
  103

2012年3月1日 受理
*豊田理研スカラー（名古屋大学大学院工学研究科物質制御
  工学専攻）

 緩和測定による高粘性電解液の輸送物性発現機構の解析法の開発

緩和測定による高粘性電解液の輸送物性発現機構の 

解析法の開発 
 

山 口 毅* 
 

Analysis of transport mechanisms of viscous liquid electrolytes by means of relaxation 
measurement 

 
Yamaguchi Tsuyoshi* 

 
Frequency-dependent shear viscosity and electric conductivity of lithium ion electrolytes and ionic liquids 

were measured with shear impedance spectroscopy (5 - 205 MHz) and dielectric spectroscopy (300 kHz - 20 
GHz), respectively.  The spectra were analyzed by means of frequency-shift analysis, and they were 
compared based on the frequency-dependent extension of the Walden law.  In the case of propylene 
carbonate solution of lithium perchlorate, the increase in shear viscosity with salt concentration was ascribed 
to the relaxation time, and a relaxation of conductivity was slower than that of shear viscosity. 

  

 

１．概要 

電解液中のイオン易動度は、Walden 則（σ0/c ∝ η0、σ0:直流電気伝導度、c:モル濃度、η0:定常粘度）を用いて、液体の

巨視的な粘性の観点から議論されることが多い。また、電気化学デバイスへの応用に際しては、液漏れ防止などの安全性

に関連して、粘度自体も重要な物性値である。しかし、流体力学理論に基づく Walden 則が、小さなイオンの運動に対し

て何故適用可能であるのか、また、粘度自体がどのように決まっているのかについては、未だ明らかではない。 

液体の粘性に関する実験的手法は、従来は定常粘度の温度･圧力依存性の測定に限られており、このことが粘度の機構

の解明を妨げてきた一因であった。しかし、近年開発された、水晶振動子を用いたずりインピーダンス法により、MHz 領

域での粘性を測定することが可能となった。我々はこの手法により、種々のリチウムイオン電解液やイオン液体の粘性を

決定する緩和過程が実験的に測定可能であることを示している(1,2)。本研究では、典型的なリチウムイオン電解液である

過塩素酸リチウム/プロピレンカーボネート(LiClO4/PC)溶液および種々のイオン液体について、周波数依存の粘性係数

（粘性緩和スペクトル、η(ν))を測定し、粘性緩和スペクトルから粘性変化の機構や粘度と伝導度の関係を解析する手法

の検討を行った。 

  

２．LiClO4/PC 溶液 

図 1に濃度の異なる LiClO4/PC 溶液の粘性緩和スペクト

ルを示す。温度はすべて 25℃である。濃度の増加と共に粘

度が増加し、緩和が低周波シフトしていることが分かる。

100 MHz 以下のη(ν)についてはこれまでの研究で報告して

いるが(1)、本研究費で購入した恒温槽を含む装置的改良に

よって、データの質を向上させることに成功した。 

液体の粘度は、近似的には、高周波ずり弾性率 G∞と緩

和時間τの積で与えられる。粘度の変化が G∞に起因する場

合には、規格化した粘性緩和スペクトルη(ν)/η(0)を周波数ν

に対し、粘度の変化がτに起因する場合には、η0νに対して

プロットすると全てのスペクトルが同一のマスターカーブ

に帰着することが知られている(2)。図 2に示すように、η0ν

に対するプロットが一つの曲線に帰着することから、LiClO4/PC 系でリチウム塩濃度の増加に伴う粘度の増加は、緩和時

間の増大が原因であることが明らかとなった。また、図 2に示すように、粘性緩和スペクトルは、Cole-Davidson 関数 
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図 １．LiClO4/PC 系の粘性緩和スペクトル 
濃度は 0M（丸)、1M（四角)、2M（菱形)、3M（上三角)、4M（下

三角)であり、黒、白印はそれぞれ実部、虚部である。横線は対応す

る濃度の定常粘度である。 
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η(ν)=η0/[1+(2πη0νi/G∞)]βでよく記述された。ここで用いたパラメータは、β=0.55、G∞=150 MPa である。 

図 3に同一試料の交流電気伝導度スペクトルσ(ν)を示す。σ(ν)は、誘電分光法で測定された複素誘電率の虚部ε"(ν)から、

σ(ν)=2πνε0ε"(ν)の関係を用いて求めた。ここでε0は真空の誘電率である。GHz 領域では、溶媒である PC の回転に起因す

る緩和が観測され、1MHz 以下の低周波数域では、伝導度ブリッジ法によって得られた直流電気伝導度に収束している。

その中間領域である 10~100MHz 域において、イオンの運動に起因すると考えられる緩和が観測されており、その緩和周

波数は、濃度の増加と共に減少している。我々のこれまでの研究では測定周波数域が限られていたために、高濃度試料で

この MHz 域の緩和の全貌を捉えることができなかったが(1)、測定周波数帯を拡張した本研究では緩和の高濃度試料でも

緩和を低周波数側の裾まで測定することが可能となった。 
Walden 則σ0/c ∝ η0は、イオンの周りの溶媒の運動を連続粘性流体として近似することが可能である場合、あるいは、

液体の粘性を与える機構とイオンの移動に対する摩擦を与える機構とが同一である場合に成り立つと考えられる。両者の

場合共に、周波数領域に拡張された Walden 則σ(ν) ∝1/η(ν)が成立することが期待される。本研究によって測定されたσ(ν)
とη(ν)を用いることによって、拡張 Walden 則σ(ν) ∝1/η(ν)を実験的に検証することが可能である。 

図 3の点線は、各濃度におけるσ0η0/η(ν)である。拡張 Walden 則が成立する場合には、σ(ν)=σ0η0/η(ν)となるはずである

が、全ての濃度でσ(ν)>σ0η0/η(ν)という結果が得られた。低濃度域での両者のずれの原因は溶媒の再配向緩和の寄与であ

るが、10~100MHz に明瞭に緩和が観測される 4M の溶液でのずれは、溶媒の再配向緩和では説明できない。LiClO4/PC 系

は、直流伝導度と定常粘度に対しては、Walden 則が比較的よく成り立つことが知られているが、拡張 Walden 則は成立し

ていないことから、Walden 則σ0/c ∝ η0が成り立つ原因については慎重に検討する必要がある。 

 

３．イオン液体 

イオン液体 1-methyl-3-octylimidazolium hexafluorophosphate のσ(ν)とη(ν)を 25℃で測定し、LiClO4/PC 系と同様に、拡張

Walden 則に基づいて比較を行ったところ、LiClO4/PC 系とは異なり、σ(ν)の緩和はη(ν)のものよりも 2 倍程度速いという

結果が得られた。また、中性子準弾性散乱から得られる中間散乱関数と比較すると、σ(ν)の緩和は荷電基間の相関の緩和

とよい一致を示した。上記の結果は過冷却液体一般に見られる傾向と同一であり、イオン液体の輸送物性は、過冷却液体

一般と同様の文脈で理解される可能性が示唆された。 

アンモニウム系およびホスホニウム系イオン液体について、アルキル鎖のオキシエチレン鎖への置換による低粘度化の

機構を、粘性緩和スペクトルの観点から検討した(3,4)。規格化した緩和スペクトルは、η0νに対するプロットでマスターカ

ーブに帰着し、アルキル鎖へのエーテル基の導入による低粘度化は緩和時間の効果で説明することができた。炭化水素液

体とポリエチレングリコールジメチルエーテルとの粘度の違いも同様に緩和時間で説明されたことから、イオン液体のオ

キシエチレン鎖による低粘度化は、非イオン性液体と同様に、鎖の柔軟性に起因することが考えられる。 
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図 ２．LiClO4/PC 系の規格化した粘性緩和スペクトル 
記号の意味は図 1 と同じである。実線、破線は Cole-Davidson 関数を

用いて計算されたスペクトルのそれぞれ実部、虚部である。 
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図 ３．LiClO4/PC 系の交流電気伝導度スペクトル 
実線は実測、点線はη(ν)からの計算値であり、記号と濃度の対

応は図 1 と同様である。 




