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(57) 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
逆止弁を備えた海水流入口を底部に有する吸着床タンクと、前記吸着床タンク底部上に充
填した吸着剤層とを具備する海水中の特定成分の回収装置であって、
吸着床タンク底部下方に設け、前記海水流入口に通じる取水管と、海水を取り入れ取水管
に導く海水取水口と、前記取水管の端部で連通する沈降部を介して海水取水口に通じる連
通管と、前記海水流入口から吸着床タンク内の吸着剤層に対して海水を下方から上方へ流
入するための逆止弁と、吸着床タンク内の海水を排出する排出手段とを有し、
前記沈降部の海水流入方向に垂直な方向の断面積が、前記取水管の断面積より大きいこと
を特徴とする海水中の特定成分の回収装置。
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【請求項２】
吸着床タンクの側方に海水を排出する排出口を設けた請求項１記載の装置。
【請求項３】
吸着床タンク上部に設けた上下可動式のオーバーフローゲートを介して海水を排出する請
求項１又は２に記載の装置。
【請求項４】
排出口上流に前記オーバーフローゲートから流れ出た海水を貯える海水溜めタンクを有す
る請求項３記載の装置。
【請求項５】
前記吸着床タンク底部に、吸着床タンク内に圧縮空気を噴出する噴出手段を有する請求項
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１〜４のいずれか１項に記載の装置。
【請求項６】
前記吸着床タンク底部に、海水を吸入排出する吸入排出手段を有する請求項１〜５のいず
れか１項に記載の装置。
【請求項７】
前記吸着床タンク内に、吸着剤層の横揺れ防止手段を有する請求項１〜６のいずれか１項
に記載の装置。
【請求項８】
横揺れ防止手段が、複数の孔を有する隔壁である請求項７に記載の装置。
【請求項９】
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海中のリチウムを吸着剤に吸着し回収する請求項１〜８のいずれか１項に記載の装置。
【請求項１０】
前記吸着剤層へ脱着液を注入する注入手段を有する請求項１〜９のいずれか１項に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、海水中の特定成分を回収する装置に関し、特に、リチウムを回収する装置に関
する。
【０００２】
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【従来の技術】
海水中には様々な成分が溶解して存在する。この様々な成分を回収し有効に活用できれば
、陸上資源が乏しい場合に特に有効である。近年、吸着剤の研究開発が進み、海水中の成
分を回収する優れた吸着剤も開発されている。このような吸着剤として、例えば、リチウ
ム、ウラン等を吸着する吸着剤が知られている。リチウムは、約１７０ｐｐｂの割合で海
水中にほぼ均一に溶存する。ウランは、リチウムよりはるかに低く約３ｐｐｂの割合で戒
水中に溶存する。
【０００３】
このような海水中の特定成分を回収する装置として、吸着剤を海中に固定等させて、海流
が吸着剤に自然接触した状態で吸着する方法が知られている（特開平１−１０８３２４）
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。
【０００４】
さらに開発されたものとして、下方から上方へ海水を取水し、その間に吸着剤に特定成分
を吸着させる吸着装置が知られている。この装置は、海が穏やかな晴天時で、喫水面が一
定している場合には、海水中の特定成分を問題なく回収することができる。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、これら従来方法では、吸着剤を海中に固定した場合、吸着体への海流の速
度は一定せず、通常では非常に小さいので吸着速度が低くなること、及び、吸着体が静止
状態にあるため、その付近の海水中の特定成分のみ吸着されて希薄になり吸着量が低減す
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るなどの問題があった。また、台風など悪天候の場合には、吸着装置を安全な場所に移動
することが困難であった。
【０００６】
さらに、従来の吸着装置では、波浪中で吸着稼動している場合、喫水面が下がり、吸着床
タンク内の水位が喫水面より上がることによる海水の逆流を防止することが困難であった
。海水が逆流した場合には、吸着床タンク内の吸着剤も海水の逆流方向に沿って流出して
しまうという問題点があった。
【０００７】
また、一度流出した吸着剤はそのまま海に流れ出るため、吸着剤を回収することが不可能
であった。したがって、海水の流出方向を制御し、万一流出しても再び吸着床タンク内に
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回収することができる吸着装置が望まれていた。しかし、このような吸着装置はこれまで
知られていない。
【０００８】
そこで、本発明の目的は、できる限り動力エネルギーを使用せずに、吸着床タンク内から
吸着剤が流出するのを防止し、海水中の特定成分を効率よく回収する装置を提供すること
にある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、発明者は、海水取水口と取水管との間に吸着剤を沈降させる
沈降部を設け、タンク内で海水を循環させて海水中の成分を回収する装置を見出した。
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【００１０】
本発明の回収装置は、逆止弁を備えた海水流入口を底部に有する吸着床タンクと、前記吸
着床タンク底部上に充填した吸着剤層とを具備する海水中の特定成分の回収装置であって
、
吸着床タンク底部下方に設け、前記海水流入口に通じる取水管と、海水を取り入れ取水管
に導く海水取水口と、前記取水管の端部で連通する沈降部を介して海水取水口に通じる連
通管と、前記海水流入口から吸着床タンク内の吸着剤層に対して海水を下方から上方へ流
入するための逆止弁と、吸着床タンク内の海水を排出する排出手段とを有し、
前記沈降部の海水流入方向に垂直な方向の断面積が、前記取水管の断面積より大きいこと
を特徴とする。
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本発明の回収装置によれば、沈降部の海水流水方向に垂直な方法の断面積が、前記取水管
の断面積より大きいので、万一海水が逆流して吸着剤が取水管内に流れでても、海水取水
口まで上昇するのを防ぐことができる。断面積の大きい沈降部に溜まった吸着剤は、正常
状態に回復した場合には、海水の流れに従って吸着床タンク内に戻ることできる。
【００１１】
このように沈降部は、流出する海水の流速を減じ、あるいは流れる方向を変えることによ
って、逆流してきた海水中に含まれる吸着剤を集積する機能を持つ。沈降部は、タンク状
に形成しても良い。流れる方向を変える場合には、連通管の一部を垂直方向に設計しても
良い。
【００１２】
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本発明の好ましい実施態様としては、吸着床タンクの側方に海水を排出する排出口を設け
たことを特徴とする。
吸着床タンクをあふれた出た海水を、この排出口から排出させることができる。
本発明の好ましい実施態様としては、前記吸着床タンク上部に設けた上下可動式のオーバ
ーフローゲートを介して海水を排出することを特徴とする。
【００１３】
このようなオーバーフローゲートは、吸着床タンク内の水位を設定することを可能とする
。吸着剤層を流れる海水の透過流速は、喫水面の水位から吸着床タンク内の水位を差し引
いた水頭差によって決まる。したがって、オーバーフローゲートによって、吸着剤層を流
れる海水の透過流速を変化させることができる。
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【００１４】
また、本発明の好ましい実施態様としては、排出口上流に前記オーバーフローゲートから
流れ出た海水を貯える海水溜めタンクを有することを特徴とする。
このような海水溜めタンクは、吸着剤層を流れる海水の透過流速をさらに微妙に変化させ
ることを可能とする。さらに、排出手段として排水ポンプを使用している場合、この海水
溜タンク内に海水が存在するので排水ポンプの制御も必要とせず、排水ポンプの無負荷状
態を回避することができる。
【００１５】
また、本発明の好ましい実施態様としては、前記吸着床タンク底部に、吸着床タンク内に
圧縮空気を噴出する噴出手段を有することを特徴とする。
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この噴出手段によって圧縮空気が噴出されるため、この圧縮空気によって、吸着剤を浮上
させて、吸着剤層を流れる海水の透過流速を均一にすることができる。
さらに、この圧縮空気によって、吸着剤を浮上させて、吸着剤の間に存在する海水を吸着
床タンク底部の海水吸入管付近に集めることができる。
【００１６】
また、本発明の好ましい実施態様としては、前記吸着床タンク底部に、海水を吸入する吸
入手段を有することを特徴とする。
この吸入手段によって、吸着床タンク底部に溜まった海水を吸着床タンク外に除去するこ
とができる。特に、前記噴出手段を併用した場合、噴出手段から噴出される圧縮空気によ
って、吸着剤を浮上させることができるので、吸着剤の間の海水を吸着床タンク底部の水
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分除去吸入管付近に集めることができる。
【００１７】
また、本発明の好ましい実施態様としては、前記吸着床タンク内に、吸着剤層の横揺れ防
止手段を有することを特徴とする。横揺れ防止手段は、悪天候時において、吸着床タンク
内の海水及び吸着剤が横揺れするのを防止する機能を有する。
横揺れを防止できれば、この横揺れ防止手段は特に限定されないが、例えば、複数の隔壁
を吸着床タンク内に不連続に設けたり、複数の孔を有する隔壁を連続して設けても良い。
この横揺れ防止手段によって、大量の海水及び吸着剤が急激に水平移動するのを防ぐこと
ができる。これによって、安定した回収作業を行うことができる。
【００１８】
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また、本発明の好ましい実施態様としては、海中のリチウムを吸着剤に吸着し回収するこ
とを特徴とする。
また、本発明の好ましい実施態様としては、前記吸着剤層へ脱着液を注入する注入手段を
有することを特徴とする。この注入手段で注入された脱着液によって、吸着剤に吸着した
海水中の特定成分を脱着することができる。
【００１９】
【発明の実施の形態】
本発明の実施の形態を、図面を参照して詳細に説明する。
図１は、本発明の一実施態様による回収装置を船に設置した場合の断面図を示す。
【００２０】
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図１において、１０が吸着床タンクであり、逆止弁を備えた海水流入口を底部に有する。
８が吸着剤層であり、前記吸着床タンク１０の底部上に充填又は積層する。６が取水管で
、吸着床タンク１０の底部に設け、前記海水取水口１１に通じている。１１が、海水取水
口であり、海水を取り入れ取水管に導く。５が連通管で、前記取水管６の端部で連通する
沈降部を介して海水取水口１１に通じている。本発明の回収装置においては、前記沈降部
の海水流入方向に垂直な方向の断面積は、前記取水管６の断面積より大きく設定されてい
る。海水は、逆止弁によって、前記海水流入口から吸着床タンク１０内の吸着剤層８に対
して海水を下方から上方へ流入する。３が、排出手段であり、吸着床タンク内の海水を排
出する。４が排出口であり、吸着床タンクの側方に設けられている。１が、オーバーフロ
ーゲートであり、吸着床タンク上部に設ける。２が、海水溜タンクであり、排出口上流に
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設け、前記オーバーフローゲートから流れ出た海水を貯える。７が、横揺れ防止手段であ
り、前記吸着床タンク内に吸着剤の横揺れを防止するように設置する。
【００２１】
海水の流れについて簡単に説明すると、海水は、海水取水口１１から流入する。次に連通
管を通って吸着床タンク底部の取水管に入る。取水管に入った海水は、吸着床タンク底部
の海水流入口から逆止弁を介して吸着床タンク内に入る。そして、海水は、吸着床タンク
底部の吸着剤層を通過して吸着床タンクを溢れ出るようになっている。以下、海水の流れ
に沿って、詳細に説明する。
【００２２】
吸着床タンクには、オーバーフローゲートを設けることができる。オーバーフローゲート
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１は、吸着床タンク内の水位を設定するためのゲートである。予め所定の喫水面と同じに
オーバーフローゲート１の水位レベル面を設定しておき、吸着床タンク１０の両側の浮力
タンクに注水して所定の喫水に調節すると、海水取水口１１から海水が流入する。海水取
水口は、例えば、両側の浮力タンク９の外側に設けることができる。図１において、海水
取水口の高さは、吸着剤８の高さと同じにしているが、取水管の高さより高い位置であれ
ば、特に限定されるものではない。
【００２３】
海水取水口１１から流入した海水は、連通管を通り、沈降部を介して取水管へ流れる。海
水流入口を通り、粒状吸着剤８を透過してオーバーフローゲート１の水位レベル面まで海
水が上昇してくる。
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なお、オーバーフローゲート１は、吸着剤層を透過する海水の透過流速を調節するために
使用することもできる。通過流速は、喫水面の水位から吸着床タンク内の水位を引いた水
頭差によって決定されるからである。したがって、吸着稼動時の吸着床タンクの水位を一
定にして、設計透過流速に見合うように排水手段の出力とオーバーフローゲートの水位レ
ベルを調節すれば、吸着剤層を通過する海水の通過流速を自由に制御することができる。
この水頭差は、特に限定されるものではないが、１５０〜２５０ｍｍＨ２ Ｏ程度が好まし
い。その際吸着床タンク内の海水流速は２〜５ｃｍ／ｓ程度である。
【００２４】
連通管は、連通管の海水流入方向に垂直な方向の断面積が、取水管の断面積より大きくな
るように設定される。これによって、万一海水が逆流して吸着剤が取水管内に流れでたと
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しても、吸着剤が海水取水口まで上昇するのを防ぐことができる。
【００２５】
連通管から沈降部を介して取水管に入った海水は、吸着床タンク底部に設置した海水流入
口を通じて吸着床タンク内に入る。この時、海水流入口には、逆止弁が設置されているの
で、海水の流れを下方から上方へ一定方向に作り出し、それによって吸着剤が吸着床タン
ク外へ流出するのを防ぐことができる。したがって、
波浪中で吸着稼動している場合、喫水面が下がり吸着床タンク内の水位が喫水面より上が
ると、タンク内の海水及び吸着剤が混合して海水流入口から取水管内に逆流するが、海水
流入口に逆止弁を設けているので逆流を防止することができる。
【００２６】
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なお、この逆止弁の形状は、特に限定されず、例えば、図３に示す構造とすることができ
る。６が逆止弁である。また、逆止弁は、図４に示す構造とすることができる。この逆止
弁には、逆止弁を収納する収納手段２６を設ける。この逆止弁収納手段は、逆止弁を稼動
する空間を確保する機能を有する。この収納手段は、図３に示すように、少なくとも吸着
剤層側及び側面に設置することが好ましい。図３では、弁の下方を開放した状態としてい
るが、弁の下方を多数の孔を設けた隔壁としたり、スリットを有する隔壁等とすることも
できる。このような構造とすることにより、万一吸着剤が逆流したとしても弁を詰まらせ
たり、弁の可動を拘束するのを低減することができる。なお、収納手段２６は、吸着剤の
逆流を防止する機能を有すれば、複数個設けても良く、形状は特に限定されない。
【００２７】
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逆止弁を通過して吸着床タンク内に入った海水は、吸着剤層を通過する。この時、吸着剤
に特定成分を吸着させることにより、海水中の特定成分を回収することが可能となる。例
えば、海水中のリチウムを回収する場合、吸着剤としては、マンガン酸化物系の粒状吸着
剤を、海水中のウランを回収する場合、アクリル繊維を挙げることができる。
【００２８】
なお、吸着床タンク内には、隔壁７を設けることができる。障壁７は、例えば、多数の孔
を開けた隔壁とすることができる。波浪中において、吸着床タンクが動揺することによっ
て、吸着床タンク内の吸着剤及び海水が水平移動する。隔壁は、大量の海水及び吸着剤が
急激に水平移動するのを防止し、これによって海水中の特定成分を安定して吸着すること
ができる。
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【００２９】
また、吸着剤層の上に網状のマット１３を設けることができる。これによって、吸着剤の
過度の浮上を防ぎ、吸着剤層内の吸着剤の均質化を図ることができる。また、網状マット
は、噴出手段によって噴出された空気の離散を押えることができる。
【００３０】
吸着剤層を通過した海水は、吸着床タンク内を上昇しオーバーフローゲート１の水位レベ
ルまで達する。そして、オーバーフローゲートから溢れ出た海水を、排出手段によって、
排出する。排出手段は、例えば、ポンプなどを挙げることができる。
【００３１】
この場合、オーバーフローゲートから溢れ出た海水を溜めるために海水溜タンクを設ける
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こともできる。万一波浪時において喫水面が降下して、排出口が露出しても海水溜タンク
が有るので、ポンプが無負荷運転状態になるのを防ぐことができる。
【００３２】
海水溜タンクを設置した場合、海水が海水溜タンク２に溜まり、喫水面と海水溜タンク内
水位面及び吸着床タンク水位面が同じになる。排水手段３で透過水を排水すれば、それと
等しい量の海水が海水取水口１１から流入してくる。
【００３３】
排水管４の位置は、特に限定されないが、喫水面と同じレベルした場合、極力水頭差を小
さくすることができるので、排水手段にかかる消費エネルギーを小さくできる。
【００３４】
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次に、本発明の他の実施態様について説明する。
図２は、本発明の他の実施態様による回収装置の断面図である。
【００３５】
図２において、１０が吸着床タンクであり、逆止弁を備えた海水流入口を底部に有する。
８が吸着剤層であり、前記吸着床タンク１０の底部上に充填又は積層する。１６が噴出手
段であり、前記吸着床タンク底部に設けられ、吸着床タンク内に圧縮空気を噴出する。１
７が吸入排出手段であり、前記吸着床タンク底部に設けられ、海水を吸入排出する。２４
が、注入手段であり、吸着剤層へ脱着液を注入する。以下海水の流れに沿って説明する。
【００３６】
海水取水口（図示せず）から入った海水は、取水管６を通って吸着床タンク内に入る。吸
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着床タンク内に充填した吸着剤層に海水を透過させるとき、充填した吸着剤の自重によっ
て吸着剤が厚みつ状態となる。この場合、吸着剤層内の透過流速が一様にならない。この
ため、効率良く吸着することが困難となる。
【００３７】
したがって、効率よく吸着するために、圧縮空気を利用することができる。図３及び図４
は、Ａ−Ｂ方向の吸着床タンクの断面を示す。図５は、吸着床タンクの側面図を示す。図
６は、吸着床タンクの平面図を示す。
【００３８】
図３において、１８は空気噴出管である。吸着床タンク底に配管された空気噴出管１８の
空気噴出弁２１を開いて、吸着剤内に圧縮空気を送る。吸着剤を圧縮空気で浮上させなが

40

ら、海水を吸着剤層内に透過させることにより、吸着床タンクの全域に一様の透過流れを
作ることができる。
【００３９】
また吸着剤の上面に吸着剤の粒子の直径と同じくらいのメッシュの網状マット１３を覆う
ことによって、吸着剤の過度の浮上と表面からの空気の離散を押さえて、空気注入の効果
を高めならびに吸着剤の流出を防止できる。
【００４０】
次に、吸着作業から脱着作業に移る場合について説明する。まず、吸着床タンク内の水位
を海水取水口の下まで下げる。すなわち、吸着剤層を通過して溜まった海水２０を除去す
る。海水は、排出手段によって残留海水回収管を通して除去することができる。なお、こ
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の残留海水回収管を、海水溜タンクに接続して、別の排出手段によって海水を排出するこ
ともできる。
【００４１】
このとき網状のマット１３を使用すれば、ポンプの中に吸着剤粒子を吸い込むことなく吸
着剤の上に溜まった透過海水のみ吸引できる。また、マット１３を使用すれば、吸着剤が
吸着床タンク外へ流出するのを防ぐことができる。
【００４２】
更に吸着剤の中に残留している海水を除去する。圧縮空気を噴射注入することによって、
吸着剤中に空気を入れて吸着剤を浮上させ、それによって吸着剤の間の海水をタンク底部
の吸入管１９付近に集めることができる。
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吸着床タンク内の海水を除去した後、脱着液を吸着剤層に注入する。吸着剤に脱着液を注
入して攪拌して、吸着剤に吸着した特定成分を脱着する場合、脱着液を注入しながら圧縮
空気を噴射注入することができる。圧縮空気が脱着液を効率よく攪拌させて、それによっ
て脱着効率を向上させることができる。なお、脱着液として、数％、例えば、２％の塩酸
水を使用することができる。この他に脱着液として、１〜５％程度の硫酸、硝酸、リン酸
の水溶液を使用することができる。
【００４３】
吸着床の底部に集められた水分を、フィルター付き吸入弁１２を開いて、フィルターを充
填した吸入管１９で吸引回収する。吸入管１９の作動後は、フィルター付き吸入管口弁１
２を閉じる。空気噴出管１８の作動後は、空気噴射弁２１は閉じる。
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同様に脱着工程から再び吸着工程に移る際、脱着液を充填吸着剤から完全に取り除いて淡
水で洗浄して排水する場合も吸着剤中の水分除去が必要である。吸着剤中の脱着液は、上
述した海水を除去する方法を用いることにより除去することができる。
【００４４】
次に、本発明の他の実施態様を説明する。ウラニウムを回収する場合について説明する。
ウラニウムを回収する場合も、上述した海水中の特定成分を回収する装置を使用すること
ができる。したがって、ここでは、ウラニウム特有の場合について説明する。吸着剤は、
例えば、シルバロン系ポリアクリロニトリル繊維を用いることができる。吸着剤の充填、
積層の方法は、特に限定されないが、例えば、繊維を３ｍｍの大きさに束ねて、長手方向
の中央で結束した結束型繊維吸着剤を用いることができる。吸着剤層の積層高は、例えば
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、１８ｃｍである。操作方法は上述したとおりであるが、吸着床タンク内の最終的な海水
流速は、個々の吸着剤サイズが大きいので、吸着床タンク内の空隙率が高くなり、同じ水
頭差に対して吸着床タンク内を通過する海水流速は８ｃｍ／ｓ程度と速くなっている。す
なわち、装置内を通過する海水流量は多くなるので、排水ポンプ容量もそれだけ大きいも
のを必要とする。
【００４５】
それでも従来の装置と比較すると、本発明の装置によれば、使用される動力エネルギーは
非常に少なく経済的である。
本発明は、上記実施の形態に限定されるものではなく、幾多の変更及び変形が可能である
。例えば、吸着剤を適宜変更することにより、リチウム、ウラン等以外の海水中に存在す
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る特定成分、例えば、マンガン、カルシウムなどを回収することが可能である。
【００４６】
【発明の効果】
本発明の回収装置によれば、海水中の特定成分を効率良く回収することができるという有
利な効果を奏する。
【００４７】
また、本発明の回収装置によれば、海水中の特定成分の吸着、脱着を１つの装置で行うこ
とができるという有利な効果を奏する。
また、本発明の回収装置によれば、一定の区域で特定成分を採取するのではなく、海洋を
漂流しながら海水中の特定成分を回収できるので、特定成分の濃度を落とさずに回収する
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ことができるという有利な効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施態様による回収装置を船に設置した場合の断面図を示す。
【図２】本発明の他の実施態様による回収装置の断面図を示す。
【図３】Ａ−Ｂ方向の吸着床タンクの断面を示す。
【図４】Ａ−Ｂ方向の吸着床タンクの断面を示す。
【図５】吸着床タンクの側面図を示す。
【図６】吸着床タンクの平面図を示す。
【符号の説明】
１．オーバーフローゲート

10

２．海水溜タンク
３．排水手段
４．排水口
５．連通管
６．取水管
７．隔壁
８．吸着剤
９．浮力タンク
１０．吸着床タンク
１１．海水取水口

20

１２．二重底
１３．網状マット
１４．喫水面
１５．吸着床タンク水面
１６．噴出手段
１７．吸入手段
１８．空気噴出管
１９．吸入管
２０．吸着剤層を透過して溜まった海水
２１．空気噴出弁
２２．吸入弁
２３．逆止弁
２４．脱着液注入管
２５．残留水分回収管
２６．逆止弁収納手段
２７．スリット
２８．海水流入口
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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