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＜研究内容・成果等の要約＞
本研究では、アルミニウムのナノ構造を、イオンのみからなるイオン液体と有機溶媒（油）と
の間の液液界面を反応場として、創製することに成功した。アルミニウムナノ構造のモルフォロ
ジーや組成を種々の解析により確認した。反応中に生成する気体の解析や、アルミの析出反応と
共に進行する界面イオン移動反応の解析から、アルミが析出する反応プロセスの詳細を明らかに
した。
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＜研究の目的、経過、結果、考察（5000 字程度、中間報告は 2000 字程度）＞
１．研究の目的
金属ナノ構造は、バルクとは異なる光学的・機械的・電気的特性を持ち、例えば、バルクには
ない触媒作用を発現することが知られている。また、金属ナノ構造は一般に大きな比表面積を持
ち、また、複雑な構造の場合には、その内部に大きな空孔体積をも持つ。
我々の研究グループは、イオン液体｜水界面における電気化学を駆使し、イオン液体｜水界面
を特異な反応場として金属イオンを還元剤により還元することにより、新規な金属ナノ構造であ
る金属の樹枝状ナノファイバーの創製に成功している。この液液界面は二次元の電気化学反応場
を提供するにもかかわらず、生成する金属ナノ構造は一次元のナノファイバーとなる、非常に特
異な反応系である。このように表面積が非常に大きく、かつ、電子伝導パスの確立した一次元金
属ナノ構造は、基礎科学的にも興味深いだけでなく、電極触媒や電極材料などの電気化学的応用
が期待される。
本研究ではこれら上記の研究をさらに発展させる。これまでの水を油に置換し、イオン液体｜
油二相系を構築する。この置換により、非水系の液液界面電気化学反応場を構築できる。水の共
存下では不可能であった卑金属の樹枝状ナノファイバーを創製する。類似の研究は全く見当たら
ない、独自性の高い研究である。将来的には、この研究の成果をベースに、Zn, Na, K など、次世
代蓄電池の負極活物質として用いられる他の卑金属種のナノファイバー合成にも展開可能であ
る。
本研究では、アルミニウムのナノ構造を、イオンのみからなるイオン液体と有機溶媒（油）と
の間の液液界面を反応場として、創製する。我々の研究グループはこれまでに、イオン液体｜水
界面において金属ナノファイバーを析出できることを見出し、そのサイエンスを様々な貴金属元
素に展開してきた。本研究は、その独自の研究を、水を油に置換することにより、反応場を非水
系のイオン液体｜油界面へ、金属種を卑金属元素へ、と発展させるものである。このイオン液体
｜油界面はソフト界面であり、析出したアルミニウムナノファイバーは容易に単離可能であり、
不織布に最終成型できることも特徴のひとつである。

２．経過
金属還元析出において、金属前駆体には AuCl4−や PtCl42−などのように塩化物錯体を用いること
が多い。そのような塩化物錯体をイオン液体中で容易に安定させるためには過剰の Cl−を共存させ
る必要がある。したがってイオン液体構成アニオンには Cl−を用いることが望ましい。また、イオ
ン液体｜油界面を電気化学的に制御するには、イオン液体は十分に親水性（疎油性）である必要
もある。本研究では Cl−をアニオンとする親水性イオン液体として、カチオンの親水性とイオン液
体の融点を考慮した探索の結果、1-(3-hydroxypropyl)-3-methylimidazolium chloride (C3OHmimCl) を用
いることとした。
C3OHmimCl の合成は以下のように行った。3-クロロ-1-プロパノールと 1-メチルイミダゾールを
モル比 1.1:1 の割合で混合し、酢酸エチルを溶媒として 70 ℃で 72 h 還流しながら攪拌した。その
後、二相に分かれた上相の酢酸エチル (上相：酢酸エチル,下相：C3OHmimCl) を取り除き、再び新
しい酢酸エチルを加えて二相系にし、界面を崩さないようにゆっくり攪拌し (1 h,40～50 ℃)、上
相を取り除く、下相の C3OHmimCl の洗浄操作を 5 度行った。最後の酢酸エチルを取り除いた後、
75 ℃, 6 h 以上の真空引きを行うことで無色液体の C3OHmimCl を得た。
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Al の前駆体として AlCl3 を使用した。モル分率 x(AlCl3) = 0.67 となるように C3OHmimCl に AlCl3
を溶解させた。この際、溶解による発熱に起因するイオン液体の分解を防ぐために、AlCl3 は 6 h
おきに 3～4 回に分けて添加し、時間をかけて溶解させた。溶液は、非常に粘性の高いゲル状とな
った。AlCl3 は Cl−系イオン液体中で、連結多核錯体（AlnCl3n+1−）となることが知られている。一
般的なイオン液体である C2mimCl（C2mim+ : 1-ethyl-3-methylimidazolium）の 40 ℃での平衡定数を
参考にすると、アニオン溶存種は Al2Cl7−が主成分で、AlCl4−と Al3Cl10−が副成分であり、イオン液
体中の割合 (%) はそれぞれ 80, 10, 10 と見積もることができる。
イオン液体として上記の C3OHmimCl (x(AlCl3)= 0.67)、油として還元剤である diisobutylaluminum
hydride（iBu2AlH）を 1 M の濃度で溶解させたトルエンを用いた。Al の還元析出反応はすべて N2
雰囲気下・24 h で行った。得られた析出物を遠沈管に移した後、遠心分離機で遠沈させ、上澄み
液を除去した。その後、溶媒への分散と遠沈を繰り返すことで洗浄した。析出物は SEM、EDX、
XRD で分析した。
３．結果と考察
イオン液体の上に油を置いて液液二相系を形成すると、すぐに反応が開始した。二相系の形成
直後から、イオン液体｜油界面から気体の発生が確認された。この気体を同定するために、24h
反応後のフラスコ内の気体をシリンジで抜き取り、気体検知管（水素・イソブタン・塩化水素）
で測定した。その結果、フラスコ内の気体は、水素が 50%、イソブタンが 10%、含まれているこ
とがわかった。塩化水素は検出されなかった。
水素は、以下の式(1)の iBu2AlH の酸化反応により発生したと考えられる。
iBu2AlH (O) → iBu2Al+ (O) ＋ e− ＋ 1/2 H2 (g)

(1)

ここで、O は油、g は気体を表す。この酸化反応と、何らかの還元反応が対となって、イオン液体
｜油界面で電子移動反応が起きている。Al の還元反応については、次の二式が考えられる。
4 Al2Cl7− (IL) ＋ 3e− → Al (s) ＋ 7 AlCl4− (IL)
AlCl4− (IL)
＋ 3e− → Al (s) ＋ 4Cl− (IL)

(2)
(3)

ここで、IL はイオン液体、s は固体を表す。先行研究によると C2mimCl (x(AlCl3)=0.67) 中におけ
る Al2Cl7−あるいは AlCl4−の還元電位はそれぞれ 1.3 V, 0 V (vs. Al) であり、AlCl4−は熱力学的に還元
反応が起こりにくい。実際に、Al2Cl7−が溶存アニオン種として存在しない x(AlCl3)=0.25 の場合に
は、析出物は得られず、電子移動反応が熱力学的に進行しないことが示唆された。したがって、
還元反応としては式(2)が起こっていると考えられる。式(1)の酸化反応と式(2)の還元反応を組み合
わせることにより、電子移動反応は式(4)のように書ける。
4 Al2Cl7− (IL) + 3 iBu2AlH (O) → Al (s)＋7 AlCl4− (IL)＋3 iBu2Al+ (O)＋3/2 H2 (g)

(4)

上述のように、発生した気体には水素だけでなくイソブタンが含まれていた。一般的に、iBu2AlH
を用いた有機化学反応後に未反応の iBu2AlH を水処理する際にはイソブタンが発生することが知
られている。イオン液体中の微量の水と油中の iBu2AlH が反応することによってイソブタンが発
生したと考えられる。一方で、塩化水素は検出されなかった。塩化水素は、AlCl3 含有の Cl−系イ
オン液体が水と反応することにより発生することが知られている。微量にしか存在しない水では
塩化水素は発生しないようだ。
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得られた固体の分析結果を以下に記す。反応開始後すぐにイオン液体 | 油界面に灰色の析出物
が見られ、24h 後には取り出して分析できる量の固体が得られた。SEM 画像より、得られた析出
物はマイクロサイズの短い一次元構造であった。EDX 分析より、析出物は主に Al 元素からなる
ことがわかった。Al 以外の元素（C, O, Cl）も確認されたが、それらの存在割合は、対照実験とし
て測定した Al 線の表面の EDX 分析結果と同程度であり、析出物が Al であることが示唆された。
析出物を洗浄し十分に乾燥させた後、乳鉢を用いて成型し、XRD 測定した。XRD パターンに
は、金属 Al の(111), (200), (220)面からの回析に帰属できるピークが見られた。このことからも、析
出物が Al であることが確かめられた。
イオン液体｜油界面で式(4)のような電子移動反応が進行するためには、電子移動反応による電
荷の不均衡を相殺するイオン移動反応（IT）が同時に進行する必要がある。イオン移動反応とし
ては、電子移動反応により生成した iBu2Al+が非常に強いルイス酸であることから、iBu2Al+へのル
イス塩基付加を伴う促進 IT がいくつか考えられる。溶存種からすべての可能性を列挙すると以下
の 8 つの IT が考えられる。
◎IT1 : iBu2Al+ (O)
△IT2 : iBu2Al+ (O)
×IT3 : iBu2Al+ (O)
×IT4 : iBu2Al+ (O)

＋
＋
＋
＋

Cl− (IL)
AlCl4− (IL)
Al2Cl7− (IL)
Al3Cl10− (IL)

×IT5 : iBu2Al+ (O)
×IT6 : iBu2Al+ (O)
×IT7 : iBu2Al+ (O)
×IT8 : iBu2Al+ (O)

＋
＋
＋
＋

2 Cl− (IL)
AlCl4− (IL) ＋ 2Cl− (IL)
Al2Cl7− (IL) ＋ 3Cl− (IL)
Al3Cl10− (IL) ＋ 4Cl− (IL)

→
→
→
→

iBu2AlCl(O)
2iBuAlCl2(O)
2iBuAlCl2(O) + AlCl3(O)
3iBuAlCl2(O) + AlCl3(O)
→
→
→
→

iBu2AlCl2− (IL)
2iBuAlCl3− (IL)
2iBuAlCl3− (IL) + AlCl4− (IL)
2iBuAlCl3− (IL) + 2AlCl4− (IL)

それぞれの式の左辺で下線を引いた化学種がイオン移動している。
これらのうちどの IT が支配的かを調べた。まず、反応前後の油（トルエン溶液）の 27Al NMR
を測定したところ、反応前に見られたブロードな iBu2AlH 由来のシングルピークは、反応後には
ブロードなまま若干高磁場シフトし、その高磁場側の肩に小さいなショルダーピークが見られた。
また、ピーク総面積は倍以上に増大した。ピーク面積の増大により、Al 関連種は正味でイオン液
体から油に移動していることが示唆され、逆の方向となる IT5~8 は否定された。
残る IT1~4 のうち、IT3 と IT4 では、AlCl3 が油中に生成している。しかし、追加実験として AlCl3
の油（トルエン）への溶解度を調べたところ、ほとんど溶解しなかった。文献値では AlCl3 のトル
エンの溶解度は 25 mM (17 ℃), 88 mM (73 ℃) であり、極めて低い。したがって、IT3 と IT4 も否
定された。
IT1 で生成される iBu2AlCl のトルエンへの溶解度は非常に高く、1.5 M でも容易に溶解した（Al
析出反応で用いた iBu2AlH の濃度 1M よりも高い）
。IT2 で生成する iBuAlCl2 の溶解度は 30 mM で
27
あり、相対的に低かったが、 Al NMR に見られた小さなショルダーピークは iBuAlCl2 の生成を示
唆している。以上をまとめると、電子移動反応とカップリングして同時進行したイオン移動反応
は、主に IT1 であり、IT2 も寄与している、とわかった。

