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エレク ト ロレオロジー(ER)効果

外部電場によって可逆的に材料の

レオロジー特性が変化する現象

Electric   Sig nal

Mechanical   Input

ER  Fluid

Mechanical   Output

W ork  system   of  ER  f luid .

Reversible changes in rheological properties of
materials by applying/removing an electric field

Electrorheological (ER) effect 

ER流体の作動概念図ISAP2009
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従来技術とその問題点

本格的に実用化に至った例はこれまでに報
告されていない。原因として

高電圧を要する、

絶縁破壊時に大電流が流れてしまう、

安全性の問題

などが挙げられ、おそらくこのために広く
利用されるまでには至っていない。
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Traditional ER fluids

・Insulating oil
・Insulating particles
・HIGH electric field strength
（〜kV/mm）

GIFU UNIVERSITY

Material in this study
・Purified water
・Hectorite particles
・LOW electric field strength
（〜V/mm）
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Liquid Gel

No treatment 
or

Adding salt

Cloudy / High elasticity

Deionization 
by ion-exchange resins

Transparent / Low viscosity
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Shear stress of the hectorite suspension as a function of the shear strain at 25℃.
Particle volume fraction is 0.0035, [NaCl] = 0.01 M.  ○: Acceleration of shear rate is 1.8×10-6 s-2, × 1.8×10-5 s-2.

0.

0.

0.02 0.04



１







  



～～
～～

～～






  



～～ ～～ ～～
～～ ～～

～～ ～～ ～～

[NaCl]  (M)
10-6 10-5 10-4 10-30

50

100

150

d 
   

 
(n

m
)

Mean size of individual particles and flocs as a function of the salt concentration at 25℃.  
●: Particle volume fraction is 1×10-5, ▲: 1×10-4.



１

GIFU UNIVERSITY

Hectorite particle

Edge（positively charged）

face（negatively charged）

Card-house structure

Gel

HIGH elasticity
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Shear stress of hectorite suspension as a function of 

shear rate at 25℃.  

 = 0.0035.  ○ : [NaCl] = 0 M, ×: 1.0×10-5 M, △: 
1.0×10-4 M, □: 1.0×10-3 M, ●: 1.0×10-2 M, ▲: 1.0×10-1 M.  

Solid line is water’s reference data.
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Card-house structure

LOW viscosity

Dispersion control by an electric field

Liquid Gel

HIGH elasticity

Removing E

Applying E

E
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Chemical structure：Na0.33(Mg2.66Li0.33)Si4O10(OH)2

Diameter：ca. 45 nm

Thickness：ca. 1 nm

Specific gravity：2.5

Hectorite particle

Edge（positively charged）

face（negatively charged）

Deionization：7 years

Particle volume fraction, = 1×10-5 〜 2×10-3

Purified water (Milli-Q Advantage, Millipore, Co.)

Synthesized hectorite particle（Kunimine Industries Co., Ltd.）

Ion-exchange resins( AG501-X8(D), Bio-Rad Laboratories Inc. )

Materials
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Modified Rheometer

GIFU UNIVERSITY

<measurement condition>
Steady shear
Electric field strength, 
E = 0 〜 6.0 V/mm
Measurement temperature, 
T = 25 ℃

Rheosol-G2000W-GF, UBM Co., Ltd.

30 mm

11 mm

Gap 1.5 mm

65 mm

Torque sensor

Motor

Power
supply

+

ー

Rinsed cell by purified water

Ion-exchange resins
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E = 6.0 V/mm
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Shear stress–shear strain relationship of deionized

hectorite suspension at 25℃, after applying an 

electric field of 6.0 V/mmDC.   = 0.001. 

○ : d/dt = 1.8×10-5 s-2, ×: 1.8×10-4 s-2.
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Electric Field Strength Dependency
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ER Effect Magnitude,  = 0.28 s-1.
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show a significant ER effect by Applying a few V/mm DC.

Application of  electric field

Formation of Card-house Structure

“Deionized” Aqueous Hectorite  Suspensions

Summary (DC field)

Decrease of 
electrostatic repulsive force
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Deformation of
“ Electrical double layers”
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新技術の特徴・従来技術との比較

• 駆動電圧を大幅に引き下げることに成功
した。

• 従来は非水系のみの流体であったが、初
めて水系での利用が可能となった。
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想定される用途

• 本技術は水系での利用が可能となったた
め、ER流体としての適用範囲が拡大する

ことが見込まれる。

• またリサイクルや廃棄処分については従
来の非水系のER流体に比べて格段に容易

になった。ヘクトライト粒子については、
化粧品にも使用されるなど高い安全性が
認められている。
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実用化に向けた課題

• 現在、定常流動下におけるER効果発現が

確認されているが、動的（振動）変形下
での作動については未確認である。

• 電場のON・OFFの繰り返しへの応答性お

よび耐久性が未確認である。
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企業への期待

• 水系の流体における流速制御

• 静水中での部分的な固化

（ターゲット粒子などの閉じ込め）

• 低電界強度でのER作動が必要である各種

デバイスへの応用
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