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研究開発の背景 

溶媒抽出（液液抽出） カラム分離(吸着・イオン交換) 

抽出容量が大 

迅速な処理 

簡単な装置 

操作が簡便 

抽出容量が小 

 非迅速 
特殊な装置が必要 

簡便ではなく、扱いづらい 

初期コストも大 

=
 

水に溶けている有価物・有害物回収の2大手法 

目的成分の濃度が高いとき：  
    抽出容量が小さいカラム分離では、樹脂の再生を頻繁に繰り返す必要あり 
      →樹脂の繰り返し利用には限界があるため、コスト面で不利 

      →溶媒抽出の方が有利 
        とは言っても、溶媒抽出をするのは、かなり大変。。。。。覚悟が必要！ 

2 



エマルションフロー法とは？  

♦ 送液するだけで、カラム分離のように簡便に溶媒抽出 
  を行うことができる。→溶媒抽出とカラム分離の「いいとこどり」 

 
♦ 従来装置よりも格段に低コストで、かつ最高レベル   
  の高性能（迅速、高効率）を両立させている。 

 
♦ 大量の工場廃水の浄化、廃水や工程液などに含まれる 

  レアメタル等の有価成分を回収できる新技術 

 資源回収 
 水浄化 
 化学プラント 
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そもそも、溶媒抽出とは？   

水に溶けている成分を油（有機溶媒）に抽出 油相 

水相 
界面 

抽出剤 

1）排水（水相） 

2）目的成分の回収（油相） 

水／油の分離 

水と油の間の界面 
の面積を大きくする 

水／油の混 合 

界面を通じて、目的成分の 
油相への移動が促進 

溶媒抽出 

金属イオン 
（目的成分） 
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目的成分と結合する薬剤（抽出剤）を含む”油”を使って、水から目的成分だけを
選択的に抽出する方法 



従来技術について  〜既存の溶媒抽出装置〜 
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従来技術とその問題点 〜既存の溶媒抽出装置での比較〜 

混合方式 相分離方式 コスト 混合能力 
（＝抽出効率） 

相分離能力 
（＝処理速度） 

ミキサーセトラー 撹拌 重力分離 △ ○ × 

パルスカラム 振動 重力分離 △ × △ 

スプレーカラム 
液滴噴出 

（＝送液のみ） 
重力分離 ○ × △ 

遠心抽出機 撹拌 遠心力 × ○ ○ 

溶媒抽出とは、水相と有機相の混合、および、その後の２液相の分離を基本とする
技術なので、混合能力と相分離能力の高さが装置の性能を決める。 

♦ 混合能力の高さは抽出効率の大きさ、相分離能力の高さは処理速度の大きさを意味 
♦ 送液以外の機械的外力の有無は、コスト、簡便さに反映 
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※ 茶色字は、送液以外に必要な「機械的外力」  →コスト、簡便さで不利 

※ 緑字は、送液のみで可能なこと  →コスト、簡便さで有利 
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水と油を 

 十分に混合する 

水と油を 

 迅速に分離する 
＆ 

激しく撹拌する 

激しく振とうする 

超音波をかける 

遠心分離する 

油水分離膜を使う 
特殊な装置 

高コスト 

従来の方法 

エマルションフロー法 

簡単な装置 

低コスト 
ポンプ送液だけで、 
 水と油を十分に混合 

ポンプ送液だけで、 
 水と油を迅速に分離 

抽出を促進するため、 排水するため、 

※白濁するまでの「混合」と透明になるまでの「分離」が同時に進行 

溶媒抽出を効果的・効率的に行うには？ 
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新技術の特徴 〜エマルションフロー法での水／油の混合〜 

相分離部
（上） 

相分離部 

（下） 

カラム部での 

エマルションフローの発生 

ヘッド（上） 

ヘッド（下） 

カラム部 

エマルションフロー装置（卓上小型） 

送液だけ！ 
機械的な外力（撹拌、振とう、 
超音波など)、いっさい不要 

十分な水／油の混合 

13 

※白濁するまでの「混合」 
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新技術の特徴 〜エマルションフロー法での水／油の分離〜 

相分離部
（上） 

相分離部（下）での 

エマルションフローの消滅 

ヘッド（上） 

ヘッド（下） 

カラム部 

エマルションフロー装置（卓上小型） 

送液だけ！ 
機械的な外力（遠心力など）、 
分離膜など、いっさい不要 

迅速な水／油の分離 

相分離部 

（下） 

※透明になるまでの「分離」 

※白濁するまでの「混合」 
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新技術の特徴 〜水／油の混合の仕組み〜 

抽出溶媒 

拡大 

高速度カメラ写真 
ヘッド（下）の有する多数の 
微細孔から液滴を噴出 

均質な液滴 
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新技術の特徴 〜水／油の分離の仕組み〜 

フローの急激な減速 

フローの急激な減速で 
微細な液滴が凝集 
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新技術の特徴  〜“ひとこと”で言うと〜 

ポンプ送液のみで（簡便・低コストで） 

 十分な水／油の混合 ＆ 迅速な水／油の分離（最高の性能を）   

         を実現する方法                      

最高レベルの高性能 

（ミキサーセトラーの10倍の処理速度 ＝ 遠心抽出機に匹敵 ） 
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を両立！ 

格段の低コスト・簡便さ 

（ミキサーセトラーの５分の１のコスト、スプレーカラムと同等な簡便さ） 



従来技術との比較 〜代表的な溶媒抽出装置との比較〜 

フィード流量=３０ L/h 

完全な相分離 

やや濁りあり 

不十分な相分離 

ミキサーセトラー（MS） エマルションフロー（EF）  

フィード流量 = ２．４ L/h 
 インペラ回転 = ６００ rpm 

Yb抽出率=６０％ 

十分な２液相混合 

不十分な２液相混
合 

レアアース（Yb）を硝酸(pH2)から10mM DEHPA/ヘキサンに抽出 

MSの１３倍 

※ 同じ大きさ（体積）の装置でEFとMSとを比較 

Yb抽出率=９９％ 
フィード流量 = ２．４ L/h 
 インペラ回転 = １２００ rpm 
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従来技術との比較 〜溶媒抽出装置のコストと性能〜 

混合方式 相分離方式 コスト 混合能力 
（＝抽出効率） 

相分離能力 
（＝処理速度） 

ミキサーセトラー 撹拌 重力分離 △ ○ × 

パルスカラム 振動 重力分離 △ × △ 

スプレーカラム 液滴噴出 
（＝送液のみ） 

重力分離 ○ × △ 

遠心抽出機 撹拌 遠心力 × ○ ○ 

エマルションフロー 液滴噴出 
（＝送液のみ） 

フロー変化 
（＝送液のみ） 

○ ○ ○ 

※ 茶色字は、送液以外に必要な「機械的外力」  →コスト、簡便さで不利 

♦ 混合能力の高さは抽出効率の大きさ、相分離能力の高さは処理速度の大きさを意味 
♦ 送液以外の機械的外力の有無は、コスト、簡便さに反映 
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※ 緑字は、送液のみで可能なこと →コスト、簡便さで有利 



従来技術との比較 〜水からの分離回収技術全体の中で〜 

カラム分離（樹脂などをカラムに充填）       ：   簡便・低廉   大量処理難・非迅速・固体廃棄物 

膜分離（逆浸透(RO)膜を使用）           ：   簡便・扱いやすい   目詰まり・破損・圧力調整要・非迅速・固体廃棄物 

沈殿（塩基などによる沈澱）               ： 大量処理・簡便   選択回収難・非連続処理・大量薬剤 

溶媒抽出（水から有機溶媒への抽出） ： 大量・迅速処理・選択分離能大   非簡便・設備コスト大・排水に油滴混入 

カラム分離 
 

膜分離 
 

沈殿 
 

溶媒抽出 
(従来法) 

  溶媒抽出 

  (EF方式) 

簡便さ ○ ○ △ × ○ 

迅速さ × × △ ○ ○ 

大量処理能 × × ○ ○ ○ 

設備コスト ○ ○ ○ × ○ 

運転コスト    △（※1） △ ○    △（※2）    ○（※3） 

選択的分離能 △ △ × ○ ○ 

環境調和性 △ △ × ×       ○（※4） 

※1 カラム分離の運転コストは、目的成分が低濃度の場合は○で、高濃度の場合は× 
※2 溶媒抽出の運転コストは、目的成分が低濃度の場合は×で、高濃度の場合は○ 
※3 EF方式は、溶媒抽出の一種にもかかわらず、目的成分が低濃度でも高濃度でも○ 
※4 EF方式は油水分離能力に優れているため、排水に油滴が混入しない 15 



想定される用途 〜レアメタル等の溶媒抽出〜 

１.  溶媒抽出で扱う、あらゆる金属の回収・除去に利用できる 
 
     廃液、工程液、浸出液からのレアアース、ニッケル、白金族（Pt、Pdなど）、 
      チタン、コバルト、インジウム、モリブデン、金、銀、銅、亜鉛、カドミウム 
      などの回収・除去に経験あり 
 
 

２.  金属以外にも、有機化合物の回収・除去にも利用できる 
 
     揮発性有機化合物（VOC）の除去に経験あり 
 
 

３.  液液界面への吸着により、固液分離にも利用できる 
 
      自動車用水性塗料廃液からの顔料成分（微粒子）の除去に経験あり 

 

16 



想定される業界  〜めっき業界での金属リサイクル〜 

日本カニゼン(株) 

（処理能力：0.5-1㎥ / 日） 

日本カニゼン・群馬工場（群馬県太田市） 
エマルションフロー試験棟にて  

“製品化”に目途 
（製品名：ReVEX-Ⅲ) 

無電解ニッケルめっき廃液から、90%以上のニッケルを高純度回収 
 →リサイクルして、めっきに再利用 

NEDO省水型・環境調和型 
水循環プロジェクト 

電子制御システムにより、 
24時間/日の稼動も可能 

新聞記事 
 “めっき廃液中ニッケルのリサイクル技術” 
  日経産業新聞 2014年4月10日 
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想定される業界  〜 金属リサイクル業界でのレアアース回収〜 

ネオジム磁石廃材からのジスプロシウム、ネオジムの回収 
 →リサイクルして、磁石材料等に再利用 

シーエムシ−技術開発(株) 

“実証プラント” 

が完成 
（2014年３月) 

シーエムシ−技術開発（岐阜県各務原市） 
テクノプラザ（岐阜県研究開発拠点）にて 

NEDOイノベーション実用化 
ベンチャー支援事業 

（処理能力：0.3 ㎥ / 時間） 

可搬式プラントとして、 
製品化も目指す 

新聞記事 
 １）“希土類回収 純度99.9%” 日刊工業新聞 2014年2月26日 
  ２）“ジスプロシウム回収を実用化” 日刊産業新聞 2014年2月27日、その他 
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想定される業界 〜 金属リサイクル業界でのレアアース回収〜 

（処理能力：1.5 ㎥ / 時間） 

敷地面積1万坪の新工場に 
60基の実証機から成る 

プラントを建設 

光学レンズ廃材からのランタン、ガドリニウム、イットリウムの回収 
   →リサイクルして、レンズ材料等に再利用 

(株)アサカ理研 

“実証プラント” 
が完成 

（2014年8月) 

アサカ理研・新工場（福島県いわき市）にて 

新聞記事 
 “アサカ理研、廃レンズからレアアース いわき市に研究施設” 
  日本経済新聞 2014年9月2日、その他 
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レアアース経産省補助金事業 



液液界面吸着による粒子成分の回収・除去 

粒子回収用エマルションフロー方式（ヘッドが目詰まりしない） 

抽出溶媒 

水 

微細化した油相 

微細化しない水相 

粒子成分は液液界面に 
トラップされ、油相に侵入 
しない 
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想定される業界 〜水処理業界での水性塗料廃液の浄化〜 

自動車用の水性塗料の廃液の処理 水性塗料は、界面活性剤を 
多量に含む 

強く発泡し、処理困難に 

界面活性剤の約90％を回収・除去 

液液界面吸着による顔料粒子の除去 

粒子成分（顔料粒子など）と溶存成分 

（界面活性剤など）の同時除去が可能！ 

液液抽出による界面活性剤の除去 

顔料粒子のほぼ100％ 

を回収・除去 

強い発泡 

発泡なし 

処理前 

処理前 処理後 

処理後 

EF装置 
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JST A-STEP 本格研究開発 



今後の展望 〜レアメタル等の有価物回収について〜 

エマルションフロー装置は、最高レベルの高性能を持つ一方で、 
低コスト・簡便であることを特徴とする溶媒抽出装置であること 
から、コスト面での様々なメリットが生じる。 

従来法では、商業ベースに乗らなかったレアメタルの
回収・リサイクルに対して、適用が可能 

ニッケル、レアアースの回収・リサイクルでは、実証プラントが完成 

エマルションフロー装置は、もともと環境中の極微量成分を濃縮 
して測定可能なレベルにする分析前処理技術として開発された 
ので、低濃度の成分を濃縮して回収することが得意である。 
 

従来法では、回収・リサイクルの対象とできなかった
成分濃度が希薄な廃液に対しても、適用が可能 

今後、希薄溶液に対しても、回収リサイクルの採算性を検討予定 
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エマルションフロー法に関する知的財産権 
登録特許 
【特許１】エマルションフロー式連続液液抽出装置 特許第５３０５３８２号  
【特許２】向流方式エマルションフロー連続液液抽出装置 特許第５５６５７１９号 
【特許３】塗料廃液処理方法 特許第４７５９７６９号 
【特許４】溶液処理装置  特許第５６４８９４３号  

公開特許 
【特許５】溶液中粒子成分の連続回収方法 特開２０１０-８２５３０   
【特許６】揮発性有機化合物除去装置 特開２０１４−４２８６６ 

産学連携の経緯 

１）NEDO省水型・環境調和型水循環プロジェクト →日本カニゼン(株)  
２）経済産業省希少金属使用量削減補助金事業 →(株)アサカ理研 
３）NEDOイノベーション実用化ベンチャー支援事業 →シーエムシー技術開発(株) 
４）JST研究成果最適展開支援プログラム(A-STEP)本格研究開発 →(株)一世 

実用化に向けた課題 

それぞれの用途に適した抽出条件、装置条件の検討が必要 
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お問い合わせ 

独立行政法人日本原子力研究開発機構 
研究連携成果展開部  
電話：029-282-6934 
e-mail：sangaku.riyou@jaea.go.jp 
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企業様への期待 

 エマルションフロー法は、従来技術では商業ベースに乗せら
れなかったレアメタルの回収・リサイクル、水処理分野等での
活躍が期待されます。 
 他にも、液液系（２液相系）が関係する化学合成、等々、現
時点では未開拓ですが、様々な産業分野への応用が考えら
れます。 
 本法の利用の可能性について、ご提案をいただけますと幸
いです。 


