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The liquid desiccant air-conditioning system allows reducing energy consumption compared to the
conventional compressor-type air conditioners. In order to develop desiccant materials for air conditioners,
we have investigated the dehumidification capability of quaternary ammonium Ionic Liquids (ILs) and the
equilibrium water vapor pressure of aqueous solutions of these ammonium salts. Among the seven tested
types of ILs, 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethan-1-aminium dimethylphosphate ([Ch][DMPO4]) and N-ethyl(2-hydroxy)-N,N-dimethylethan-1-aminium diethylphosphate ([EtCh][DEPO4]) displayed high dehumidific
ation capability and the low equilibrium water vapor pressure. Furthermore, the 80% aqueous solution of
[Ch][DMPO4] exhibited a less corrosive effect on four types of metals, i.e., steel (hot dip zinc-aluminum
alloy plated steel), copper (C1100P), aluminum (A5052), and stainless steel (SUS: SUS304). It should be
noted that [Ch][DMPO4] is not only non-toxic but also exhibits a stable nature; the aqueous solution
produced no odor after storing for over 1 year under ambient conditions.
液式調湿空調機は現行のコンプレッサータイプの空調機に較べて低消費電力であり換気しながら空調
を行うことができるという特徴がある．液式調湿空調機の調湿材にイオン液体を使用するために吸湿性
の高いイオン液体として第 4 級アンモニウム塩イオン液体であるコリニウムリン酸ジメチル（［Ch］
［DMPO4］）を見いだした．次いで第 4 級アンモニウムのリン酸塩に絞り吸湿性能を調べたところ，N─エ
（2─ヒドロキシ）
［DEPO4］）も良好な吸
チル─
─N,N─ジメチルエタン─1─アミニウムリン酸ジエチル（［EtCh］
湿性能を示すことがわかった．これらのイオン液体の 80% 水溶液は飽和水蒸気圧が低いのみならず，金
属腐食性も低く，銅についてはわずかに腐食性が認められたが，スチール，アルミニウム，ステンレス
には腐食性を呈さず，しかも常温常圧で 1 年以上放置しても分解による臭気発生が認められなかった．

１．は

じ

め

に

人類活動が地球環境に及ぼす問題点の一つとして地球
1）

2）

調機を 28℃で使うための鍵になる ．一方，昨年からの
新型コロナウイルス COVID-19 の世界的流行のため，多

温暖化が上げられている ．このためか近年猛暑日が増

人数が過ごす空間においては頻繁な換気が求められるよ

え，夏季のエアコンによる電力消費量が増大し，必然的

うになった．しかし，現行のコンプレッサー式の空調機

に化石エネルギー消費に拍車がかかっている．政府は

を使いながら頻繁に換気を行うことはエアコンの消費エ

2050 年に化石エネルギー由来の二酸化炭素ガス排出量

ネルギー増大に繋がる．このような背景のもと，液式調

ゼロという目標をたてており，その実現のためにもエア

湿空調機が注目を浴びるようになった．液式調湿空調機

コンの消費電力抑制技術の開発は社会的意義が大きい．

はコンプレッサー式空調機の 80% 以下の電力で運転で

外気温 31℃の際，室内温度の設定を 27℃から 28℃にわ

きる省エネ空調機であり，しかも換気を行いつつ除湿冷

ずか 1℃上げるだけで空調機の消費電力が 13% 低減でき
2）

房あるいは加湿暖房を行うことができるという特長を有
3）

ると試算されている ．そこで環境省は省エネと温室効

する ．ところが，現行の液式調湿空調機は，金属腐食

果ガス 排出 抑制の た め に 夏場 の冷 房 設定 温 度と して

性の大きな塩化リチウム 30% 水溶液を調湿材に使用し

28℃を推奨しているが，我が国のような高温多湿な環境
では 28 ℃は決して快適な室温ではない．ただし，湿度
50% 程度にすると 28 ℃の室内でも快適に過ごすことが

ており，配管やセンサーにチタン等の特殊な材料が不可

できることが知られており，除湿を同時に行うことが空
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欠であった．このために液式調湿空調機は高価な製品と
なり普及が進んでいなかった．しかも，リチウムは産出
国が偏在する元素であり，空調機の調湿材として塩化リ
チウムが相応しい材料とは言いがたい．このため，塩化
リチウムに替わる金属腐食性が低く資源供給に不安のな
い新たな調湿材が求められている．
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通常の塩は高融点であるが，室温で液体の塩が存在
し，このような室温で溶融状態の塩は「イオン液体」と

一方，冬季は処理機と再生機を入れ替えれば加湿暖房空
調機として機能する（図１）．

呼ばれている．イオン液体は溶融塩であるため，（ⅰ）蒸

Brennecke らはイオン液体で最も一般的なイミダゾ

気圧がほとんどない，
（ⅱ）液体として存在する温度範囲

リウム塩イオン液体の吸湿能力を調べ，吸湿能は主に

が広く熱的に安定で超難燃性，（ⅲ）各種の有機・無機物

アニオンに依存すると報告している ．アセタートアニ

を選択的に溶解し，
（ⅳ）極性と溶解性をデザインできる

オン（［OAc］）が最大の吸湿性を示し，ジメチルリン

という特徴があり，幅広い温度での反応が可能で，揮発

酸（［（MeO）
），メタンスルホン酸（［OMs］）の順
2PO2］

4）

8）

拡散して大気を汚染する心配がない液体である ．筆者

に吸湿性が低下し，［NTf2］アニオンが最低になる（図

は有機合成溶媒から始まり，酵素反応溶媒，酵素活性

２）．次に，アニオン（［X］）をトリフルオロアセチル

化，セルロース溶解性イオン液体の開発，グリコシル化

アニオン（［TFA］）に固定し，カチオンの側鎖構造が吸

用イオン液体，宇宙船用潤滑油，CO2 吸収用イオン液

［TFA］の吸
湿性に及ぼす影響を調べたところ，［C2mim］

体，リチウム電池用電解液，抵抗可変型メモリデバイス

［TFA］を凌駕していた．また，水と
湿性は［C2OHmim］

など，多岐にわたる分野でイオン液体を使用する研究を

［TFA］の方が［C2OHmim］
［TFA］
混合した際に［C2mim］

5）

展開してきた ．イオン液体の二酸化炭素や二酸化硫黄

より発熱量が大きいことがわかった．水酸基導入でカチ

ガスの気体吸収性能については多くの研究があり，水蒸

オン─アニオン間相互作用が強まるが，水酸基を持たな

6）

気吸収性が高いイオン液体も存在する ．もし金属腐食

［TFA TFA］では，アニオンと水との相互作
い［C2mim］

性が低い吸湿性イオン液体をデザインできれば液式調湿

［TFA］より大きくなると考えられ，こ
用が［C2OHmim］

空調機の調湿材となり，大幅な価格低減に繋がると期待

［TFA］ではイオン
の両者の兼ねあわせで，［C2OHmim］

される．本稿では調湿性イオン液体デザインについて検

液体と水の相互作用が弱まり吸湿性能が低くなったと考

討した結果を述べる．

えられる ．そこで，比較的イオンサイズが小さい非プ

7）

ロトン性のカチオンをもつイオン液体が水蒸気吸収能に

２．吸湿性イオン液体調湿材のデザイン

優れると考えられている

6，8）

．

2.1. 液式調湿空調機の動作原理

イオン液体を調湿材に用いる空調機の動作原理を図１
7）

（ドライ）」
に示す ．冷却したイオン液体「冷イオン液体
を外気と接触させると，外気の湿気がイオン液体に吸収
されると同時に外気が冷却され，生じた「ドライ冷気」
を室内に導入すれば室内の冷房と除湿が同時に実現する
（図１，左）．湿気を吸収した「イオン液体（ウエット）」
はヒートポンプを介して加温して「ホットイオン液体
（ウエット）」とし，導入外気（あるいは室内の温空気）
と接触させて湿気を外気あるいは室内の温空気に移して
ウエット温風として排気する（図１，右）．水分含量が
減少した「イオン液体（ドライ）」は熱交換器で冷却す
ることで「冷イオン液体（ドライ）」となり，このサイ
クルを繰り返すと換気しつつ除湿冷房が可能になる．

8）

図２ イミダゾリウム塩の吸湿力の対アニオン依存性．

無機塩である臭化リチウムは昇温に伴う飽和水蒸気圧
の上昇が小さく，イオン液体では水蒸気圧の温度依存性
6）

が高いことを金久保等により指摘されている ．臭化リ
チウムや塩化リチウムを水に溶かすと大きな発熱が認
められるが，イオン液体を水に溶解した際の発熱量はさ
ほどでもない．これは，イオン液体は臭化リチウムより
温和な条件で水蒸気を放出できることを意味し，イオン
液体の構成イオンを適切に選ぶことで臭化リチウムや塩
化リチウムより低温で水蒸気吸収液を再生できることを
6）

［Cl］や
意味している ．そこで，イオン液体（［C1mim］
7）

図１ イオン液体調湿空調機のアイデア．

［BF4］を液式調湿空調機の調湿材に使用する試
［C1mim］
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独では全く金属腐食性を示さず，水溶液になると銅に対
してわずかに腐食性が認められたが，塩化リチウム水溶
液やイミダゾリム塩イオン液体水溶液に較べると問題に
ならない軽微なレベルであった．この研究の過程で第 4
級アンモニウム塩イオン液体水溶液の金属腐食性が一般
的に低いことがわかった．また，リン酸ジメチル，リン
酸ジエチルアニオンと組み合わせると，安定性が高く吸
湿性が良いイオン液体を与えることがわかった．
2.2. 吸湿性第４級アンモニウム塩イオン液体
先述の結果を基盤に，アニオンをリン酸ジメチル，リ
ン酸ジエチルに固定し，第 4 級アンモニウム塩イオン液
体について吸湿性を調べた結果，コリンカチオンとジメ
［DMPO4］）が，
チルリン酸アニオンのイオン液体（［Ch］
安定性が高く，金属腐食性が低い優れた調湿材になるこ
21）

とを見いだした ．液式調湿空調機では，外気と接触さ
せることで除湿，加湿をおこなうため，低い平衡水蒸気
圧を示す調湿材が望まれている．アニオンをリン酸ジメ
チルに固定した 5 種の第 4 級アンモニウム塩イオン液体
［DMPO4］水溶液は実用的に十分な低い
のなかで，［Ch］
平衡水蒸気圧を示し，他の 4 種の平衡水蒸気圧は比較的類
21）

図３ 吸湿性が報告されているイオン液体の構成カチオンとアニオ
ン．

似していた（図４） ．興味深いことに平衡水蒸気圧はヒ

9）

みが 2011 年に Jian らから報告され ，続いて幾つかのグ
ループから液式調湿空調機用の調湿材としてイオン液体
10–18）

が検討されるようになった（図３）

．調湿性が検討

されたイオン液体のほとんどがイミダゾリウムカチオン
であったが，イミダゾリウム塩イオン液体ではイミダゾ
リウム環の 2 位の酸性度が高く，2 位で金属カルベン錯
体を形成するためにイミダゾリウム塩イオン液体には金
19）

属溶解性があることが知られている ．従って，金属腐
食性を回避するためには非イミダゾリウム塩イオン液体
が望ましいと考えられ，Feyecon は生体内に普遍的に存
在し，安全性の高いコリニウムカチオンと乳酸アニオン
とを組み合わせた吸湿性イオン液体（［Ch］
［Lac］）を報告
10）

している ．ただし，［Ch］
［Lac］には安定性が低いとい
う弱点があった．また，カチオンが変われば Brennecke
らが提示した吸湿性イオン液体のデザイン指針は必ずし
も適応できない．Mu らはイミダゾリウムカチオン，テ
トラブチルホスホニウム塩カチオン（［P4,4,4,4］）とアミ
ノ酸アニオンからなるイオン液体について吸湿性を調
べ，リジン塩やプロリン塩の吸湿性が良いことを報告し
20）

ている ．そこで，筆者らはカチオンを系統的に変え
て，イオン液体 25 種の調湿機能を評価した結果，ホス
ホニウムカチオンとジメチルリン酸アニオンの組み合わ
せからなるイオン液体，トリブチルメチルホスホニウム
［DMPO4］）が優れた調湿材に
リン酸ジメチル（［P1,4,4,4］
7）

［DMPO4］は単
なることを見いだした ．しかも［P1,4,4,4］

図４ 5 種の第 4 級アンモニウム塩イオン液体の平衡水蒸気圧実験結
21）
果．
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ドロキシエチル基の数に依存し，
［THEMA］
［DMPO4］
，
［BHEDMA］
［DMPO4］，［Ch］
［DMPO4］の順により低い
平衡水蒸気圧を示した．第 4 級アンモニウム塩において
も，Brennecke らがイミダゾリウム塩において観測した
水酸基導入が吸湿性を下げるという傾向が認められた．
［DMPO4］水溶液は銅に対してわずかに腐食性を
［Ch］
示したが，スチール，アルミニウム，ステンレスには腐
［DMPO4］水溶
食性がなく，銅への金属腐食性も［P1,4,4,4］
21）

液よりわずかに低いことがわかった（表１）．
表１［Ch］
［DMPO4］水溶液の金属腐食性
質量変化（wt%）

吸湿材
a）

［Ch］
［DMPO4］

LiCl

b）

a）

Fe-Zn

Al

Cu

SUS

±0

±0

–0.0428

±0

–0.1270 +0.0780 –0.1673 –0.0324
b）

80wt% 水溶液． 30wt% 水溶液．

ただし，［Ch］
［DMPO4］水溶液は［P1,4,4,4］
［DMPO4］水
溶液に較べると 3 倍粘性が高いという弱点があることも
21）

わかった（図５） ．従って，このイオン液体を調湿材
に使用する場合は，粘性を下げる補助溶媒が必要になる

図５ イオン液体水溶液の粘度測定結果．

と思われる．
第 4 級アンモニウム塩のリン酸ジメチル塩が良い吸湿
性を示すことがわかった．そこで，さらに新たに 4 種の
第 4 級アンモニウムリン酸塩について吸湿性を調べた
（図６）．比較例として塩化カルシウムについてもモル当
たりおよびグラムあたりの吸湿能と吸湿速度を調べた
［DMPO4］がグラム当吸湿能
（表２）
．最も単純な［N1,1,1,1］
では最も優れた値を示し，メチル基をエチル基に変化さ
せると吸湿性の低下をもたらした．一方，ヒドロキシエ
チ ル 基を持 つア ンモ ニ ウム 塩 で はエ チ ル 基 を 入れた
［DEPO4］は［Ch］
［DMPO4］をわずかに凌駕する
［EtCh］
吸湿能を示したがモル吸湿速度は幾分低いことがわかっ
た．ただし典型的な乾燥剤である塩化カルシウムを凌

図６ 4 種の吸湿性第 4 級アンモニウム塩．

駕する吸湿性能を示した．また，コリンの末端水酸基を

３．ま

メトキシメチル基で保護すると粘性は低下するものの吸

と

め

湿速度が低下することがわかった．これらの結果か

調湿性に焦点を当ててイオン液体のデザインを検討

ら，第 4 級アンモニウム塩の場合もイミダゾリウム塩

し，第 4 級アンモニウムカチオンとリン酸メチル，リン

と同様，小さなカチオンが吸湿性に有効であると思わ
れる

酸エチル塩が優れた調湿材になることを明らかにした．

6，8）

．

得られた塩は安定であり，80 wt% 水溶液を室温で保存
表２ 第 4 級アンモニウムリン酸塩の吸湿性
モル吸湿能

吸湿材

a）

モル吸湿速度

b）

ｇ吸湿能

c）

ｇ吸湿速度

［N1,1,1,1］
［DMPO4］

9.2×10

3

283

46

1.4

［N1,1,1,2］
［DEPO4］

6.6×10

3

282

31

1.4

［EtCh］
［DEPO4］

9.7×10

3

282

36

1.0

［ChMOM］
［DMPO4］

8.6×10

3

135

32

0.88

［Ch］
［DMPO4］

8.9×10

3

687

28

1.6

2.3×10

3

170

21

CaCl2
a）

–1

%RH, mol .

b）

–1

–1

%RH, min , mol .

c）

–1

%Rh, g .

d）

–1

1.5
–1

%RH, min , g .

d）
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しているが長期にわたり臭気の発生が認められておら

白色沈殿が生成した．続いて 60℃で 6 時間撹拌したとこ

ず，これらの塩は液式調湿空調機用途に耐えると思われ

ろ白色固体が生成して撹拌子が動かなくなった．室温ま

る．イオン液体には無数の種類があり，さらに優れた調

で放冷後，白色固体をスパチュラーで粉砕しながらジエ

湿性イオン液体が見つかる可能性がある．換気しつつ除

チルエーテルで 3 回洗浄し，ロータリーエバポレータで

湿，あるいは加湿しながら空調ができる液式調湿空調機

［N1,1,1,1］
溶媒を除去，ついで 23 hPa, 50℃で 12 時間乾燥し

は病院や学校，老人保養施設に非常に適した空調機であ

［DMPO4］を 白 色 粉 末 と し て 得 た（ 収 量 6.0 g, 30 mol，

り，これらの施設の空調機がイオン液体調湿空調機にな

収率 27%）．ただし，ジエチルエーテル洗浄液からトリ

れば，日本全体では非常に大きな省エネが実現するのみ

メチルリン酸が収率 63% で回収され反応が完結してい

ならず，COVID-19 などの感染症対策に大いに貢献でき

なかったことがわかった．トリメチルアミンは低沸点で

ると期待される．

あるためジムロートコンデンサーでは捕捉しきれずに系
外に逃げてしまったものと考えられる．実際に反応中に

4．実

験

の

部

トリメチルアミンの臭気が観察された．ドライアイスア

核 磁 気 共 鳴 ス ペ ク ト ル は Bruker AVANCE Ⅱ 600

セトンコンデンサーを使用すべきであったが，既知化合

（600 MHz for H, 151 MHz for C）
，あるいは日本電子製

物でもありこれ以上の反応最適化は検討しなかった． H

JNM-ECA500（500 MHz for H, 125 MHz for C）を使
1
用 し， 重 ク ロ ロ ホ ル ム を 用 い て 室 温 で 測 定 し た． H
NMR の化学シフトはテトラメチルシラン（TMS）を内

NMR（500 MHz, CDCl3）δ 3.43（12H, s），3.54（3H,
13
s），3.56（3H, s）； C NMR（125 MHz, CDCl3）δ 52.31,
+
54.36, 54.35, 54.39；HRMS（ESI）C4H12N 74.09703；
–
found 74.0977；HRMS （ESI） calcd for C2H6O4P
125.0004；found 124.9993.

1

13

1
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部標準とした．
4.1. 第４級アンモニウム塩の合成
4.1.1. 2─ヒドロキシ─N,N,N─トリメチルエタンアミニウ

1

［DMPO4］）の合成：2（N,N─ジ
ムリン酸ジメチル（［Ch］
─

4.1.3. N,N─トリメチルエタンアミニウムリン酸ジエチ
23）
［DEPO4］） の合成：N,N─ジメチルエチルア
ル（［N1,1,1,2］

メチルアミノ）エタノール（212.96 g, 2.39 mol）にリン

ミン（14.6 g, 200 mmol）をジムロートコンデンサーを

酸トリメチル（337.03 g, 2.41 mol）を 0 ℃で攪拌しな

装 着 し た 200 ml 二 口 ナ ス フ ラ ス コ に 取 り， ア ル ゴ ン

がら加え，Ar 雰囲気中 55℃で 23 時間攪拌した．放冷し

（Ar） 雰 囲 気 下 リ ン 酸 ト リ エ チ ル（30.8 g, 220 mmol）

て室温になったところで，ジエチルエーテルで 3 回洗浄

を 室 温 で 攪 拌 し な が ら シ リ ン ジ で 加 え，Ar 雰 囲 気 中

して未反応物を除去し，濃縮し真空乾燥後，凍結乾燥を

50 ℃で 24 時間攪拌したところ白色固体が析出した．放

［DMPO4］を薄褐色固体として得た．（収量
行い，［Ch］

冷して室温まで冷却させ，スパチュラーで白色固体を粉

534.15 g, 2.33 mol，収率 97%）．この固体を脱イオン水

砕しながらヘキサン（3 回），ジエチルエーテル（3 回）

に溶解し，活性炭を加えて 55℃で 5 時間攪拌した後，活

で洗浄し，ロータリーエバポレータで残った白色固体の

性炭をセライト濾過して除き，得られた無色水溶液をエ

溶媒を除去，ついで 23 hPa, 50℃で 2 時間乾燥し［N1,1,1,2］

バポレータで減圧濃縮した．ついで，23 hPa, 80℃で 12

［DEPO4］を白色粉末として得た（収量 40.7 g, 191 mol，

時 間 乾 燥 し， 白 色 固 体 と し て［Ch］
［DMPO4］
（500 g,

収率 95%）． H NMR（500 MHz, CDCl3）δ 1.40（3H. t,

2.18 mol）を収率 91% で得た．Mp 57 ℃； H NMR（600
MHz, CDCl3）δ 3.37（9H, s），3.59（3H, s），3.60（3H,
13
s），3.79（2H, t, J = 4.5 Hz）4.09–4.12（2H, m）； C
NMR（150 MHz, CDCl3）δ 52.46, 52.50, 54.41, 56.30,
68.15；IR（neat）3172, 2945, 2841, 1482, 1226, 1086,
–1
+
1035, 952, 866, 782, 736, 527, 463 cm ；NO 104.1076；
–
found 104.1064；HRMS （ESI） calcd for C2H6O4P
125.0004；found 125.0001.

J = 7.5），3.33（9H, s），3.53（3H, s），3.55（3H, s），

1

4.1.2. N,N,N,N─テトラメチルアンモニウムリン酸ジメ
22）
［DMPO4］） の合成：トリメチルアミン
チル（［N1,1,1,1］
の THF 溶液（13 質量 % 含有）50.0g（トリメチルアミン

6.5 g, 110 mmol）をジムロートコンデンサーを装着し
た 200 ml 二口ナスフラスコに取り，上部に粒状水酸化
ナトリウムを入れた乾燥管を付け，氷バスで 0℃に冷却
したうえでリン酸トリメチル（16.9 g, 121 mmol）をシ
リンジで加えた．ついで室温で攪拌したところ 10 分で

1

3.63（2H, q, J = 7.5）； C NMR（125 MHz, CDCl3）
δ 8.74, 52.30, 52.35, 54.36, 54.40, 61.71；HRMS（ESI）
+
C5H14N 88.1127；found 88.1132；HRMS（ESI）calcd
–
for C2H6O4P 125.0004；found 124.9993.
4.1.4. N─エチル─
（2─ヒドロキシ）
─N,N─ジメチルエタン
24）
［DEPO4］） の 合
ア ミ ニ ウ ム リ ン 酸 ジ エ チ ル（［EtCh］
エタノール（1.78 g, 20 mmol）
成：2（ジメチルアミノ）
─
を，ジムロートコンデンサーを装着した 100 ml 二口ナ
スフラスコにはかり取り，Ar 雰囲気下，室温で攪拌し
つつリン酸トリエチル（4.01 g, 22 mmol）をシリンジ
で加え，Ar 雰囲気中 120 ℃で 24 時間攪拌したところ淡
13

褐色溶液が得られた．放冷して室温になったところでヘ
キサン（3 回），ジエチルエーテル（3 回）で洗浄し，母
液をエタノール（20 ml）に溶解したのち活性炭（大さ
じ 3 杯）を加え室温で 1 時間攪拌後，濾過して活性炭を
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除去した．濾液をロータリーエバポレータで溶媒を除去，
ついで 23 hPa, 50℃で 33 時間乾燥し，［EtCh］
［DEPO4］）
を無色油状物として得た（収量 4.60 g, 17 mol，収率 87

%）． H NMR（500 MHz, CDCl3）δ 1.23（6H, t, J = 7.0），
1.40（3H, t, J = 7.5），3.28（6H, s），3.61（2H, q, J =
7.5），3.65–3.67（2H, m），3.88（2H, q, J = 7.0），3.90
13
（2H, q, J = 7.0），4.05–4.08（2H, m）； C NMR（125
MHz, CDCl3）δ 8.45, 16.67, 16.73, 51.1, 56.0, 60.72,
+
60.83, 65.33 ； HRMS （ ESI ） C 6H 16NO 118.12326 ；
–
found 118.1233 ；HRMS（ESI）calcd for C4H10O4P
153.03174；found 153.0309.
4.1.5. 2（メトキシメトキシ）
─
─N,N,N─トリメチルエタン
［DMPO4］）の
アミニウムリン酸ジメチル（［ChMOM］
合成：ジムロートコンデンサーを装着した 100 ml 二口
ナスフラスコに 2（メトキシメトキシ）
─
─N,N─ジメチルエタ
25）
ン ア ミ ン （7.22 g, 20 mmol） を 取 り，Ar ガ ス 雰 囲 気
下，室温で攪拌しながらリン酸トリメチル（3.40 g, 24
mmol）をシリンジで加え，Ar 雰囲気中 100℃で 24 時間
1

攪拌したところ淡黄色溶液が得られた．放冷して室温に

図７［EtCh］
［DEPO4］の吸湿性試験．

［DEPO4］1 グラムあたりの吸湿率，吸湿速
同様に［EtCh］
［DMPO4］，
度を算出し，同様の吸湿評価実験を［N1,1,1,1］
［DEPO4］，［ChMOM］
［DMPO4］，CaCl2（ ナ カ
［N1,1,1,2］
ライテスク脱水用，Lot No. MOA0090，開封直後）に
ついて行い，吸湿能と吸湿速度を算出し，その結果を表
２にまとめた．

なったところでヘキサン（3 回），ジエチルエーテル（3

4.3. 金属板腐食試験

回）で洗浄し，ロータリーエバポレータで溶媒を除去，

空調機の配管で一般的に使用される 4 種の金属片，溶

［DMPO4］
ついで 23 hPa, 50℃で 5 時間乾燥し［ChMOM］
を淡褐色油状物として得た（収量 2.22 g, 8.1 mol，収率

41% ）． H NMR （ 500 MHz, CDCl 3）δ 3.37 （ 3H, s ），
3.41（9H, s），3.54（3H, s），3.56（3H, s），3.87–3.89
13
（ 2H, m）， 3.97–4.02（ 2H, m）； C NMR（ 125 MHz,
CDCl3）δ 52.36, 52.41, 54.26, 55.87, 61.87, 65.58, 96.53；
IR（neat）2796, 2932, 2894, 1230, 1054, 943, 793, 551
+
–1
cm ； HRMS （ ESI ） C 7H 18NO 2 148.1338 ； found
–
148.1324；HRMS（ESI）calcd for C2H6O4P 125.0038；
found 124.9992.
1

4.2. イオン液体の吸湿性能試験

融亜鉛─アルミニウム─マグネシウム合金めっき鋼板
（Zn-Fe として示す），耐食アルミ
（商品名：ZAM 鋼板）
ニ ウ ム（A5052，Al と し て 示 す ）， ス テ ン レ ス 鋼
（SUS304, SUS として示す），銅（C1100P, Cu として示
す）について調べた．Zn-Fe, Cu, Al, SUS の金属片（10

mm × 15 mm × 厚さ 2 mm）を各イオン液体 80% 水溶
液に浸け 80 ℃で 24 時間保持した後，サンプルを引き上
げ，脱イオン水で洗後，減圧乾燥して電子天秤で重量測
定を行い重量減少について調べた．実験前と実験後の金
属板の外観を図８に示す．
4.4. イオン液体水溶液の粘性試験

4.2.1. ［EtCh［
］DEPO4］
の吸湿能測定：
［EtCh［
］DEPO4］
（1.0075 g, 3.71×10 mol）をシャーレにとり，湿度計
–3

（株式会社 T&D 製

照度・紫外線・温度・湿度データロ

TR-74Ui）と共にステンレス皿（200 × 185 × 30
mm）上に置き，すべてをチャック付きポリ袋（旭化成

ガー

ホームプロダクツ株式会社製

ジップロック（登録商

標，273 mm × 268 mm） に 入 れ て ポ リ 袋 を 封 止 し た
（内容量約 1,110 mL）．これを 30 ℃の恒温槽に入れて静
置し，ポリ袋内の湿度が平衡状態に達するまでの湿度変
化を測定した．その結果をグラフ図７に示した．
時間経過とともに湿度が低下しており，
［EtCh［
］DEPO4］
は大きな吸湿性を有していることが分かった．吸湿率は
湿度の減少値（Δ%）を使用した塩のモル質量当たりの
値を算出し，吸湿速度は飽和蒸気圧時から吸湿後して飽
和に達した湿度の中間値（1/2 Δ%）を求めその値に達す
るまでの時間（1/2 T）で割り 1.0 mol 当たりで算出した．

コ ー ン プ レ ー ト 型 粘 度 計（ ブ ル ッ ク フ ィ ー ル ド

DV2TCP）を用いて 30 ℃から 80 ℃を 5 ℃間隔で測定し
た測定した．
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図８［Ch］
［DMPO4］80 wt% 水溶液および LiCl 30 wt% 水溶液の金
21）
属腐食実験 .
上段から（A）［Ch］
［DMPO4］80wt% 水溶液（開始時），（B）
［Ch］
［DMPO4］80 wt% 水溶液（24 時間後）
，
（C）LiCl 30 wt%
水溶液（開始時），（D）LiCl 30 wt% 水溶液（24 時間後）．
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