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環境浄化、回収、リサイクルにおける

コロイドの重要性
コロイド溶液

分子、イオン
溶解（均一系）

原子・分子集合体、凝集体、粒子
分散（不均一系）

大きさ
10-9~10-7 m

1~100 nm

大きさ
~10-9 m

~1 nm

~10 Å

そのままでは

回収不可能 回収可能
化学反応



講演内容
～貴金属イオン回収・リサイクル～

 ブロックコポリマー法による水中溶存貴
金属イオンの回収

 プラスチックビーズによる水中溶存貴金
属イオンの回収



従来法：湿式化学還元法

金属塩 ＋ 還元剤 ＋ 保護剤 ＋ 溶媒

⇒ 金属ナノ粒子 ＋ 副生成物 ＋ 溶媒

(金属イオン） （ホウ素化水素ナトリウム、
ヒドラジン、アルコール類）

（界面活性剤、
ポリマーなど）

（有機溶媒、
水など）

グリーンナノテクノロジーへの挑戦

必要最小限の原料から、必要なものだけを簡単に創り出す。

金属塩 ＋ 還元剤 ＋ 保護剤 ＋ 溶媒

⇒ 金属ナノ粒子 ＋ 副生成物 ＋ 溶媒

(金属イオン） （ホウ素化水素ナトリウム、
ヒドラジン、アルコール類）

（界面活性剤、
ポリマーなど）

（有機溶媒、
水など）

金属ナノ粒子合成法デザインのキーポイント
簡単＋多様性＋調和



両親媒性分子・ポリマーの新展開・新機能

“疎水性”＋“親水性”＝両親媒特性
➢ 界面活性→洗浄・分散・乳化

➢ 分子集合体形成→テンプレート

⇒無機材料へ転写

疎水部
親水部

両親媒性分子（界面活性剤）

“疎水性”＋“親水性”＝両親媒特性

HO-(CH2CH2O)x-(CH2CHO)y-(CH2CH2O)x-H

CH3

PEO(親水部) PEO(親水部)PPO(疎水部)

ポリエチレンオキシド(PEO)-ポリプロピレンオキシド(PPO)ブロック共重合体

＋“反応性”

“金属イオン還元能”



我々の取り組み
～貴金属・希少金属イオン回収のための
簡便・低環境負荷・低コスト技術の開発～

5 min 10 min 20 min 120 min60 min
100 nm

HO-(CH2CH2O)x-(CH2CHO)y-(CH2CH2O)x-H

CH3PEO PEO
PPO

ポリエチレンオキシド－ポリプロピレンオキシド（PEO-PPO）ブロックコポリマー

0 minWater

HAuCl4

金属塩 + PEO-PPO ブロックコポリマー (Pluronic®) in 極性溶媒
金属ナノ粒子 Sakai, T.; Alexandridis, P.; Langmuir 2004, 20, 8426 - 8430.

PEO-PPOブロックコポリマーが金属イオンを還元！
⇒金属ナノ粒子回収



講演内容
～貴金属イオン回収・リサイクル～

 ブロックコポリマー法による水中溶存貴
金属イオンの回収

 プラスチックビーズによる水中溶存貴金
属イオンの回収



次の試み

これまで・・・

水溶性の高分子による
金属イオンの還元と金属ナノ粒子の回収

次の試み

不溶性の高分子による
金属イオンの還元と金属ナノ粒子の回収は

可能か・・・？



[AuCl4]
-

Au0 → (Au0)n

Au nanoparticle

(Au0)n

本研究の目的

溶媒に不溶かつ金属イオンの還元作用を有する

ポリマーユニットからなるポリマービーズによる
水中溶存貴金属イオンの回収の可能性を検証



ポリマービーズと調製方法

ポリマービーズ
（1/8インチ）

構造式

6,6 ナイロン [CO-(CH2)4-CO-NH-(CH2)6-NH]n
ポリエチレン （-CH2-CH2-）n

ポリプロピレン
CH3

（-CH2-CH-）n

金属前駆体
溶液

ポリマービーズ
1粒

目視観察

加熱
（25, 40, 80 C̊ ）

24 h 

静置
（25 C̊ ）

24 h 

紫外可視分光光度計
(UV-vis.)

[AuCl4]
-

[PdCl4]
2-

Ag+

EPMA

2級アミン
金属イオン
還元作用



ポリマービーズによる金属イオンの吸着と
金属ナノ粒子複合化に及ぼすポリマー種類の影響

～水溶媒 at 80 ˚C ～

[PdCl4]
2-

[AuCl4]
-

Ag+

Polyethylene

Polypropylene

6,6 Nylon



ポリマービーズによる金属イオンの吸着と
金属ナノ粒子複合化に及ぼすポリマー種類の影響

～エタノール溶媒 at 80 ˚C ～

[PdCl4]
2-

[AuCl4]
-

Ag+

ポリエチレン

ポリプロピレン

6,6ナイロン



[AuCl4]
-

Au0 → (Au0)n

Au nanoparticle

(Au0)n

ナイロンビーズによる
金属イオン還元および金属ナノ粒子形成機構

温度や溶媒の効果に
より、ポリマービーズ
表面が柔軟化し、金
属イオンがポリマー
ビーズ中に浸透

ポリマービーズ表面
内部において金属
ナノ粒子が自己形
成・自己集積

還元作用を有す
るポリマーユニッ
ト（2級アミン）に
より金属イオンが
還元



6,6ナイロンによる金属イオンの吸着と
金属ナノ粒子複合化に及ぼす基材形状の影響

～水溶媒 at 80 ˚C～
[PdCl4]

2- [AuCl4]
-Ag+未処理

[PdCl4]
2- [AuCl4]

-Ag+未処理



6,6ナイロンによる金属イオンの吸着と
金属ナノ粒子複合化に及ぼす基材形状の影響

～水溶媒 at 80 ˚C～

[PdCl4]
2- [AuCl4]

-Ag+未処理

[PdCl4]
2- [AuCl4]

-Ag+未処理



6,6ナイロンによる金属イオンの吸着と
金属ナノ粒子複合化に及ぼす基材形状の影響

～エタノール溶媒 at 80 ˚C ～
[PdCl4]

2- [AuCl4]
-Ag+未処理

[PdCl4]
2- [AuCl4]

-Ag+未処理



6,6ナイロンによる金属イオンの吸着と
金属ナノ粒子複合化に及ぼす基材形状の影響

～エタノール溶媒 at 80 ˚C ～

[PdCl4]
2- [AuCl4]

-Ag+未処理

[PdCl4]
2- [AuCl4]

-Ag+未処理



まとめ

金属イオン還元作用を有するモノマーユニット（アミンを含む）

から構成される不溶性ポリマー（ナイロン）ビーズは金属イオ

ンをポリマービーズ内部に取り込み、金属イオンを還元して

金属ナノ粒子を形成 ⇒金属ナノ粒子複合ポリマービーズ

温度、溶媒により金属イオンの還元および金属ナノ粒子形成

を制御 ⇒反応選択性



従来技術とその問題点

既に実用化されている貴金属イオンの回収技
術には、貴金属イオンを吸着だけを目的とした
材料が使用されている。

今後、廃水（貴金属イオンの回収）処理に留ま
らず、貴金属イオンを回収した後の材料の有効
利用を可能とする技術が求められる。



新技術の特徴・従来技術との比較

• 身近な高分子である（容易に入手可能な）ナ
イロンにより水中に溶存している貴金属イオ
ンを吸着、還元して回収することに成功した。

• 形状に依存しないため、様々な状況での実装
が可能となる。

• 本技術の適用により、安価のナイロンを使用
しているため、大量に使用してもコスト面で問
題がないため、大容量の廃水（排水）からの
貴金属イオンの回収が可能となる。



想定される用途

• 排水や汚泥中から貴金属イオン・希少金属イ
オンを回収

⇒環境浄化・リサイクル用基材

• プラスチック＋金属ハイブリッド材料

⇒機能性（導電性）プラスチック

⇒表面処理技術



実用化に向けた課題

• 現在、実験室レベルでは水中からの貴金属
イオンの回収に成功しているが、実際の廃水
（排水）での検証が必要である。

• 今後、既存の吸着材（環境浄化材料）などと
の比較を行い、本技術の優位性を立証する。

• 貴金属を複合化したナイロン基材の特性を評
価して、貴金属―ナイロン複合体の材料とし
ての可能性を見出す。



企業への期待

• 廃液（排液）を浄化するだけでなく、材料の機
能化につながる技術である。

• 「金属イオン廃液の処理技術を持つ企業」、
「自然界から稀少金属を回収する技術を持つ
企業」との共同研究を希望

• また、プラスチック（樹脂）の高機能化を検討
中の企業、表面処理、エレクトロニクス分野
への展開を考えている企業には、本技術の
導入が有効と思われる。
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お問い合わせ先

株式会社信州TLO

ＴＥＬ 0268－25－5181

ＦＡＸ 0268－25－5188

e-mail info＠shinshu-tlo.co.jp


