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一Anom盈lous　Phenomena』Qn　Refractive　Indi£es　of　a　Clay

　　　　　　　MineraIMe盆suτedbyl血血er＄i・n顛eth・d．

虞

ノ
：By

Osamu　H1rokawa
／

＼

　　　　　∫”翻Od％α乞C％。　In　t｝ie　CbUrS6　0f　Wri右er，S

　　　studyQfbuildin歯st・ne，kef・undthataclay

　　　皿iner＆1wh1曲makesもhe”g甲頓rp乱rt・紬e
　　　臼・一c＆11e己、“Mis・”in伽6ya－ish号5窺tu臨

　　　ce・usbuflding ．st・ne，presenもs、an・mal・us－

　　　：P五enomen泓oH右he，refr翫etiveindices阻easured

　　　ins・meimmersf・nliquids♂Si無eet坤ep五e一
、惣・menaseem臼む・be軌fspeci乱1，n・む玉cet・むhe

　　　writernoもonlyfromtheViewpointof＆c鼠一
　　　demiclinteres亡s，butals・fr・血施epracむ量ca1

　　　卿licaむi・n，a・sh・r右n・tewithregardst・「tぬe

　　　resu．1ts　of　his　experiments＆n．d　observ＆tions

　　　willbegiveninthispap6r．1むis，・fc・urse，

　　　not　necessary　tσsay　七hat　the　fuざむher　study

　　－isdesirable右Qdeve1・P－thepr・ble甲s・This

　　　paperismerdy乱s亡ep亡othis母evelopmen右。

　　　　　脇％6耐09傭」伽o吻♂伽・一“Miso’コs　of

　　　鵠ngularform，0．5mm～1cminsize，s五〇wing
　　・βh乱rp’b・u漁ryagain串右伽c・untryr・ck我nd

　　　composed．of　the　chy　minefal　besides　bi：pyr鼠一

　　　midal哩uar勧c・細tuentsplagi・clase（・1五言・一

　　　d乱se畷ndesin“）・ze・lite（？）’昇ndzirc・n，as

　　　acces＄ory　constitu今nts。The　elay　mine遡1is

　　　various－in　both　colour　and¢ompos1tion．　A
　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　　　yellowish　w真i七e、var重eもy　is一ロowl　in　ques七ion　in

　　　thefollowing．

　　　　　Under伽mier・s・・pe，七hec1＆y蜘er＆1
　　　＆PPe＆rs　as鳥・she＆f　of　rods　and・tubes，0．15～

　　　0．03卑m呂cross　showing　wea，k、birefringence。

　　　丁五er・dandt⑳earec・n白むi右uted・faggre－

　　　gate　of　ci11我，which　crowa　at．random．一The

　　．suspensoid，　consisting　of　むbe　mineral　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　water，is亀bout7inp耳．Th三smine画is

　　　chara？terized　by　swelling　a，nd　syllersiS　in　boむh

　　　of　acid　and包1kaline　waむer．

“　恥per加βntalresu1むs・ffgni右i・n1・ssand

　　　c五emicalc・mposiむionofむhemiuer島1乱regiven

　　　inTaわ1elandTableII．

　　　　　From亡hese　ehaねeむersむhまs　m五ne1・a1’seems

　　　εbbebeidelli重e，avarieむy・f m・nむm・ril1・niむe．

　舜　　五1灘即θ短鵬θ窺α麗δob8θゲ微孟40ηり　Tぬe　writer　h乱s

discoveredth＆tthemi丑eral1）islowerinind．1・

Cesofre£racむi・nthanced麟・・d・i1～（n＝，

、エ。523），butit’apPearsasifiむwerehfgher

ini・dicgs・fre聖racti・nth躍后hemfxedliqu亙d

（n－1・528）・fcedarw・・d・三1apdca細・i1

（n＝・1．602〉Someresu1む白、of書hlsexperiments

and　observ乱tions　in　conn¢c右ion　wit虹右his　dis－

eovery＆reasfollows：，

　　　Int血emixedliquidてn＝1．545）oft五ese
two，’tLe　miRera，l　a，PP銀rs，as　i£i仁wer6a・bout

the　sa，me　革n　fefr乱ctive　index　as　むhe　liq　uid．

It　is，howev¢r，ofしspecia，l　notice　to　find　that

the　miner翫l　behaves　to　become　ぬigber　三u

refractive　indibes　t車an．　the　li（1uid　durlng

measllremenむ．

　　　Be董ロgmeaSUredin右五eOむhemixedliquid，

w｝λieh　ha零　higher　index　of　refr昂ction，　the

mfneralislowerinindiceso£ηefracむlonth肥
』
t
h e

．
1i（iui（1我t　五rst夕　buむ　some　H乱kes　of・the

血ineral　begin　to．behave，as　if　tLey　were　hig一，

her［in卜indices・frefracti・nthantぬelfquid

duringexperiment．ThischangeofoPむica1、
ch乱r我c伽takesplace皿ore・即idly，asthe

’Hakeof伍emineralissm乱11er．　、

　　　Int血esamew乱y，’むhemineral乱PPears，as
if　it　were　hi竃｝｝er　in出dices　of　re丑ractionjh哉n・

the面xed1量quids（n＝L523and1・55り・f
e坊yl．beゑzoaカe（n＝1．エ510）“andcassia“、oi1’

（n＝L602）。

　　　Inthemixedli⑩ds（n＝1．522）』dfα一

ch1・mapht姻e尊e（n＝1・640）我ndced＆rw・・d
oil　or　e七hyl　benzo舗G，むhe　miner＆1is　always

l・wゆi血dices・frefra偶ti・nth韻heliquids・

　　　丁血eminera1少加r“ersedincass三我oi1，cedar－

woodoibndthe』m1xeδli儀uidて血＝1．528）of

thesetw・2）・f・r24h・urs・sh・～マsslmila叫e－

nomena，as　described　before．

　　1うTherefr＆eti▽eindicやs－qfthismineralmea血s，

　αan（1鯵γin　this　papeL

　　・2）丁五erefra・tiveindieesP・fthesethree’1iquid

sh・wn・r6mεrka万1ec五我nge呂fter2紬・urs。

一

1・r



¢

　　Itsh・wssむi1HhesamepLen・men8gn
refractiv61ndices　measured　by　immer＄三〇豆me－

th・d，af七ert塾emfneねlishe抗ted鋪100。C
and　dehydraむed．

』hethyl五enzo乳te（n＝1．510）プbenz・1（n

＝1・505）・rpeむr・1eu卑（血＝1・434）・むhebmine－

ra，1．which　h＆s　abs6rbed　waむer，appe我rs　as至f

i七we主e　lower　in．in．dices　of　refr出ction　thanむhe、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し
1i勉uids7曲51e施emineraldriedinむheairis
hgher　玉n　玉ndices　of　refra、ction　th＆n　thesa

右11reeoi1S。　・

　　　The　mineral　which　lhas油sorbed　w就er　i、s

・6xpeOted右・be「1・ψeriuind五ces・frefracti・n

thanglycefine（n＝1．463），・bu七iむap脚rsas．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

ifitwer曲igher．
　　　動％剛8．1むh鋸、beenrep・rte砒a甑e

refr統ctive量ndicesofclayminera1呂shaloy－
site　sllows　rem乱rkable　change　bジthe　wa右er

content　ofむhe　mineral，乱nd　in　somel　casesむhe

ch乱ngebfrefracむiveindヌces我repr・bablydue

t・伽sub㈱ti・n・葦water至r・m・伽miheral
by　some　fmmersion，1i（luids　during　measure－

ment3）ボ

　　　Them宝ner昇lin蟻UeStiOnCO鵬inS翫．1arge
儀ua且ti右y　of　water，being　characterized　by

swelling　and　synersi8。　Tぬerefore，some　chan一「

geS・f，r6fr我Cむiマei・diCeS・f右蝕e皿iner翫1，eSpe・

ci鵠11y・inむhe¢乱se・fむhe血er乱1w五ich五as
absorbed　water，seem右o　be　iB　connectign、with

the　d｝ange　of　the、w痂er　con右enむ．　Buむthe

訟aln，facts　above噂mentioned　are　di伍cul㌻　to

f・n・w右his右he・rダ．　・

　　　It　seems　t6　be　probab16　to』tぬe　prese亘む

噸鰍t臨右hean・m駄1・usphen・m磁跳re
due　to　the　formation　of　jelly4）、1ike　subsむa亘ce　F

bys31ectivesorpti・豆・ftheimmersl・nliquids

byむぬemineral．For。in働亘ce，右hesorptlon

・fc穫ssi我・ilby塩emineralis・m・reremarka－
blelnおhemixedim血ersi・n』li黛u三d・fcedaf－

woodandc我ssiaoils，thelatteroildiffus1ng
重nto1むhe血iner批lto£ormlelly－1ikes獄bs右＆nce，’

・w五ich．is　higher　in　indices　of　refrac右ion　th翫n

声he　mixed　liquid・『Fur抽ermgre，the　writer

isindinedtoconsiderthaむ右五esorptlonof
α一chl・m冬phth乳1enebytheminer易lisn・ts・

remarkable，resultingnomarkedanomalyin・
theref欄豊三ve－indiees・f伽mine塾alina尊y・
of右he　mix壱d　li黛uids　ofα噂chlorn泓ph亡h乱1ene

　　3）　These　p｝ユenomena　h加e　been　well　studied　by

C．：E。臨rshalIl　G．Nagelsohmidt．l　C．S．W．，Cor－

renSl皿．敢e五melete．．

　　4）尋享tsusabu零・・馳eJim窃：O・11・ia1938、

2惇’

and，t1》e　otller　oils。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　Itisp・ssible．t・・右ha樋五eJelly－1五kesubs－

tance，f・rmed施r・ug五s・rpむi・n・fw乱terby・

むheminera1，hasc・nse蟻ue皿tly1・werindices
・fref脚ti・nt五an出怠」mmer＄1・n抑idslike

benz・1，P6trQelum－e七c．Whileglycerinef・rms

easHyam1xむ脚withwa亡er，t五eゴe11y－1ike
subs伽cec・nsis伽g・fwa右eきand．t五e面neraL…

apPea掌s，もheref・re，asifiも．wer曲igher・ヌn

indiCeSgfrefr繕Cむi・n右han施eglycerlne・
　　What　t飴presgnt　writer　s犠ys沁the　for－

9・ingPagesis・fimporむanGe，whentherefra－

CもiveindiC6S・柚emineraIS，whiC五are、li醐e
　　　　　　　　　　　　　　　　　
む・give∫is帥・s・rp七i・じ駄re亡riedt・be4etdr・．

minedby量mmersi・nmeむh・d．1むisrne“essary

t・脚aむもenti・nも・the幅t“rC・nteht・価e

m霊ner乱1s　an（ユ　to　u5e　unmテxed　liqui（玉s，　w葦ieh

sh・w．n・翫伽玩y，wi施water・

　　　Therefractiveindicesofthe面ne翻，now
undere・nsider帥i・n，w赴e丑driedintheair，
are　between　the　refractive　I「i豆dex　o£　ethyl

benzoate（n＝1受510）＆ndcedarw・odoil（n＝

1・523），，s・£翫rasltke」mmersi・nmeth・dis

used　］bere　to　d6亡ermine　右hem．

　　　Tぬisinterpreむativeresu1むismerelybased

O江・むheinSU伍CienむeXperime鵬誠ndObSe珊一

t三・ns．Therei＄，むheref・re，nqd6ubレ伽む

f嘔herex翌erimenもsan母・bservations・nth1s
problem　are▽ery　d6sir乱ble．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15面，June，1949．

　　　　　　丁呂blel（afむerTakes五rAndo）．

　　　　　　　　Sio噸　　　　　　　　　　　　　　　49．66

　　　　　　　　AI203　　　　　　　　　171．96

　　　　　　　　 Fe203　　　　　　2．87
　　　　　　　　FeO，　　　　　　　　　　　　　　0．37

　　　　　　　　班gO　　　　　2．G2
　　　　　　　　CaO　　　　　　　　　　　2．01

　　　　　　　　．忍a20　　　　　0．32

　　　　　　　　　K20　　　　　　　　　　0．54

　　　　　　　　H20（十）　　　　　　6．21

　　　　　　　　H20（一）　　　　　　17．95

　　　　　　　　Tio2・　　　　　　q．13
　　　　　　　　MpO　　　　　　　　　　　　　　　　O．55’

　　　　　　　　P205　　　　　　　　　　　0．02

　　　　　　　　¢ota1　　　　　　　　　　　10）．10

TabエeII（慮erKiyooKa轍d魏）
Temperature（。C）

　　　　　40　　・　　1

　　　　　50　　』、・

　　　　　70

　　　　　9）　　，

、Fエ・8S・f wt．％
　　　　　　　2．93

　　　　　・9．70

　　　　　　16。58

　　　　’17．08
禦

！
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100

110
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130

150

170
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、300
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17．34

17．37

17．48

17．98　　噂

18．55

18．55

－8。57

18．57

18．84

，18．87
』
1
8
．
9
昌

■9。t8

19．32

19．52

19．64

20．83・

21。71

　　　　或る種め粘土鑛物の屈折率を・

　　　　　、浸液法により測定する際

　　・　　　』見られる異常現象

　　　　，　　　広　・川　　　「治

　　　　　　　　　　　　　　　10
　　　　　　　　　　　要　旨

　大谷石Φ中に，所謂「みそJと称する部分が南る6こ

’のものは鉱物学的にはモンモサ冒ナイトめ一種≧考えら

　れるが，著者は浸液法によつてその屈折率を測定中，興

球ある異常現象の見らわうのに気が付いたので，それに、
r
つ
“
て
簡
軍 に述べる。

一（1）大谷石中爾所謂「みそ』は，屈折摩あ値がce面卜

　wood　oi1（n＝1，523）よ・りも低い。然るに・cedarwood、

・〈）i1とoassねoil（n＝1。602）の混合液の中でベッケ線の

　動きを御察すると，…突め如き現象が見られるo

　　（2）cassia　oi1及びoedarwood　oilの両液を混合し’

　て得られた液（n＝1．528）の中では，f液よりも鉱物の方

　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　が屈折率に於て高いかの如く観察される。今cassia・iI

　の量を壇加し，高い屈折率（n＝1・545）の混合液を作り，’，・

その中で観察する「と，初めの中ベヅケ線は梢々不叩瞭で

　　　　　あるが，測定中に鉱物の屈折率が浸液よりも高くなうた

　かのような動きを示してくる。更にcassi恥oilの量の多

　い浸液中では，初めの中は浸液ぶりも鉱物璽屈折率が低

　いが，測定中に，細粉の或るもの玉屈折率は浸液の屈折

牽よりも高くなつたかの如く観察されるQこの場合，・鉱

　物粒が小さい程このよろな変化は速かに行われ，又，．混

　合液中のcassia　oilの量が多い程ヒの変化が行われるの

に時間を要するo・・　　、ρ．コ．．，

　（3）ethylbenz・atす（n置1・5ユ0）≧cassia・i1（n＝1・602）

とを用い二種の混合液（n＝1．523及び1・557）を作り，「

その中で観察するとうベッケ線の動きは何れ¢）浸液より

も鉱物の屈折率が高いかのようにあらわれる。

　・（4）α・clllorn我pht五alene　（n＝＝1．64：0）　と　むedarwood、

6il叉はe中yl　bepzoateとの混合液（n〒1・523場上）よ・

め，鉱物の屈折率ほ常に低い。

　（5）eassia　oi1，ced解wo吋oi1及びその混合液の中

に鉱物を一聲夜放置した後，鏡下で観察した場合にも，

同じ現象が見られ，三種の液の屈折摩には殆んど変化が

なかつたq

　（6）鉱物を温度⑳OOCに加熱し，脱水を行bた後上

述の実験をくりかえしたが，此の場合にも同す結果が得、

られた。　　　　　・　　　・／

　（7）髄物1詠を吸牧させズet婦benz・a亡e（・4510）

b6nzo1（n＝1．505）及びpetroleum（n＝L434）中1こ渡

して観察したoこの場合，ベッケ線ほ，，鉱魎が何れの浸

液よりも低いかの如くあらわれる。しかし普通の乾燥状

態で水を吸牧させない場合には，・鉱物は上述の三種の油

の何れよりも屈折率が高いQ

　（8）次にglycer加e、（n＝1・463）を浸液としてその中

に水を吸敗させた鉱物を入れた場合には， 水を吸放さぜ

なかつた場合と同ぜく，屈折率に於て，鉱物の方が高い

　　　　　　　　　　　　、
よ5にペッケ線は現われるo

　「（9）．以上の観察遡こ実験ほ・一感次りような琿諦に集約

するヒとが出来るα邸ち鉱物と浸液との間に華課的な牧

着が行われる結果，一種の凝膠体というべきものが形成

されると考えるげそうすると敦着カミ準むと共に凝膠体の

屈祈摩ぽ変化し，牧着が充分行われたとき，凝膠体マ）屈

折率は最大叉は最小に蓬する。この場合液が牧着され始・

めてから平衡に達する迄の凝膠体の屈折率は，収着され

た液の屈折率と， 鉱物の屈折率ρ間の値を有す為もので

あろう。

　（10）以上の事柄を実用的立場から結論すると，救着現

象を生ずるような物質の屈折率を渡液法で測定する場合
　　ドには，その勿質中の水分含有量に津意し・水と混和しな

いよ5な純粋の液体を用いて決定しなければならないこ．

とがわかる。なお純粋の液体であるe亡五ylbehzoate及

びcedarw。・d6il、を用い，普通の乾燥状態に於七問題の♂，

鉱物の属折率を測走した結果は，乱＞i．510，、γ＜1・523で聖

しある◎

3累
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