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１．は　じ　め　に
　「ゆらぎ」は平均からのズレを表す概念である．空間
的な分子分布のズレ（静的ゆらぎ）や時間的変動（動的
ゆらぎ）は，対象とする系の構造・物性を決め，その後
の時間発展の駆動力となる．
　当研究所で行う研究の最終目的は，動的ゆらぎ現象を
直接観測し，「ゆらぎのダイナミクス」，その際の「熱エ

イオン液体の特異な相挙動と動的ゆらぎ（1）
― trimethylpropylammonium bis（fluorosulfonyl）amideの―

―表面融解と結晶化―

*西　川　惠　子*

Unique Phase Behavior and Dynamic Fluctuation of Ionic Liquids (1)
— Surface Melting and Crystallization of —

 —Trimethylpropylammonium bis(fluorosulfonyl)amide —

*Keiko NishiKawa*

 Phase behavior of a representative ammonium-based ionic liquid, trimethylpropylammonium bis(fluoro-
sulfonyl)amide ([N1113][Fsa]), was investigated using a laboratory-made differential scanning calorimeter 
(DsC). The apparatus is characterized by super high sensitivity with the stabilities of ±2 nw in thermal 
flux and ±1 mK in temperature and by very slow scanning rate, 0.02 mK/s in the slowest scanning speed.
 Besides ordinary two signals due to crystallization and melting, a very weak exothermic peak, 1/1000 
times of the main peak, was observed in a cooling process. The peak is assigned to be the crystallization 
of the surface-melting phase. The normal crystallization and novel one occur in the structural relaxation 
processes. The values of the thickness of the surface melting layer were roughly estimated to be 700～2000 
Å. To study details in the melting process, DsC experiments were performed in the very slow scanning 
rate (0.03 mK/s). Two novel endothermic peaks were found in the usual melting curve for the sample with 
the surface crystallization, while no peak for the sample without the surface crystallization. it is considered 
that the structure of the surface crystallization phase is different from that of the bulk crystalline phase.

　手作りの超高感度示差走査熱量計（DsC）を用いて，代表的アンモニウム系イオン液体である tri-
methyl propylammonium bis（fluorosulfonyl）amide（［N1113］［Fsa］）の相挙動を調べた．本装置の温度感
度は，±1 mK，熱量感度は±2 nw，測定温度範囲は–90～90℃，可能掃引速度は0.02～3 mK/sである．
ちなみに，通常の市販装置より1000倍程度高感度である .
　一般的に観測される融解の吸熱ピークと構造緩和の結晶化の発熱ピークの他に，様々な実験条件にお
いても再現性のある1/1000程度の微弱な発熱ピークを観測した．結晶化の際，bulk領域の結晶化の後に
も，その表面にsurface meltingしている層が存在し，それが温度の降下とともに構造緩和により結晶化
するのが微弱発熱ピークと帰属した．大まかな見積もりによると，surface melting層の厚さは700～
2000 Å程度である．超遅速の掃引で融解現象を観測すると，surface crystallizationを経た場合と経ない
場合で異なる融解パターンを示した．これらを総合して，surface crystallization相には，bulk領域とは
異なる構造の結晶が成長していると結論した．

ネルギーの出入り」，「現象の起こっている空間・時間ス
ケール」などを解明することである．物質科学分野にお
いて，動的ゆらぎが顕在化するのは相転移時である．通
常，相変化は高速で起こっているため，その現象の直接
観察は不可能とされてきた．しかし，イオン液体と呼ば
れる物質群の多くが，非常に遅い相変化をすることを見
出した1–4）．具体的には，イオン液体を試料として，相転
移時での構成イオンあるいは相転移が起こっている局所
場のダイナミクスを超高感度示差走査熱量測定（DsC）
とNMRの緩和時間測定で観測し，それらのダイナミ
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とによって精製を行っている．本研究においても，真空
ラインを使用して10–2 Pa下で24時間以上真空乾燥を行
うことで水分を除去した．真空乾燥した試料は元素分析
にて，十分な純度の目的物質が得られていることを確認
した．
　［N1113］［Fsa］の構造を図１に示す．図は量子力学計算
から求めたイオンペアの安定構造の一例である．カチオ
ン部分はプロピル基が柔軟な動きの自由度を持ち，アニ
オンはN原子を中心として（–sO2F）基が容易に回転す
る．

　一般にイオン液体では，構成イオンに複数の立体配座
が存在し20，21），この配座間を比較的自由に行き来できる
フレキシビリティが，「イオン液体をイオン液体たらし
めている」重要な要素である．言い換えれば，この柔軟
さが結晶への相変化をしにくくしている一つの要因と言
える．すなわち，液体状態では多様な配座のイオンが混
在し，エントロピー項を下げる役割をしている．一方，
結晶への相変化が起こる場合，一種類の配座となってイ
オンが配列するが，この配座の変換に時間がかかり，相
変化時間を異常に長くする一要因となっている．
2.2.	 装　　置
　測定に用いた超高感度示差走査熱量測定装置は東崎等
によって構築された装置22）をオリジナルとしている．今
回は測定システムの最新化を行った．温度感度は±1 

mK，熱量感度は±2 nw，測定温度範囲は–90～90℃，
可能掃引速度は0.02～3 mK/sである．ちなみに，熱量
感度は市販装置の約1000倍である．また実験可能な最
遅速の0.02 mK/sは，1 Kの温度変化に13.9時間かかる
速度である．すなわち，場合によっては，準静的に相変
化を追える可能性もある．

３．結 果 と 考 察
3.1.	 示差熱パターン
　図２に代表的なDsCパターンを示す（掃引速度：1 

mK/s）．大まかな振る舞いは以下のとおりである．高温
の液体状態から降温していくと，構造緩和による結晶化
（ピークa）が起こる（非可逆過程の構造緩和のため，実

クスが相転移とどのように関わっているかを解明す
る．
　試料として取り上げるイオン液体は，イオンだけから
なる物質（塩（えん））であるにもかかわらず，100℃以
下に融点を持つ物質群の総称である．本稿でイオン液体
と記述した場合，液体そのものではなくイオン液体とな
る物質群を指しているとご了解願いたい．1992年に
wilkes等により空気や水に対して安定でしかも室温で液
体の塩が合成され5），ionic liquid（日本語訳：イオン液
体）と名付けられた．以来，イオン液体は大きな注目を
集め，様々な分野での利用に熱い期待が寄せられてい
る．通常の液体の概念を破るような多様でユニークな性
質や現象の発現，ユニークな物性を生かした反応場・分
離場・電気化学場などの新規媒体としての利用，構成イ
オンをデザインすることによる物性制御や新たな機能性
液体の創出，置換基のデザインやアニオン／カチオンの
組み合わせの多様性で何千・何万ものイオン液体を合成
できること等々，まさに「液体科学の革命」と目されて
いる6–11）．特に，熱物性では，分子性物質にない特異性
を有している．例えば，相転移においては，秒・分・時間
オーダーで相転移するものもある1–3）．相転移における
ゆらぎや乱れの動的挙動を，あたかもスローモーション
モードで直接観測できる系であり，相変化のダイナミク
スを直接観測する試料としてうってつけである1–4）．
　我々は，イオン液体（iL）の相挙動研究を長年に渡り続
けてきた．今まで，カチオンに注目して，イミダゾリウム
系1–4，12–16），ピペリジニウム系17，18），ピロリジニウム系 18，19）

のイオン液体の相挙動を系統的に扱ってきた．今回は，
アンモニウム系イオン液体の trimethylpropylam mo nium 

bis（fluorosulfonyl）amide［N（Ch3）3C3h7］＋［N（sO2F）2］–

（［N1113］［Fsa］と省略）を試料として，自作の超高感度
DsC測定とNMRの緩和時間測定で，融解及び結晶化を
克明に追跡した．本稿では，測定がほぼ完了した前者の
結果を報告する．十分な感度と変化に追随した掃引速度
で現象を追跡できれば，熱測定といえども集合体のダイ
ナミクスを熱エネルギーの観点から検知することが可能
である．

２．実　　　　　験
2.1.	 試　　料
　［N1113］BrとK［Fsa］を当量混ぜ，塩交換を行うこと
で［N1113］［Fsa］を合成した．精製のために蒸留水を用い
て6回洗浄を行い，agNO3を用いて残留ハロゲンの確認
をした．イオン液体は不純物や水分の混入によって測定
結果が大きく異なることが知られている．しかし多くの
イオン液体は常温で液体であるため再結晶法などによる
精製は困難である．そこで一般的には，イオン液体の特
徴の一つである難揮発性を利用して，真空乾燥を行うこ

図１ イオンペアの安定構造の一例．
 カチオンのブチル基はall trans体，アニオンはcisoid体を図示．

灰：炭素，白：水素，青：窒素，赤：酸素，黄：イオウ，水
色：フッ素．
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験のたびに出現温度は異なるが，10～–10℃の範囲で結
晶化）．その後，ピークaの10–3倍程度の微弱なピークb

が常に観測される．ピークbの存在を図示するため，
ピークaは，振り切れて図示している．低温から昇温し
ていくと35℃付近から前駆融解現象が起こり，42.5℃で
融解が完了する（ピークc）．結晶化のピークaおよび
ピークbはδ関数的に鋭いが，融解ピークcは幅広いの
が特徴である．
　ピークbについては，その出現の再現性を調べるため
に詳細な実験を行った．
　① 空の試料セルの測定
　② 複数のサンプリング試料の測定
　③ ピークaおよびピークbの出現後昇温し，融解（ピー

クc）が起こる前に切り返しして降温．
①においては，ノイズレベルのベースラインの変動のみ
が観測された．②のすべての試料について，ピークbは
ピークa出現後5～15 K低温に常に観測された．③につ
いては，切り返した後，ピークaおよびピークbは観測
されなかった．以上の結果は，ピークaは元よりピーク
bも試料由来の発熱現象であり，また，融解が起こらな
ければ出現しない現象であることが確かめられた．
　図３は，ノイズと試料からのシグナルとの比較および
出現パターンの再現性を示す生データである．実験条件
は以下の通りである．

  1 mK/s  2 h  –1 mK/s  2 h

 –25℃ → 62℃ → 62℃ → –20℃ → –20℃

  1 mK/s  2 h  –1 mK/s  2 h

 –20℃ → 52℃ → 52℃ → –20℃ → –20℃

  1 mK/s  2 h  –1 mK/s

 –20℃ → 43℃ → 43℃ → –10℃

　図３の上のグラフは，測定経過時間に対する試料温度
（℃単位）を示している．下のグラフは，時間に対する
ペルチェ素子の電圧（volt単位）変化である（ペルチェ

素子で熱流量を測定．電圧が熱流量に比例．）．3サイク
ルの実験を行っている．上向きが発熱，下向きが吸熱で
ある．ノイズは，±1×10–9 V以下であり，微弱なピーク
bは，有意に試料からのシグナルと言える．また，出現
の再現性も見て取れる．図２は，図３の2サイクルから
3サイクルにわたるパターンを温度─熱流量に書き換え
たものである．
　融解および構造緩和ピークの面積から融解エンタル
ピー（Hm）および結晶化エンタルピー（HC）を求める
ことができる．電圧から熱量への変換は，α-al2O3を用
いて校正を行っている．結果は以下のとおりである．
　Tm： 42.2℃（ピーク値）
 （6～7 Kにわたる前駆融解現象有り）
　Hm： 17.5±0.6 kJ/mol

　HC： 18.3±0.3 kJ/mol

　Sm： 55 J/（K mol）
前駆融解現象が数Kにわたる広い温度領域で起こり，一
方構造緩和による結晶化がδ関数的に起こる．どちらも
精度良く求めることが難しいことを考えれば，HmとHC

は，よく一致していると言えるであろう．また，融解の
エントロピー変化Smは，目安としてHm/Tmより求めたお
よその値である．

図２　DsCパターン

図３　経過時間に対する温度（上），volt単位で表した熱流量（下）
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　イオン液体の相挙動には，熱履歴が存在することがし
ばしば観測されている．このため，本試料でも，以下の
ように条件を様々に変えて実験を行った．
　・ 異なるサンプリング
　・ 液体状態での保持温度（例えば，図３で示すよう

に，融点より20，10，0.5 K高温）
　・ 液体状態での保持時間
　・ 掃引速度（2 mK/s，1 mK/s，0.5 mK/s，0.2 mK/s，0.1 

mK/sなど）
　いずれの実験においても，図２で示すようなDsCパ
ターンが得られ，試料を液体状態で十分保持することに
より，懸念される熱履歴は起こらないことが判明した．
3.2.	 構成イオンの立体配座
　前述したように，多くのイオン液体において，その相
変化は構成イオンの立体配座変化と連動していることが
明らかにされている1–4，12–18）．本試料においても，立体配
座の変化の有無を調べるために，走査熱量分析と波長分
散型のラマン分光の同時測定が可能な自作装置23）を用い
て測定を行った．一般に，［Fsa］はcisoidと transoidの
二つの安定構造を持つことが知られている24）．実験の結
果，本試料のアニオン［Fsa］は，結晶状態では transoid

の配座が支配的であり，液体状態ではcisoidと transoid

が共存していることがわかった．カチオン［N1113］につい
ては，ラマン分光測定からは有意の情報は得られなかっ
た．
　X線単結晶構造解析に適した単結晶を得るために，長
期にわたり試行錯誤を続けてきた．最近，キャピラリー
に封じた融液から温度調節により単結晶が得られたの
で，回折実験を行った25）．結晶学的な構造の詳細は省略
するが，0℃における独立単位の構造を図４に示して，
各イオンの立体配座について概説する．
　① アニオン［Fsa］は，わずかに歪んだ transoid．
　② カチオン［N1113］のプロピル基はall trans．
　③ ［N1113］は，立体配座を保ったまま，disorderが生じや

すい（図４　黄色網目模様の球で示した炭素位置）．
　④ disorderの割合は，結晶作成条件や測定温度により

異なる．
　これらの結果を3.1の示差熱パターンと合わせると，
液体ではアニオン［Fsa］は transoidおよびcisoidの両方

の立体配座が存在し，結晶では trannsoidのみとなる．
融解（ピークc）および結晶化（ピークa）において，
「一部の transoid⇔cisoid」の立体配座変化が連動してい
ることが明らかになった．上記の実験からは，カチオン
［N1113］の相転移時の変化については解明されないが，結
晶相においてはプロピル基は最も安定なall trans構造を
とることが示された．
3.3.	 ピークbの帰属
　ピークbの帰属として次の2つの可能性が考えられる．
　① すべてのイオンで起こっている変化
　② 試料の一部分で起こっている変化
①は，イオンの小さな構造変化（例えば，プロピル基の
末端などの立体配座の変化）などが想定される．①と②
を区別する方法は，ピークaとピークbの強度比（Aと
表記）の試料量依存性を調べることである．①の場合
は，試料量によらず一定値となるはずである．一方，②
の場合は，試料の量や形状などに依存する．次節の図６
に示すように，試料量によって，強度比Aは変化するの
で，②と結論した．また，図３に示すように，同一試料
であっても融解・結晶化を繰り返すうちに，ピークbの
強度は減少している．これは，融解・結晶化を繰り返す
うちに，結晶表面・界面が滑らかになっていると解釈し
て，ピークbが試料表面・界面で起こっている現象と仮
定し，ピークaとピークbを以下のように帰属させた．
　ピークa： 主要部分の結晶化
　ピークb： 主要部分の結晶化以後，その表面・界面に

残っている液体部分（surface melting layer）
の構造緩和による結晶化

3.4.	 表面融解層の厚さ
　ピークbをsurface meltingが起きている層の結晶化と
帰属し，その層の厚さを概算で見積もることにした．以
後，ピークaに関わる領域をbulk領域（図５，半径 rの
球），ピークbに関わる領域をsurface領域（図５，bulk

領域の球殻，厚さ（R – r））と呼ぶことにする．概算に
あたっての仮定は以下の4点である．
　① 試料の形状は球形．
　② bulk領域とsurface領域の密度は等しい．

図４ 独立単位の構造．水素原子は省略．黄色網目模様の球は
disorderの炭素．

図５ bulk領域（半径 rの白球）とsurface領域（緑の球殻，厚さR – 

r）の模式図
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　③ bulk領域とsurface領域の結晶化エンタルピーは等
しい．すなわち，観測される熱流量は，各領域中の
イオンペアー数に比例する．

　④ surface領域は，bulk領域に比べ圧倒的に小さい．
bulk領域中のイオンペアー数をN，surface領域のイオン
ペア数をn，ピークaとピークbの強度比をAとすると，
②，③，④の仮定より，

 N ⁄（N + n） = 1 ⁄（1 + A） ≈ 1 － A （1）

半径Rおよび rは，試料の質量Mおよび密度dを使って

  ————— 
 R = 3√3M ⁄（4πd） （2）

  ————
  r ≈ R × 3√（1 – A） （3）

したがって，surface領域の厚さΔRは，

       ΔR = R – r ≈ AR ⁄ 3 （4）

となる．
　surface領域の厚さ ΔRが，試料によらず一定であると
仮定すると，AはRすなわち試料の質量Mの3乗根に反
比例することになる．図６に数種類の質量Mに対する強
度比Aを対数─対数プロットで示した．すべての仮定が
満たされていれば，傾きが（–1/3）となるはずである．
結果にばらつきはあるが，明白な質量依存性が在ること
が見て取れ，局所的に起こっている現象であることが確
認された．

　（2），（4）式を利用して，数種類の質量の試料に対して
surface領域の厚さΔRを求めると，700～2000 Åとな
る．（4）式は，一定質量に対して最も表面積が少なく，
かつ滑らかな球に対して定式化したものであり，実際は
上記より短くなると思われる．surface melting現象が見
られる有名な系としてh2Oが挙げられる26–29）．h2Oの場
合，氷の表面にsurface meltingした水が存在し，その厚
さは〜1000 Åとの報告がある26，29）．それと比較して，今
回の結果は，reasonableと言えよう．

　今回の試料においてsurface meltingあるいはsurface 

crystallizationを起こしている層の厚さを約1000 Åとし
て議論をすすめる．この厚さは，イオンペアーが100層
以上，積み重なった領域である．金属や半導体などの表
面層1～2層で，内部とは異なる構造を採ることはよく
知られている．これは，bulk領域と表面で原子や分子が
置かれた環境の違いを反映しているものと解釈されてい
る．しかし，今回の場合は，層の厚さから考察して，
bulk領域と表面の環境の違いだけでは説明できない．
bulk領域にはsurface領域と異なる構造の相が100層程
度できていると解釈しているが，そのことについては次
節で述べる．
3.5.	 融解過程の詳細解析
　本試料は，前駆融解現象を示し，かつ融解過程が比較
的広い温度領域にわたっていることに特徴がある．幅広
い温度領域にわたる融解現象は，他のイオン液体でも経
験している1，3，13，16，17）．それらの場合，融解が構成イオン
の立体配座の変化を伴って起こるためであった．本試料
もその可能性を検証するために，超高感度DsC装置を
用いて，融解過程を詳細に調べた．
　試料を50℃（液体状態）で十分保持した後，1 mK/s

降温した．bulk領域の結晶化（ピークa）を観測後，
　① ピークbが出現する前に，掃引方向を切り返して1 

mK/sで昇温．32～45℃の温度領域は，0.03 mK/s

（1 K/9.26 h）で昇温．
　② ピークbが出現後，掃引方向を切り返して1 mK/s

で昇温．32～45℃の温度領域は，0.03 mK/s（1 K/ 

9.26 h）で昇温．
　すなわち，①はbulk領域の結晶の周りにsurface melt-

ingした液層をまとったまま昇温し，bulk領域の融解を
観測している．一方，②は，surface meltingした層も結
晶化した（surface crystallization）後の融解を示してい
る．①および②の結果を図７に，青および赤の線で示
す．特徴的なのは，surface crystallizationを経た試料は，

図６　質量に対する強度比
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図７ 融解部分のDsCパターン．昇温速度：0.03 mK/s．
 青：surface crystallizationを経ず昇温．
 赤：surface crystallizationを経て昇温．
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主要な融解ピークの低温側の裾に，少なくとも2つの微
弱な吸熱ピークが出現することである．それ以外は，2

つの融解曲線はよく一致している．同じ試料について，
32～45℃までは，0.02 mK/sの掃引速度で同様の実験を
行った．結果は，0.03 mK/sの場合と同様であった．微
弱ピークの存在，出現の条件などは，遅い掃引速度であ
れば，その値に関係なく再現されることが確認された．
　以上をまとめると，以下のように結論される．主要な
ピークは，bulk領域の融解に対応するピークである．ま
た，主要な融解ピークの低温側の2つの微弱ピークは，
surface crystallization由来のピークであり，surface crys-

tallizationした相の融解と帰属される．
　異なる融点で観測されたことは，surface crystal liza-

tionした部分の構造がbulk領域の構造と異なっているこ
とが推測される（すなわち異なる「相」の形成）．3.2節
で示したように，本試料の結晶は，disorderが入りやす
い．このことは，プロピル基の立体配座all transのカチ
オン［N1113］と立体配座 transoidのアニオン［Fsa］のパッ
キングがスムースではなく，構造にストレスがたまり易
いことを示している．そのストレスが，表面や界面で融
けている相を形成し，その相がbulk領域と異なった構造
で結晶化し，DsCパターンにはピークbとして出現する
と推測した．surface crystallizationした結晶での各イオ
ンの構造はこれまでの実験では解明できないが，少なく
とも2つの相の存在が考えられる．その構成イオンの構
成として，カチオンであればプロキル基の回転異性体，
アニオンであればcisoidの可能性などである．

４．ま　　と　　め
　surface meltingは，h2O

26–29）や高分子30）で観察される
現象である．イオン液体での報告は，これが初めてと思
われる．金属や半導体などの表面層1～2層で，内部と
は異なる構造を採り，bulk領域と表面で原子や分子が置
かれた環境の違いを反映しているものと解釈されてい
る．しかし，今回の場合の層の厚さは，bulk領域と表面
の環境の違いだけでは説明できない．bulk領域には
surface領域と異なる構造の相が1/100～1/1000程度存
在し，明らかに相として存在している．bulk相とは異な
る構造を示しているわけで，本試料の場合bulk相だけで
結晶化すると大きなストレスがかかり，そのストレス緩
和のために，surface melting相が形成されていると解釈
した．
　図７において①と②両者のDsCパタンにおいて，35

～41℃領域に細かい熱の出入りが観測されている．こ
のゆらぎは，装置由来のノイズより有意に大きい．結晶
部分の一部が融解と結晶化を繰り返す不安定な熱力学状
態を示しているものと思われる．このように，試料の一
部が，融けたり結晶化する現象は，［C4mim］Brや［iso-

C3mim］Brで見いだされており，リズム的凝固・融解現
象と名付けた2，3）．本試料についてのこのゆらぎ現象の
詳細な解析は，今後の課題である．
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