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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
水溶液から特定の金属元素を選択的に分離する方法であって、
前記特定の金属元素を含む第１の酸性水溶液と、下限臨界溶解温度を有するとともに親
水性骨格及び疎水性骨格を有する温度応答性ポリマーと、疎水性官能基を有するとともに
無極性溶媒に溶解可能な配位子と、を前記下限臨界溶解温度よりも低い温度で混合して抽
出用溶液を調製する工程と、
前記抽出用溶液を前記下限臨界溶解温度よりも高い温度に昇温し、当該抽出用溶液を、
前記温度応答性ポリマーを含む第１のゲル相と、第１の水相と、に分離して、前記第１の
ゲル相に前記金属元素を抽出分離する工程と、
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前記第１のゲル相を前記下限臨界溶解温度よりも高い温度で回収し、当該第１のゲル相
と、第２の酸性水溶液と、を当該下限臨界溶解温度よりも低い温度で混合して逆抽出用溶
液を調製する工程と、
前記逆抽出用溶液を前記下限臨界溶解温度よりも高い温度に昇温し、当該逆抽出用溶液
を第２のゲル相と第２の水相とに分離して、前記第２の水相に前記金属元素を逆抽出する
工程と、
を含むことを特徴とする金属元素の分離方法。
【請求項２】
前記第１の酸性水溶液に用いる酸と、前記第２の酸性水溶液に用いる酸の種類が異なる
ことを特徴とする請求項１に記載の金属元素の分離方法。
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【請求項３】
前記第１の酸性水溶液に用いる酸と、前記第２の酸性水溶液に用いる酸の濃度が異なる
ことを特徴とする請求項１に記載の金属元素の分離方法。
【請求項４】
前記逆抽出用溶液を調製する工程の前に、前記下限臨界溶解温度よりも高い温度であっ
て、前記第１の酸性水溶液に用いる酸と同じ酸を含む酸性水溶液を用いて、前記第１のゲ
ル相を洗浄する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載
の金属元素の分離方法。
【請求項５】
前記温度応答性ポリマーが、Ｎ−置換アルキルアミド骨格、Ｎ−置換アリールアミド骨
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格、アミド骨格、ビニルエーテル骨格、又はメタクリレート骨格を有することを特徴とす
る請求項１乃至４のいずれか一項に記載の金属元素の分離方法。
【請求項６】
前記温度応答性ポリマーが、Ｐｏｌｙ（Ｎ−ｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｃｒｙｌａｍｉｄｅ
）、当該ポリマーの誘導体、又は当該ポリマーを形成するモノマーを含む共重合体である
ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の金属元素の分離方法。
【請求項７】
前記配位子が、前記第１のゲル相に抽出可能な配位子であることを特徴とする請求項１
乃至６のいずれか一項に記載の金属元素の分離方法。
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【請求項８】
前記抽出用溶液を昇温する前、昇温中、又は昇温直後に、前記抽出用溶液の酸性度を調
整する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の金属元
素の分離方法。
【請求項９】
前記温度応答性ポリマー（ａ）の添加量が、前記第１の酸性水溶液（ｂ）に対する質量
比（ａ／ｂ）で１／５００以下であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に
記載の金属元素の分離方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、金属元素の分離方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
都市鉱山や核燃料廃棄物には、多量の希少金属元素（レアアース・レアメタル）が存在
する。資源の少ない日本では、これらレアアース・レアメタルを回収し、再利用している
。
【０００３】
例えば、核燃料廃棄物については、使用済み核燃料の湿式再処理工程で生じる高レベル
放射性物質を含む硝酸溶液中にレアアース・レアメタルが存在しており、液／液分配抽出
法と呼ばれる方法により抽出分離されている。液／液分配抽出法では、水溶液に不溶かつ
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溶解性・混和性を示さない有機溶媒を抽出媒体とし、これに疎水性の高い配位子（錯形成
剤）を溶存させ、水相と有機溶媒相とを混合・撹拌することによって、水溶液から金属イ
オンを有機溶媒相へ抽出することで分離する。
【０００４】
現在行われている液／液分配抽出法であるピューレックス法では、高レベル放射性廃液
から４価あるいは６価のアクチノイド（ウラン及びプロトニウム）と長半減期の３価アク
チノイド（アメリシウム及びキュリウム）を抽出分離する。具体的には、配位子であるＯ
ｃｔｙｌ−ｐｈｅｎｙｌ−Ｎ，Ｎ−ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｌ
ｙｌｐｈｏｓｐｈｉｎｅ

ｃａｒｂａｍｏｙｌｍｅｔｈ

ｏｘｉｄｅ（ＣＭＰＯ）、Ｔｒｉ−ｎ−ｂｕｔｙｌｐｈｏｓｐ

ｈａｔｅ（ＴＢＰ）、及び抽出媒体であるｎ−ドデカン（ｎ−ｄｏｄｅｃａｎｅ）を混合
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した抽出溶媒を使用して４価、６価及び３価のアクチノイドを硝酸塩溶液から抽出分離す
る。
【０００５】
また、非特許文献１では、配位子としてＣＭＰＯ及びＴＢＰを溶解した混合溶媒を抽出
溶媒として用い、ＤＴＰＡ−硝酸塩溶液を水相として用いた、液／液分配抽出法により、
３価のアクチノイドとランタノイドを分離する方法が開示されている。
【０００６】
また、非特許文献２では、配位子としてＤＨＤＥＣＭＰ及びＴＢＰを溶解したベンゼン
を抽出溶媒として用い、硝酸溶液を水相として用いた、液／液分配抽出法により、３価及
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び４価のアクチノイドを分離する方法が開示されている。
【０００７】
また、非特許文献３では、配位子としてＤＭＤＢＴＤＭＡ及びＤＭＤＯＨＥＭＡを溶解
したイオン液体を抽出溶媒として用い、硝酸溶液を水相として用いた、液／液分配抽出法
により、３価及び４価のアクチノイドを分離する方法が開示されている。
【０００８】
また、非特許文献４では、配位子としてＴＯＤＧＡを溶解したｎ−ドデカンを抽出溶媒
として用いた、液／液分配抽出法により、アクチノイドを分離する方法が開示されている
。
【先行技術文献】
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【非特許文献】
【０００９】
【非特許文献１】ＫＯＭＡ，Ｙ．，ｅｔ．ａｌ．，Ｊ．Ｎｕｃｌ．Ｓｃｉ．Ｔｅｃｈｎｏ
ｌ．，（１９９８）ｖｏｌ．３５，ｐｐ．１３０−１３６．
【非特許文献２】Ｋ．Ｖ．ＬＯＨＩＴＡＫＳＨＡＮ，ｅｔ．ａｌ．，Ｊ．Ｒａｄｉｏａｎ
ａｌ．Ｎｕｃｌ．Ｃｈｅｍ．，（１９９４）ｖｏｌ．１８３，ｐｐ．３５９−３７０．
【非特許文献３】ＡＪＡＹ

Ｂ．ＰＡＴＩＬ，ｅｔ．ａｌ．，Ｄａｌｔｏｎ

Ｔｒａｎｓ

．，（２０１３）ｖｏｌ．４２，ｐｐ．１５１９−１５２９．
【非特許文献４】Ｓ．Ａ．Ａｎｓａｒｉ，ｅｔ．ａｌ．，Ｓｏｌｖｅｎｔ
ｏｎ

Ｅｘｔｒ

Ｉ

Ｅｘｃｈ．，（２００５）ｖｏｌ．２３，ｐｐ．４６３−４７９．

【発明の概要】

30

【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
ところで、上述した液／液分配抽出法では、水溶液中に含まれる特定の金属元素を分離
する際に大量の有機溶媒が使用され、使用後の有機溶媒は精製され再利用される。しかし
、放射性元素を取り扱う場合等、有機溶媒が劣化して再利用できない場合は、大量の有機
廃液が生じるという問題があった。さらに、この液／液分配抽出法で用いられる有機溶媒
は、人体に有害であるものが多く、また、可燃性（例：ｎ−ｄｏｄｅｃａｎｅの引火点：
７４℃）であるため健康被害や火災事故等の危険性があるという問題があった。
【００１１】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであって、有機溶媒の使用量を低減できると
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同時に、高い安全性を担保しつつ金属元素を分離することができる金属元素の分離方法を
提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
上記課題を解決するため、請求項１に係る発明は、水溶液から特定の金属元素を選択的
に分離する方法であって、前記特定の金属元素を含む第１の酸性水溶液と、下限臨界溶解
温度を有するとともに親水性骨格及び疎水性骨格を有する温度応答性ポリマーと、疎水性
官能基を有するとともに無極性溶媒に溶解可能な配位子と、を前記下限臨界溶解温度より
も低い温度で混合して抽出用溶液を調製する工程と、前記抽出用溶液を前記下限臨界溶解
温度よりも高い温度に昇温し、当該抽出用溶液を、前記温度応答性ポリマーを含む第１の
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ゲル相と、第１の水相と、に分離して、前記第１のゲル相に前記金属元素を抽出分離する
工程と、を含むことを特徴とする金属元素の分離方法である。
【００１３】
また、請求項２に係る発明は、前記第１のゲル相を前記下限臨界溶解温度よりも高い温
度で回収し、当該第１のゲル相と、第２の酸性水溶液と、を当該下限臨界溶解温度よりも
低い温度で混合して逆抽出用溶液を調製する工程と、前記逆抽出用溶液を前記下限臨界溶
解温度よりも高い温度に昇温し、当該逆抽出用溶液を第２のゲル相と第２の水相とに分離
して、前記第２の水相に前記金属元素を逆抽出する工程と、をさらに含むことを特徴とす
る請求項１に記載の金属元素の分離方法である。
【００１４】
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また、請求項３に係る発明は、前記第１の酸性水溶液に用いる酸と、前記第２の酸性水
溶液に用いる酸の種類が異なることを特徴とする請求項２に記載の金属元素の分離方法で
ある。
【００１５】
また、請求項４に係る発明は、前記第１の酸性水溶液に用いる酸と、前記第２の酸性水
溶液に用いる酸の濃度が異なることを特徴とする請求項２に記載の金属元素の分離方法で
ある。
【００１６】
また、請求項５に係る発明は、前記逆抽出用溶液を調製する工程の前に、前記下限臨界
溶解温度よりも高い温度であって、前記第１の酸性水溶液に用いる酸と同じ酸を含む酸性
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水溶液を用いて、前記第１のゲル相を洗浄する工程をさらに含むことを特徴とする請求項
２乃至４のいずれか一項に記載の金属元素の分離方法である。
【００１７】
また、請求項６に係る発明は、前記温度応答性ポリマーが、Ｎ−置換アルキルアミド骨
格、Ｎ−置換アリールアミド骨格、アミド骨格、ビニルエーテル骨格、又はメタクリレー
ト骨格を有することを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の金属元素の分離
方法である。
【００１８】
また、請求項７に係る発明は、前記温度応答性ポリマーが、Ｐｏｌｙ（Ｎ−ｉｓｏｐｒ
ｏｐｙｌａｃｒｙｌａｍｉｄｅ）、当該ポリマーの誘導体、又は当該ポリマーを形成する
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モノマーを含む共重合体であることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載の
金属元素の分離方法である。
【００１９】
また、請求項８に係る発明は、前記配位子が、前記第１のゲル相に抽出可能な配位子で
あることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の金属元素の分離方法である
。
【００２０】
また、請求項９に係る発明は、前記抽出用溶液を昇温する前、昇温中、又は昇温直後に
、前記抽出用溶液の酸性度を調整する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至８
のいずれか一項に記載の金属元素の分離方法である。

40

【００２１】
また、請求項１０に係る発明は、前記温度応答性ポリマー（ａ）の添加量が、前記第１
の酸性水溶液（ｂ）に対する質量比（ａ／ｂ）で１／５００以下であることを特徴とする
請求項１乃至９のいずれか一項に記載の金属元素の分離方法である。
【発明の効果】
【００２２】
本発明の金属元素の分離方法は、大量の有機溶媒に代えて少量の温度応答性ポリマーを
用いて特定の金属元素を選択的に抽出分離することができるため、有機溶媒の使用量を低
減できると同時に、高い安全性を担保しつつ金属元素を分離することができる。
【図面の簡単な説明】
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【００２３】
【図１】各金属元素における硝酸濃度と抽出率の関係を示すグラフである。
【図２】各溶液における温度と光の透過率の関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
以下、本発明の適用した一実施形態である金属元素の分離方法について詳細に説明する
。
本実施形態の金属元素の分離方法は、抽出用溶液を調製する工程（抽出用溶液調製工程
）と、溶液の酸性度を調整する工程（酸性度調整工程）と、抽出用溶液を第１のゲル相と
第１の水相とに分離すると同時に第１のゲル相に特定の金属元素を抽出分離する工程（抽
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出工程）と、第１のゲル相を洗浄する工程（洗浄工程）と、逆抽出用溶液を調製する工程
（逆抽出用溶液調製工程）と、逆抽出用溶液を第２のゲル相と第２の水相とに分離すると
同時に特定の金属元素を第２の水相に逆抽出する工程（逆抽出工程）と、を含む。
本実施形態の金属元素の分離方法は、水溶液から特定の金属元素を選択的に分離する方
法である。
【００２５】
（抽出用溶液調製工程）
抽出用溶液調製工程では、特定の金属元素を含む第１の酸性水溶液と、下限臨界溶解温
度を有するとともに親水性骨格及び疎水性骨格を有する温度応答性ポリマーと、疎水性官
能基を有するとともに無極性溶媒に溶解可能な配位子と、を温度応答性ポリマーの下限臨
界溶解温度（Ｌｏｗｅｒ

ｃｒｉｔｉｃａｌ

ｓｏｌｕｔｉｏｎ
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ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒ

ｅ：以下、「ＬＣＳＴ」と称する）よりも低い温度において混合することにより、抽出用
溶液を調製する。
【００２６】
分離対象である特定の金属元素としては、上記第１のゲル相に抽出分離される金属錯体
を形成することができるものであれば、特に限定されるものではない。具体的には、例え
ば、ウラン（Ｕ）、プルトニウム（Ｐｕ）及びアメリシウム（Ａｍ）、キュリウム（Ｃｍ
）等の超ウラン元素を含むアクチノイド元素（Ａｎ）、ランタン（Ｌａ）、ネオジム（Ｎ
ｄ）、ユウロピウム（Ｅｕ）、ルテチウム（Ｌｕ）等のランタノイド元素（Ｌｎ）、ロジ
ウム（Ｒｈ）、パラジウム（Ｐｄ）、ルテニウム（Ｒｕ）等の白金族元素、セシウム（Ｃ
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ｓ）、ストロンチウム（Ｓｒ）、テクネチウム（Ｔｃ）、スズ（Ｓｎ）、ジルコニウム（
Ｚｒ）等が挙げられる。第１の酸性水溶液中には上記金属元素が少なくとも１種類含むこ
とができる。
【００２７】
金属元素の選択的な分離は、後述する配位子を適宜選択することにより行う。具体的に
は、例えば、Ｌａ、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕ等のＬｎ元素及びＡｍ、Ｃｍを選択的に分離する際
は、配位子としてＣＭＰＯを選択することができる。また、４価或いは６価のＡｎ元素で
あるＵ及びＰｕを選択的に分離する際は、配位子としてＴＢＰを選択することができる。
また、Ｚｒ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｌｎ元素、Ａｎ元素を選択的に分離する際は、配位子としてＴ
ＯＤＧＡを選択することができる。
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【００２８】
第１の酸性水溶液としては、後述する抽出工程において、温度応答性ポリマーをコロイ
ド状からゲル状へ変化させることができるものであれば、特に限定されるものではない。
具体的には、例えば、硫酸（Ｈ２ＳＯ４）、硝酸（ＨＮＯ３）、塩酸（ＨＣｌ）等が挙げ
られる。
【００２９】
第１の酸性水溶液の選択は、分離対象である金属元素と配位子（後述）とがその水溶液
中で錯体を形成しやすくなるものであるのが好ましい。具体的には、例えば、配位子とし
てＣＭＰＯを用いてＬａ、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕ等のＬｎ元素を分離する場合は、第１の酸性
水溶液として硝酸を用いるのが好ましい。
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【００３０】
また、配位子としてＨＤＥＨＰと２−Ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌｐｈｏｓｐｈｏｎｉｃ
ｃｉｄ

ｍｏｎｏ−２−ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ

ａ

ｅｓｔｅｒ（ＨＥＨ／ＥＨＰ）との混合

配位子を用いてＬａ、Ｎｄ、Ｓｍ、Ｇｄ等のＬｎ元素を分離する場合は、第１の酸性水溶
液として硫酸を用いるのが好ましい。
【００３１】
温度応答性ポリマーとは、温度変化により水に対する溶解性が変化するポリマーである
。
本発明で用いられる温度応答性ポリマーとしては、ＬＣＳＴを有するとともに、分子構
造中に親水性骨格及び疎水性骨格を有するであれば特に限定されず、ＬＣＳＴよりも低い

10

温度では親水性を示し、ＬＣＳＴよりも高い温度では疎水性を示す。具体的には、例えば
、Ｎ−置換アルキルアミド骨格を有するポリマー、Ｎ−置換アリールアミド骨格を有する
ポリマー、アミド骨格を有するポリマー、ビニルエーテル骨格を有するポリマー、メタク
リレート骨格を有するポリマー等が挙げられる。
【００３２】
Ｎ−置換アルキルアミド骨格を有するポリマーとしては、具体的には、例えば、下記式
（１）で示されるＰｏｌｙ（Ｎ−ｉｓｏｐｒｏｐｙｌａｃｒｙｌａｍｉｄｅ）（以下、「
ＰＮＩＰＡＡｍ」と称する）、Ｐｏｌｙ（Ｎ−ｅｔｈｙｌａｃｒｙｌａｍｉｄｅ）、Ｐｏ
ｌｙ（Ｎ，Ｎ

−ｄｉｅｔｈｙｌａｃｒｙｌａｍｉｄｅ）、Ｐｏｌｙ（Ｎ−ｃｙｃｌｏｐ

ｒｏｐｙｌａｃｒｙｌａｍｉｄｅ）、Ｐｏｌｙ（Ｎ−ｍｅｔｈｙｌ−Ｎ−ｅｔｈｙｌａｃ

20

ｒｙｌａｍｉｄｅ）、それらの誘導体、及びそれらのポリマーを形成するモノマーを含む
共重合体、等が挙げられる。
なお、共重合体とは、上記ポリマーを形成するモノマーと他のＬＣＳＴを有するポリマ
ーを形成するモノマーとを共重合したものであっても良いし、上記ポリマーを形成するモ
ノマーとＬＣＳＴを有さないポリマーを形成するモノマーとを共重合したものであっても
良い。以下の共重合体についても同様である。
【００３３】
【化１】
30

【００３４】
Ｎ−置換アリールアミド骨格を有するポリマーとしては、具体的には、Ｐｏｌｙ（Ｎ−
ｐｈｅｎｙｌａｃｒｙｌａｍｉｄｅ）、それらの誘導体、及びそれらのポリマーを形成す
40

るモノマーを含む共重合体、等が挙げられる。
【００３５】
アミド骨格を有するポリマーとしては、具体的には、例えば、下記式（２）で示される
Ｐｏｌｙ（Ｎ−ｖｉｎｙｌｉｓｏｂｕｔｙｌａｍｉｄｅ）、Ｐｏｌｙ（Ｎ−ａｃｒｙｌｏ
ｙｌｐｙｒｒｏｌｉｄｉｎｅ）、Ｐｏｌｙ（Ｎ−ａｃｒｙｌｏｙｌ−Ｎ

−ａｌｋｙｌｐ

ｉｐｅｒａｚｉｎｅ）、環状アミドであるラクタム構造を有するＰｏｌｙ（Ｎ−ｖｉｎｙ
ｌｃａｐｒｏｌａｃｔａｍ）、それらの誘導体、及びそれらのポリマーを形成するモノマ
ーを含む共重合体、等が挙げられる。
【００３６】

(7)
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【化２】

10

【００３７】
ビニルエーテル骨格を有するポリマーとしては、具体的には、例えば、Ｐｏｌｙ（ｍｅ
ｔｈｙｌ
ｌ

ｖｉｎｙｌ

ｅｔｈｅｒ）、Ｐｏｌｙ（ｏｘｙｍｅｔｈｙｌｅｎｅ

ｅｔｈｅｒ）、Ｐｏｌｙ（ｏｘｙｅｔｈｙｌｅｎｅ

ｖｉｎｙｌ

ｖｉｎｙ

ｅｔｈｅｒ）、そ

れらの誘導体、及びそれらのポリマーを形成するモノマーを含む共重合体、等が挙げられ
る。
【００３８】
メタクリレート骨格を有するポリマーとしては、具体的には、例えば、Ｐｏｌｙ［２−
（ｄｉｍｅｔｈｙｌａｍｉｎｏ）ｅｔｈｙｌｍｅｔｈａｃｒｙｌａｔｅ］、それらの誘導
体、及びそれらのポリマーを形成するモノマーを含む共重合体、等が挙げられる。
20

【００３９】
温度応答性ポリマーの添加量は、分離対象である金属元素を十分に抽出することができ
る量であれば特に限定されない。温度応答性ポリマー（ａ）の第１の酸性水溶液（ｂ）に
対する質量比（ａ／ｂ）について、質量比の上限値としては、１／５００以下が好ましく
、１／７５０以下がより好ましく、１／１０００以下がさらに好ましい。また、質量比の
下限値としては、１／１０００００以上が好ましく、１／５００００以上がより好ましく
、１／１００００以上がさらに好ましい。質量比を上限値以下にすることで、不必要な温
度応答性ポリマーの使用を抑えることができる。また、質量比を下限値以上にすることで
、分離対象である金属元素を十分に抽出することができる。
【００４０】

30

配位子とは、金属元素に配位して錯体を形成する化合物である。
本発明で用いられる配位子としては、分離対象である金属元素に配位して錯体を形成す
る化合物であって、上記第１のゲル相に抽出可能な配位子であれば特に限定されるもので
はない。具体的には、上記第１のゲル相で抽出可能な疎水性基を有し、ホスホリル基（Ｐ
＝Ｏ）、酸素原子（Ｏ）、窒素原子（Ｎ）、又は硫黄原子（Ｓ）を電子供与基とする配位
子が挙げられる。より具体的には、例えば、リン酸系配位子、アミド系配位子、マロンア
ミド系配位子、クラウンエーテル系配位子、カリックスアレーン系配位子等が挙げられる
。
【００４１】
リン酸系配位子としては、具体的には、例えば、Ｏｃｔｙｌ−（ｐｈｅｎｙｌ）−Ｎ，
Ｎ−ｄｉｉｓｏｂｕｔｙｌｃａｒｂａｍｏｙｌｍｅｔｈｙｌｐｈｏｓｐｈｉｎｅ

ｏｘｉ

40

ｄｅ（以下、「ＣＭＰＯ」と称する）、Ｄｉｐｈｅｎｙｌ−Ｎ，Ｎ−ｄｉ−ｎ−ｂｕｔｙ
ｌ

ｃａｒｂａｍｏｙｌｍｅｔｈｙｌｐｈｏｓｐｈｉｎｅ

−Ｎ，Ｎ−ｄｉｅｔｈｙｌ

ｏｘｉｄｅ、Ｄｉｂｕｔｙｌ

ｃａｒｂａｍｏｙｌｍｅｔｈｙｌｐｈｏｓｐｈｏｎａｔｅ、

Ｄｉｂｕｔｙｌ−Ｎ，Ｎ−ｄｉｂｕｔｙｌ

ｃａｒｂａｍｏｙｌｍｅｔｈｙｌｐｈｏｓｐ

ｈｏｎａｔｅ、Ｄｉｈｅｘｙｌ−Ｎ，Ｎ−ｄｉｅｔｈｙｌ
ｙｌｐｈｏｓｐｈｏｎａｔｅ、Ｔｒｉ−ｎ−ｂｕｔｙｌ

ｃａｒｂａｍｏｙｌｍｅｔｈ
ｐｈｏｓｐｈａｔｅ（以下、「

ＴＢＰ」と称する）、Ｔｒｉｏｃｔｙｌｐｈｏｓｐｈｉｎｅ
ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ）
ｏｓｐｈｏｒｉｃ
ｃ

ｏｘｉｄｅ、Ｂｉｓ（２−

ｐｈｏｓｐｈａｔｅ、Ｄｉ−２−ｅｔｈｙｌｈｅｘｙｌ

ａｃｉｄ（ＨＤＥＨＰ）、Ｄｉｉｓｏｄｅｃｙｌ

ａｃｉｄ（ＤＩＤＰＡ）等が挙げられる。

ｐｈ

ｐｏｓｐｈｏｒｉ
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【００４２】
アミド系配位子としては、具体的には、例えば、Ｎ，Ｎ，Ｎ
ｔｙｌ

，Ｎ

−ｔｅｔｒａｏｃ

ｄｉｇｌｙｃｏｌａｍｉｄｅ（ＴＯＤＧＡ）、Ｎ，Ｎ，Ｎ

ｄｏｄｅｃｙｌ

，Ｎ

−ｔｅｔｒａ

ｄｉｇｌｙｃｏｌａｍｉｄｅ（ＴＤｄＤＧＡ）等が挙げられる。

【００４３】
マロンアミド系配位子としては、具体的には、例えば、Ｎ，Ｎ
Ｎ，Ｎ

−ｄｉｂｕｔｙｌ

ｄｉｍｅｔｈｙｌ−Ｎ，Ｎ

ｔｅｔｒａｄｅｃｙｌ

−ｄｉｍｅｔｈｙｌ−

ｍａｌｏｎａｍｉｄｅ、Ｎ，Ｎ

−ｄｉｏｃｔｙｌ−２−（２

−

−（ｈｅｘｙｌｏｘｙ）ｅｔ

ｈｙｌ）−ｍａｌｏｎａｍｉｄｅ等が挙げられる。
【００４４】

10

クラウンエーテル系配位子としては、具体的には、例えば、Ｂｅｎｚｏ−１８−ｃｒｏ
ｗｎ−６−ｅｔｈｅｒ、Ｄｉｂｅｎｚｏ−１８−ｃｒｏｗｎ−６−ｅｔｈｅｒ、Ｃｙｃｌ
ｏｈｅｘａｎｏ−１８−ｃｒｏｗｎ−６−ｅｔｈｅｒ、Ｄｉｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｏ−１
８−ｃｒｏｗｎ−６−ｅｔｈｅｒ、それらの誘導体、具体的には、例えば、Ｄｉ−ｔｅｒ
ｔ−ｂｕｔｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｏ−１８−ｃｒｏｗｎ−６−ｅｔｈｅｒ等が挙げら
れる。
【００４５】
カリックスアレーン系配位子としては、具体的には、例えば、フェノール性水酸基同士
をポリエーテルで架橋した化合物であるカリックスクラウンであるＣａｌｉｘ［４］ａｒ
ｅｎｅ−ｂｉｓ（ｃｒｏｗｎ−６−ｅｔｈｅｒ）等のカリックスアレーン誘導体が挙げら

20

れる。
【００４６】
抽出用溶液調製工程では、温度応答性ポリマーのＬＣＳＴよりも低い温度において、抽
出用溶液を調製する。具体的には、ジャケット付きビーカーに冷媒を流通してＬＣＳＴよ
りも低い温度に保持しながら、マグネチックスターラー等を用いて撹拌することにより、
抽出用溶液を調製する方法等が挙げられる。温度応答性ポリマーは、ＬＣＳＴよりも低い
温度では、親水性を示すため、水溶液中に溶解した状態で存在する。
【００４７】
（酸性度調整工程）
酸性度調整工程では、酸性度を調整する。酸性度を調整することで、後述する抽出工程

30

において効率的に特定の金属元素を第１のゲル相に抽出することができ、金属元素の抽出
率を高めることができる。酸性度調整工程は、抽出用溶液調製工程の前に、第１の酸性水
溶液の酸性度を調整することにより行ってもよいし、抽出用溶液調製工程の直後に、抽出
用溶液の酸性度を調整することにより行ってもよいし、後述する抽出工程において、昇温
中又は昇温直後に抽出用溶液の酸性度を調整することにより行ってもよい。
【００４８】
（抽出工程）
抽出工程では、抽出用溶液を温度応答性ポリマーのＬＣＳＴよりも高い温度に昇温する
ことにより、抽出用溶液を第１のゲル相と第１の水相とに分離すると同時に第１のゲル相
に特定の金属元素を抽出分離する。具体的には、ジャケット付きビーカーに温水を流通し

40

てＬＣＳＴよりも高い温度に保持しながら、マグネチックスターラー等を用いて撹拌する
ことにより、昇温・抽出を行う方法等が挙げられる。
【００４９】
抽出工程により昇温することで、温度応答性ポリマーが親水性から疎水性に変化し、抽
出用溶液中でコロイド状になる。さらに、抽出用溶液が酸性であるため、温度応答性ポリ
マーは、抽出用溶液中でコロイド状からゲル状に変化する。その結果、抽出用溶液を、第
１のゲル相と第１の水相とに分離することができる。その際、特定の金属元素の一部は配
位子と錯体を形成した状態で、疎水性相互作用により温度応答性ポリマーに吸着し、第１
のゲル相に抽出分離される。これにより、特定の金属元素の一部を選択的にゲル相に抽出
分離することができる。
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【００５０】
（洗浄工程）
洗浄工程では、温度応答性ポリマーのＬＣＳＴよりも高い温度であって、第１の酸性水
溶液に用いる酸と同じ酸を含む酸性水溶液を用いて、第１のゲル相を洗浄する。
洗浄回数は、１回であってもよいし、複数回であってもよい。
【００５１】
（逆抽出用溶液調製工程）
逆抽出用溶液調製工程では、温度応答性ポリマーのＬＣＳＴよりも高い温度で、第１の
ゲル相を回収し、上記第１のゲル相と、第２の酸性水溶液と、を温度応答性ポリマーのＬ
ＣＳＴよりも低い温度において混合することにより、逆抽出用溶液を調製する。

10

温度応答性ポリマーのＬＳＣＴよりも低い温度において混合することにより、温度応答
性ポリマーが疎水性から親水性に変化するため、第１のゲル相が分解し、温度応答性ポリ
マー、配位子、及び特定の金属元素が第２の酸性水溶液中に分散する。
【００５２】
第２の酸性水溶液としては、分離対象である金属元素と配位子とがその水溶液中で錯体
を形成しにくくなるものであれば特に限定されるものではない。具体的には、例えば、硫
酸（Ｈ２ＳＯ４）、硝酸（ＨＮＯ３）、塩酸（ＨＣｌ）、シュウ酸（Ｈ２Ｃ２Ｏ４）等が
挙げられる。また、第１の酸性溶液に用いる酸と同じであっても濃度の違う酸性水溶液も
これに該当する。
【００５３】

20

第２の酸性水溶液の選択は、具体的には、例えば、配位子としてＣＭＰＯを用いてＬａ
、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕを分離する場合は、第２の酸性水溶液として塩酸を用いるのが好まし
い。また、配位子としてＴＢＰを用いてＰｕ、Ｕを分離する場合は、第２の酸性水溶液と
してシュウ酸を用いるのが好ましい。
また、配位子としてＴＯＤＧＡを用いてＡｎ元素の３価イオンを分離する場合において
、第１の酸性水溶液として１〜３Ｍの硝酸を用いるのに対して、第２の酸性水溶液として
、例えば、０．１Ｍの希硝酸を用いてもよい。
また、配位子としてＤｉ−ｔｅｒｔ−ｂｕｔｙｌｃｙｃｌｏｈｅｘａｎｏ−１８−ｃｒ
ｏｗｎ−６−ｅｔｈｅｒを用いてＳｒを抽出する場合において、第１の酸性水溶液として
２〜３Ｍの硝酸を用いるのに対して、第２の酸性水溶液として、例えば、０．１Ｍの希硝

30

酸を用いてもよい。
【００５４】
（逆抽出工程）
逆抽出工程では、逆抽出用溶液を温度応答性ポリマーのＬＣＳＴよりも高い温度に昇温
することにより、逆抽出用溶液を第２のゲル相と第２の水相とに分離すると同時に特定の
金属元素の一部を第２の水相に残存させる。昇温・分離は、上述の抽出工程と同様の方法
により行うことができる。
【００５５】
逆抽出工程により昇温することで、温度応答性ポリマーが親水性から疎水性に変化し、
逆抽出用溶液中でコロイド状になる。さらに、逆抽出用溶液が酸性であるため、温度応答

40

性ポリマーは、逆抽出用溶液中でコロイド状からゲル状に変化する。その結果、逆抽出用
溶液を、第２のゲル相と第２の水相とに分離することができる。その際、特定の金属元素
の一部は配位子と錯体を形成した状態で、疎水性相互作用により温度応答性ポリマーに吸
着し、第２のゲル相に抽出分離されるが、残りは第２の水相に残る。これにより、第２の
水相は、主に第２の酸性水溶液及び特定の金属元素を含む状態となる。第２の水相を回収
することで、特定の金属元素を回収することができる。第２の水相の回収は、シリンジ等
を用いて行うことができる。
【００５６】
本実施形態の金属元素の分離方法によれば、大量の有機溶媒に代えて少量の温度応答性
ポリマーを用いて特定の金属元素を選択的に抽出分離することができるため、有機溶媒の
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使用量を低減できると同時に、高い安全性を担保しつつ金属元素を分離することができる
。
【００５７】
また、本実施形態の金属元素の分離方法によれば、逆抽出用溶液を調製する工程と、金
属元素を逆抽出する工程と、をさらに含むため、有機溶媒の使用量を低減できると同時に
、高い安全性を担保しつつ金属元素を回収することができる。
【００５８】
また、本実施形態の金属元素の分離方法によれば、第１のゲル相を洗浄する工程を含む
構成となっているため、回収する特定の金属元素の純度を高めることができる。
【００５９】
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また、本実施形態の金属元素の分離方法によれば、抽出用溶液の酸性度を調整する工程
を含む構成となっているため、適切な酸性度に調整することにより、特定の金属元素と配
位子からなる錯体を効率的に第１のゲル相に抽出することができる。その結果、特定の金
属元素の抽出率を高めることができる。
【００６０】
なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を
逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば、上述した実施形
態の金属元素の分離方法において、特定の金属元素を回収した後に、逆抽出工程により残
ったゲル相を第１のゲル相の代わりに用いて、再度、逆抽出用溶液調製工程、及び逆抽出
工程を行うことで特定の金属元素を回収し、これを繰り返すことで、特定の金属元素の回
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収率を高めることができる。
【実施例】
【００６１】
＜金属元素の分離及び回収＞
（実施例１）
本発明の金属元素の分離方法により、Ｌａ、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕ、Ｃｓ、及びＳｒを含む
硝酸塩溶液からＬａ、Ｎｄ、Ｅｕ、及びＬｕを選択的に分離及び回収を行った。
具体的には、先ず、金属元素を含む硝酸塩溶液として、Ｌａ、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕ、Ｃｓ
、及びＳｒを０．０７６ｍＭずつ含む硝酸塩溶液を用意した。さらに、上記硝酸塩溶液の
硝酸の濃度が１Ｍとなるように調整した（酸性度調整工程）。
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【００６２】
次に、ジャケット付ビーカーに、ＣＭＰＯを１１．１ｍｇ（０．０２７ｍｍｏｌ）、Ｐ
ＮＩＰＡＡｍを３０．８ｍｇ（ＮＩＰＡＡｍモノマーユニット０．２７ｍｍｏｌ相当）を
添加した。ジャケット付ビーカーに冷媒を流通し、２０℃に保持した。次に、上記硝酸塩
溶液を１５ｍＬ注液し、マグネチックスターラーにより、７００ｒｐｍで撹拌した。２０
℃の状態で１時間撹拌を続けた（抽出用溶液調製工程）。
【００６３】
次に、４０℃のフローラインに切り替え、７００ｒｐｍで撹拌した。４０℃の状態で１
時間撹拌を続けた。４０℃のフローラインに切り替えた直後は白濁したが、１時間撹拌後
はＰＮＩＰＡＡｍがゲル化しビーカー壁に付着するため溶液は完全に無色透明となる（抽
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出工程）。４０℃の状態でシリンジを使用し、水相を回収した。回収した水相をサンプル
Ａとする。
【００６４】
次に、ビーカー内に残存したゲル相を４０℃の１Ｍ硝酸４０ｍＬで４回洗浄した（洗浄
工程）。
【００６５】
ジャケット付ビーカーに冷媒を流通し、２０℃に保持した。２０℃に保持した状態で、
１Ｍ塩酸を１５ｍＬ加え、１時間撹拌した（逆抽出用溶液調製工程）。
【００６６】
次に、４０℃のフローラインに切り替え、７００ｒｐｍで撹拌した。４０℃の状態で３
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０分間撹拌した。４０℃の状態でシリンジを使用し、塩酸溶液を回収した（逆抽出工程）
。回収した塩酸溶液をサンプルＢとする。
【００６７】
（実施例２）
金属元素を含む硝酸塩溶液の硝酸の濃度が０．１Ｍとなるように調整したこと以外は、
実施例１と同様の方法により金属元素の分離及び回収を行った。
【００６８】
（実施例３）
金属元素を含む硝酸塩溶液の硝酸の濃度が０．５Ｍとなるように調整したこと以外は、
実施例１と同様の方法により金属元素の分離及び回収を行った。
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【００６９】
（実施例４）
金属元素を含む硝酸塩溶液の硝酸の濃度が２Ｍとなるように調整したこと以外は、実施
例１と同様の方法により金属元素の分離及び回収を行った。
【００７０】
（実施例５）
金属元素を含む硝酸塩溶液の硝酸の濃度が３Ｍとなるように調整したこと以外は、実施
例１と同様の方法により金属元素の分離及び回収を行った。
【００７１】
＜各金属元素の抽出率について＞
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実施例１において、各金属元素の抽出率を算出した。表１に、抽出工程後のゲル相及び
逆抽出工程後の水相に抽出された各金属元素の抽出率を示す。各値は、バッチ試験３回の
平均値を示す。抽出工程後のゲル相に抽出された各金属元素の抽出率は、下記式（１）に
より算出した。また、逆抽出工程後の水相に抽出された各金属元素の抽出率は、下記式（
２）により算出した。下記式（１）、（２）中の「抽出した金属元素の濃度」は、それぞ
れサンプルＡ、サンプルＢ中に含まれる金属元素の濃度を示し、「初期溶液中の金属元素
の濃度」は、酸性度調整工程後の硝酸塩溶液中に含まれる金属元素の濃度を示す。金属元
素の濃度の測定は、各サンプルを２５０倍に希釈した溶液をＩＣＰ−ＭＳ分析装置（Ｐｅ
ｒｋｉｎＥｌｍｅｒ社製、ＮｅｘＩＯＮ３００Ｘ）を用いて行った。
抽出率＝（１−［抽出した金属元素の濃度］／［初期溶液中の金属元素の濃度］）×
１００
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・・・（１）

抽出率＝［抽出した金属元素の濃度］／［初期溶液中の金属元素の濃度］×１００
・・・（２）
【００７２】
【表１】

40

【００７３】
逆抽出工程により回収した水相（サンプルＢ）中に含まれるＬａ、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕ、
Ｃｓ、Ｓｒの各金属元素の抽出率は、それぞれ４４．０％、５８．３％、５１．１％、５
．６９％、０．９８０％、−０．０４９８％であった。以上の結果から、本実施例の金属
元素の分離方法により、抽出溶媒として有機溶媒を用いることなく、Ｌａ、Ｎｄ、Ｅｕ、
及びＬｕを選択的に分離することができたことがわかる。
【００７４】
また、表２に、抽出工程後のゲル相に抽出された各金属元素の抽出率に対する、逆抽出
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工程後の水相に抽出された各金属元素の抽出率の割合、つまり、抽出工程においてゲル相
に抽出した金属元素のうち逆抽出することができた金属元素の割合（逆抽出の割合）を示
す。
【００７５】
【表２】

10
【００７６】
Ｌａ、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕの各金属元素の逆抽出の割合は、６０．７％、７８．４％、７
６．６％、３７．９％であった。以上の結果から、本実施例の金属元素の分離方法により
、Ｌａ、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕの各金属元素を高い割合で逆抽出することができたことがわか
る。
【００７７】
＜抽出率と酸性度の関係＞
実施例１〜５において、抽出工程により抽出した各金属元素の抽出率を算出した。抽出
率の算出は、上述した算出方法と同様の方法により行った。図１に、硝酸の濃度が０．１
Ｍ、０．５Ｍ、１Ｍ、２Ｍ、３Ｍの硝酸塩溶液における各金属元素の抽出率を示す。
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【００７８】
図１より、硝酸の濃度が１Ｍの硝酸塩溶液において、Ｌａ、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕを高い抽
出率で抽出することができた。以上の結果から、適切な酸性度に調整することにより、Ｌ
ａ、Ｎｄ、Ｅｕ、Ｌｕの各金属元素の抽出率を高めることができることがわかる。
【００７９】
＜酸の種類について＞
ＰＮＩＰＡＡｍを溶解させた１、２、３Ｍ硝酸溶液、及びＰＮＩＰＡＡｍを溶解させた
１、３Ｍ塩酸溶液を用意した。各溶液について温度と光の透過率の関係について調べた。
光の透過率の測定は、紫外・可視分光光度計（日本分光社製、紫外可視分光光度計Ｖ−６
３０）を用いて、波長５００ｎｍの光を溶液に透過することにより行った。図２に、各溶
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液について温度と光の透過率の関係を示す。
【００８０】
図２より、各溶液について、温度を上げることにより光の透過率が急激に減少している
ことがわかる。これは溶液中のＰＮＩＰＡＡｍが温度の上昇に伴いＬＣＳＴよりも高い温
度になることで、親水性から疎水性に変化し、コロイド状に変化し白濁したためと考えら
れる。また、光の透過率が急激に減少した後に、さらに温度を上げることにより光の透過
率が上昇していることがわかる。これは溶液中のＰＮＩＰＡＡｍがコロイド状からゲル状
に変化したためと考えられる。ただし、図２では横軸が温度であるため、温度上昇ととも
に透過率が回復しているように見えるが、実際は、ＬＣＳＴを超えた温度で保持した場合
に時間経過によってゲル化が進行していくため、一定の温度で維持した場合でも透過率は
回復する。全ての溶液について透過率の急激な減少及び回復が確認されており、この結果
から酸の種類によらずＰＮＩＰＡＡｍをゲル化することができることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００８１】
本発明の金属元素の分離方法は、核燃料サイクル（Ｌｎ／ＭＡの分離）、福島汚染水処
理、都市鉱山からのレアアース回収、環境水からの有害金属除去、環境水分析等において
有用である。
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【図２】
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