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(57)【要約】
【課題】効率よく、安全に水素を貯蔵することができる
水素貯蔵剤および水素の貯蔵・放出方法を提供すること
。
【解決手段】カチオンおよびアニオンからなるイオン液
体を含む水素貯蔵剤であって、前記カチオンまたは／お
よびアニオンが炭素−炭素不飽和結合を含む、水素貯蔵
剤を用い、該水素貯蔵剤に水素を接触させて水素を貯蔵
し、さらに、貯蔵された水素を脱水素化反応により放出
する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
カチオンおよびアニオンからなるイオン液体を含む水素貯蔵剤であって、前記カチオンま
たは／およびアニオンが炭素−炭素不飽和結合を含む、水素貯蔵剤。
【請求項２】
前記カチオンまたは／およびアニオンがフェニル基を含む、請求項１に記載の水素貯蔵剤
。
【請求項３】
カチオンが第４級アンモニウム系カチオン、イミダゾリウム系カチオン、ピリジニウム系
カチオン、ホスホニウム系カチオン、ピロリジニウム系カチオンまたはピペリジニウム系
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カチオンである、請求項１または２に記載の水素貯蔵剤。
【請求項４】
アニオンがフッ素系アニオンである、請求項１〜３のいずれか一項に記載の水素貯蔵剤。
【請求項５】
イオン液体が以下のいずれかで表される、請求項１〜４のいずれか一項に記載の水素貯蔵
剤。
【化１】
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【請求項６】
さらに、水素化触媒を含有することを特徴とする、請求項１〜５のいずれか一項に記載の
水素貯蔵剤。
【請求項７】
水素化触媒が金属ナノ粒子である、請求項６に記載の水素貯蔵剤。
【請求項８】
金属ナノ粒子が、白金、ニッケル、ロジウム、パラジウム、イリジウムまたはこれらを主
成分とする合金である、請求項７に記載の水素貯蔵剤。
【請求項９】
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前記金属ナノ粒子は担持体によって担持された、請求項７または８に記載の水素貯蔵剤。
【請求項１０】
担持体がアルミナ、チタニア、セリア、ジルコニア、シリカ、ゼオライトおよびカーボン
からなる群より選択される、請求項９に記載の水素貯蔵剤。
【請求項１１】
金属ナノ粒子はスパッタ法、アークプラズマ法、またはレーザアブレーション法によって
イオン液体中に配置された、請求項７または８に記載の水素貯蔵剤。
【請求項１２】
請求項１〜１１のいずれか一項に記載の水素貯蔵剤に水素を接触させる工程を含む、水素
の貯蔵方法。
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【請求項１３】
請求項１〜１１のいずれか一項に記載の水素貯蔵剤に水素を接触させて得られる有機ハイ
ドライド化合物を脱水素化する工程を含む、水素の放出方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は水素を効率よく貯蔵し、運搬することのできる技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
水素の貯蔵・運搬にベンゼン環を有する有機化合物を利用する技術が知られている。この
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ベンゼン環を有する有機化合物が水素化された物質は有機ハイドライドと呼ばれ、有機ハ
イドライドから白金等の触媒を用いて水素を取り出すことが可能である。特に実用化に近
い有機ハイドライドとしてはメチルシクロヘキサンが挙げられ、現在、実証試験が行われ
ている。しかしながら、現在検討されている有機ハイドライドはすべて揮発しやすい炭化
水素であり、燃料電池等の高純度水素を必要とするデバイスへの使用には水素精製機構の
搭載が必須となる上、この水素精製機構も開発途上の段階である。また、メチルシクロヘ
キサンはトルエンを水素化して生成され、脱水素化して再びメチルシクロヘキサンに戻る
サイクルを利用するが、トルエンは引火性を有し、毒性が強いという問題点もある。
【０００３】
一方、特許文献１にはイオン液体と、イオン液体と化学反応したガスと、未反応ガスであ
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る水素とを混合させたガスの貯蔵及び運搬用の混合物が開示されている。しかし、この技
術はファン・デル・ワールス力若しくは水素結合等の分子間力でイオン液体内に水素を吸
着させることを特徴とするものであり、水素の吸着が弱いという問題がある。
また、特許文献２には担体であるイオン液体に水素を放出可能に組み込み、水素を運搬・
保管するシステムが開示されているが、イオン液体に水素を吸着させる具体的方法やイオ
ン液体に吸着させた水素をイオン液体から放出させる具体的方法については開示されてい
ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
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【特許文献１】特開2006‑150346
【特許文献２】特表2008‑537719
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明は効率よく、安全に水素を貯蔵することができる水素貯蔵剤を提供することを課題
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明者はイオン液体の極めて低い蒸気圧に着目し、イオン液体を有機ハイドライドとし
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て利用することを検討した。すなわち、イオン液体から水素を出し入れすることができれ
ば、蒸気圧を無視しうる有機ハイドライドが開発できると考え、検討を行った。その結果
、カチオンまたは／およびアニオンに炭素−炭素不飽和結合を含むイオン液体を用いるこ
とにより、水素を常温で効率よく貯蔵・運搬できること、すなわち、イオン液体を有機ハ
イドライドとして利用することが可能であることを見出し、本発明を完成させた。
【０００７】
すなわち、本発明は以下を提供する。
［１］カチオンおよびアニオンからなるイオン液体を含む水素貯蔵剤であって、前記カチ
オンまたは／およびアニオンが炭素−炭素不飽和結合を含む、水素貯蔵剤。
［２］前記カチオンまたは／およびアニオンがフェニル基を含む、［１］に記載の水素貯
蔵剤。
［３］カチオンが第４級アンモニウム系カチオン、イミダゾリウム系カチオン、ピリジニ
ウム系カチオン、ホスホニウム系カチオン、ピロリジニウム系カチオンまたはピペリジニ
ウム系カチオンである、［１］または［２］に記載の水素貯蔵剤。
［４］アニオンがフッ素系アニオンである、［１］〜［３］のいずれかに記載の水素貯蔵
剤。
［５］イオン液体が以下のいずれかで表される、［１］〜［４］のいずれかに記載の水素
貯蔵剤。
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【化１】

［６］さらに、水素化触媒を含有することを特徴とする、［１］〜［５］のいずれかに記
載の水素貯蔵剤。
［７］水素化触媒が金属ナノ粒子である、［６］に記載の水素貯蔵剤。
［８］金属ナノ粒子が、白金、ニッケル、ロジウム、パラジウム、イリジウム、またはこ
れらを主成分とする合金である、［７］に記載の水素貯蔵剤。
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［９］前記金属ナノ粒子は担持体によって担持された、［７］または［８］に記載の水素
貯蔵剤。
［１０］担持体がアルミナ、チタニア、セリア、ジルコニア、シリカ、ゼオライトおよび
カーボンからなる群より選択される、［９］に記載の水素貯蔵剤。
［１１］金属ナノ粒子はスパッタ法、アークプラズマ法、またはレーザアブレーション法
によってイオン液体中に配置された、［７］または［８］に記載の水素貯蔵剤。
［１２］［１］〜［１１］のいずれかに記載の水素貯蔵剤に水素を接触させる工程を含む
、水素の貯蔵方法。
［１３］［１］〜［１１］のいずれかに記載の水素貯蔵剤に水素を接触させて得られる有
機ハイドライド化合物を脱水素化する工程を含む、水素の放出方法。
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【発明の効果】
【０００８】
イオン液体は蒸気圧がほぼゼロに近いため、水素貯蔵する有機ハイドライドとして用いる
ことで、水素製造所から水素消費地までが非常に遠距離の場合でも、既存のトルエン等の
有機ハイドライドと比較して圧倒的に揮発量が少ないという利点を有する。また、イオン
液体は不燃性であり、毒性も比較的低いため、イオン液体を用いて水素を陸送する場合で
も、既存のガソリンタンクローリと同様の仕様で安全に製造・運搬できるため、製造・運
搬コストを低く抑えられるという利点も有する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】

30
1

【図１】トリメチルフェニルアンモニウム（TMPA）カチオンの H‑NMRスペクトルを示す図
。
【図２】シクロヘキシルトリメチルアンモニウム（CTMA）カチオンの1H‑NMRスペクトルを
示す図。
【図３】TMPAカチオンの水素化実験の結果を示す図。
【図４】CTMAカチオンの脱水素化実験の結果を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜イオン液体＞
本発明の水素貯蔵剤は、カチオンまたは／およびアニオンが炭素−炭素不飽和結合（好ま
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しくは炭素−炭素二重結合）を含むイオン液体を含むものである。ここで、イオン液体は
、カチオンとアニオンとの組み合わせからなり、液体状態を取りうる塩を意味し、一般に
、常圧で融点が１００℃以下であるものが好ましく、常温（例えば、２０〜４０℃）で液
体状態にあるものがより好ましい。
【００１１】
本発明で使用されるイオン液体を構成するカチオンとアニオンのいずれか一方が炭素−炭
素不飽和結合を含む基を有していればよいが、カチオンとアニオンの両方が炭素−炭素不
飽和結合を含む基を有していてもよい。炭素−炭素不飽和結合を含む基としては、フェニ
ル基、ナフチル基などのアリール基、ビニル基、アリル基などが挙げられるが、フェニル
基、ナフチル基などのアリール基がより好ましい。なお、フェニル基やナフチル基などの
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アリール基は置換基を有してもよい。炭素−炭素不飽和結合を含む基を有するカチオンお
よびアニオンはもともと炭素−炭素不飽和結合を含む基を有するものでもよいが、下記の
ようなイオン液体を構成するカチオンおよびアニオンにおいて、一部の置換基が炭素−炭
素不飽和結合を含む基に変換されることにより、炭素−炭素不飽和結合を含む基が導入さ
れたものでもよい。
【００１２】
＜カチオン＞
イオン液体のカチオンのカチオンとしては、例えば、第４級アンモニウム系、イミダゾリ
ウム系、ピリジニウム系、ホスホニウム系、ピロリジニウム系、またはピペリジニウム系
のカチオンを使用することができる。
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【００１３】
第４級アンモニウム系カチオンとしては、脂肪族アンモニウム系カチオンが例示され、具
体的には、テトラメチルアンモニウム、テトラエチルアンモニウム、トリエチルメチルア
ンモニウム、トリメチルプロピルアンモニウムなどが挙げられる。
例えば、炭素−炭素不飽和結合を含む基を有する第４級アンモニウム系カチオンとしては
、テトラメチルアンモニウムのメチル基の１つがフェニル基に置換された以下のカチオン
が挙げられる。
【化２】
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【００１４】
イミダゾリウム系カチオンとしては、例えば１−ブチル−３−メチルイミダゾリウム、１
−メチル−３−ブチルイミダゾリウム、１−エチル−３−メチルイミダゾリウム、１−ヘ
キシル−３−メチルイミダゾリウム、１−メチル−３−ヘキシルイミダゾリウム、１−オ
クチル−３−メチルイミダゾリウム、１−メチル−３−オクチルイミダゾリウム、１−エ
チル−２，３−ジメチルイミダゾリウム、１−ブチル−２，３−ジメチルイミダゾリウム
、１−ヘキシル−２，３−ジメチルイミダゾリウムなどが挙げられる。
【００１５】
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ピリジニウムカチオンとしては、ピリジニウムカチオン、ピリジニウムカチオンの窒素に
結合した水素がアルキル基により置換されたピリジニウムカチオンを挙げることができ、
例えば、Ｎ−メチルピリジニウムカチオン、Ｎ−エチルピリジニウムカチオン、Ｎ−ブチ
ルピリジニウムカチオン、Ｎ−プロピルピリジニウムカチオン、Ｎ−ヘキシルピリジニウ
ムカチオン、Ｎ−エチル−３−メチルピリジニウムカチオン、Ｎ−ブチル−４−メチルピ
リジニウムカチオン、Ｎ−ブチル−３−メチルピリジニウムカチオン、Ｎ−（３−ヒドロ
キシプロピル）ピリジニウムカチオン等を挙げることができる。
【００１６】
ホスホニウム系カチオンとしては、例えば、トリブチル−ｎ−オクチルホスホニウム、テ
トラフェニルホスホニウム、テトラエチルホスホニウム、テトラ−ｎ−オクチルホスホニ
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ウム、メチルトリフェニルホスホニウム、イソプロピルトリフェニルホスホニウム、メト
キシカルボニルメチル（トリフェニル）ホスホニウム、エチルトリフェニルホスホニウム
、ブチルトリフェニルホスホニウム、（１−ナフチルメチル）トリフェニルホスホニウム
などが挙げられる。
【００１７】
ピロリジニウム系カチオンとしては、例えば、１−メチル−１−プロピルピロリジニウム
、１−メチル−１−ブチルピロリジニウムなどが挙げられる。
【００１８】
ピペリジニウムカチオンとしては、ピペリジニウムカチオン、ピペリジニウムカチオンの
窒素に結合した水素がアルキル基により置換されたピペリジニウムカチオンが挙げられ、
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例えば、Ｎ，Ｎ−ジメチルピペリジニウムカチオン、Ｎ−エチル−Ｎ−メチルピペリジニ
ウムカチオン、Ｎ−メチル−Ｎ−プロピルピペリジニウムカチオン、Ｎ−ブチル−Ｎ−メ
チルピペリジニウムカチオン、Ｎ−メチル−Ｎ−ペンチルピペリジニウムカチオン、Ｎ−
ヘキシル−Ｎ−メチルピペリジニウムカチオン、Ｎ−メチル−Ｎ−オクチルピペリジニウ
ムカチオン、Ｎ−デシル−Ｎ−メチルピペリジニウムカチオン、Ｎ−ドデシル−Ｎ−メチ
ルピペリジニウムカチオン、Ｎ−（２−メトキシエチル）−Ｎ−メチルピペリジニウムカ
チオン、Ｎ−（２−メトキシエチル）−Ｎ−エチルピペリジニウムカチオン、Ｎ−（２−
エトキシエチル）−Ｎ−メチルピペリジニウムカチオン、Ｎ−メチル−Ｎ−（２−メトキ
シフェニル）ピペリジニウムカチオン、Ｎ−メチル−Ｎ−（４−メトキシフェニル）ピペ
リジニウムカチオン、Ｎ−エチル−Ｎ−（２−メトキシフェニル）ピペリジニウムカチオ
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ン、Ｎ−エチル−Ｎ−（４−メトキシフェニル）ピペリジニウムカチオン、Ｎ−（２−ヒ
ドロキシエチル）−Ｎ−メチルピペリジニウムカチオン等を挙げることができる。
【００１９】
＜アニオン＞
イオン液体のアニオンとしては、例えば、ハロゲン系アニオン、硫黄系アニオン、リン系
アニオン、シアン系アニオン、ホウ素系アニオン、フッ素系アニオン、窒素酸化物系アニ
オン、カルボン酸アニオンが挙げられる。
【００２０】
ハロゲン系アニオンとしては、例えば、クロリドイオン、ブロミドイオン、ヨードイオン
等が挙げられる。
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【００２１】
硫黄系アニオンとしては、スルファートアニオン、水素スルファートアニオン、アルキル
スルホナートアニオン（例えば、メタンスルホナート、エチルスルホナート、ブチルスル
ホナート、ベンゼンスルホナート、ｐ−トルエンスルホナート、２，４，６−トリメチル
ベンゼンスルホナート、スチレンスルホナート、３−スルホプロピルメタクリレートアニ
オン、３−スルホプロピルアクリレート等）、アルキルスルファートアニオン（例えば、
メチルスルファートアニオン、エチルスルファートアニオン、ブチルスルファートアニオ
ン、オクチルスルファートアニオン、２−(２−メトキシエトキシ)エチルスルファートア
ニオン等）含窒素複素環を有するアルカンスルホナートアニオン等が挙げられる。
【００２２】
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リン系アニオンとしては、ホスファートアニオン、水素ホスファートアニオン、二水素ホ
スファートアニオン、ホスホナートアニオン、水素ホスホナートアニオン、ホスフィナー
トアニオン、アルキルホスファートアニオン（例えば、ジメチルホスファート、ジエチル
ホスファート、ジプロピルホスファートアニオン、ジブチルホスファートアニオン等）、
アルキルホスホナートアニオン（例えば、メチルホスホナートアニオン、エチルホスホナ
ートアニオン、プロピルホスホナートアニオン、ブチルホスホナートアニオン、メチルメ
チルホスホナートアニオン等）、アルキルホスフィナートアニオン、ヘキサアルキルホス
ファートアニオン等が挙げられる。
【００２３】
シアン系アニオンとしては、例えば、テトラシアノボレートアニオン、ジシアナミド、チ
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オシアネートアニオン、イソチオシアネートアニオン等が挙げられる。
【００２４】
ホウ素系アニオンとしては、例えば、テトラフルオロボレートアニオン、ビスオキサレー
トボラートアニオン、テトラフェニルボレート、テトラアルキルボレートアニオン等が挙
げられる。
【００２５】
フッ素系アニオンとしては、フルオロハイドロジェネートアニオン、パーフルオロアルキ
ルスルホナートアニオン（例えば、トリフルオロメタンスルホナートアニオン、ペンタフ
ルオロエタンスルホナートアニオン、ヘプタフルオロプロパンスルホナートアニオン、ノ
ナフラートアニオン、パーフルオロオクタンスルホーナートアニオン等）、フルオロホス
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ファートアニオン（例えば、ヘキサフルオロホスファートアニオン、トリ(ペンタフルオ
ロエチル)トリフルオロホスファートアニオン等)、フルオロボレートアニオン（例えば、
テトラフルオロボレートアニオン等）、２，２，２−トリフルオロ−Ｎ−（トリフルオロ
メタンスルホニル）アセトアミドアニオン、ビス(フルオロスルホニル)イミドアニオン、
ビス(パーフルオロアルキルスルホニル)イミドアニオン（例えば、ビス(トリフルオロメ
チルスルホニル)イミドアニオン、ビス(ペンタフルオロエチルスルホニル)イミド、ビス
（ヘプタフルオロプロパンスルホニル）イミドアニオン、ビス(ノナフルオロブチルスル
ホニル)イミドアニオン等）、トリス（パーフルオロアルキルスルホニル）メチドアニオ
ン（例えば、トリス(トリフルオロメタンスルホニル)メチドアニオン、トリス（ペンタフ
ルオロエタンスルホニル）メチドアニオン、トリス（ヘプタフルオロプロパンスルホニル

10

）メチドアニオン、トリス（ノナフルオロブタンスルホニル）メチドアニオン等）、フル
オロカルボン酸アニオン（例えば、トリフルオロ酢酸、ペンタフルオロプロピオン酸、パ
ーフルオロノナン酸等のフルオロカルボン酸からプロトンが解離したアニオン）等が挙げ
られる。
【００２６】
窒素酸化物系アニオンとしては、例えば、硝酸アニオン、亜硝酸アニオンが挙げられる。
【００２７】
カルボン酸アニオンは、例えば、飽和脂肪族カルボン酸アニオン、不飽和脂肪族カルボン
酸アニオン、脂環式カルボン酸アニオン、芳香族カルボン酸アニオン、飽和脂肪族ヒドロ
キシカルボン酸アニオン、不飽和脂肪族ヒドロキシカルボン酸アニオン、脂環式ヒドロキ

20

シカルボン酸アニオン、芳香族ヒドロキシカルボン酸アニオン、カルボニルカルボン酸ア
ニオン、アルキルエーテルカルボン酸アニオン、ハロゲンカルボン酸アニオン、シアノ基
含有カルボン酸、アミノ酸アニオン等が挙げられる。
【００２８】
飽和脂肪族カルボン酸アニオンは、例えば、蟻酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸、吉草酸、
カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ラウリン酸、ミリス
チン酸、ペンタデシル酸、パルミチン酸、マルガリン酸、ステアリン酸、ベヘン酸、イソ
酪酸、２−メチル酪酸、イソ吉草酸、２−エチルヘキサン酸、イソノナン酸、イソパルミ
チン酸、イソステアリン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、
ピメリン酸、スベリン酸、アゼライン酸、セバシン酸等からプロトンが解離したアニオン

30

が挙げられる。
【００２９】
不飽和脂肪族カルボン酸アニオンは、例えば、アクリル酸、メタクリル酸、クロトン酸、
パルミトレイン酸、オレイン酸、バクセン酸、リノール酸、リノレン酸、エレオステアリ
ン酸、アラキドン酸、マレイン酸、フマル酸等からプロトンが解離したアニオンが挙げら
れる。
【００３０】
脂環式カルボン酸アニオンは、シクロヘキサン環骨格を有する脂環式カルボン酸アニオン
が好ましく、例えば、シクロヘキサンカルボン酸、シクロヘキサンジカルボン酸からプロ
トンが解離したアニオンが挙げられる。

40

【００３１】
芳香族カルボン酸アニオンは、ベンゼン環骨格を有する芳香族カルボン酸アニオンが好ま
しく、例えば、安息香酸、ケイヒ酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸等からプロ
トンが解離したアニオンが挙げられる。
【００３２】
飽和脂肪族ヒドロキシカルボン酸アニオンは、１〜４個の水酸基を有する炭素数２〜７の
飽和脂肪族ヒドロキシカルボン酸アニオンが好ましく、例えば、グリコール酸、乳酸、タ
ルトロン酸、グリセリン酸、ヒドロキシ酢酸、ヒドロキシ酪酸、２−ヒドロキシデカンリ
ン酸、３−ヒドロキシデカン酸、１２−ヒドロキシステアリン酸、ジヒドロキシステアリ
ン酸、セレブロン酸、リンゴ酸、酒石酸、シトラマル酸、クエン酸、イソクエン酸、ロイ
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シン酸、メバロン酸、パントイン酸等からプロトンが解離したアニオンが挙げられる。
【００３３】
不飽和脂肪族ヒドロキシカルボン酸アニオンは、例えば、リシノール酸、リシノレイン酸
、リシネライジン酸等からプロトンが解離したアニオンが挙げられる。
【００３４】
脂環式ヒドロキシカルボン酸アニオンは、１〜４個の水酸基を有する６員環骨格の脂環式
ヒドロキシカルボン酸アニオンが好ましく、例えば、ヒドロキシシクロヘキサンカルボン
酸、ジヒドロキシシクロヘキサンカルボン酸、キナ酸（１，３，４，５−テトラヒドロキ
シシクロヘキサンカルボン酸）、シキミ酸等からプロトンが解離したアニオンが挙げられ
10

る。
【００３５】
芳香族ヒドロキシカルボン酸アニオンは、例えば、サリチル酸、ヒドロキシ安息香酸、ジ
ヒドロキシ安息香酸、トリヒドロキシ安息香酸、ヒドロキシメチル安息香酸、バニリン酸
、シリング酸、ピロトカテク酸、ゲンチジン酸、オルセリン酸、マンデル酸、ベンジル酸
、アトロラクチン酸、フロレト酸、クマル酸、ウンベル酸、コーヒー酸、フェルラ酸、シ
ナピン酸等からプロトンが解離したアニオンが挙げられる。
【００３６】
カルボニルカルボン酸アニオンは、ＣＨ３（（ＣＨ２）ｎＣＯ（ＣＨ２）ｐ）ＣＯＯ−（
ｎ及びｐは０〜２の整数を示す。）で表わされるカルボニルカルボン酸アニオンが好まし
く、例えば、ピルビン酸等からプロトンが解離したアニオンが挙げられる。

20

【００３７】
アルキルエーテルカルボン酸アニオンは、ＣＨ３（ＣＨ２）ｑＯ（ＣＨ２）ｒＣＯＯ−（
ｑ及びｒは０〜４の整数を示す。）で表わされるアルキルエーテルカルボン酸アニオンが
好ましく、例えば、メトキシ酢酸、エトキシ酢酸、メトキシ酪酸、エトキシ酪酸等からプ
ロトンが解離したアニオンが挙げられる。
【００３８】
ハロゲンカルボン酸アニオンとしては、例えば、トリフルオロ酢酸、ペンタフルオロプロ
ピオン酸、パーフルオロノナン酸等のフッ素置換ハロゲンカルボン酸からプロトンが解離
したアニオンが挙げられる。
30

【００３９】
シアノ基含有カルボン酸アニオンとしては、シアノ酢酸、６−シアノヘキサン酸等からプ
ロトンが解離したアニオンなどが挙げられる。
【００４０】
前記アニオンの中ではフッ素原子を含有するアニオンが好ましく、ＰＦ6
2

Ｆ5

）3

‑

Ｆ3 ）2

‑

、ＰＦ3 （ＣＦ3 ）3
‑

、Ｎ（ＦＳＯ2 ）2
‑

よびＣＦ3 ＳＯ3

‑

、ＢＦ4

‑

、ＢＦ2 （ＣＦ）2

、Ｎ（ＳＯ2 ＣＦ3）2

‑

‑

‑

、ＰＦ3 （Ｃ

、ＢＦ3 （Ｃ

、Ｎ（ＳＯ2 Ｃ2 Ｆ5 ）2‑お

などが好ましい。この中では、低融点下効果の大きい、ビス（トリフ

ルオロメタンスルホニル）アミド（Ｎ（ＳＯ2 ＣＦ3 ）2

‑

[TFSA]

‑

）、ビス（ペンタフ

2‑

ルオロエタンスルホニル）アミド（Ｎ（ＳＯ2 Ｃ2 Ｆ5 ）

）、ビス（フルオロスルホニ

ル）アミド（Ｎ（ＦＳＯ2 ）2‑）がより好ましい。

40

アニオンに水素を貯蔵することを考えると、下記のトリフルオロメタンスルホンアニリド
など、[TFSA]‑にフェニル基を導入した（ＳＯ2 ＣＦ3の１つがフェニル基で置換された）
タイプのアニオンも利用できる。
【化３】

【００４１】
本発明において、水素貯蔵剤として使用される炭素−炭素不飽和結合を有する基を含むイ
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オン液体としては、上記のカチオンおよびアニオンから任意の組み合わせが選択でき、そ
の任意の組み合わせにおいて、カチオンおよびアニオンのいずれか一方または両方が炭素
−炭素不飽和結合を有する基を含むイオン液体を使用できるが、より好ましい組み合わせ
としては、例えば、以下である。
【化４】

なお、イオン液体は公知の方法で入手または調製することができる。例えば、東京化成工

10

業株式会社や関東化学株式会社などから入手できる。
【００４２】
＜金属ナノ粒子＞
本発明の水素貯蔵剤は、水素化のための触媒を含むことが好ましい。水素化のための触媒
としては、白金、 ニッケル、 ロジウム、 パラジウム、イリジウムなどの触媒機能を有
する金属またはこれらを主成分とする合金が挙げられ、これらの金属のナノ粒子（平均粒
径がnmオーダーの粒子）を含むことが好ましい。
これらの金属粒子はイオン液体中に添加することができるが、アルミナ、チタニア、セリ
ア、ジルコニア、シリカ、ゼオライト、およびカーボン等の担体に金属粒子を付着させた
状態でイオン液体中に添加することが好ましい。

20

あるいは、スパッタ法、アークプラズマ法、レーザアブレーション法等を用いて金属ナノ
粒子をイオン液体中に直接形成してもよい。
スパッタ法とは、アルゴンガス粒子をターゲット材にぶつけて、その衝撃でターゲット材
成分をたたき出し、ターゲット材近辺に置いた基板上にターゲット材成分の薄膜を形成す
る方法をいう。また、アークプラズマ法とは、円筒状のアノード電極とこのアノード電極
の内側に蒸着材料を電気的に接続した円柱状のカソード電極を同軸上に配置したアークプ
ラズマ蒸着源から、前記蒸着材料を原子又は分子として照射し、イオン液体中にナノ粒子
を単分散化して混入形成させることを特徴とする製造方法をいう。
また、レーザーアブレーション法とは、集光されたレーザー光を真空中に設置された固体
原料に照射し、光化学反応を伴う爆発的な気化によって発生した励起科学種を対向する基

30

板上に薄膜 として堆積する方法をいう。
【００４３】
＜水素貯蔵方法＞
本発明の水素貯蔵剤は炭素−炭素不飽和結合を有する基を含むため、水素化反応により炭
素−炭素不飽和結合の部位に水素を結合させることができる。
水素化反応は、例えば、以下のようにして行うことができる。すなわち、イオン液体、好
ましくはイオン液体と触媒を含む組成物を含む反応系に水素を加え、100℃以上、より好
ましくは200℃以上、500℃以下の温度条件下において加圧する。水素圧は0.1〜70 MPaの
範囲が好ましい。
【００４４】

40

＜水素放出方法＞
貯蔵した水素は脱水素化反応により放出させることができる。例えば、イオン液体、好ま
しくはイオン液体と触媒を含む組成物を含む容器内で真空から大気圧において100℃以上
、より好ましくは200℃以上500℃以下に加熱することで水素を取り出すことができる。
【実施例】
【００４５】
以下、実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明は以下の態様には限定されな
い。
【００４６】
イオン液体の水素化確認には、トリメチルフェニルアンモニウム（ビストリフルオロメタ
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ンスルホニル）アミド（[TMPA][TFSA]）を使用した。[TMPA][TFSA]は、東京化成工業株式
会社製のトリメチルフェニルアンモニウムクロリドと関東化学株式会社製のリチウムビス
(トリフルオロメタンスルホニル)アミドを、どちらも水溶液にしたのち混合することで合
成した。[TMPA][TFSA]を使用したのは、[TFSA]

‑

を構成アニオンとするイオン液体が低融

点となる利点があるためである。
【化５】

10
【００４７】
[TMPA][TFSA]の水素化は、アルミナ上に担持されたロジウム触媒（和光純薬工業株式会社
製、ロジウム5%）を用いて、温度150℃、水素圧4.5 MPaの条件下、高圧容器中において24
h撹拌することにより行った。触媒の量は[TMPA][TFSA]2 mlに対し30 mgとした。[TMPA][
TFSA]の水素化は1H‑NMRにより確認した。その結果、図１に示されるTMPAのベンゼン環の
水素およびメチル基の水素のピークは、図３のように変動し、これはベンゼン環が水素化
されてシクロヘキシル環に変化したことにより、シクロヘキシル環の水素のピークが現れ
、メチル基の水素のピークも低シフト領域に移動したと考えられた。分子数としては [TM
PA][TFSA]の5%程度が水素化されたことが確認された。
【００４８】

20

次に、[TMPA][TFSA]を完全に水素化した状態のイオン液体である、シクロヘキシルトリメ
チルアンモニウムビストリフルオロメタンスルホニルアミド（[CTMA][TFSA]）を用いて脱
水素化を行った。[CTMA][TFSA]は東京化成工業株式会社製の試薬を用いた。脱水素化は、
アルミナ上に担持された白金触媒（和光純薬工業株式会社製、白金5%）を用いて、温度15
0℃、1000 Pa以下の条件下、ガラス容器中において24 h撹拌することにより行った。触媒
の量は[CTMA][TFSA]2 mlに対し30 mgとした。その結果、図４に示すように、分子数とし
て0.1%程度の[CTMA][TFSA]が脱水素化されたことを1H‑NMRにより確認できた。
【００４９】
以上のように、フェニル基を含むイオン液体を用いることにより、上記のような極めて温
和な条件でも水素の貯蔵と放出を行うことができた。
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【図１】

【図２】

【図４】

【図３】
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