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(57)【要約】
【課題】ナノ構造を持つ吸着剤の製造方法及びナノ構造を持つ吸着剤の造粒体の提供。
【解決手段】ナノ構造を持つ吸着剤の製造方法であって、少なくとも１種の金属元素（Ｍ
）と、少なくとも１種の両性金属（Ａ）と、を含む合金原料をアルカリ処理し、アルカリ
金属イオンを含有する金属酸化物の粉体を製造する工程と、得られた粉体を、金属塩（Ｓ
）の水溶液中で攪拌し、前記アルカリ金属イオンを前記金属塩（Ｓ）の金属イオンとイオ
ン交換を行う工程と、を備えるナノ構造を持つ吸着剤の製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ナノ構造を持つ吸着剤の製造方法であって、
少なくとも１種の金属元素（Ｍ）と、少なくとも１種の両性金属（Ａ）と、を含む合金
原料をアルカリ処理し、アルカリ金属イオンを含有する金属酸化物の粉体を製造する工程
と、
得られた粉体を、金属塩（Ｓ）の水溶液中で攪拌し、前記アルカリ金属イオンを前記金
属塩（Ｓ）の金属イオンとイオン交換を行う工程と、を備えるナノ構造を持つ吸着剤の製
造方法。
【請求項２】
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さらに、得られた金属酸化物の粉体を造粒化し、造粒体を製造する工程を備え、
前記造粒体を製造する工程において炭酸供給源を添加する、請求項１に記載のナノ構造
を持つ吸着剤の製造方法。
【請求項３】
前記金属元素（Ｍ）は、Ｔｉ、Ｃｅ、Ｚｒ、Ｐｄ、Ｌａ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｖ、Ｍｎ、Ａｇ
、Ｐｔ、Ｙ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｎｂ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｔａ、Ｉｎ、Ａｕ、Ｈｆ、Ｉ
ｒ、Ｇｅ、Ｂｉ、及びＷからなる群から選択される少なくとも１種以上である、請求項１
又は２に記載のナノ構造を持つ吸着剤の製造方法。
【請求項４】
前記両性金属元素（Ａ）は、Ａｌ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｇａ、及びＨｇからなる群から
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選択される少なくとも１種である、請求項１〜３のいずれか１項に記載のナノ構造を持つ
吸着剤の製造方法。
【請求項５】
前記アルカリ処理は、ＮａＯＨ、ＫＯＨ、ＬｉＯＨ、Ｎａ２ＣＯ３、ＮａＯＣｌ、Ｒｂ
ＯＨ、ＣｓＯＨ、Ｓｒ（ＯＨ）２、ＮａＨＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３、及びＫＨＣＯ３からなる
群から選択される１種以上のアルカリ溶液を用いて行われる、請求項１〜４のいずれか１
項に記載のナノ構造を持つ吸着剤の製造方法。
【請求項６】
前記金属塩（Ｓ）は、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｓｃ、Ｃｒ、
Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｙ、Ｌａ、Ｚｒ、Ｎｂ
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、Ｍｏ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｈｆ、及びＢｉからなる群より選択される１種以上の金属の塩であ
る、請求項１〜５のいずれか１項に記載のナノ構造を持つ吸着剤の製造方法。
【請求項７】
層状に積層した結晶構造を持つ金属酸化物の層間に金属イオン（Ｓ１）が含まれている
ナノ構造を持つ吸着剤の造粒体であって、ＢＥＴ比表面積が８５ｍ２／ｇ以上である、ナ
ノ構造を持つ吸着剤の造粒体（金属イオン（Ｓ１）は、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、Ｍ
ｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｓｃ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｌ
、Ｓｉ、Ｙ、Ｌａ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｈｆ、及びＢｉからなる群より選択
される１種以上の金属のイオンである。）。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明はナノ構造を持つ吸着剤の製造方法及びナノ構造を持つ吸着剤の造粒体に関する
。
【背景技術】
【０００２】
２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災により、福島第一原子力発電所で発生し
た事故により、放射性物質を含む汚染水が大量に発生している。放射性汚染水に含まれる
ストロンチウム等の放射性物質を除去する吸着剤について、種々の試みがされている。
【０００３】
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特許文献１には、ストロンチウムの吸着除去を目的とし、金属酸化物ナノワイヤー状の
吸着剤に関する発明が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６−６００３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
特許文献１に記載の金属酸化物ナノワイヤーを用いた吸着剤は、ストロンチウム等の放
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射性物質を吸着除去できるものの、実用化の観点から改良の余地があった。
吸着剤は直径約１ｍｍ程度の粒状の造粒体として使用することが好ましい。このため、
ナノ形状を有する金属酸化物吸着剤には、焼成工程を経てもナノ構造を維持できる耐熱性
が求められる。
さらに、放射性汚染水には海水や地下水が多く含まれるため、多種類の非放射性イオン
が混在する条件下であっても、ストロンチウムを選択的に吸着できるイオン選択性が求め
られる。
【０００６】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであって、造粒化のための焼成工程においても
構造変化が生じにくい耐熱性と、高いイオン選択性を発揮できるナノ構造を持つ吸着剤の
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製造方法及びナノ構造を持つ吸着剤の造粒体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】
【０００７】
本発明は以下の［１］〜［７］を含む。
［１］ナノ構造を持つ吸着剤の製造方法であって、少なくとも１種の金属元素（Ｍ）と、
少なくとも１種の両性金属（Ａ）と、を含む合金原料をアルカリ処理し、アルカリ金属イ
オンを含有する金属酸化物の粉体を製造する工程と、得られた粉体を、金属塩（Ｓ）の水
溶液中で攪拌し、前記アルカリ金属イオンを前記金属塩（Ｓ）に含まれる金属イオンとイ
オン交換を行う工程と、を備えるナノ構造を持つ吸着剤の製造方法。
［２］さらに、得られた金属酸化物の粉体を造粒化し、造粒体を製造する工程を備え、前

30

記造粒体を製造する工程において炭酸供給源を添加する、［１］に記載のナノ構造を持つ
吸着剤の製造方法。
［３］前記金属元素（Ｍ）は、Ｔｉ、Ｃｅ、Ｚｒ、Ｐｄ、Ｌａ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｖ、Ｍｎ、
Ａｇ、Ｐｔ、Ｙ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｎｂ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｔａ、Ｉｎ、Ａｕ、Ｈｆ
、Ｉｒ、Ｇｅ、Ｂｉ、及びＷからなる群から選択される少なくとも１種以上である、［１
］又は［２］に記載のナノ構造を持つ吸着剤の製造方法。
［４］前記両性金属元素（Ａ）は、Ａｌ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｇａ、及びＨｇからなる群
から選択される少なくとも１種である、［１］〜［３］のいずれか１つに記載のナノ構造
を持つ吸着剤の製造方法。
［５］前記アルカリ処理は、ＮａＯＨ、ＫＯＨ、ＬｉＯＨ、Ｎａ２ＣＯ３、ＮａＯＣｌ、
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ＲｂＯＨ、ＣｓＯＨ、Ｓｒ（ＯＨ）２、ＮａＨＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３、及びＫＨＣＯ３から
なる群から選択される１種以上のアルカリ溶液を用いて行われる、［１］〜［４］のいず
れか１つに記載のナノ構造を持つ吸着剤の製造方法。
［６］前記金属塩（Ｓ）は、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｓｃ、Ｃ
ｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｙ、Ｌａ、Ｚｒ、
Ｎｂ、Ｍｏ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｈｆ、及びＢｉからなる群より選択される１種以上の金属の塩
である、［１］〜［５］のいずれか１つに記載のナノ構造を持つ吸着剤の製造方法。
［７］層状に積層した結晶構造を持つ金属酸化物の層間に金属イオン（Ｓ１）が含まれて
いるナノ構造を持つ吸着剤の造粒体であって、ＢＥＴ比表面積が８５ｍ２／ｇ以上である
、ナノ構造を持つ吸着剤の造粒体（金属イオン（Ｓ１）は、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ
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、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｓｃ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、
Ａｌ、Ｓｉ、Ｙ、Ｌａ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｈｆ、及びＢｉからなる群より
選択される１種以上の金属のイオンである。）。
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、造粒化のための焼成工程においても構造変化が生じにくい耐熱性と、
高いイオン選択性を発揮できるナノ構造を持つ吸着剤の製造方法、ナノ構造を持つ吸着剤
の造粒体を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
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本明細書において「ナノ構造」とは、ナノワイヤー、ナノロッド、ナノファイバー、ナ
ノチューブ等にあてはまる構造を意味する。これらは３つの次元のうち、２つの次元のサ
イズの差が小さく、かつナノスケールであり、残る１つの次元のサイズがそれらより大き
い構造を意味する。ナノスケールは、およそ１ｎｍから１００ｎｍまでの大きさの範囲と
する。
【００１０】
＜ナノ構造を持つ吸着剤の製造方法＞
本実施形態は、ナノ構造を持つ吸着剤の製造方法に関する。
本実施形態のナノ構造を持つ吸着剤の製造方法は、少なくとも１種の金属元素（Ｍ）と
、少なくとも１種の両性金属（Ａ）と、を含む合金原料をアルカリ処理し、アルカリ金属
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イオンを含有する金属酸化物の粉体を製造する工程と、得られた粉体を、金属塩（Ｓ）の
水溶液中で攪拌し、前記アルカリ金属イオンを前記金属塩（Ｓ）に含まれる金属イオンと
イオン交換を行う工程と、を備える。
【００１１】
本実施形態によれば、非常に穏和な条件でナノ構造を持つ吸着剤を製造することができ
る。穏和な条件とは、室温、常温から１００℃程度までの条件を意味する。得られる金属
酸化物は、ナノ構造を持つにもかかわらず、耐久性、機械的強度、及び耐熱性に優れる。
例えば５００℃を超える高温条件においた場合にも、ナノ構造を維持できる。
以下、本実施形態の製造方法の各工程について説明する。
【００１２】
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［アルカリ金属イオンを含有する金属酸化物の粉体を製造する工程］
本工程は、金属酸化物の結晶骨格の内部にアルカリ金属イオンが取り込まれた金属酸化
物の粉体を製造する工程である。一例を挙げると、層状構造を有する金属酸化物を用いる
場合には、層間にアルカリ金属イオンが含まれた粉体を製造する。
【００１３】
本工程によれば、例えば、Ｔｉ、Ｃｅ、Ｚｒ、Ｐｄ、Ｌａ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｖ、Ｍｎ、Ａ
ｇ、Ｐｔ、Ｙ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｎｂ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｔａ、Ｉｎ、Ａｕ、Ｈｆ、
Ｉｒ、Ｇｅ、Ｂｉ、及びＷからなる群から選択される少なくとも１種の金属を含む金属酸
化物に、ナトリウムイオン、カリウムイオン、リチウムイオン、セシウムイオン、ストロ
ンチウムイオン等が取り込まれた金属酸化物粉体を得ることができる。
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【００１４】
・合金原料
本工程において使用する合金原料は、少なくとも１種の金属元素（Ｍ）と、少なくとも
１種の両性金属（Ａ）と、を含む。
金属元素（Ｍ）は、Ｔｉ、Ｃｅ、Ｚｒ、Ｐｄ、Ｌａ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｖ、Ｍｎ、Ａｇ、Ｐ
ｔ、Ｙ、Ｍｏ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｎｂ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｔａ、Ｉｎ、Ａｕ、Ｈｆ、Ｉｒ、
Ｇｅ、Ｂｉ、及びＷからなる群から選択される少なくとも１種以上が好ましく、Ｔｉ、Ｚ
ｒ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｎｉからなる群より選択される１種以上がより好ましく、Ｔｉ、
Ｚｒ、Ｍｎからなる群より選択される１種以上が特に好ましい。
【００１５】
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両性金属元素（Ａ）は、Ａｌ、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｐｂ、Ｇａ、及びＨｇからなる群から選択
される少なくとも１種が好ましく、Ｚｎ、Ｓｎ、Ｇａからなる群から選択される少なくと
も１種がより好ましく、Ｚｎが特に好ましい。
【００１６】
上記の金属元素（Ｍ）と両性金属元素（Ａ）は、形成するナノ材料に応じて適宜選択す
ればよい。
【００１７】
金属元素（Ｍ）と両性金属元素（Ａ）とを含む合金原料としては、チタン−亜鉛合金、
チタン−アルミニウム合金等が挙げられる。
【００１８】
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本実施形態において、金属元素（Ｍ）と両性金属元素（Ａ）との原子数比（Ｍ：Ａ）は
、所望の直径及び比表面積を有するナノ構造とするために目的とするナノ構造に応じて調
整すればよい。
【００１９】
細く比表面積の大きなナノワイヤーを形成する点からは、これらの原子数比（Ｍ：Ａ）
を５０：５０〜２：９８とすることが好ましい。
【００２０】
また、複数の金属元素を組合せる場合には、目的とする特性が得られるように適宜組合
せる金属元素の原子数比を調整することが好ましい。
【００２１】
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本実施形態において合金原料としては、チタン−亜鉛合金粉末が好ましい。合金原料は
、市販の合金を購入し、既知の方法により粉末状にしてもよく、粉末状の合金を購入して
もよい。
【００２２】
粉末状の合金原料は、粒子の直径が約０．０１〜１００μｍであることが好ましく、約
１〜５０μｍであることがより好ましい。粒子の直径がこのような範囲であることにより
、アルカリ処理においてアルカリとの接触面積を大きくでき、アルカリ処理による両性金
属元素（Ａ）の溶出を短時間で進行させることができる。
【００２３】
・アルカリ処理
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本実施形態においては、上述した合金原料を、アルカリ処理して、アルカリ金属イオン
を含有する金属酸化物の粉体を形成する。
アルカリ処理により両性金属元素（Ａ）が溶出し、両性金属元素（Ａ）の溶出と同時に
合金原料中の残りの金属原子が、酸素原子と結合して酸化物を形成する。これらの反応の
際にナノ構造の形態に至る。
本実施形態において、両性金属元素（Ａ）として亜鉛を用いると、アルカリ処理をした
際に亜鉛は溶出しやすく、ナノ構造を形成しやすくなる。
【００２４】
アルカリ処理は、アルカリ金属イオンを含むアルカリ溶液を用いて実施すればよく、種
々の様式で行うことができる。例えば、アルカリをイオン交換水、蒸留水、メタノール、
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エタノール、又はこれらの２種以上の混合物等の溶媒に溶解したアルカリ溶液に合金を浸
漬する方法が挙げられる。また、合金原料を水に分散した分散液をアルカリ溶液に添加混
合する方法であってもよい。
【００２５】
溶媒としては、イオン交換水又は蒸留水が好ましい。
アルカリ金属イオンを含む溶液は、ＮａＯＨ、ＫＯＨ、ＬｉＯＨ、Ｎａ２ＣＯ３、Ｎａ
ＯＣｌ、ＲｂＯＨ、ＣｓＯＨ、Ｓｒ（ＯＨ）２、ＮａＨＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３、及びＫＨＣ
Ｏ３からなる群から選択される１種以上を含むアルカリ溶液が好ましい。
このようなアルカリ金属イオンを含む溶液は、両性金属元素（Ａ）の溶解性に優れるた
め、比表面積の大きなナノワイヤーが得られやすい。
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【００２６】
アルカリの、アルカリ金属イオンの濃度は、低濃度でもよく、例えば０．０１Ｍ以上の
濃度でも可能である。本実施形態においては、０．１Ｍ以上にすることが好ましく、１．
０Ｍ以上がより好ましい。
【００２７】
また、アルカリ金属イオンの合金に対する量は、モル比（アルカリ：合金）で３：１以
上が好ましく、５：１〜２０：１がより好ましく、８：１〜１５：１がさらに好ましい。
【００２８】
本実施形態においては、アルカリ処理の温度について特に制限はなく、種々の温度を選
択することができる。
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本実施形態によれば、穏和な条件でアルカリ処理を実施し、比表面積の大きな金属酸化
物の粉体を製造できる。アルカリ処理の温度は、０度以上１００度未満が好ましく、５〜
８０℃がより好ましく、室温が特に好ましい。
【００２９】
アルカリ処理は、加圧下で行ってもよく、常圧で行ってもよい。
また、アルカリ金属と両性金属元素（Ａ）との反応で水素ガスが発生する場合がある。
この場合には、発生した水素を反応系から分離して回収することが好ましい。
【００３０】
アルカリ処理の時間についても特に制限はなく、例えば、１時間〜３日程度アルカリ処
理を行えばよい。アルカリ処理の時間は、合金材料のサイズ等に応じて変えることが好ま
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しく、例えば、大きめの粒子（２００μｍ〜４００μｍ程度）では２４時間以上のアルカ
リ処理を行うことが好ましい。
【００３１】
［イオン交換を行う工程］
本工程において、前記工程において得られた粉体を金属塩（Ｓ）の水溶液中で攪拌し、
金属酸化物の粉体中のアルカリ金属イオンを、金属塩（Ｓ）に含まれる金属イオンとイオ
ン交換する。
金属塩（Ｓ）に含まれる金属イオンと金属酸化物中のアルカリ金属イオンとがイオン交
換し、ナノ構造を持つ金属酸化物に、金属塩（Ｓ）由来の金属イオンが含まれる。
【００３２】
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本実施形態においては、まずアルカリ金属イオンを含有する金属酸化物の粉体を製造し
、次にアルカリ金属イオンと金属塩（Ｓ）に含まれる金属イオンとをイオン交換すること
により、金属塩（Ｓ）に含まれる金属イオンを金属酸化物中に効率的に含ませることがで
きる。
【００３３】
金属塩（Ｓ）の金属イオンは、前記アルカリ金属イオンとは異なる金属元素であればよ
く、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｓｃ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、
Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ、Ａｌ、Ｓｉ、Ｙ，Ｌａ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｉｎ、Ｓｎ
、Ｈｆ、及びＢｉからなる群より選択される１種以上の金属の塩であることが好ましい。
これらのなかでもストロンチウムイオンを選択的に吸着する観点から、Ｂａ、Ｃａ、Ｍｇ
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からなる群より選択される１種以上が好ましく、Ｂａが特に好ましい。バリウムイオンは
ストロンチウムイオンと積極的にイオン交換できる。このため、本実施形態によれば、ス
トロンチウムイオンを選択的に吸着することができる吸着剤を製造することができる。
【００３４】
金属塩（Ｓ）の水溶液の濃度は、モル濃度が１．０×１０−３〜５．０×１０−３の、
範囲で適宜調整できる。
【００３５】
金属塩（Ｓ）の水溶液の水溶液中での攪拌時間は、５時間から２４時間が挙げられ、１
０時間から２０時間であってもよい。
【００３６】
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［造粒化工程］
本実施形態のナノ構造体を持つ吸着剤の製造方法は、造粒化工程を備えることが好まし
い。造粒化工程は、前記イオン交換を行う工程の前に実施してもよく、イオン交換を行う
工程の後に実施してもよい。
即ち本実施形態の製造方法は、粉体を製造する工程、造粒化工程、イオン交換を行う工
程をこの順で備えていてもよく、粉体を製造する工程、イオン交換を行う工程、造粒化工
程をこの順で備えていてもよい。
【００３７】
造粒化工程は、得られた金属酸化物の粉体にバインダー成分と添加剤を加えて回転造粒
することが好ましい。この方法により、直径０．５ｍｍ〜１．０ｍｍ程度の大きさの粒状
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物を製造する。
【００３８】
バインダー成分は、アミン系ポリマーが好ましい。特にポリエチレンイミンが好ましい
。
【００３９】
添加剤としては、炭酸供給源が好ましい。炭酸供給源としては、ＮａＨＣＯ３、Ｎａ２
ＣＯ３、Ｋ２ＣＯ３、ＣａＣＯ３、ＭｇＣＯ３等を用いることが好ましい。炭酸供給源を
加えることにより、粒状物の比表面積を向上させることができ、ストロンチウムイオンの
吸着速度を速めることができる。
20

【００４０】
添加剤としての炭酸供給源は、前記炭酸供給源を含む水溶液を添加することが好ましい
。この時の水溶液中の炭酸供給源の濃度は、０．１モル濃度以上１．０モル濃度以下が好
ましく、０．２モル濃度から０．８モル濃度がより好ましく、０．３モル濃度から０．７
モル濃度が特に好ましい。
【００４１】
得られた粒状物を焼成し、造粒体を製造する。
焼成処理は、例えば、空気雰囲気中で行い、３℃／分程度（例えば１〜５℃／分）の速
度で５０℃以上、典型的には１５０℃以上の所定の温度まで上昇させ、２時間程度（約１
〜３時間）所望の温度とした後に自然冷却して行うことができる。
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【００４２】
焼成処理はナノ構造を構成する材料によって異なるが、例えば５０℃〜２０００℃の範
囲から任意の１又は複数の温度まで昇温して処理を行うことができる。また、ナノ構造を
構成する材料の結晶構造を考慮して温度を選択してもよい。例えば、酸化チタンでは、４
００℃〜６００℃でほぼ均一のアナターゼ型の結晶構造となり、８００℃以上でほぼ均一
のルチル型の結晶構造となるため、所望の結晶構造に変換される温度を選択することがで
きる。
【００４３】
＜ナノ構造を持つ吸着剤の造粒体＞
本実施形態は、層状に積層した結晶構造を持つ金属酸化物の層間に金属イオン（Ｓ１）
が含まれている、ナノ構造を持つ吸着剤の造粒体である。本実施形態の造粒体は、ＢＥＴ
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２

比表面積が８５ｍ

／ｇ以上である。金属イオン（Ｓ１）は、Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃ

ｓ、Ｍｇ、Ｃａ、Ｂａ、Ｓｃ、Ｃｒ、Ｍｎ、Ｆｅ、Ｃｏ、Ｎｉ、Ｃｕ、Ｚｎ、Ｇａ、Ｇｅ
、Ａｌ、Ｓｉ、Ｙ、Ｌａ、Ｚｒ、Ｎｂ、Ｍｏ、Ｉｎ、Ｓｎ、Ｈｆ、及びＢｉからなる群よ
り選択される１種以上の金属のイオンである。
【００４４】
本実施形態の造粒体は、ＢＥＴ比表面積が８６ｍ２／ｇ以上が好ましく、８７ｍ２／ｇ
以上がより好ましい。
【００４５】
本実施形態において、層状に積層した結晶構造を持つ金属酸化物としては、例えばレピ
ドクロサイト型酸化チタンが挙げられる。
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【００４６】
本実施形態の吸着剤の造粒体において、ナノ構造の中でナノワイヤー構造を持つ場合は
、用いる合金原料によって直径が異なり、２ｎｍ〜１００ｎｍ程度の範囲である。非常に
細いワイヤー形状を持つ場合は、ナノワイヤーは複数のくびれを有していてもよい。くび
れを有する場合には、くびれ部分の直径は約２ｎｍ〜４ｎｍである。
【００４７】
金属イオン（Ｓ１）としては、バリウムイオンが好ましい。
本実施形態においては、層状構造チタン酸金属化合物が層状に積層し、層間にバリウム
イオンが含まれる造粒体が好ましい。このような造粒体を用いてストロンチウムを吸着す
る場合を例に挙げる。バリウムイオンはストロンチウムイオンとイオン交換されやすいイ
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オンである。このため、層間に含まれたバリウムイオンは、ストロンチウムイオンとイオ
ン交換により入れ替わり、ストロンチウムイオンが層間に取り込まれ、ストロンチウムイ
オンが金属酸化物の層間に取り込まれ、吸着される。
【００４８】
本実施形態の吸着剤の造粒体は、海水や地下水を含む汚染水に含まれるストロンチウム
イオンを好適に除去できる。海水や地下水には、ストロンチウム以外の種々のイオンが存
在する。海水中に含まれる硫酸イオンは、バリウムイオンと水に不溶な硫酸バリウムを形
成する。このため、イオン交換により入れ替わっても、バリウムイオンは溶出することな
く吸着材に付着した状態となる。
【００４９】
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本実施形態のナノ構造を持つ吸着剤の造粒体は、ストロンチウムイオンを選択的に吸着
することができる。海水に塩化ストロンチウムを溶かした水溶液を模擬汚染水として吸着
を行った場合でも、選択的にストロンチウムイオンを吸着することができる。
【００５０】
本実施形態の吸着剤の造粒体は、ナノ構造を持つ吸着剤に、バインダーと添加剤とを添
加して造粒し、焼成することにより製造できる。
【００５１】
造粒化した粒状の本発明のナノ構造を持つ吸着剤をカラムに充填し、処理対象の模擬汚
染水をカラムに通水することにより、ストロンチウム等の吸着対象物質を除去できる。
【実施例】
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【００５２】
以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定さ
れるものではない。
【００５３】
［実施例１］
≪アルカリ金属イオンを含有する金属酸化物粉体の製造工程≫
・脱合金酸化によるチタン酸ナトリウムナノワイヤー粉体の作製
市販のバルク状チタン−亜鉛合金（原子数比１：１６）をシリンダー型粉砕機で砕き、
得られた破砕体をふるいに掛け、直径が２５−４５μｍで揃えた粒体とした。
これを５モル濃度の水酸化ナトリウム水溶液に入れ、発泡が終わるまで、４日間室温に
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て放置した。沈殿した白色粉末をろ過または遠心分離機にて分離し、０．０５モル濃度の
水酸化ナトリウム水溶液で３回洗浄し、その後アセトンで２回洗浄した。その後、減圧下
にて乾燥し、チタン酸ナトリウムナノワイヤーの粉体を得た。この粉体について、比表面
積をＱｕａｎｔａｃｈｒｏｍｅ社製「Ｑｕａｄｒａｓｏｒｂ」を用い、ＢＥＴ法により測
定した。その結果、比表面積は９７．８ｍ２／ｇであった。
【００５４】
≪金属酸化物の粉体を造粒する工程≫
・チタン酸ナトリウムナノワイヤー粉体の造粒化によるチタン酸ナトリウムナノワイヤー
造粒体の作製
上記で得られたチタン酸ナトリウムナノワイヤーの粉体をパン型造粒機に入れ回転させ
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、ここにバインダーとしてポリエチレンイミンの約３０％水溶液と、添加剤として０．５
モル濃度の炭酸水素ナトリウム水溶液を滴下して造粒化を行った。
回転を続けると粉体は徐々に球体となり、すべての粉体が球体になった段階で回転を止
めた。その後にふるいに掛け、直径が０．５−１．０ｍｍの大きさの造粒体を得た。これ
を４００℃で焼成（２時間）して、チタン酸ナトリウムナノワイヤーの造粒体を得た。
【００５５】
≪イオン交換を行う工程≫
・イオン交換によるチタン酸バリウムナノワイヤー造粒体の作製
上記で作製したチタン酸ナトリウムナノワイヤー造粒体を、５×１０−２モル濃度の塩
化バリウム水溶液で、１２時間撹拌してイオン交換を行った。その後ろ過した後にアセト
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ンで洗浄し、減圧下にて乾燥し、実施例１のチタン酸バリウムナノワイヤーの造粒体を得
た。
【００５６】
実施例１のチタン酸バリウムナノワイヤーの造粒体について、比表面積をＱｕａｎｔａ
ｃｈｒｏｍｅ社製「Ｑｕａｄｒａｓｏｒｂ」を用い、ＢＥＴ法により測定した。その結果
、実施例１のチタン酸バリウムナノワイヤーの造粒体の比表面積は、比表面積は８８．４
ｍ２／ｇであった。
【００５７】
≪吸着実験１≫
・チタン酸ナトリウムナノワイヤー造粒体を用いたストロンチウムイオンの吸着実験
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−３

１×１０

モル濃度の塩化ストロンチウム水溶液に、チタン酸ナトリウムナノワイヤ

ー造粒体を加え、１時間撹拌した。上澄みを誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）発光分光分析装
置を用いてストロンチウム濃度を測定したところ、高い分配係数（１．８３×１０５ｍＬ
／ｇ）が得られた。
【００５８】
≪吸着実験２≫
・チタン酸バリウムナノワイヤー造粒体を用いたストロンチウムイオンの吸着実験
５×１０−４モル濃度の塩化ストロンチウムを含む人工海水に、チタン酸バリウムナノ
ワイヤー造粒体を加え、２日間撹拌した。上澄みを誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）発光分光
分析装置を用いてストロンチウム濃度を測定したところ、高い分配係数（８．６４×１０
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３

ｍＬ／ｇ）が得られた。

【００５９】
≪溶出工程≫
・ストロンチウムイオンを吸着したチタン酸ナトリウムナノワイヤー造粒体からのストロ
ンチウムイオンの溶出
ストロンチウムイオンを吸着したチタン酸ナトリウムナノワイヤー造粒体を室温条件で
希塩酸に浸漬し、１時間撹拌した。造粒体を分離してアセトンで洗浄し減圧化にて乾燥し
た後、ＥＤＳで測定したところ、造粒体からストロンチウムが完全に溶出していることが
分かった。また、造粒体のＸＲＤ測定から、ストロンチウムイオンを溶出した後も層状構
造を維持していることが分かった。
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【００６０】
［実施例２］
金属酸化物の造粒化工程において、炭酸水素ナトリウムの代わりに炭酸ナトリウムを添
加した以外は、実施例１と同様の方法により実施例２のチタン酸バリウムナノワイヤーの
造粒体を得た。
【００６１】
実施例２のチタン酸バリウムナノワイヤーの造粒体について、比表面積をＱｕａｎｔａ
ｃｈｒｏｍｅ社製「Ｑｕａｄｒａｓｏｒｂ」を用い、ＢＥＴ法により測定した。その結果
、実施例２のチタン酸バリウムナノワイヤーの造粒体の比表面積は、比表面積は５５．８
３ｍ２／ｇであった。

50

(10)

JP 2020‑116504 A 2020.8.6

【００６２】
［実施例３］
金属酸化物の造粒化工程において、炭酸水素ナトリウムを添加しない以外は、実施例１
と同様の方法により実施例３のチタン酸バリウムナノワイヤーの造粒体を得た。
【００６３】
実施例３のチタン酸バリウムナノワイヤーの造粒体について、比表面積をＱｕａｎｔａ
ｃｈｒｏｍｅ社製「Ｑｕａｄｒａｓｏｒｂ」を用い、ＢＥＴ法により測定した。その結果
、実施例３のチタン酸バリウムナノワイヤーの造粒体の比表面積は、比表面積は４８．４
８ｍ２／ｇであった。
【００６４】
上記結果に示したとおり、本発明のナノ構造を持つ吸着剤の製造方法によれば、高いイ
オン選択性を発揮できるナノ構造を持つ吸着剤を製造することができた。さらに、造粒化
工程において、炭酸供給源を添加した実施例１及び２は、比表面積を大きく向上させるこ
とができた。
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