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extremely small thickness of the EDL, the EDL has huge capacitance. This paper reports behavior of ions in EDL.
The purpose of the present study is the effect of applied voltage shape and frozen EDL. For this purpose, capacitance
1．はじめに of EDL in 5wt% NaCl solution at room temperatureンで構成されている．
was measured using step voltage and ramp voltage.
1） of EDL at low temperature were also observed. As a result, following was obtained. 1. The capacitance
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Fig.1 Simple structure of electric double layer.
Fig.1 Simple structure of electric double layer.
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し，対向させ固定し，これを電解槽とした．
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R3.1× C）を測定し，電極間の静電容量
C を算出した．この
実験方法及び結果
EDL ）の電極へ充電する電圧波形を変化
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の 1kΩより
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オーダ
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の特性
4. 4．凍結
凍結7.08pF
EDL
の特性
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とした．
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2 種類を印加し，

ーであり，幾何学的静電容量よりも
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実験方法及び結果
4.14.1 実験方法及び結果
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験を行った．図
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の静電容量
C を算出した．この時，5 wt％の
NaCl 水溶液- 2 - （2）
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抵抗器
R
の
1kΩより
NaCl 水溶液を凍結させた（図 5［A ］
）
．
の内部抵抗は，抵抗器 R の 1 kΩ より遥かに小さいので
遥かに小さいので無視できるとした．充電電圧は，0.6, 0.7,
4. 凍結 EDL の特性
0.8V とした．
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実験方法及び結果
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を抵抗間の電位差を測定することで求めた．同時に別に用意

放電電流は時間と共に減少した．

したダミー試料を用いて電極間の中心温度を測定した(図 5
[b])．ダミー試料を用いた理由は，熱電対を試料内部に挿入す
ることによって，NaCl 水溶液内部のイオンの拡散に変化が生
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DL
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現
5.1
印加電圧波形による静電容量の変化
的近い値となっている．
2 つの結果はお互いを支持しており，
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の結果はお互いを支持しており，観測された静電容量は

ことによって静電容量が増加したと考えられる．

妥当な数値であると考えられる．

5.2 凍結させた電解液内のEDL

6．まとめ

図 6 の結果において，NaCl 水溶液の融解時に放電電

5 wt％の NaCl 水溶液を用いて，EDL 内の電荷総量，

流が測定された．この結果は，凍結させた NaCl 水溶液

静電容量，及び低温における EDL の特性を測定した．

内で EDL が保持されたことを示唆している．EDL を形

その結果，以下の結論を得た．

成した状態で NaCl 水溶液の温度を下げ続け凍結させる

1．NaCl 水溶液を用いた電解槽の静電容量は，水の誘電

と，水溶液内の水分子の運動が止まる．Na ，Cl のイ

率を 80 としたときの，幾何学的静電容量である約 7.08

オンは，NaCl 水溶液内で水和しているために凍結させ

pF より，10 倍以上も大きな値となった．このことから，

た電解液内では，拡散出来なくなる．その結果，EDL

本実験で用いた電解槽で EDL が形成されていること

が保持され融解とともにイオンの拡散が始まったと考え

が確認できた．

＋

－

られる．また，－30°
C 付近から比較的大きな電流が観

6

2．液体 EDL へ充電する電圧波形を変化させたところ，

測され，－15°
C と－5°
C 付近においてピークが観測され

電荷総量および静電容量が大きく変化することが確

た．NaCl 水溶液の共融点は，約－21.4°
C である

．よ

認された．ランプ電圧で充電したときの静電容量は，

って電解液の温度が共融点以上のとき，電解液内には液

ステップ電圧のものよりも約 10 倍の静電容量となった．

9, 10）

相と固相が共存している．このことからもイオン拡散は，

3．凍結 EDL の静電容量は，室温のものよりも高くなっ

共融点付近で固相から液相へ転移するときに生じ，この

た．EDL の拡散層の静電容量は，イオンの熱運動に

イオンが電極にて電荷交換を行うことで放電電流が流れ

強く影響されるため，低温環境下でイオンの熱運動

たものと考えられる．ただし図 6 で示された放電電流の

が弱まり，熱拡散が抑制されるため電極と拡散層内

ピークをもたらす要因については，まだ不明な点が多く，

のイオンとの間の平均距離が縮小し，静電容量が増

現在，溶液および溶液と電極付近での温度分布や温度の

加したためだと考えられる．

時間変化などの観測を含めて，詳細に検討を進めている
段階である．さらに共融点以下において小さな電流が測
定された理由は，温度測定がダミー試料でなされたもの
であり，実際にイオンの拡散が生じる電極近傍とは，温
度が若干異なるためと考えられる．
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