

8000G

Sedimentation

Fig.4 Changes in specific surface area (solid) and micropore surface area (open) of the samples treated
repeatedly with 70% 2-propanol solution, and sodium acetate-acetic acid solution.
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のNa+量 のみが減少する.IPA溶 液による洗浄 を繰 り

返すと,ま ずモ ンモリロナイ トに含まれている可溶性塩

(主として硫酸 ナ トリウム)が 溶解除去 され,次 いでモ

ンモ リロナイ トの交換性Na+が 除かれるこ とに対応 し

ている9).

脱炭酸塩 ・Na交 換処理を行った試料では,CECの 値

とNa+量 がほぼ等 しくなっている.ま た,K+,Mg2+量

はわずかに減少 し,Ca2+量 は1meq/100g程 度にまで減

少 してお り,脱 炭酸塩・Na交 換処理が適切に行われた

ことを示 している.

3.7比 表面積,ミ クロボア比表面積の変化

IPA溶 液処理,脱 炭酸塩 ・Na交 換処理 による試料の

比表面積 ミクロボア比表面積の変化 をFig.4に 示す.

IPA溶 液に よる洗浄処理に より,比 表面積,特 にミ

クロボア比表面積(細 孔直径2nm以 下の細孔による比

表面積)が 大 きくなる.未 処理試料では10%以 下であっ

た全比表面積 に対する ミクロボア比表面積 の割合は,

70%程 度にまで増大する.可 溶性塩は,主 として粒子の

ミクロボアに含 まれていると考えられている13).IPA溶

液による洗浄処理を行って可溶性塩を除去 してい くと,

ミクロボアが開放 され,ミ クロボア比表面積が大きくな

るもの と考えられる.

IPA溶 液 による洗浄処理で,モ ンモリロナイ ト粉末

の ミクロボア比表面積が大 きくなることは,水 中におけ

るモンモ リロナイ トの吸水膨潤 ・分散を促進する要因に

なると考えられるが,ミ クロボア比表面積の増大が,3

回の洗浄処理で飽和 に達することから考えて,粘 度増大

に与える影響は限定されたものであろう.
」方

,脱 カルサイ トーNa交 換処理を行 った試料では,

全比表面積が44～52m2/g程 度にまで大 きくなる.

3.8水 分散液の粘度の変化

未処理試料,IPA溶 液による洗浄処理を繰 り返 した試

料,脱 炭酸塩 ・Na交 換処理 を行 った試料 における2%

分散液の導電率 と4%あ るいは2.5%分 散液の粘度との

関係 をFig.5に 示す.IPA溶 液による洗浄処理 を繰 り返

す と,モ ンモ リロナイ ト試料 に含 まれていた可溶性塩が

徐々に除かれ,2%分 散液の導電率が低下するのにつれ

て,4%分 散液の粘度が高 くなる.導 電率低 下の傾向,

粘度上昇の傾向は試料によって異なる.8,000G試 料で

は,10回 の洗浄処理によって2%分 散液の導電率が350

μS/cmま で低下 し,4%分 散液の粘度が2,660mP・sま

で上昇する.一 方,自 然沈降試料では,洗 浄処理を20回

行わない と2%分 散液の導電率 が365μS/cmま で低 下

せず,4%分 散液の粘度も879mP・sま で しか上昇 しな

い.Decanter試 料,4000G試 料は中間の傾 向 を示 し,

15回 の洗浄処理 により2%分 散液の導電率が290お よび

340μS/cmま で低 下 し,4%分 散液の粘度がag60お よ

び2,580mP・sと なった.

可溶性塩含有量,カ ルサイ ト含有量などの試料条件を

Fig.5 Relationship between electrical conductivity and

viscosity in suspensions of the samples treated 3-20

times with 70% 2-propanol solution and 2.5%

suspensions of de-carbonated and Na-exchanged

samples.

で きる限 り等 し くす るため脱炭酸塩 ・Na交 換処理 を

行 った試料 におい て も,2.5%分 散液 の粘度 は1,490～

2,420mP・sと 広い範囲の値 をとる.

Kimuraら は,モ ンモ リロナイ ト分散液 と陽イオンお

よび陰イオン交換樹脂を長期間(8年 間以上)接 触 させ

ることにより,徹 底的に脱塩 したNaモ ンモリロナイ ト

を用い,NaCl濃 度のご く低い領域 において分散液の粘

度を測定した141.その結果,NaCl濃 度が3×10-5mdl-1

になると分散液の粘度は低下を始め,1×10-4moll-1に

なると顕著に低下することを報告している.今 回測定を

行 った未処理試料 の2%分 散液の導電率は845～1,300

μS/cmで ある.導 電率か ら総塩濃度を求めると,0.8～

1.30×10-3moll-1程 度 とな り15),Kimuraら の実験条件

よりも塩濃度の高い領域で粘度の測定を行ったことにな

る.し たがって,1×10-3moll-l程 度の比較的塩濃度の

高い条件か ら出発 して,徐 々に塩濃度を下げなが ら分散

液の粘度を測定したことになり,導 電率(あ るいは塩濃

度)の 低下 とともに分散液の粘度が上昇 したもの と考え

る.

3.9粘 度の比較

均質なベ ントナイ ト分散液を原料として,収 率や石英

含有量 などがほぼ同程度になる様にモ ンモリロナイ ト試

料を採取した.精 製度合いがほぼ等 しいことは,未 処理

試料のCEC,化 学組成,XRDな どに より確認 されてい

る.そ れにもかかわらず,分 散液の粘度には大 きな差が生

じた.4%分 散液の粘度は,未 処理試料ではDecanter>

8,000G>4,000G>自 然沈降の順である.ま た,2%分

散液の導電率が350μS/cm程 度となるまでIPA溶 液で

処理 した試料における4%分 散液の粘度の順位や,脱 炭

酸塩-Na交 換処理を行った試料における2.5%分 散液の

粘度の順位も同様である.
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Fig.6 Relationship between aspect ratio of montmorillonite particle and viscosity of suspension.
left: original samples right: Na-exchanged samples

分散液における粘度の,Decanter>8,000G≧4,000G>

自然沈降という順位は,処 理の有無にかかわらず不変で

ある.分 散液 における粘度の順位は,分 散液の塩濃度な

どの外的因子 によるものではなく,モ ンモ リロナイ ト自

身が有する層面方向の大 きさ,あ るいはアスペク ト比な

どの内的な ものと考 えられる.Fig.6は,ア スペク ト比

と分散液の粘度との相関を表 したものである.未 処理試

料,Na交 換処理試料 ともに,ア スペク ト比が大 きい も

のほど粘度が高い傾向が認め られる.た だ し,今 回実験

した試料のみでは試料のアスペ クト比の範囲が狭 く,明

白な相関は得 られていない.よ り詳細な関係 を明らかに

するためには,さ らなる検討が必要と考える.

4.ま とめ

山形産ベ ントナイ ト原鉱を原料 とし,4種 類の方法に

より精製 したモンモ リロナイ トのキャラクタリゼーショ

ンと分散液の粘度測定を行った.そ の結果,以 下のこと

が明 らか となった.

1)モ ンモリロナイ トのCEC,化 学組成 などには大

きな差 は認められず,モ ンモリロナイ トの含有量は

ほぼ等 しいもの と考えられる.

2)モ ンモ リロナイ トの含有量がほぼ等 しいと考えら

れるに もかかわらず,分 散液の粘度には大 きな差が

認め られた.

3)可 溶性塩の含有量が分散液の粘度に影響を与える

ので,試 料 をIPA溶 液で繰 り返 し洗浄 して可溶性

塩含有量のほぼ等 しい試料を作成 した.試 料の可溶

性塩含有量の代用特性 として分散液の導電率 を測定

し,粘 度 と関連付けを試みたが,導 電率がほぼ等 し

い試料 においてもそれ らの粘度には大 きな差が認め

られた.

4)IPA処 理 により,可 溶性塩 を段 階的に除去 した

試料 についてゼータ電位 を測定 した.今 回測定 を

行った塩濃度の範囲は,2.5×10-6～2.5×10-4moll-1

であり,比 較的低塩濃度 しかも狭い範囲であった.

この条件下においては,ゼ ータ電位はほぼ一定の値

を示 した.

5)試 料の条件 を可能な限 りそろえるため,脱 炭酸塩

処理・Na交 換処理 を行った試料について も粘度測

定を行 ったが,2.5%分 散液の粘度には依然 として

差が確認された.

6)粘 度の差が生ずる原因は,モ ンモ リロナイ ト結晶

の大 きさ,あ るいはアスペク ト比にあると考 えられ

るが,今 回測定した試料のみでは,ア スペク ト比の

範囲が狭 く,明 白な相関は得 らなかった.詳 細 な検

討は今後の課題である.
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