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雰囲気や組成を制御したイオン液体中の放射線分解挙動
日本原子力研究開発機構 原子力基礎工学研究部門

Spectroscopic properties of dissolved species by adding
small amount of water to ionic liquids, and radiolytic behavior in the mixture of ionic liquids have been studied by
using time-resolved fluorescence spectroscopy and pulse
radiolysis technique. Change in solvation structures of
trivalent europium ion and electron was found by the addition of water, leading to the spectral and kinetic changes,
and formation processes of radiolysis products were clarified by changing anion concentration in the mixture.
Keywords: Ionic liquid, solvated electron, trivalent europium ion, water content, mixture
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ある電位窓（potential window）が広いため，水や有機溶
媒中では通常起きない反応が期待できる．
このような特徴をもっているため，化学種間の分離，
イオン伝導，発光と吸光，溶存種の酸化還元，材料の合
成と分解などの反応場としてその利用が期待され，多
くの研究開発が進められている．原子力分野では，と
くに使用済燃料（spent fuel）の核種間分離での有機溶
媒の代替2) ，核分裂性核種（fissile nuclide）の電解精錬
（electrorefinement）での高温溶融塩の代替3)，臨界安全性
（criticality safety）を確保するための核分裂性核種の固定
用の溶媒4) として利用が検討されてきた．ここで，核分
裂性核種であるアクチノイド（actinide）ならびに核分裂
生成物（fission product）であるランタノイド（lanthanide,

rare earth）の金属イオンが溶存するイオン液体の物理化
1 はじめに

学に関する研究が広く行われてきた5, 6) が，本質的には

イ オ ン 液 体（ionic liquid, room temperature molten
salt）1) は，他の溶媒と比較して，多くの利点をもってい
る．例えば，水（water）に比べ微量ながら水分を添加す
ることができるため，水溶液中ではできない溶存種の水
和構造を変えることができ，有機溶媒（organic solvent）
に比べ低い蒸気圧をもちイオンを溶解することができ，
高温溶融塩（high temperature molten salt）に比べ温度
可変で水分などを添加でき，超臨界流体（supercritical

fluid）に比べ温度可変でイオンを溶解することができる．
溶液化学的にはイオン液体は蒸気圧が低く，イオンに
対して高溶解性をもつと同時に，図 1(a) に示す光学窓
（optical window）が広いため，水や有機溶媒中ではそれ
らの光吸収で隠れて見えない化学種が観測できる．ま
た，図 1(b) に示す溶媒の酸化と還元の間の電位の範囲で
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図 1

イオン液体の DEMMA-TFSA の光

学窓 (a) と電位窓 (b)
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他の溶媒中とは異なる溶存状態（構造，安定性）に起因
する，酸化還元と分光の特異性を期待したものである．

いて疎水性のイオン液体を合成した．
図 2 に水分添加した DEMMA-TFSA 中の Eu(III) の発

ところで，このような応用を実際に行う場合，イオン

光スペクトルを示す．同様のスペクトルを Bmim-TFSA

液体は研究で一般的に行う，脱水，脱気，閉鎖系などの

でも得た．Hypersensitivity 遷移10) と呼ばれる遷移を示

条件とは異なり，多くの物質あるいは相と接触／混合し

す発光ピーク（今の場合，5 D0 → 7 F2 ）の相対強度が水分

た条件で利用されることになる．このとき，研究で得ら

量の増加とともに減少し，飽和水分条件のスペクトルは

れた結果（性能）は，実際に応用する条件で見いだされ

水溶液中の水和イオンのそれと同じになった．また，加

る性能と一致するだろうか？

熱して再び脱水（乾燥）すると，脱水条件のスペクトルに

以上のことを踏まえて，イオン液体の特異な溶解性や

復帰した．これらは脱水から飽和水分条件までに Eu(III)

蒸気圧に着目して，水，有機物または酸の添加量を制御

の内圏の溶媒和構造が逐次の水和で NH2O = 0–9 と変化

したイオン液体中で系統的に変化する溶存種の分光およ

して，飽和水分条件のスペクトルが内圏の水和水のみで

び反応特性の研究を行うとともに，二種類の異なるイオ

決まっていることを示している．同様のことは Eu(III)

ン液体を混合した液体中で系統的に変化する放射線分解

（例えば，5 D2 ← 7 F0 遷移）や Nd(III)（4 G5/2 ← 4 I9/2 ）の

挙動の研究を進めてきた．

吸収（励起）スペクトルでも観測された．

ここでは，水分添加によるイオン液体中の金属イオン
と電子の溶媒和構造の変化，ならびに混合イオン液体中
の放射線分解生成物の生成挙動について解説する．

2

水分添加による金属イオンと電子の溶媒和構造

2.1 3 価ユウロピウムの溶媒和構造の変化7)
水溶液中で 3 価ユウロピウム Eu(III), Eu3+ の水和イ
オンは第 1 配位圏の水和数 NH2O （以降，内圏の水和
数と呼ぶ）が 9 である．この Eu(III) を光励起すると，
内圏の配位子の振動子，とくに水やアルコールなどの

OH 振動子によって効率良く緩和される8)．このため，時
間分光レーザー発光分光法（TRLFS: time-resolved laser
fluorescence spectroscopy）などで測定された Eu(III) の
発光寿命 τ(s) は，NH2O と次のような線形関係がある9)．
NH2O = 1.05 × 10−3 (1/τobs ) − 0.44
D2O
= 1.05 × 10−3 (1/τH2O
obs − 1/τobs )

(1)

同様の関係は他の 3 価ランタノイドやアクチノイドに対
しても成立し，それぞれ経験式が得られている．これら

図 2

イ オ ン 液 体 DEMMA-TFSA 中 の

Eu(III) の発光スペクトル
（Eu(III) 濃度 10 mmol/L, 励起波長 394 nm）

の経験式は溶液中だけでなく固体中でも適用でき，錯体
化学や環境化学などで利用されている．
このような Eu(III) の特徴を利用して，イオン液体
中の水分量を変えて Eu(III) の NH2O がどのように変
わり，それに伴い Eu(III) の発光スペクトルや酸化還
元 挙 動 が ど の よ う に 変 わ る か を 調 べ た ．こ こ で ，陽
イ オ ン に は ア ン モ ニ ウ ム（DEMMA+ = C8 H20 ON+ :

N,N-diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl) ammonium）
またはイミダゾリウム（Bmim+ = C8 H15 N+2 : 1-butyl-3methylimidazolium），陰 イ オ ン に は イ ミ ド（TFSA+ =
N(SO2 CF3 )−2 : bis(trifluoro methanesulfonyl) imide）を用
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ところで，水分はイオン液体に添加したと同時に，全
て Eu(III) に配位するのだろうか？これを調べるため，
図 3 に添加水分量と Eu(III) の水和水量の関係を示す．
図には Eu(III) に配位した水和水量とイオン液体マト
リックス中の水分量の比を併せて示すが，添加水分量

200 mmol/L で最大値をもつことがわかる．つまり，ほ
ぼ 6 個（NH2O = 5.8）の水和までは順調に起こっている
が，残り 3 個の水和をするためには過剰な水分を添加し
なければならないことを示している．
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図 3 イ オ ン 液 体 DEMMA-TFSA 中 の

Eu(III) の逐次水和挙動

さらに，Eu(III) の発光の相対強度と NH2O との関係を
用いると，経験的に Eu(III) の錯体が分光学的に分類で
きる11) が，イオン液体中の Eu(III) は水溶液中の炭酸錯
体やキレート錯体（配位子：EDTA など）と同じ「内圏
型」となった．しかし，サイクリックボルタンメトリー
で測定したキレート錯体の酸化還元電位が水和イオンの

図4

水分添加したイオン液体 DEMMA-

電位に対して負側にシフトする10) のとは異なり，イオン

TFSA 中の e−sol の吸収スペクトル，(a) 未添

液体中の Eu(III) の電位は正側にシフトした．これは水

加の場合と (b) 50 mmol/L Eu(III) を添加し

溶液中のクラウンエーテルなどのクリプタンド錯体で得

た場合

られる結果と同様で，水溶液中で通常不安定な 2 価ユウ
ロピウム Eu(II), Eu2+ がイオン液体中で安定に存在する
ことを意味している6, 7)．

収スペクトルを示す．脱水条件では，これまでの報告17)
と同様に，近赤外の波長域に吸収ピークをもつスペクト

2.2 溶媒和電子の溶媒和構造の変化12)
水溶液中の水和電子 e−aq には電子の内圏に 6 個の水分
子と，その周囲に水分子が配位していると言われ，これ
により 720 nm にピークをもつ吸収スペクトルが観測さ
れる．常温では高濃度塩の水溶液中でもこのスペクト
ル13) はほとんど変わらないが，脱水から飽和水分条件
のイオン液体中で溶媒和電子 e−sol の「水和状態」がどの

ように変わり，それに伴い e−sol の吸収スペクトルや反応
挙動がどのように変わるかをパルスラジオリシス法14, 15)
で調べた．ところで，e−sol の水和状態が変わる研究とし
て，超臨界水をはじめとする高温高圧水中の研究16) が行
われているが，それに比べてイオン液体中では添加水分
量で e−sol の水和状態を制御できて，しかも常温で研究で
きるのが特長である．
図 4(a) に水分を 0（脱水）
，0.7，1.4（飽和水分）% で添
加した疎水性イオン液体 DEMMA-TFSA 中の e−sol の吸
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ルが観測された．また，イミダゾリウムを陽イオンにも
つ Bmim-TFSA などのイオン液体では，イミダゾリウム
自身が電子捕捉剤である18) ため，e−sol の吸収スペクトル
は観測されなかった．ここで，水分量の増加とともに吸
収ピークが 1060，860，780 nm と短波長側にシフトし
た．飽和水分条件でピーク波長が 720 nm にならないこ
とは，DEMMA-TFSA 中の電子の水和において，水溶液
中の e−aq に比べて，とくに内圏の外側の水分子の配位が
不十分であることを示唆している．
また，アセトン，ニトロメタンなどの中性分子が溶存
している場合は溶存しない場合と同じ吸収スペクトルが
得られたのに対して，50 mmol/L Eu(III) が溶存している
場合は脱水から飽和水分条件で 1060，920，820 nm と
短波長側にシフトした（図 4(b)）．溶存しない場合に比
べて吸光度が小さいのは e−sol と Eu(III) が反応している
からであり，水分添加による短波長シフトが小さいのは

DEMMA-TFSA 中の水分子をイオン液体マトリックス，

放 射 線 化 学
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Eu(III) の内圏，電子の内圏の間で競争して取り合ってい
るためである．有機溶媒の代替として水相との二相系抽
出分離にイオン液体を用いる場合，同様の現象が起きる
ことで，イオン液体に移行した分離対象核種間で水分子
を取り合うことが予測される．
さらに，四フッ化臭素（BF−4 ）を陰イオンとした親水性
イオン液体 DEMMA-BF4 に水分を添加すると，液体が
「イオン液体」から「水溶液」まで変わるため，e−sol の吸
収スペクトルは DEMMA-BF4 の脱水条件のスペクトル
（ピーク 1100 nm 付近）と水中のスペクトル（720 nm）
の間で等吸収点（isosbestic point）をもって観測された．
図 5 イ オ ン 液 体 DEMMA-SCN と

3

イオン液体の混合と放射線分解挙動

単一の分子から成る分子性液体とは異なり，イオン液

DEMMA-TFSA の混合液体の密度と各構
成イオンの電子分率

体は陽イオンと陰イオンから構成されるため，電子分率

f によって放射線エネルギーをそれぞれ吸収する．この
ため，イオン化や励起で発生した活性種は構成イオンの
一方または両方を起源として，その後，イオン液体中で
均一化されることが予想される．
これを定量的に明らかにするため，異なる二種類のイ
オン液体を混合して陰イオンの組成を変えて活性種の生
成量を測定した．ここで，陰イオンとしてイミド TFSA−
の他に，チオシアン酸イオン（SCN− ）を用いた．SCN−
を水溶液中に添加すると，水の放射線分解生成物の OH
ラジカルと反応して，二量体ラジカルイオン (SCN)−2 を

生成することが知られている．また，TFSA− の代わり

に SCN− で合成すると，イオン液体は親水性となる．
図 5 に DEMMA-SCN と DEMMA-TFSA を体積比
RSCN で混合した液体の密度 ρ と各イオンの f を示す．
DEMMA-SCN である RSCN = 1.0 では，SCN− 濃度は
DEMMA+ と同じ 4.1 mol/L であるにもかかわらず，分
子サイズが DEMMA+ に比べて小さいため，SCN− の電
子分率 fSCN は全体の 30% に満たないことがわかる．
この SCN− を含むイオン液体を照射すると，475 nm
図 6 イ オ ン 液 体 DEMMA-SCN と
にピークをもつ二量体ラジカルイオン (SCN)−2 のスペク
DEMMA-TFSA の混合液体中の (SCN)−2 (a)
トル（図 6(a)）を，1100 nm 付近にピークをもつ溶媒和
と e−aq (b) のスペクトル
電子 e−sol のスペクトル（図 6(b)）を観測した．
図 6(a) には DEMMA-SCN を溶解した水中の結果を
併せて示すが，吸光係数  が溶液に依存しないとす
(SCN)−2 は SCN− のイオン化（直接作用）ならびに
−
ると，DEMMA-SCN 中の (SCN)2 の収量は水中の収
SCN− 以外のイオン由来の生成物による SCN− の酸化
量（0.28 μmol/J）と同等である．同様のスペクトルを （間接作用）から生成すると考えられる．これを調べる
Bmim-SCN 中でも観測した．一方，図 6(b) で DEMMAため，体積比 RSCN を変えて (SCN)−2 の過渡吸収を測定
−
14)
TFSA 中の esol の収量が 0.08 μmol/J であることを考
した．結果を図 7(a) に示す．混合液体中の過渡吸収の初
慮すると，SCN− を含む液体中で SCN− が高い収量でイ
期には e−sol 由来の吸収も観測される．また，(SCN)−2 の
オン化（→ e− + SCN）することが示唆される．
吸収 Abs は RSCN の増加とともに増加するが線形的では
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が考えられる．
さらに，イオン液体中の活性種の生成過程を直接観測
するため，ピコ秒領域での実験を行った結果，DEMMA-

SCN 中で (SCN)−2 は電子線のパルス幅（15 ps）の時間内
に直接作用で，80 ps 程度の時間を要して間接作用で生
成することがわかった．

4 まとめ
水分を添加したイオン液体中では溶存する金属イオン
ならびに放射線で発生した電子のスペクトルや酸化還元
挙動を，イオン液体を混合した液体中では放射線分解生
成物の生成過程を明らかにした．また，これらのことは
脱水や閉鎖系の条件で行う研究に対して，イオン液体を
応用する際に極微少量の水や有機物の添加や接触，ある
いは他の溶媒との混合が起こり，溶存種の溶媒和構造や
イオン液体の分解挙動が変わることで，期待した構成イ
オンや溶存種の安定性または反応性が変わってしまう可
能性があることを暗示している．
このような雰囲気や組成を駆使した研究はイオン液
図 7

イ オ ン 液 体 DEMMA-SCN と

体の溶液化学や放射線化学にとって有益なだけでなく，

DEMMA-TFSA の混合液体中の (SCN)−2 の

様々な溶媒和構造をもった電子を活用したナノ材料の創

過渡吸収 (a) とその吸収の最大値の電子分

製や有害物の分解といった反応を制御する場としてイオ

率 fSCN 依存性 (b)

ン液体を応用する上でも重要であると考える．
参考文献

ない．この原因の一つは混合液体の ρ が RSCN = 0.0–1.0
に対して 1.40–0.76 g/mL（図 5）と変わるためで，次式で
表すことができる．
（l：光路長，G：収量，D：吸収線量）

Abs/ρIL = ((SCN)−2 ) l GIL DIL

(2)

したがって，Abs を ρ で補正して (SCN)−2 の吸収と電子
分率 fSCN との関係を求めると，図 7(b) のように RSCN =

0.25–1.0 に対して切片をもつ直線的な関係を得た．ここ
で外挿値である切片は，式 (2) の GIL を次式のように表
すことで，間接作用によるものと解釈できる．

GIL = fother g(indirect) + fSCN g(direct)

(3)

一 方 ，図 6(b) か ら e−sol の 吸 収 と fSCN と の 関 係 は

(SCN)−2 と同様に切片をもつ直線関係を得るが，切片
は直接作用によるもので DEMMA-TFSA での収量に対
応する．これを水中の収量（0.28 μmol/J）と比較すると，
DEMMA-TFSA で生成した多くの電子が溶媒和前に対
再結合する15) のに対して，イオン液体の SCN− で生成
した電子の多くは対再結合することなく溶媒和すること

19

1) T. Welton, Chem. Rev. 99, 2071 (1999).
2) A. E. Visser et al., Inorg. Chem. 42, 2197 (2003);
K. Shimojo et al., J. Chem. Soc. Dalton Trans. 5083
(2008).
3) C. J. Anderson et al., Inorg. Chem. 30, 4013 (1991).
4) C. D. Harmon et al., Radiat. Phys. Chem. 60, 157
(2001).
5) R. D. Rogers and K. R. Seddon, “Ionic Liquids: Industrial Applications to Green Chemistry” (Acs Symposium Series), Oxford University Press (2002).
6) K. Binnemans, Chem. Rev. 107, 2592 (2007).
7) R. Nagaishi et al., J. Alloys Comp. 431, 221 (2007).
8) T. Kimura et al., Radiochim. Acta 89, 125 (2001); R.
Nagaishi et al., J. Alloys Comp. 271-273, 794 (1998).
9) T. Kimura, Y. Kato, J. Aollys Comp. 275-277, 806
(1998).
10) R. Nagaishi et al., Mol. Phys. 101, 1007 (2003); R.
Nagaishi et al., J. Phys. Chem. A 106, 9036-9041
(2002).
11) T. Ozaki et al., Anal. Bioanal. Chem. 374, 1101
放 射 線 化 学

永石 隆二

(2002).
12) R. Nagaishi, R. Yamada, JAEA-Conf 2006-008, 115
(2006).
13) Y. Kumagai et al., Radiat. Phys. Chem. 77, 1198
(2008); M. Lin et al., J. Phys. Chem. A 111, 3548
(2007).
14) A. Asano et al., Radiat. Phys. Chem. 77(10), 1244
(2008); J. Yang et al., ibid. 77(10), 1233 (2008).

第 91 号 (2011)

15) T. Kondoh et al., Radiat. Phys. Chem. 78, 1157
(2009).
16) M. Lin et al., “Recent Trends in Radiation Chemistry”, eds. J. F. Wishart and M. Rao, World Scientific
Publishing Company, 255-277 (2010).
17) J. F. Wishart et al., Radiat. Phys. Chem. 72, 99 (2005).
18) K. Takahashi et al., Radiat. Phys. Chem. 77, 1239
(2008).

20

