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１．は　じ　め　に
　イオン液体を研究テーマとする研究者達は，室温付近
で液体状態の塩を合成することや特異な性質を持つ液体
としてその基礎物性解明や利用に注力してきた．しか
し，イオン液体の様々な用途が見いだされる中で，液体
と結晶の中間的な状態の物質（柔らかく形状を保つ物
質）も求められるようになった．イオン液体系で柔粘性
結晶相を採る物質もいくつか報告されており，イオンか
らなることを強調して柔粘性イオン結晶と呼ばれてい
る．後述するように，柔粘性結晶あるいは柔粘性イオン
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 a plastic crystal or an ionic plastic crystal is defined as a phase in which the orientation order is melted 
but the gravity centers of constituent particles are ordered. it is formed by near-spherical molecules or 
ions, and the constituent molecules or ions are said to be rotated or disordered. The structural study of 
trimethylethylammonium bis(fluorosulfonyl)amide ([N1112][Fsa]) was performed. The sample is a 
representative ionic liquid system that forms a ionic plastic crystal.
 Because of the violent rotational motion or large disorder, the structure of a plastic crystal or a ionic 
plastic crystal cannot be analyzed by the same routine as that of a ordered crystal. i have developed an 
analytical method for ionic plastic crystals consisting of ions that are spherically symmetric from the 
statistical viewpoint, and applied it to the α-phase of [N1112][Fsa]. as a result, it was found that the [Fsa] 
anion and the [N1112] cation can be regarded as statistically spherically symmetric particles, independently 
rotating around each N atom, and adopting the CsCl-type structure.

　柔粘性結晶あるいは柔粘性イオン結晶は，「配向秩序は融けているが，重心位置は秩序だっている相」
と定義され，液体と規則結晶の中間状態にある．球形に近い分子やイオンによって形成され，構成分子
やイオンが回転もしくは方向が乱れているとされている．この乱れや回転ダイナミックスをゆらぎとと
らえ，イオン液体系で柔粘性イオン結晶となる物質，trimethylethylammonium bis（fluorosulfonyl）amide
（［N1112］［Fsa］），の構造研究を本年度のテーマとした．
　柔粘性結晶あるいは柔粘性イオン結晶は，激しい回転運動もしくは大きな乱れのため，通常の結晶の
ようなルーティンでは構造解析ができない．乱れの結果として統計的に球対称とみなせる構成イオンか
らなる柔粘性イオン結晶の解析法を開発して，［N1112］［Fsa］のα相に適用した．その結果，［Fsa］–と
［N1112］+がそれぞれ独立にN原子を中心に回転し統計上球対称の粒子としてみなすことができ，CsCl型
の配置を採っていることがわかった．

結晶では，構成分子やイオンが回転もしくは方向が乱れ
ている．この乱れや回転ダイナミックスをゆらぎととら
え，本年度はイオン液体系で柔粘性イオン結晶となる物
質，trimethylethylammonium bis（fluorosulfonyl）amide

（［N1112］［Fsa］），の構造研究をテーマとした．柔粘性結
晶あるいは柔粘性イオン結晶は，激しい回転運動もしく
は大きな乱れのため，通常の結晶のようなルーティンで
は構造解析ができない．乱れの結果として統計的に球対
称とみなせる構成イオンからなる柔粘性イオン結晶の解
析法を開発し，［N1112］［Fsa］のα相に適用し，構造解析
に成功したと思われるので，それを報告する．
　液晶（liquid  crystal）と柔粘性結晶（plastic  crystal）
は，結晶と液体の中間状態として，しばしば対比される

*西川　惠子　フェロー

2021年2月22日　受理
* 豊田理化学研究所フェロー
 千葉大学名誉教授，理学博士
 専門分野：複雑凝集系の構造化学・物性化学



76 イオン液体の特異な相挙動と動的ゆらぎ（２）

し，個々の観測手段が得意とするタイムスケールの違い
も考慮すべきである．比較的遅いダイナミクス測定を得
意とするNMRでは分子やイオンは回転しているとみな
せるし，X線構造解析では様々な方向を向いた分子やイ
オンの平均と見ることができるであろう．また，回転と
述べたが，イオン全体の剛体的な回転やある軸周りの回
転，更には最安定周りでの秤動運動など様々な運動様式
が考えられる．
　日本の物性物理学者や物理化学者は，柔粘性結晶の回
折パターンの解析に取り組んできた．その集大成は松原
武生による総説15）で紹介されている．彼らの関心の多く
は，柔粘性結晶結晶の散漫散乱に注がれており，柔粘性
結晶の逆格子点での強度解析には，触れられていない．
また，西川も液体構造研究の延長としてCCl4の柔粘性
結晶相を扱っているが，散漫散乱に焦点を当てている16）．
今回は，［N1112］［Fsa］のα相の逆格子点の強度解析を行
い，その構造を議論する．
　試料［N1112］［Fsa］の構成イオンの構造，相変化に観点
を置いて熱物性，すべての結晶相の粉末X線回折パター
ンをAppendixにまとめる．

２．α相（柔粘性イオン結晶相）の骨格構造の決定
　Appendixに示すように，［N1112］［Fsa］は，実験した
温度範囲では融解または結晶化と2種類の結晶⇔結晶相
転移を示す．3つの結晶相を，高温側からα，b，gと名付
けた．粉末X線回折パターンから，α相が柔粘性イオン
結晶であると推察できる．これから，α相についての構
造を議論する．
　Fig. 1に［N1112］［Fsa］α相の粉末X線回折パターンを
示す．用いた装置はBruker D8 aDVaNCEであり，Cu 

Kα 1（l  = 1.540 Å）を用いている．試料台を回転できる
装置であり粉末結晶は方向平均化されている．
　α相においては強い回折線が2本しか現れず，かつ弱
い散漫散乱が観測されている．まさに柔粘性結晶の特徴
である．この回折パターンから，単位格子の決定を試み
る．その際，試料の密度が重要な情報となる．アルキメ
デス法で測定した実測値は，

 r exp = 1.380 ± 0.014 g cm–3

である．
　また，イオンの大きさも基本格子を決定する際に大き
な指針を与えてくれる．球を仮定して，イオンのvan der 

waals半径をDFT計算より求めると以下のようになる．

［N1112］+：r+ = 2.96 Å

［Fsa］–：cisoid rc = 2.77 Å，transoid rt = 2.90 Å

である．なお，DFT計算には，Gaussian 09；B3LYP/  

6-311Gを用いた．

相である．分子やイオンの配向と重心位置が規則的に並
んだ相が結晶であり，両者が融けている相が液体であ
る．液晶は「配向秩序を持つが，重心位置の秩序が融け
ている相」であり，柔粘性結晶は「配向秩序は融けてい
るが，重心位置は秩序だっている相」である．前者は棒
状の分子やイオンにより，後者は球形に近い分子やイオ
ンによって形成され，出現温度領域は液体と通常の秩序
結晶の間となる．
　柔粘性結晶の研究の歴史を簡単に振り返ってみる．ベ
ルギーのJ. Timmermansは，種々の分子性物質の物性値
をまとめている際に，分子形状が球形に近い場合，液
体・結晶転移のエントロピーが小さく，さらに低温で結
晶・結晶相転移をする物質群の存在に気づいた．そし
て，その中間相をplastic crystalと名付けた（1938年）．
また，配向については融解しているので，融解エントロ
ピーは通常の物質より低く，plastic crystalの判定基準を
「5 e.u.以下（e.u.：エントロピー単位）（〜21 JK–1mol–1

以下）」とした1）．同時期に，大阪大学の仁田勇，関集三
の研究グループは，この中間相に気づき，構造・熱物
性・分子運動に着目し，数多くの柔粘性分子結晶の研究
を展開している．また，plastic crystalを柔粘性結晶と日
本語訳した．1945～1965年代，大阪大学を中心とした
関西で，柔粘性結晶の物性・構造の系統的かつ多角的研
究が進められ，「柔粘性結晶研究の世界の中心」とも言
われた2）．詳しくは，総説を参照願いたい3，4）．
　発見当初は分子性の柔粘性結晶が一般的であり，この
相を採る物質として，四塩化炭素，シクロヘキサン，ア
ダマンタン，C60などのフラーレンなどを上げることが
できる．イオン液体の発見以来，柔粘性イオン結晶が注
目を集めている．イオンの形状が比較的球形に近い物質
が，柔粘性イオン結晶を採る．カチオンでは，［pyrr11］+，
［pyrr12］+，［Pyrr22］+，［N1111］+，［N1112］+などが 5），アニオ
ンではBF4

–，PF6
–，［Fsa］–，［NTf2］

–などがその候補とな
る．
　柔粘性結晶は，流動性においては液晶に劣るが，柔ら
かく，可塑性に富んでいる．また，隣接分子やイオン
が，結晶格子を壊すことなく格子欠陥を移動することが
できる．柔粘性イオン結晶の場合，結晶中でイオンが
ジャンプすることに相当し，固体イオン伝導体として注
目されている．特に，リチウムイオン電池の電解液を固
体化する全固体電池として大きな関心を集めている．実
際，MacFarlane等は柔粘性イオン結晶にLi塩をドープ
したリチウムイオン伝導体を発表している6）．それ以来，
MacFarlane等を中心としたオーストラリアのイオン液
体研究グループが一大拠点を形成している7–14）．
　球状と近似できる分子やイオンが高速で回転している
のか，それとも様々な方向を向くdisorderなのか，議論
のあるところである．分子やイオンによっても異なる
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2.1.	 Bravais	Latticeの決定
　回折線の数の少なさから本試料は立方格子を採ってい
る仮定した．軸長をaとすると以下の関係が有る．

 2dhkl sinq  = l  （1）

 dhkl = a/√ h2 + k2 + l2 （2）

ここに，2qは散乱角，lはX線の波長，（h k l）はMiller

指数，dhklは面間隔である．
　（1）と（2）より，指数付に必要な立方晶系の基本の式
は，以下の通りである．

  h2 + k2 + l2 = a2/ dhkl
2 = 4 a2 sin2q /l 2 （3）

Cu Kα 1の波長（l  = 1.540 Å）を用いて1/dhkl
2の簡単な

整数比を求めると，Table 1となる．

　（h2 + k2 + l2）の比が1と2となる（h k l）の組み合わせ
は，消滅則なども考慮すると以下の3通りである．
　・ 単純立方格子（simple cubic : sc）で（1 0 0）と（1 1 0）
　・ 体心立方格子（body centered cubic : bcc）で（1 1 0）

と（2 0 0）
　・ 面心立方格子（face centered cubic : fcc）で（2 0 0）と
（2 2 0）

（ⅰ）単純立方格子（sc）の場合

　回折線①および②を（1 0 0）と（1 1 0）と指数付して軸
長aを求めると，

 a = 6.84 Å

となる．scの場合，単位格子内の独立単位の数，Z，の採
りうる最小値は1である．Z = 1として，密度r calcを計算

すると，

 r calc = 1.392 g cm–3

となり，アルキメデス法で求めたr exp = 1.380±0.014 

g cm–3と良い一致を示す．
（ⅱ）体心立方格子（bcc）の場合

　回折線①および②を（1 1 0）と（2 0 0）と指数付して軸
長aを求めると，

 a = 9.66 Å

となる．bccの場合，Zの採りうる最小値は2である．Z = 

2とすると，計算密度r calcは

 r calc = 0.988 g cm–3

となり，r exp = 1.380±0.014 g cm–3とは，大きく異なる．
（ⅲ）面心立方格子（fcc）の場合

　回折線①および②を（2 0 0）と（2 2 0）と指数付して軸
長aを求めると，

 a = 13.68 Å

となる．fccの場合，Zの採りうる最小値は4である．Z = 

4とすると，計算密度r calcは，

 r calc = 0.696 g cm–3

となり，r exp = 1.380±0.014 g cm–3とは，大きく異なる．
Z = 8とすると，

 r calc = 1.392 g cm–3

となる．
　以上，密度からの考察により，単純立方格子では，Z = 1

の場合が候補となる．体心立方格子の場合，Zの値を変
えても実測密度を説明できるような場合はなく，除外さ
れる．面心立方格子では，Z = 8の場合が候補となる．
2.2.	 イオンの配置
　上記の密度からの考察により，Bravais Latticeとして
は，scでZ = 1の場合と，fccでZ = 8の場合が許される．
さらに散乱体（イオン）の運動状態や乱れの状態から生
ずる対称性と，結晶学的な要請を考慮しなければならな
い．立方格子のunit cellに要請される対称性は，“4/m 

–3  

2/m”（簡略型表記として “m–3m”）である．イオンまたは
イオン対も統計的平均が “m–3m” を満たすように配列し
なければならない．（ここでは，結晶学で使われている
hermann-Mauguin notationを用いる．また，単なる数
値やアルファベットと区別するために “　” マークでく
くることにする．）
2.2.1.	 Model-1（sc，a	=	6.84	Å，Z	=	1）
　［N1112］+と［Fsa］–が，それぞれ球形と見なせ，CsCl

型を採るとするモデルである（Fig. 2（a））．すなわち，

Fig. 1 ［N1112］［Fsa］α相の粉末X線回折パターン．
 Cu Kα 1（l  = 1.540 Å）を使用し，298 Kで測定．
 試料台を回転させ，方向平均化された回折データを得てい

る．数値は，散乱角およびピーク高を示す．

Table 1　回折線①と②の面間隔（dhkl）および（1/dhkl
2）の整数比

2q（deg.） dhkl（Å） 1/dhk l
2 = （h2 + k2 + [2）/ a2 ratio integer ratio

① 12.93 6.8386 0.0213829 1.000 1

② 18.34 4.8317 0.0428352 2.003 2
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［N1112］+と［Fsa］–が回転もしくは方向ランダムな状態
で統計的には球形と見なせ，それぞれの中心が，（a/2 

a/2 a/2）と（0 0 0）に位置する．この場合，各格子点（a/2 

a/2 a/2）と（0 0 0）は，“m–3m” の対称性を満足する．
　イオンの大きさから検証する．格子の軸方向（6.84 

Å）は，それぞれの球の大きさ（2 r+ , 2 rcあるいは2 rt）
より大である．対対角線方向は11.85 Åとなる．本モデ
ルでは，2 r+ + 2 rc = 11.47 Å，もしくは2 r+ + 2 rt = 11.72 

Åとなる．Raman散乱の結果より，［Fsa］–はcisoidの立
体配座を採っている可能性が高いが，cisoid，transoidの
いずれでも本モデルのパッキングは可能と判断される．
2.2.2.	 Model-2（sc，a	=	6.84	Å，Z =	1）
　［N1112］+と［Fsa］–が対を作り，この回転楕円体が決
まった幾種類かの配向を採りscを作る（Fig. 2（b））．
　この場合，散乱体はunit cell中に1個存在し，その対
称性は，“m–3m” を満たさなければならない．この要請
のためには，［N1112］+と［Fsa］–が対を作り回転楕円体と
して，4種類ある対対角線方向にランダムに配向し（方
向まで含めると8通り），かつ，長軸周りに両イオンが
対を作ったまま回転もしくは配向が乱れていなければな
らない．
　イオン対の大きさから判断しても，回転楕円体の長軸
が単位結晶の対対角線方向を向く8通りの配置が可能で
ある．
　立方格子において，対対角線方向に統計的ランダムに
配向することにより，見かけ上 “m–3m” を満たしている
場合が，分子性柔粘性結晶でいくつか報告されている．
報告によれば，Cl3C–CCl3のグループなどである．これ
らの場合，bcc構造を採りC–C軸を長軸として4方向に

統計的に乱れた構造を採っている．scで対対角線方向に
統計的ランダム構造の例として，アダマンタンが報告さ
れている17）．
2.2.3.	 Model-3（fcc，a	=	13.68	Å，Z	=	8）
　面心立方格子（fcc）でZ = 8かつ “m–3m” を満足する
配置のモデルを立てることはできない．
　Model-1とModel-2とも，イオンは格子点及び体心の
位置もしくはその近辺にそれぞれのイオンが位置してい
る．違いは，Model-1では［N1112］+と［Fsa］–は独立で乱
れ，見かけ上，両イオン共に球対称を示しているのに対
し，Model-2では［N1112］+と［Fsa］–はイオンペアを作り
それが繭型の回転楕円体を作っていることである．こ
の2つのモデルの妥当性を確かめるのには，単結晶を得
て散漫散乱を観測し方向依存性を知るか，アニオン，カ
チオンの回転周期を測定するのが有効と思われる．しか
しながら，Model-2は構造の要請にかなりの無理があり，
化学的な考察をするならばModel-1が妥当と思われる．

３.［N1112］［FSA］α相の散乱強度
　２節で示したように，α相はa = 6.84 Åの単純立方格
子で，［N1112］カチオンと［Fsa］アニオンは，それぞれ球
対称とみなせるような回転もしくは方向が乱れており，
CsCl型構造をとっているのが最も期待される構造と結
論された．なお，①2q  = 12.93°および②2q  = 18.34°の
回折線は，（1 0 0）および（1 1 0）と指数付される．
　次に，このようなモデルで散乱強度が説明されるかど
うかを議論する．
3.1.	 結晶の散乱強度
　柔粘性結晶の散乱強度を定式化するのに先立ち，一般
の結晶の散乱強度をまとめておく．柔粘性結晶において
も格子は規則格子を形成しているので，逆格子点での強
度を議論するのには必須である．以下，散乱ベクトルと
して sまたはその絶対値 s（散乱パラメータ）を用いて議
論を進める．連続的な散乱現象を示す場合は sまたは s

が便利であり，結晶学でしばしば用いられるKとは以下
の関係にある．

 s = 2pK （4）

 s = | 2pK | = 4p sinq  /l （5）

ここに，2q：scattering angle，l：wavelengthである．ち
なみに | K |は，2点からの散乱波の光路差を波長単位で，
sは位相角単位で表したものである．
　格子ベクトルaj（ j = 1, 2, 3）の結晶の構造因子Fall（s）
は

Fall（s） = Fcell（s）×Π3
j = 1 ΣN

n
j
j = 1 exp {inj（aj · s）} 

（6）
  Nj（aj · s） （aj · s）
 = Fcell（s）×Π3

j = 1 sin{ ——— }/sin{ —— }  2  2

Fig. 2（b）

Fig. 2（a）



 イオン液体の特異な相挙動と動的ゆらぎ（２） 79

ここに，Fcell（s）は単位格子の散乱振幅，jは3次元実空間
の3軸方向aj（ j = 1, 2, 3）を示す．添字njは結晶試料の
aj方向のunit cellの番号付けである（nj = 1～Nj）．また，
Njはaj方向の単位格子の繰り返しの数である．
　Nj（ j = 1, 2, 3）が十分大きい場合，

 Fall（s）= Fcell（s）×Π3
j = 1 Nj d（aj · s – 2pm） （7）

ここに，dはd関数，mは整数である．（7）式は，

 K = ha1
* + ka2

* + la3
* （8）

の逆格子点で回折が起こることと同義である．ここに，
aj
*（ j = 1, 2, 3）はaj（ j = 1, 2, 3）の逆格子ベクトルであ
り，（h k l）はMiller指数である．
　なお，X線の散乱強度は，Thomson因子 ITを用いて次
式で与えられる．

 I（s） = IT | Fall（s） |2 （9）

単位格子の散乱振幅Fcell（s）は

 Fcell（s） = Σ l fl（s） exp {i（rl · s）} （10）

ここに，rlは格子点の原点からの l番目原子の位置ベクト
ル，fl（s）はその原子のatomic scattering factorである．
unit cellに含まれるすべての原子について，和をとる．
　規則的な格子を作っている場合，aj · s（ j = 1, 2, 3）が
同時に2pの整数倍になる点（逆格子点）のみで，（6）
式で与えられる単位格子からの散乱振幅を計算すればよ
い．柔粘性結晶の場合，格子に関しては通常の結晶と同
じなので，unit cell内のみを考えればよい．柔粘性結晶
は，立方晶系の場合が多い．基本的考察として散乱体が
1種類の単純立方晶系と，本試料に当てはまる2種類の
散乱体からなるCsCl型について，単位格子の散乱振幅
を定式化する．
3.2.	 立方晶系柔粘性結晶における単位格子の散乱振

幅
3.2.1.	 球状に方向平均化された1種類の散乱体の中心が

実格子点（0	0	0）に配置する場合
　（10）式で与えられる単位格子の散乱振幅の方向平均
をとると以下のようになる．

Fcell（s） = Σ l fl（s）< exp {i（rl · s）} > 

   2p p 
 = Σ l fl（s）×{∫ φ  = 0 ∫q  = 0 exp（i rj · s） sinq dφ dq  /
    2p p 
   ∫ φ  = 0 ∫q  = 0 sinq dφ dq} 

（11）

 = Σ l fl（s）×{sin（srl） / （srl）} 

熱振動による原子位置の変動を考慮して，free molecule

の構造を求める気体電子線回折で行われている熱因子を
根平均二乗振幅Δrlとして入れると

　Fcell（s） = Σ l fl（s）×{sin（srl） /（srl）}

   （Δrl）2s2

  × exp（– ———— ） （12）

   2

3.2.2.	 球状に方向平均化された2種の散乱体の中心が
実格子点（0	0	0）と（a/2	a/2	a/2）に配置する場合
（CsCl型）

　回転中心を原点に置いて，式（8）で計算されるそれぞ
れの散乱体の散乱振幅をF1（s），F2（s）とする．CsCl型では，

 Fcell（s） = F1（s） + （–1）h + k + l F2 （s） （13）

h，k，lはMiller指数である．

４．［N1112］［FSA］のα相（plastic	crystal相）
４．への適用

　２節に示すように，［N1112］［Fsa］のα相では，［Fsa］–

と［N1112］+が，回転もしくは乱れにより球対称の散乱体
としてCsCl型（3.2.2の場合）の構造をとっているとす
るのが妥当である．
　次に，散乱振幅を求める．その際に行なった仮定，近
似，導出の過程は，以下のとおりである．
（1） “m–3m” を満たすためには回転中心が格子点（0 0 0）

および（a/2 a/2 a/2）に位置しなければならない．
 回転中心をアニオン，カチオンともN原子とした．

N原子からの各原子の距離は free ionに対する量子
力学的計算より，最も安定構造を与える値を採用し
た．（計算：Gaussian 09；B3LYP/6-311G）

（2） 各原子の原子散乱因子は，international Table for X- 

ray Crystallography18）のTableを基に，必要な s値で
の値を補間法で求めた．

（3） 熱振動などが原因として起こる減衰因子は，以下の
ように経験的に見積もった．i原子と j原子が直接結
合している場合，多くの free moleculeの解析結果
からΔrij（root mean square amplitude）は結合距離
rijの5～6%である．この経験的事実を参考に直接
結合している場合はΔrij = 0.06 rij，直接結合してい
ない場合はΔrij = 0.1 rijとした．（本解析では jをN

原子に固定，以後 rlおよびΔrlと記す．）
（4） 水素は個別に考えるのではなく，Ch3基として扱

う．すなわち，Ch3基の散乱振幅として，

FCh3（s） = fC（s） + 3fh（s）×sin（srC-h）/（srC-h）

  （ΔrC-h）2s2  （14）
 × exp（– ———— ）  2

とした．ここに，fC（s）及び fh（s）は炭素及び水素のatomic 

scattering factorsである．
　（12）式を用いて［Fsa］アニオンおよび［N1112］カチオ
ンの散乱振幅を計算し，Fig. 3（a）および（b）に sに対し
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てプロットした．なお，アニオンに関しては transoidの
場合を計算した．cisoidの可能性があるが，中心Nから
の各原子の距離は同じであり，今回の計算ですべての場
合を尽くしている．カチオンについては，自由イオンが
最も安定なコンフォメーションであるエチル基が trans

型を計算した．他の配置についてもN原子からのC原子
の距離は同じである．
　Fig. 3（a）および（b）は，それぞれアニオンの散乱振幅
（F（–）），カチオンの散乱振幅（F（+））を散乱パラメータ
sに対してプロットしたものである．その他のカーブはN

原子を中心として，各原子の寄与を示している．
　アニオンとカチオンが統計的に球対称で，CsCl型を
採る場合の単位格子の散乱振幅FをFig. 4に示した．カ
チオンとアニオンからの散乱波が同位相で働く場合
（h+k+ lが偶数）をF（–） + F（+），反転する場合（h+k+ l

が奇数）をF（–） – F（+）として，Fig. 4に図示した．
　青のカーブ（F（–））はアニオン，橙色のカーブ（F（+））
はカチオンの散乱振幅を示す．赤色のカーブはアニオン
とカチオンの寄与の和（位相がそろう場合，F（–） + F（+）），
紺色のカーブはアニオンとカチオンの寄与の差（位相が
反転する場合，F（–）– F（+））を示す．黒の矢印で示す
のが，a = 6.84 Åの単純立方格子の逆格子点である．観
測されている（1 0 0）と（1 1 0）の他に，本モデルではど

のような強度になるかを示すため，s = 3までの逆格子
点すべてを挙げている．Table 2にそれらの逆格子点を
対応する s値を示した．実験で求めた回折パターン（Fig. 

1）では，（1 0 0）と（1 1 0）以外の回折線はまったく観測
されない（Fig. 1参照）．

　Table 3にCsCl型モデルで計算される強度（int-1）と
最も強い回折線（1 1 0）の強度に対する百分率（Ratio-1）
で示した．また実測値と比較するために偏光因子Pと
Lorentz因子Lを施したものを，int-2，Ratio-2に示し
た．今回の実験条件では

 P = （1 + cos22q）/2 （15）

 L =  2/（sinq・sin2q） （16）

である．Lorentz因子は，平面試料に照射されるX線の
面積に比例する項と，円錐状に散乱されるX線の一部を
切り取るgeometryを考慮して見積もっている19）．吸収
補正やスリット補正は行っていない．

５．考　　　　　察
　柔粘性結晶の場合，出現する回折ピークが少ないた
め，通常の構造解析で使われる最小二乗法などで構造を
精密化することができない．このため，種々のモデルを
立て，その妥当性を判断せざると得ない．いくつかのモ

Fig. 3（a）

Fig. 3（b）

Fig. 4 ［Fsa］–と［N1112］+の散乱振幅の和と差．
 各逆格子点の対応位置を黒の矢印で示している．

Table 2　逆格子点（h k l）と sおよび散乱角の関係
h k l √ h2 + k2 + l2 d（hkl）（Å） s（Å–1） 2q（deg.）
1 0 0 1.000 6.840 0.919 12.93

1 1 0 1.414 4.837 1.299 18.32

1 1 1 1.732 3.949 1.591 22.49

2 0 0 2.000 3.420 1.837 26.02

2 1 0 2.236 3.059 2.054 29.16

2 1 1 2.449 2.792 2.250 32.01

2 2 0 2.828 2.418 2.598 37.13

3 0 0 3.000 2.280 2.756 39.48
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デルを立ててシミュレーションを行ったが，最適と思わ
れるモデルの仮定が４節（1）～（4）に示した仮定である．
　以後，実測データとモデルから計算される結果を比較
しながら，「回折パターンの特徴と概要」と「強度の再
現性」を（12）式に基づいて議論する．
5.1.	 回折パターンの特徴と概要
　まず，回折パターンを定性的に概観する．Fig. 1に示
すように，実測で観測されるのは（1 0 0）と（1 1 0）であ
り，（1 1 1）以降の高次の項では出現の気配すらない．こ
れに対して，４節（1）～（4）の仮定で計算される結果で
は，Table 3に示すように，（1 0 0）と（1 1 0）以外にも弱
いながら（2 1 0）があり，観測される可能性があることを
示している．この例外については，5.2で考察する．
　まず，主要な回折ピークとして（1 0 0）と（1 1 0）しか
出ないことを（12）式に基づいて考察する．sが大きくな
るに連れての回折強度の減少として，以下の寄与が挙げ
られる．すなわち，scattering factorの sの増加に伴う減
少，方向平均化の寄与（sin（sr）/（sr）項），熱振動因子
（exp（–（Δrij）2s2/2））の寄与である．scattering factorsの減
少は一般の結晶でも同じである．特に柔粘性結晶では，
sin（sr）/（sr）項に注目すべきである．この項は減衰への寄
与が大きく，アニオン及びカチオンが自由回転するとし
たモデルより出てくる項で，柔粘性結晶の特徴を表す項
そのものである．また，減衰因子（exp（–（Δrij）2s2/2））は，
sが大きくなるに連れてその寄与が大きくなる．自由イ
オンにおいて，N原子からの根二乗平均振幅を仮定した
が，イオン液体を構成するイオンはダイナミックにその
コンフォメーションを変えており，実際は更に大きい可
能性が高い．これら，特にsin（sr）/（sr）項の寄与が，高
次の回折線が出ない原因と考えられる（Table 3参照）．
以上より，（1 1 1）以上の高次の回折線の強度が非常に弱
くなり，実験的には観測されないことが，アニオン及び
カチオンが自由回転しているモデルで確かめられた．
　また，計算値を見ると「（h+k+ l）＝奇数」の系列の回
折線が「（h+k+ l）＝偶数」の回折線に比べ弱い傾向にあ
る．これは，以下のように解釈できる．

　（h+k+ l）が偶数の場合：カチオンの寄与とアニオン
の寄与の位相がそろう（F（–） + F（+））．
　（h+k+ l）が奇数の場合：カチオンの寄与とアニオン
の寄与の位相が反転（F（–） – F（+））．
　sが小さいところでは，F（–）もF（+）も正の値を採る．
（1 1 0）が「（h+k+ l）＝偶数」，F（–） + F（+）として大き
な値を採るのに対して，（1 0 0）が「（h+k+ l）＝奇数」，
F（–） – F（+）となり，小さな値となる．（1 0 0）が（1 1 0）
に比べ，圧倒的に弱いのはこのためである．また，sが
大きくなるに連れ，各イオンの散乱振幅は中心原子と設
定したN原子の散乱振幅の寄与が大きくなり，ほぼ同じ
程度の値となる（Fig. 3参照）．これは，ちょうど，単一
粒子のbcc格子の消滅則に相当する．このため，「（h+k 

+ l）＝奇数」すなわちF（–） – F（+）項の減衰は大きい．
（Fig. 4参照）
　これらの考察により，（1 1 1）以上の高次の回折線の強
度が非常に弱くなり，実験的には観測されないこと，お
よび出現する（1 0 0）と（1 0 0）の強度の特徴が，各イオ
ンが自由回転しているCsCl型モデルで確かめられた．
例外は，（2 1 0）である．他に比べて比較的強く，偏光因子
やLorentz因子の補正をすると，最も強い回折線（1 1 0）
の3%の強度と計算された（Table 3のRatio-2を参照）．
これは，後に述べるように，仮定上の問題点のために計
算強度が強く見積もられたためと思われる．
5.2.	 回折ピークの強度
　次に，実験で観測されている（1 0 0）と（1 1 0）の強度
について，定量的に議論する．また，計算結果からは出
現しても良いと思われる（2 1 0）の強度についてもふれ
る．
　Fig. 1に戻り（1 0 0）と（1 1 0）の強度を比較する．図で
の強度はピーク強度で，Iobs（1 0 0）/ Iobs（1 1 0） = 0.16であ
るが，幅まで考慮すると

 Iobs（1 0 0）/ Iobs（1 1 0） = 0.105

となる．Table 3の偏光因子及びLorentz因子補正後の
Ratio-2の値は

Table 3 各回折点での散乱強度（計算）．
 int-1 は、正味の散乱強度．int-2 は、実験値と比較するために偏光因子およびLorentz 因子の補正を施

した散乱強度．Ratio-1及びRatio-2：最も強い 回折線（1 1 0）を100 とした場合の比較．
h k l s F（–）+ F（+） F（–）– F（+） F（s） weight int-1 Ratio-1 int-2 Ratio-2

1 0 0 0.92 72.05 11.76 11.76 3 415.2 5.4 32151.3 11.0

1 1 0 1.30 35.75 –0.70 35.75 6 7667.9 100.0 291306.0 100.0

1 1 1 1.59 15.70 –6.33 –6.33 4 160.4 2.1 3987.6 1.4

2 0 0 1.84 5.51 –7.90 5.51 3 91.1 1.2 1667.9 0.6

2 1 0 2.05 1.49 –7.09 –7.09 12 602.4 7.9 8656.9 3.0

2 1 1 2.25 1.12 –5.01 1.12 12 15.1 0.2 177.6 0.1

2 2 0 2.60 4.41 –0.32 4.41 6 116.8 1.5 993.8 0.3

3 0 0 2.76 5.49 1.11 1.11 3 3.7 0.0 27.7 0.0
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 Icalc（1 0 0）/ Icalc（1 1 0） = 0.11

となり，良い一致を示している．
　（1 0 0）と（1 1 0）の回折線の強度比について，正味の
強度比（Table 3のRatio-1）に戻って考察する．（1 0 0）と
（1 1 0）の sの領域では，アニオンの散乱振幅（（F（–）），
カチオンの散乱振幅（F（+））は，ともに正の値である．
5.1で述べたように，（1 0 0）では（F（–） – F（+））として
小さな値となり，（1 1 0）では（（F（–） + F（+））として，
大きな値となる．計算上，前者は，後者の5.4%程度の
値である．この結果は，アニオンとカチオンがCsCl型
配置を採っているとしたモデルの妥当性を定量的にも強
く支持するものである．
　４節の仮定（4）で，炭素及び水素の散乱振幅をまと
めてメチル基の散乱振幅として取り扱ったが，この経緯
と妥当性について議論する．当初，水素原子の寄与を無
視したモデルで計算を行ったが，（1 0 0）と（1 1 0）の強
度比が説明できなかった．（1 0 0）と（1 1 0）の sの領域で
は，水素のatomic scattering factorの sに対する減衰も
意外に小さく，また，カチオン中の水素の数も多く無視
することはできない．また，メチル基の回転運動も激し
いことが知られているので，個別に水素の位置を割り当
てるのではなく，メチル基として，炭素と水素をひとま
とめにして考えることが妥当と考え，（14）式の原子団
散乱振幅を用いることとした．この設定で，（1 0 0）と
（1 1 0）の強度比の定量的な説明にも成功した．（2 1 0）
の回折強度についても，水素の寄与を無視した場合より
も，メチル基として取り入れるほうが計算強度は小さく
なり，より実験値と合う方向に作用した．４節の仮定
（4）の取り扱いは構造化学的にも矛盾はなく，本物質の
構造解析において reasonableと考える．
　４節の仮定（1）および（3）の妥当性と，（2 1 0）の回
折線の強度を考察するために，構造モデルに以下の事柄
を検討しなければならないのではないかと考えた．
　（ａ） イオンの採りうる立体配座の多様性．
　（ｂ） 回転中心をN原子としていること．
　（ｃ） アニオン，カチオンとも回転中心のN原子は，

中性Nのatomic scattering factorを用いているこ
と．

　（ｄ） 熱振動などが原因として起こる減衰因子の見積も
り．

　（ａ）について考察する．イオン液体を構成するイオン
は一般的にflexibleで，様々なコンフォメーションをと
り，それらを容易に行き来する．特に，相変化とコン
フォメーションの変化は連動している．まさに，これら
がイオン液体とイオン液体たらしめている特徴である．
扱っている［Fsa］–はcisoid及び transoidの安定構造及び
その中間状態が考えられる．また［N1112］+については，

エチル基の末端メチル基の回転が考えられる．散乱強度
のシミュレーションでは，最も安定なコンフォメーショ
ンについてN原子からの距離を用いて（sin（sr）/（sr）項）
を計算した．しかし，各原子とN原子の距離は，どのよ
うなコンフォメーションを採っていても同じである．す
なわち，N原子を中心原子すなわち回転中心と仮定する
限り，イオンのコンフォメーションの多様性は，散乱振
幅には影響を及ぼさない．
　（ｂ）については，計算結果への影響が考えられる．第
一に，N原子を回転中心として設定していることであ
る．回転中心としたことにより散乱振幅へのN原子の寄
与はNのatomic scattering factorそのものである（Fig. 3

参照）．もし，各イオンの重心を回転中心とした場合，
振幅の s増大に伴う減衰はもっと大きくなる．アニオン，
カチオンの両方において，重心とN原子のズレを最大
0.2 Å程度ずれているとして，N原子の散乱振幅の減衰
因子として計算を試みた．４節の仮定を基にした計算結
果と比べてみると，（1 0 0）と（1 1 0）の強度比について
は大きな差はなく，（2 1 0）の（1 1 0）に対する強度比は
小さくなる傾向を示した．
　次は，（ｃ）についてである．アニオン，カチオンのN

原子の電子構造は明らかではないが，最大の場合とし
て，N–とN+が見積もられる．N–とN+についてのatomic 

scattering factorsは調べた限りでは見つからなかったの
で，N

–としてO原子，N+としてC原子のatomic scatter ing 

factorsを代用して強度計算を行った．その結果，（1 0 0）
と（1 1 0）の強度比については４節の仮定の計算結果と大
きな差はなかったが，（2 1 0）と（1 1 0）の強度比は，４
節の仮定の計算結果（3%）に比べ，

 Icalc（2 1 0）/ Icalc（1 1 0） < 0.01

となった．sの小さな領域の（1 0 0）や（1 1 0）では，s

（イオウ）や多くのCやhの寄与が大きくNの影響は少
ないが，sが大きくなるに連れ，（2 1 0）では，N上の電
子分布が目に見える形で働くと思われる．
　（ｄ）について考察する．熱振動を原因とする減衰因子
として free ionの常識的な値（根二乗平均振幅）を用い
た．イオン液体を構成するイオンは，前述したように，
コンフォメーションをドラスティックにかつ容易に変化
させる．このため，計算に用いた値よりは，この減衰校
が遥かに大きく作用することが予想される．sが大きく
なるにつれ，（exp（–（Δrij）2s2/2））として働くので，（1 0 0）
や（1 1 0）の比にはほとんど影響はないが，（2 1 0）には
大きな影響がある．
　以上，４節の仮定から外れた可能性を調べたが，（1）
は強度比の概要に影響を及ぼさず，（2）～（4）の可能性
は，（1 0 0）や（1 1 0）の比にはほぼそのままで，（2 1 0）
の（1 1 0）に対する強度比を小さくするように働く．すな
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わち，構造モデルは，４節の仮定で示したモデルが適切
で，それでは十分説明できない細かな補正を加えること
により，（2 1 0）の消失を説明できると考える．

　以上，散乱強度の観点からも，［Fsa］アニオンと
［N1112］カチオンは，独立に回転もしくは方向の乱れによ
り球対称を保ってCsCl型で配置していることを強く支
持していると結論される．
　このような形で，柔粘性イオン結晶はもとより柔粘性
結晶の逆格子点での強度解析は初めての試みと思われ
る．
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るかどうかは，現在の情報からだけでは判断できな
い．g相は，通常の規則結晶と思われる．なおRaman

散乱の結果から， g相での［Fsa］アニオンは，transoid

構造をとっていると思われる．

【熱　分　析】
　走査型示差熱量計（Rigaku, Thermo plus EVO）を
用いて相変化の概要を観察した．
　掃引速度5 K/minで，550 K（液体状態）から160 

Kまで降温し，そこから550 Kまで昇温したDsCト
レースを右図に示す．図に示すように，実験した温
度範囲では，融解または結晶化と2種類の結晶⇔結晶
相転移を示す．3つの結晶相を，高温側からα，b，g
と名付けた．
　DsCトレースの各々のピークを相転移温度とする
と，
　 融点 ：519 K

 α相 ：253 – 519 K

 b相 ：215 – 253 K

 g相 ：< 215 K

である．加熱や過冷却が起こりにくい昇温過程をま
とめた．
　降温過程では構造緩和による相変化が起こってお
り，変化の温度は昇温過程の相転移温度より若干低
い．
　なお，本試料は560 K近辺から熱分解が始まるの
で，昇温操作において注意が必要である．

Appendix

【粉末結晶のX線回折パターン】
　α相（298 K），b相（223 K），g相（193 K） の 粉
末結晶のX線回折パターンを右図に示す．（　）内の
数値は，回折パターンを得たときの設定温度である．
装置は，Bruker D8 aDVaNCEを用いた．本装置は，
室温では試料台を回転でき，低温では付属装置のた
め試料は回転できない．このため，α相については方
向平均化が可能であるのに対して，b相とg相の測定
では試料固定のため，回折パターンは偏った方位に
配向した結晶からの回折パターンである可能性が大
きい．この意味でで，b相とg相における詳細な強度
解析は現在のところ行えないが，3種の相の回折パ
ターンの特徴を半定量的に比較することはできる．
　α相においては強い回折線が2本しか現れず，かつ
弱い散漫散乱が観測されている．まさに柔粘性結晶
の特徴である．b相とg相においては，この順に回折
パターンは複雑になっていく．b相が柔粘性結晶であ
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