
JP 5377784 B2 2013.12.25

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フッ素イオンの含有量が、１００ｐｐｍ以下であることを特徴とするビス（フルオロス
ルホニル）イミド塩。
【請求項２】
　フッ素イオンの含有量が、２０ｐｐｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載のビ
ス（フルオロスルホニル）イミド塩。
【請求項３】
　当該ビス（フルオロスルホニル）イミド塩が、ビス（フルオロスルホニル）イミド・ア
ルカリ金属塩であることを特徴とする請求項１又は２に記載のビス（フルオロスルホニル
）イミド塩。
【請求項４】
　当該ビス（フルオロスルホニル）イミド塩が、ビス（フルオロスルホニル）イミド・オ
ニウム塩であることを特徴とする請求項１又は２に記載のビス（フルオロスルホニル）イ
ミド塩。
【請求項５】
　当該ビス（フルオロスルホニル）イミド塩が、ビス（フルオロスルホニル）イミド・イ
ミダゾール塩であることを特徴とする請求項１又は２に記載のビス（フルオロスルホニル
）イミド塩。
【請求項６】
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　当該ビス（フルオロスルホニル）イミド塩が、ビス（フルオロスルホニル）イミド・ア
ンモニウム塩であることを特徴とする請求項１又は２に記載のビス（フルオロスルホニル
）イミド塩。
【請求項７】
　フッ素イオンの含有量が１００ｐｐｍ以下であるビス（フルオロスルホニル）イミド塩
を含むことを特徴とするイオン導電材料。
【請求項８】
　フッ素イオンの含有量が１００ｐｐｍ以下であるビス（フルオロスルホニル）イミド塩
を含むことを特徴とする電解質。
【請求項９】
　フッ素イオンの含有量が１００ｐｐｍ以下であるビス（フルオロスルホニル）イミド塩
を含むことを特徴とするイオン液体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩及びそれを含むイオン導電材料、電解
質及びイオン液体に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ビス（フルオロスルホニル）イミド塩（（ＦＳＯ２）２Ｎ・Ｍ，Ｍは、Ｌｉ，Ｎａ，Ｋ
，ＮＨ４等である）は、イオン導電材料やイオン液体のアニオン源として有用な物質であ
ることが知られている。また、フルオロ硫酸塩は、イオン導電材料や難燃剤として有用な
物質であることが知られている。さらに、ビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム
塩は、イオン液体として有用なイオン性化合物であることが知られている。
【０００３】
　ところで、ビス（フルオロスルホニル）イミドの製造方法としては、下記の非特許文献
１及び非特許文献２が知られている。具体的に、非特許文献１には、尿素（ＣＯ（ＮＨ２

）２）とフルオロ硫酸（ＦＳＯ３Ｈ）とを混合した後に加熱して反応させる方法が開示さ
れている。これにより、下記式（１）に示すような化学反応が生じ、ビス（フルオロスル
ホニル）イミド、硫酸水素アンモニウム（ＮＨ４ＨＳＯ４）、フッ化水素（ＨＦ）及び炭
酸ガス（ＣＯ２）が生成される。

【化１】

【０００４】
　上記式（１）に示す反応と同時に減圧蒸留することで、生成したビス（フルオロスルホ
ニル）イミドとフルオロ硫酸との混合液を反応液から分留することができる。そして、得
られた混合液を蒸留することでビス（フルオロスルホニル）イミドを単離することができ
る。
【０００５】
　また、非特許文献２には、ビス（クロロスルホニル）イミド（（ＣｌＳＯ２）２ＮＨ）
と三フッ化ヒ素（ＡｓＦ３）とを反応させる方法が開示されている。これにより、下記式
（２）に示すような化学反応が生じ、ビス（フルオロスルホニル）イミド及び三塩化ヒ素
（ＡｓＣｌ３）が生成される。
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【化２】

【０００６】
　次いで、生成したビス（フルオロスルホニル）イミドをジクロロメタンに溶解させる。
生成したビス（フルオロスルホニル）イミドには不純物としてフルオロ硫酸が含まれてお
り、このフルオロ硫酸もジクロロメタンに溶解する。この溶解液にＮａＣｌを添加すると
下記式（３）に示すような化学反応が生じ、フルオロ硫酸のナトリウム塩（ＦＳＯ３Ｎａ
）と塩酸（ＨＣｌ）とが生成される。そして、析出したフルオロ硫酸のナトリウム塩を分
離した後、ジクロロメタンを留去してビス（フルオロスルホニル）イミドを単離すること
ができる。
【化３】

【０００７】
　従来のビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法としては、非特許文献３に記さ
れているように、上述した非特許文献１及び非特許文献２に開示された方法によってビス
（フルオロスルホニル）イミドを生成し、単離したビス（フルオロスルホニル）イミドを
水などに溶解した後にアルカリで中和してビス（フルオロスルホニル）イミド塩を生成す
る方法が知られている。
【０００８】
　また、従来のフルオロ硫酸塩の製造方法としては、上述した非特許文献１及び非特許文
献２に開示された方法によって得られたビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫
酸との混合物を塩化メチレン、ジクロロメタン等の溶媒に溶解した後にＮａＣｌと反応さ
せ、上記式（３）に示すような化学反応を用いてフルオロ硫酸塩を生成する方法が知られ
ている。
【０００９】
　さらに、従来のビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩の製造方法としては、
上述した非特許文献１及び非特許文献２に開示された方法によってビス（フルオロスルホ
ニル）イミドを生成し、単離したビス（フルオロスルホニル）イミドを水などに溶解した
後にオニウム化合物を添加してビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩を生成す
る方法が知られている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１０】
【非特許文献１】Ｃｈｅｍ.Ｂｅｒ.９５，２４６～８（１９６２）アッペル及びアイゼン
ハウアー（Ａｐｐｅｌ　＆Ｅｉｓｅｎｈａｕｅｒ）
【非特許文献２】Ｉｎｏｒｇ．Ｓｙｎｔｈ．１１，１３８～４３（１９６８）
【非特許文献３】Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　Ｖｏｌ．４, １０, １４４
６－１４４９（１９６５）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　ところで、ビス（フルオロスルホニル）イミドの製造方法として、尿素とフルオロ硫酸
とを用いる方法は、反応工程が短く、原料も安価であるため工業的に有利である。しかし
ながら、非特許文献１に開示された、尿素とフルオロ硫酸とを用いたビス（フルオロスル
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ホニル）イミドの反応では、原料であるフルオロ硫酸が非常に強い酸であり、このフルオ
ロ硫酸の一部が分解すると硫酸とフッ化水素とが生成することが知られている。したがっ
て、上記式（１）に示す化学反応による反応液からビス（フルオロスルホニル）イミドと
フルオロ硫酸との混合液を減圧蒸留で抜き出す際に、一般に使用されているガラスや金属
材質の装置が反応液によって腐食されてしまうという問題があった。
【００１２】
　また、非特許文献１に開示された、ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸
との混合物を蒸留して分離する方法では、ビス（フルオロスルホニル）イミドの沸点（１
７０℃）とフルオロ硫酸の沸点（１６３℃）とが近いため、蒸留によるビス（フルオロス
ルホニル）イミドとフルオロ硫酸との分離が困難であるという問題があった。
【００１３】
　また、非特許文献２に開示された、ビス（フルオロスルホニル）イミドを単離する方法
（すなわち、フルオロ硫酸のナトリウム塩の製造方法）では、塩酸ガスが多量に副生して
装置を腐食させる原因となるという問題があった。さらに、濾別したフルオロ硫酸のナト
リウム塩から、塩酸ガスの発生が数日間続くため、その処理方法は大きな問題であった。
【００１４】
　さらに、非特許文献３に開示された従来のビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造
方法では、水を留去する工程において、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩の一部が加
水分解してしまうため、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩中にフッ素イオン等の不純
物が混入してしまい、高純度のビス（フルオロスルホニル）イミド塩を単離することが困
難であるという問題があった。
【００１５】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、安全且つ簡便に、高純度のビス（
フルオロスルホニル）イミド塩を単離することが可能なビス（フルオロスルホニル）イミ
ド塩の製造方法を提供することを目的とする。
　また、本発明は、安全且つ簡便なフルオロ硫酸塩の製造方法を提供することを目的とす
る。
　さらに、本発明は、安全且つ簡便なビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩の
製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明者は、上記課題について鋭意研究した結果、フルオロ硫酸がビス（フルオロスル
ホニル）イミドの存在下では水に溶解させることが可能であり、ビス（フルオロスルホニ
ル）イミドとフルオロ硫酸との混合液を水に溶解させた後にアルカリで中和することによ
ってビス（フルオロスルホニル）イミド塩とフルオロ硫酸塩とを得ることができることを
見出し、本発明に至った。特に、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩又はフルオロ硫酸
塩の中和液への溶解度が低い場合には、中和液から析出して分離するため、分液や濾過等
の操作と組み合わせることで目的の塩を得ることができる。
【００１７】
　すなわち、本発明は、以下に関する。
［１］　ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解さ
せて水溶液を調製する工程と、前記水溶液をアルカリで中和して中和液を調製する工程と
、前記中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩を単離する工程と、を備えること
を特徴とするビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法。
［２］　前記ビス（フルオロスルホニル）イミド塩を単離する工程が、有機溶剤を用いて
中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩を抽出することを特徴とする前項［１］
に記載のビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法。
［３］　ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む前記混合液が、尿素
とフルオロ硫酸との反応液であることを特徴とする前項［１］又は［２］に記載のビス（
フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法。
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［４］　前記アルカリが、ＭＯＨ、Ｍ２ＣＯ３、ＭＨＣＯ３、アンモニア、アミンからな
る群から選ばれた化合物のいずれか一種であることを特徴とする前項［１］乃至［３］の
いずれか一項に記載のビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法。
　但し、上記Ｍは、Ｎａ，Ｋ，Ｌｉ，アンモニウムカチオンのいずれか一種である。
［５］　ビス（フルオロスルホニル）イミド塩のフッ素イオンの含有量が、１００ｐｐｍ
以下であることを特徴とする前項［１］乃至［４］のいずれか一項に記載のビス（フルオ
ロスルホニル）イミド塩の製造方法。
［６］　ビス（フルオロスルホニル）イミド塩のフッ素イオンの含有量が、２０ｐｐｍ以
下であることを特徴とする前項［１］乃至［４］のいずれか一項に記載のビス（フルオロ
スルホニル）イミド塩の製造方法。
【００１８】
［７］　ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解さ
せて水溶液を調製する工程と、前記水溶液をアルカリで中和して中和液を調製する工程と
、前記中和液からフルオロ硫酸塩を単離する工程と、を備えることを特徴とするフルオロ
硫酸塩の製造方法。
［８］　フルオロ硫酸塩を単離する工程が、前記中和液から析出したフルオロ硫酸塩を濾
別することを特徴とする前項［７］に記載のフルオロ硫酸塩の製造方法。
［９］　ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む前記混合液が、尿素
とフルオロ硫酸との反応液であることを特徴とする前項［７］又は［８］に記載のフルオ
ロ硫酸塩の製造方法。
［１０］　前記アルカリが、ＭＯＨ、Ｍ２ＣＯ３、ＭＨＣＯ３、アンモニア、アミンから
なる群から選ばれた化合物のいずれか一種であることを特徴とする前項［７］乃至［９］
のいずれか一項に記載のフルオロ硫酸塩の製造方法。
　但し、上記Ｍは、Ｎａ，Ｋ，Ｌｉ，アンモニウムカチオンのいずれか一種である。
【００１９】
［１１］　ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解
させて水溶液を調製する工程と、前記水溶液をアルカリで中和して中和液を調製する工程
と、前記中和液にオニウム化合物を添加する工程と、を備えることを特徴とするビス（フ
ルオロスルホニル）イミド・オニウム塩の製造方法。
［１２］　ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む前記混合液が、尿
素とフルオロ硫酸との反応液であることを特徴とする前項［１１］に記載のビス（フルオ
ロスルホニル）イミド・オニウム塩の製造方法。
［１３］　前記アルカリが、ＭＯＨ、Ｍ２ＣＯ３、ＭＨＣＯ３、アンモニア、アミンから
なる群から選ばれた化合物のいずれか一種であることを特徴とする前項［１１］又は［１
２］に記載のビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩の製造方法。
　但し、上記Ｍは、Ｎａ，Ｋ，Ｌｉ，アンモニウムカチオンのいずれか一種である。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明のビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法によれば、ビス（フルオロス
ルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解させて水溶液を調製し、この
水溶液をアルカリで中和することで、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩とフルオロ硫
酸塩とを生成することができる。そして、得られた中和液からビス（フルオロスルホニル
）イミド塩を単離することにより、安全且つ簡便に、高純度のビス（フルオロスルホニル
）イミド塩を得ることができる。
【００２１】
　また、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩が中和液に溶解している場合には、有機溶
剤を用いることにより中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩を抽出することが
できる。これにより、上記中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩のみを単離す
ることができる。
【００２２】
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　本発明のフルオロ硫酸塩の製造方法によれば、ビス（フルオロスルホニル）イミドとフ
ルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解させて水溶液を調製し、この水溶液をアルカリで中
和することで、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩とフルオロ硫酸塩とを得ることがで
きる。そして、得られた中和液からフルオロ硫酸塩を単離することにより、安全且つ簡便
に、高純度のフルオロ硫酸塩を得ることができる。
　また、フルオロ硫酸塩が中和液から析出している場合には、中和液を濾別することによ
り、フルオロ硫酸塩を分離することができる。これにより、上記中和液からフルオロ硫酸
塩のみを単離することができる。
【００２３】
　本発明のビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩の製造方法によれば、ビス（
フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解させて水溶液を調
製し、この水溶液をアルカリで中和することで、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩と
フルオロ硫酸塩とを得ることができる。そして、得られた中和液にオニウム化合物を添加
して塩交換させることにより、ビス（フルオロスルホニル）イミドのオニウム塩を安全且
つ簡便に得ることができる。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明のビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法、フルオロ硫酸塩の製
造方法及びビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩の製造方法について詳細に説
明する。
【００２５】
＜ビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法＞
　本発明のビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法は、ビス（フルオロスルホニ
ル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解させて水溶液を調製する工程（水溶
液の調製工程）と、上記水溶液をアルカリで中和して中和液を調製する工程（中和液の調
製工程）と、上記中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩を単離する工程（単離
工程）と、を備えている。以下、各工程について詳細に説明する。
【００２６】
（水溶液の調製工程）
　水溶液の調製工程では、先ず、ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを
含む混合液を入手する。ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合
液は、特に限定されるものではないが、尿素（ＣＯ（ＮＨ２）２）とフルオロ硫酸（ＦＳ
Ｏ３Ｈ）との反応液であることが好ましい。
【００２７】
　ここで、尿素（ＣＯ（ＮＨ２）２）とフルオロ硫酸（ＦＳＯ３Ｈ）との反応は、非特許
文献１に開示されている下記式（４）に示すような従来の反応を用いることができる。
【化４】

【００２８】
　上記式（４）に示す反応と同時に減圧蒸留することで、生成したビス（フルオロスルホ
ニル）イミドと原料であるフルオロ硫酸との混合液を反応液から分留することができる。
　なお、尿素（ＣＯ（ＮＨ２）２）とフルオロ硫酸（ＦＳＯ３Ｈ）との反応は、非特許文
献１に開示されている反応機構に限定されるものではなく、その他の反応機構であっても
良い。
【００２９】
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　次に、上記混合液を水に溶解させる。混合液を溶解させる水の量は、混合液の質量部に
対して１～５０倍とすることが好ましく、２～１０倍とすることがより好ましい。
　ところで、フルオロ硫酸は、通常では水と接触すると激しく反応し、フッ化水素と硫酸
とに分解する。しかしながら、本発明では、フルオロ硫酸が水と接触しても激しい分解反
応が生じない。この理由として、尿素とフルオロ硫酸との反応終了液にはフルオロ硫酸の
他にビス（フルオロスルホニル）イミド、あるいは尿素が分解して生成したアンモニア等
が含まれていることにより、水中におけるフルオロ硫酸の分解速度が非常に遅くなるため
と考えられる。従って、本発明では、ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸
との混合液を穏やかな条件で水に溶解させて、水溶液を調製することができる。
【００３０】
（中和液の調製工程）
　次に、上記水溶液を速やかにアルカリ水溶液で中和して中和液を調製する。水溶液の中
和は、ｐＨ４～１０の範囲となるまで行うことが好ましく、ｐＨ７～９の範囲まで行うこ
とがより好ましい。ｐＨ４未満では、フルオロ硫酸塩とビス（フルオロスルホニル）イミ
ド塩の生成が不十分となるために好ましくない。また、ｐＨ１０を超えると、フルオロ硫
酸塩とビス（フルオロスルホニル）イミド塩の分解反応が進むために好ましくない。一方
、上記範囲であると、フルオロ硫酸塩とビス（フルオロスルホニル）イミド塩の生成が十
分となり、また分解反応も抑えられるため好ましい。
【００３１】
　上記水溶液の中和に用いるアルカリは、ＭＯＨ、Ｍ２ＣＯ３、ＭＨＣＯ３、アンモニア
（ＮＨ３）、アミン（ＮＲ１Ｒ２Ｒ３）からなる群から選ばれた化合物のいずれか一種の
水溶液であることが好ましい。但し、上記カチオンＭは、Ｎａ，Ｋ，Ｌｉ，アンモニウム
カチオン（Ｒ４－Ｎ＋Ｒ１Ｒ２Ｒ３）のいずれか一種である。
【００３２】
　より具体的には、水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）、水酸化カリウム（ＫＯＨ）、水酸化
リチウム（ＬｉＯＨ）、水酸化アンモニウム（Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４ＮＯＨ）、炭酸ナトリウ
ム（Ｎａ２ＣＯ３）、炭酸カリウム（Ｋ２ＣＯ３）、炭酸リチウム（Ｌｉ２ＣＯ３）、炭
酸アンモニウム（（Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｎ）２ＣＯ３）、炭酸水素ナトリウム（ＮａＨＣＯ

３）、炭酸水素カリウム（ＫＨＣＯ３）、炭酸水素リチウム（ＬｉＨＣＯ３）、炭酸水素
アンモニウム（（Ｒ１Ｒ２Ｒ３Ｒ４Ｎ）ＨＣＯ３）、アンモニア（ＮＨ３）等が上げられ
る。
【００３３】
　アンモニウムカチオン（Ｒ４－Ｎ＋Ｒ１Ｒ２Ｒ３）は、特に限定されるものではなく、
アンモニウムイオン（ＮＨ４

＋）、第１級アンモニウムカチオン、第２級アンモニウムカ
チオン、第３級アンモニウムカチオン、第４級アンモニウムカチオンのいずれであっても
良い。ここで、上記Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３、Ｒ４は、水素原子（Ｈ）、脂肪族のアルキル基又
は芳香族のアルキル基である。また、アルキル基としては、メチル基、エチル基、ブチル
基、ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基、デシル基、ドデシル基、テトラデシル基、ヘ
キサデシル基、オクタデシル基、オクタデセニル基、オクタデカジエニル基、フェニル基
等を適宜混合して本発明に用いることが出来る。
【００３４】
　アミンは、第一級アミン、第二級アミン、第３級アミンのいずれであっても良い。第一
級アミンは、特に限定されるものではなく、例えば、エチルアミン、ｎ－プロピルアミン
、ｉｓｏ－プロピルアミン、ｎ－ブチルアミン、ｉｓｏ－ブチルアミン、ｓｅｃ－ブチル
アミン、ｔ－ブチルアミン、エタノールアミン、ｎ－プロパノールアミン、ｉｓｏ－プロ
パノールアミン、４－アミノ－１－ブタノール、２－アミノ－１－ブタノール、１－アミ
ノ－２－ブタノール、エチレンジアミン、１，３－プロパンジアミン、１，４－ブタンジ
アミン、１，６－ヘキサメチレンジアミン等が挙げられる。第二級アミンは、特に限定さ
れるものではなく、例えば、ジエチルアミン、ジ－ｎ－プロピルアミン、ジ－ｉｓｏ－プ
ロピルアミン、ジ－ｎ－ブチルアミン、ジ－ｉｓｏ－ブチルアミン、ジ－ｓｅｃ－ブチル
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アミン、ジエタノールアミン、ジ－ｎ－プロパノールアミン、ジ－ｉｓｏ－プロパノール
アミン等が挙げられる。第三級アミンは、特に限定されるものではなく、例えば、トリエ
チルアミン、トリ－ｎ－プロピルアミン、トリ－ｉｓｏ－プロピルアミン、トリ－ｎ－ブ
チルアミン、トリ－ｉｓｏ－ブチルアミン、トリエタノールアミン、トリ－ｎ－プロパノ
ールアミン、トリ－ｉｓｏ－プロパノールアミン等が挙げられる。
【００３５】
　上記水溶液をアルカリで中和して中和液を調製することにより、ビス（フルオロスルホ
ニル）イミド塩（（ＦＳＯ２）２Ｎ・Ｍ）とフルオロ硫酸塩（ＦＳＯ３・Ｍ）とを生成す
ることができる。
【００３６】
　ビス（フルオロスルホニル）イミド塩（（ＦＳＯ２）２Ｎ・Ｍ）としては、ビス（フル
オロスルホニル）イミドナトリウム塩、ビス（フルオロスルホニル）イミドカリウム塩、
ビス（フルオロスルホニル）イミドリチウム塩、ビス（フルオロスルホニル）イミドアン
モニウム塩が挙げられる。
【００３７】
　フルオロ硫酸塩（ＦＳＯ３・Ｍ）としては、フルオロ硫酸ナトリウム塩、フルオロ硫酸
カリウム塩、フルオロ硫酸リチウム塩、フルオロ硫酸アンモニウム塩が挙げられる。
【００３８】
（単離工程）
　次に、上記中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩を単離する。ここで、ビス
（フルオロスルホニル）イミド塩の中和液への溶解度が低い場合には、分液（液体として
分離する場合）や濾過（固体として析出する場合）等の分離操作によって中和液からビス
（フルオロスルホニル）イミド塩を単離することができる。
【００３９】
　一方、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩が中和液に溶解している場合には、有機溶
剤を用いることにより中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩を抽出することが
できる。これにより、上記中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩のみを単離す
ることができる。中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩を抽出する有機溶剤と
しては、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩が溶解し、水と分離する有機溶剤であれば
特に限定されるものではない。水と分離する有機溶剤としては、例えば酢酸エステル系溶
媒を用いることが好ましく、酢酸エチルが特に好ましい。
【００４０】
　また、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩の抽出に必要な溶剤量は、ビス（フルオロ
スルホニル）イミド塩の質量部に対して１～５０倍とすることが好ましく、１０～２０倍
とすることがより好ましい。溶剤量が１０倍未満では、ビス（フルオロスルホニル）イミ
ド塩の抽出が不十分となるために好ましくない。また、５０倍を超えると、経済的に無駄
である。一方、上記範囲であると、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩を十分に抽出で
きるために好ましい。
【００４１】
　生成したビス（フルオロスルホニル）イミド塩が常温で固体の場合には、抽出に使用し
た有機溶媒等を留去することにより、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩を結晶として
得ることができる。
　以上のようにして、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩を製造することができる。
【００４２】
　ところで、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩などのフッ素含有アニオンを持つ化合
物は、イオン導電材料や電解質、イオン液体のアニオン源として有用であることが知られ
ているが、フッ素イオンが多いビス（フルオロスルホニル）イミド塩を用いた場合には、
不純物であるフッ素イオンによる装置の腐食や、樹脂の劣化などを引き起こしてしまうた
め、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩中のフッ素イオン含有量は少ない方が好ましい
。
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【００４３】
　しかしながら、上記非特許文献３に開示されているような従来のビス（フルオロスルホ
ニル）イミド塩の製造方法によれば、水を留去する工程において、ビス（フルオロスルホ
ニル）イミド塩の一部が加水分解してしまうため、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩
中にフッ素イオン等の不純物が混入してしまい、単離したビス（フルオロスルホニル）イ
ミド塩中には不純物が多く含まれるという問題があった。具体的には、不純物としては、
フッ素イオンが数百ｐｐｍ～数千ｐｐｍ含まれていた。非特許文献３にはエタノールを用
いた再結晶による精製方法も記載されているが、再結晶によるフッ素イオンの低減の効果
はほとんど見られなかった。
【００４４】
　これに対して、本発明のビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法によれば、ビ
ス（フルオロスルホニル）イミド塩を含む水溶液からビス（フルオロスルホニル）イミド
塩が析出、もしくはビス（フルオロスルホニル）イミド塩が溶解している場合にはビス（
フルオロスルホニル）イミド塩のみを有機溶剤で抽出し、抽出した有機溶剤を留去するこ
とでビス（フルオロスルホニル）イミド塩が得られるという構成となっているため、ビス
（フルオロスルホニル）イミド塩を水中で加熱するという操作が皆無であることから、水
による加水分解が極めて起こりにくく、不純物の含有量を低減することができる。これに
より、高純度のビス（フルオロスルホニル）イミド塩を単離することが可能となる。
【００４５】
　なお、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩中のフッ素イオンの含有量は、例えばイオ
ンクロマトグラフィー法により測定することができる。イオンクロマトグラフィー法によ
るフッ素イオンの含有量の測定は、具体的には、次のようにして行なうことができる。
　先ず、試料０．５ｇをイオン交換水５０ｍＬに溶解し、測定用試料を調製する。次に、
試料中のフッ素イオン含有量の測定は、例えば、ＤＩＯＮＥＸ社製のイオンクロマトグラ
フィーシステムＩＣＳ－２０００（カラム：ＩｏｎＰａｃＡＳ１９、検出器：電気伝導度
検出器）を用い、２０ｍｍｏｌ／Ｌの水酸化カリウム溶液を溶離液（流量１．０ｍｌ／ｍ
ｉｎ）として行う。
【００４６】
＜フルオロ硫酸塩の製造方法＞
　本発明のフルオロ硫酸塩の製造方法は、ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ
硫酸とを含む混合液を水に溶解させて水溶液を調製する工程（水溶液の調製工程）と、上
記水溶液をアルカリで中和して中和液を調製する工程（中和液の調製工程）と、上記中和
液からフルオロ硫酸塩を単離する工程（単離工程）と、を備えている。なお、水溶液の調
整工程及び中和液の調整工程は、上述したビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方
法と同様であるため、説明を省略する。
【００４７】
（単離工程）
　次に、上記中和液の調製工程で調整した中和液からフルオロ硫酸塩を単離する。一般的
にフルオロ硫酸塩の中和液への溶解度は低いため、中和液から固体として析出する場合が
多い。一方、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩は中和液に溶解している場合が多い。
したがって、中和液を濾過等の分離操作によって中和液からフルオロ硫酸塩を単離するこ
とができる。
【００４８】
　また、フルオロ硫酸塩の中和液への溶解度が高い場合には、上述したビス（フルオロス
ルホニル）イミド塩の単離方法と同様の分離手段を適宜選択することにより、ビス（フル
オロスルホニル）イミド塩とフルオロ硫酸塩とを分離することができる。
【００４９】
＜ビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩の製造方法＞
　本発明のビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩の製造方法は、ビス（フルオ
ロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解させて水溶液を調製する
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工程（水溶液の調製工程）と、上記水溶液をアルカリで中和して中和液を調製する工程（
中和液の調製工程）と、上記中和液にオニウム化合物を添加する工程（オニウム化合物の
添加工程）と、を備えている。なお、水溶液の調整工程及び中和液の調整工程は、上述し
たビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法と同様であるため、説明を省略する。
【００５０】
（オニウム化合物の添加工程）
　次に、上記中和液の調製工程で調整した中和液にオニウム化合物を添加する。これによ
り、生成したビス（フルオロスルホニル）イミド塩（（ＦＳＯ２）２Ｎ・Ｍ）とオニウム
化合物との塩交換が生じ、ビス（フルオロスルホニル）イミドアニオン（（ＦＳＯ２）２

Ｎ－）とオニウム塩とのイオン性化合物が生成される。
【００５１】
　オニウム化合物は、特に限定されるものではないが、オニウムカチオンと、ハロゲンイ
オン、硝酸イオン、硫酸イオン、リン酸イオン、過塩素酸イオン、メタンスルホン酸イオ
ン、トルエンスルホン酸イオンなどからなる塩が例示される。
【００５２】
　上記オニウムカチオンとしては、例えば、窒素、硫黄、酸素、リン、セレン、錫、ヨウ
素、アンチモン等の孤立電子対を有する元素を含んだ化合物に陽イオン型の原子団が配位
して生ずる少なくとも一つの有機基を有するカチオンであればよく、特に制限されない。
本発明で使用できるオニウムイオンを例示すれば、テトラメチルアンモニウムカチオン、
テトラエチルアンモニウムカチオン、テトラプロピルアンモニウムカチオン等の対称アン
モニウムカチオン類；エチルトリメチルアンモニウムカチオン、ビニルトリメチルアンモ
ニウムカチオン、トリエチルメチルアンモニウムカチオン、トリエチルプロピルアンモニ
ウムカチオン、ジエチルジメチルアンモニウムカチオン、トリブチルエチルアンモニウム
カチオン、トリエチルイソプロピルアンモニウムカチオン、Ｎ、Ｎ－ジメチルピロリジニ
ウムカチオン、Ｎ－メチル－Ｎ－エチルピロリジニウムカチオン、トリエチルメトキシメ
チルアンモニウムカチオン等の最短の置換基の炭素数が最長の置換基の炭素数の５０％以
上１００％未満である（以下擬対称ともいう。）アンモニウムカチオン類；トリメチルプ
ロピルアンモニウムカチオン、トリメチルイソプロピルアンモニウムカチオン、ブチルト
リメチルアンモニウムカチオン、アリルトリメチルアンモニウムカチオン、ヘキシルトリ
メチルアンモニウムカチオン、オクチルトリメチルアンモニウムカチオン、ドデシルトリ
メチルアンモニウムカチオン、トリエチルメトキシエトキシメチルアンモニウムカチオン
、ジメチルジプロピルアンモニウムカチオン等の非対称アンモニウムカチオン類；ヘキサ
メトニウムカチオン等の２価アンモニウムカチオン類；１，３－ジメチルイミダゾリウム
カチオン、１，３－ジエチルイミダゾリウムカチオン、１，３－ジプロピルイミダゾリウ
ムカチオン、１，３－ジプロピルイミダゾリウムカチオン等の対称イミダゾリウムカチオ
ン類；１－エチル－３－メチルイミダゾリウムカチオン、１－メチル－３－プロピルイミ
ダゾリウムカチオン、１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムカチオン、１－イソプロピ
ル－３－プロピルイミダゾリウムカチオン、１－ｔｅｒｔ－ブチル－３－イソプロピルイ
ミダゾリウムカチオン等の非対称イミダゾリウムカチオン類；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等のピリジニウムカチオン類；トリメチルスル
ホニウムカチオン、トリエチルスルホニウムカチオン、トリブチルスルホニウムカチオン
等の対称スルホニウムカチオン類；ジエチルメチルスルホニウムカチオン等の擬対称スル
ホニウムカチオン類；ジメチルプロピルスルホニウム、ジメチルヘキシルスルホニウム等
の非対称スルホニウムカチオン類；テトラメチルホスホニウムカチオン、テトラエチルホ
スホニウムカチオン、テトラプロピルホスホニウムカチオン、テトラブチルホスホニウム
カチオン、テトラオクチルホスホニウムカチオン、テトラフェニルホスホニウムカチオン
等の対称ホスホニウムカチオン類；トリメチルエチルホスホニウムカチオン、トリエチル
メチルホスホニウムカチオン等の擬対称ホスホニウムカチオン類；ヘキシルトリメチルホ
スホニウムカチオン、トリメチルオクチルホスホニウムカチオン等の非対称ホスホニウム
カチオン類等を挙げることができる。



(11) JP 5377784 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

【００５３】
　本発明では、特に、イミダゾール系のオニウム塩及びアンモニウム系のオニウム塩を用
いることが好ましい。このようにして、ビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩
を製造することができる。
【００５４】
　以上説明したように、本発明のビス（フルオロスルホニル）イミド塩の製造方法によれ
ば、ビス（フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解させて
水溶液を調製し、この水溶液をアルカリで中和することで、ビス（フルオロスルホニル）
イミド塩とフルオロ硫酸塩とを生成することができる。そして、得られた中和液からビス
（フルオロスルホニル）イミド塩を単離することにより、安全且つ簡便に、高純度のビス
（フルオロスルホニル）イミド塩を得ることができる。
【００５５】
　また、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩が中和液に溶解している場合には、有機溶
剤を用いることにより中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩を抽出することが
できる。これにより、上記中和液からビス（フルオロスルホニル）イミド塩のみを単離す
ることができる。
【００５６】
　本発明のフルオロ硫酸塩の製造方法によれば、ビス（フルオロスルホニル）イミドとフ
ルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解させて水溶液を調製し、この水溶液をアルカリで中
和することで、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩とフルオロ硫酸塩とを得ることがで
きる。そして、得られた中和液からフルオロ硫酸塩を単離することにより、安全且つ簡便
に、高純度のフルオロ硫酸塩を得ることができる。
【００５７】
　また、フルオロ硫酸塩が中和液から析出している場合には、中和液を濾別することによ
り、フルオロ硫酸塩を分離することができる。これにより、上記中和液からフルオロ硫酸
塩のみを単離することができる。
【００５８】
　本発明のビス（フルオロスルホニル）イミド・オニウム塩の製造方法によれば、ビス（
フルオロスルホニル）イミドとフルオロ硫酸とを含む混合液を水に溶解させて水溶液を調
製し、この水溶液をアルカリで中和することで、ビス（フルオロスルホニル）イミド塩と
フルオロ硫酸塩とを得ることができる。そして、得られた中和液にオニウム化合物を添加
して塩交換させることにより、ビス（フルオロスルホニル）イミドのオニウム塩を安全且
つ簡便に得ることができる。
【実施例】
【００５９】
　以下、実施例によって本発明の効果をさらに詳細に説明する。なお、本発明は実施例に
よって、なんら限定されるものではない。
【００６０】
（実施例１）
　撹拌機、温度計を備えた５Ｌのポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）製の反応器に
、フルオロ硫酸３．２ｋｇを仕込み、冷却しながら尿素８００ｇを少量ずつ添加し、尿素
のフルオロ硫酸溶液を調整した。
　撹拌機、温度計、ガス流量計を備えた５ＬのＰＴＦＥコーティングしたステンレス製の
反応器にフルオロ硫酸２．４ｋｇ、ビス（フルオロスルホニル）イミド８０ｇを仕込み、
１２０℃で加熱しているところへ、尿素のフルオロ硫酸溶液を定量ポンプで５２５ｇ／Ｈ
ｒの速度で滴下した。
【００６１】
　滴下と同時に炭酸ガスの発生を確認し、滴下終了時には合計２９９Ｌのガスが発生した
。反応終了液を室温まで冷却し、１５ｋｇの水に徐々に滴下して溶解させた。その後、炭
酸カリウム３．６ｋｇを加え、ｐＨ９まで中和を行い、析出した結晶を濾過し、６０℃で



(12) JP 5377784 B2 2013.12.25

10

20

30

40

50

乾燥してフルオロ硫酸のカリウム塩を４．４ｋｇ得た。濾液を酢酸エチル７ｋｇで２回、
２ｋｇで１回抽出した。
　酢酸エチル層を水で洗浄し、酢酸エチルを留去して、残渣としてビス（フルオロスルホ
ニル）イミドカリウム１０８１ｇを得た（尿素基準の収率３７％）。ＤＩＯＮＥＸ社製の
イオンクロマトグラフィーシステムＩＣＳ－２０００（カラム：ＩｏｎＰａｃＡＳ１９、
検出器：電気伝導度検出器）を用い、２０ｍｍｏｌ／Ｌ水酸化カリウム溶液を溶離液（流
量１．０ｍｌ／ｍｉｎ）としてサンプル中のフッ素イオン含有量の測定を行った結果、フ
ッ素イオン濃度は３ｐｐｍであった。
　融点１０３～１０４℃、１９Ｆ－ＮＭＲ　５３．５ｐｐｍ（溶媒ＤＭＳＯ－ｄ　内部標
準物質ＣＦＣｌ３）
【００６２】
（実施例２）（アンモニウム塩の例）
　実施例１と同様に反応を行い、反応終了液を室温まで冷却し、１５ｋｇの水に溶解、２
８％アンモニア水２．０ｋｇでｐＨ７まで中和した。その後、酢酸エチル７ｋｇで２回、
２ｋｇで１回抽出し、酢酸エチル層を水で洗浄し、酢酸エチルを留去してビス（フルオロ
スルホニル）イミドアンモニウム７９２ｇを得た（尿素基準の収率３０％）。
　フッ素イオン濃度３ｐｐｍ、融点８５～８８℃
【００６３】
（実施例３）（Ｌｉを用いた例）
　実施例１と同様に行った反応液１００ｇを２００ｇの水に溶解させた。その後炭酸リチ
ウム４６ｇでｐＨ７まで中和を行った。過剰の炭酸リチウムを濾別し、水層を酢酸エチル
１００ｇで２回、３０ｇで１回抽出した。イオン交換水３０ｇで酢酸エチル層を洗浄し、
酢酸エチル層を留去してビス（フルオロスルホニル）イミドリチウム１４．５ｇを得た（
尿素基準の収率３５％）。
　フッ素イオン濃度８ｐｐｍ
【００６４】
（実施例４）
　実施例１と同様に行った反応液２００ｇを、８００ｇの水に溶解させた。その後炭酸カ
リウム５２ｇでｐＨ７まで中和を行い、析出したフルオロ硫酸のカリウム塩を濾別した。
テトラプロピルアンモニウムブロミド３７ｇを溶解させた水溶液を濾液に滴下すると同時
にビス（フルオロスルホニル）イミド・テトラプロピルアンモニウムの結晶が析出し、濾
過分離後、６０℃の乾燥機で乾燥し、ビス（フルオロスルホニル）イミド・テトラプロピ
ルアンモニウム４８ｇを得た（尿素基準の収率３０％）。
　フッ素イオン濃度１ｐｐｍ、融点１４０～１４１℃
【００６５】
（実施例５）
　実施例１と同様に行った反応液２００ｇを、８００ｇの水に溶解させた。その後炭酸カ
リウム５１ｇでｐＨ７まで中和を行い、析出したフルオロ硫酸のカリウム塩を濾別した。
濾液に１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムブロミド３１ｇを添加すると、ビス（フル
オロスルホニル）イミド・１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムが反応液から分離した
。分離した有機層を水洗、乾燥してビス（フルオロスルホニル）イミド・１－ブチル－３
－メチルイミダゾリウム４５ｇを得た（尿素基準の収率３２％）。
　フッ素イオン濃度１ｐｐｍ
【００６６】
（比較例）
　実施例１と同様に行った反応液を減圧蒸留し、フルオロ硫酸とビス（フルオロスルホニ
ル）イミドの混合物を得た。この混合物６４５ｇを塩化メチレン３２３０ｇに溶解し、塩
化ナトリウム１７０ｇを加えてフルオロ硫酸ナトリウムを生成させ、ろ過分離した。濾液
から塩化メチレンを留去し、その後、常圧蒸留を行い、ビス（フルオロスルホニル）イミ
ド３２６ｇを得た。これを水９７８ｇに溶解し、炭酸カリウム１５４ｇでｐＨ７まで中和
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し、水を留去してビス（フルオロスルホニル）イミドカリウム３１３ｇを得た。得られた
ビス（フルオロスルホニル）イミドカリウムのフッ素イオン濃度は３５４ｐｐｍであった
。
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