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研究成果の概要（和文）：バイオマスを利用して新規吸着剤の開発を行い、As,Sb,Seの吸着選択性と化学構造と
の関係を明らかにし、さらにイオン鋳型法による吸着選択性がイオンサイズではなく錯体構造の認識によること
を見い出した。配位子としてプロパンジオールなどを有するキトサン誘導体を合成し、As,Sb,Seに対する吸着挙
動を調べ、グルコースを付加させたGLCと比較した結果、低pH領域でSbに対して高い吸着能を示した。また、低
濃度の塩酸、硝酸および硫酸溶液中からSbに対して高い吸着能を示した。これらの吸着材によるSbの熱力学的解
析や吸着平衡について検討し、さらにナノファイバーを作製し、高い吸着速度を示すことを見い出した。

研究成果の概要（英文）：New adsorbents using chitosan with the primary amine were developed to 
elucidate the relationship between their chemical structures and selectivity for As,Sb,and Se. We 
also found that the chitosan derivatives prepared by the ion-imprinting method recognized not the 
ion-size but the complex structures with target metal ion. The chitosan derivatives with the 
through-pores also obtained by an emulsion method, exhibited the high selectivity for As and Sb 
while Se was almost not adsorbed. Especially chitosan derivatives with the throughpores achieved the
 velocity of 50-500 folds over a conventional apace velocity when they were used as adsorbents for a
 perfusion chromatography. In addition,coated-chitosan derivatives filter was prepared by a 
electrospining method, and the novel technique for selective recovery of As and Sb from industrial 
wastes was established using the nanofiber filter.

研究分野： 工学

キーワード： 廃棄物再資源化　環境材料　反応・分離化学　分子認識　環境技術

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
第二次資源ナショナリズムのため、資源需

要の拡大や鉱物高付加価値化や国内精錬の
義務化、鉱石の輸出規制が行われている。こ
のことが原因で、資源の価格が高騰し、2014
年 1 月に未加工鉱石の輸出が禁止されている。
我が国は、鉱山資源の不足により希少金属や
貴金属等を海外からの輸入に依存しており、
幅広い産業分野において必須の素材となっ
ている貴金属や希少金属は 2050 年までに現
有埋蔵量を使い切り、埋蔵量ベースをも超え
てしまうと言われている。よって、金属資源
の安定供給の確保は、先端技術産業分野にと
って緊急の課題となっている。例えば、希少
金属であるアンチモンはプリント基板や液
晶ディスプレイの難燃助剤、ガラスの清澄剤
として微量に使用されているが、肝機能や脊
髄への影響、発がん性があるといった報告が
されている。アンチモンは半金属に分類され、
半金属元素であるヒ素やセレンなどと同様
に人体に有害である。また、これらは性質が
類似しているため相互分離が課題である。 
金属の回収手段として化学沈殿法、溶媒抽

出法及び吸着法がある。化学沈殿法は、最も
経済的な方法であるが、希薄濃度の溶液では
効果が十分に発揮されず、多量の試薬や手順
が必要である。溶媒抽出法は、大量の有機溶
媒を用いるため溶媒の処理が必要であり、環
境問題の原因となる。一方、吸着法は希薄金
属濃度での金属回収に最も適した方法であ
る。近年では、工業的・経済的及び未利用資
源有効利用の観点から、金属吸着分野におい
て、バイオマス廃棄物から得られる「キトサ
ン」のような素材が注目されている。蟹や海
老殻から得られる「キトサン」は、窒素を含
む天然多糖類であるが、γ線、強酸・強塩基
にもびくともしない。キトサンのアミノ基は
金属イオンと高い親和性を示し、このアミノ
基を起点として新たなキレート形成機能を
付与した高機能性（高選択性・高容量・高速
吸着）キトサン誘導体の開発が期待される。 
 
２．研究の目的 
本研究は、殆ど鉱物資源のない日本でリサ

イクルが必須と考えられる砒素・セレン・ア
ンチモン等の「半金属」に着目し、使用済み
の廃電子機器等からの高効率的な回収プロ
セスを構築するために、「高機能性キトサン
誘導体」を開発し、バイオマス廃棄物の資源
化と金属資源循環システムの構築を同時に
達成することを目的とする。 

 
３．研究の方法 
本研究では、｢キトサン｣を出発原料とした

新たな吸着材を開発し、それらの As(III, V)、
Se(IV, VI)及び Sb(III, V)の吸脱着挙動を評価
した。 
①高機能性キトサン誘導体の合成 
キトサンを出発原料とし、キトサンの持つ

アミノ基に化学修飾を施した新規吸着剤を

合成した。導入する配位子の化学構造として
水酸基に着目し、アミノプロパンジオール型
キトサン(APDC)、モノオール型キトサン
(HAC)及びカテコール型キトサン(CACC)を
それぞれ合成した。  
②半金属イオンの吸脱着特性評価 
合成した吸着材を用いて、砒素・セレン・

アンチモン等の半金属イオンの吸着性能を
評価した。具体的には、金属イオン吸着に及
ぼす pH、接触時間、塩酸・硝酸・硫酸等の
酸濃度、温度の影響を検討した。pH 及び酸
濃度依存性は吸着選択性、接触時間の影響は
吸着速度、温度依存性は吸着等温線による吸
着容量及び熱力学パラメータをそれぞれ評
価した。また、各種脱離剤を用いて吸着後の
脱離実験についても検討した。 
 
４．研究成果 
①高機能性キトサン誘導体の合成 
出発原料にキトサン（CLAC）を用い、配

位子としてプロパンジオール、ヒドロキシア
セトン、カテコールを導入した新規な吸着材
を開発した(Fig.1)。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 官能基量の定量結果および、計算で求めた
キトサン誘導体の理論分子量より算出した
官能基量を Table 1 に示す。アミノ基とアル
コール性水酸基を有する CLAC~GLC は q 
(idial)と近い値をとった。このことより、合成
による分子量の増加が確認され、単位吸着材
当たりの水酸基量の増加が期待できる。
CACC において、NaOH の滴定量は 3.59 mmol 
g-1となった。カテコールには解離性水酸基が
2 つ存在するので、その官能基量は 1.79 mmol 
g-1であると考えられる。 

 
②半金属イオンの吸脱着特性評価 
アミノ基のみを官能基に有するCLACでは

As(III, V)、Se(IV)、Sb(III, V)は吸着されなか
った。2 < pH < 6 において As(III, V)、Se(IV)、
Sb(III, V) はアニオン種 (H2AsO4

-, HSeO3
-, 

Fig.1 Chemical structures of APDC, HAC 
and CACC. 

Table 1 Adsorption capacities of sodium 
hydroxide solution and hydrochloric acid. 



SeO4
2-, SbO(OH)4

-)として存在し、プロトン化
したアミノ基(pKa 6.5)と静電的に吸着すると
考えられる。これらのアニオン種が吸着され
なかった理由として、吸着種に対して 104 倍
の硝酸イオンが存在し、静電的な吸着が阻害
されたことが考えられる。今回開発した吸着
材は、pH 領域で Sb(III,V)に対してその吸着能
力を発現した。Fig.2 に各吸着材における
Sb(III,V)の吸着挙動を示す。Sb(III)については
pH の上昇とともに吸着される傾向を示した。
また、CACC においては、2 < pH < 8 の pH 領
域で Sb(III)が吸着した。Sb(III)は高 pH 条件に
おいてポリオール分子中の隣り合う 2 つの炭
素に結合した水酸基 2 つが 2 組、合計 4 つの 
水酸基との安定な錯体を形成することが報
告されている。よって GLC,APDC 及び CACC

において、Sb (III)が錯形成可能な水酸基量を
有していることが推察された。今回調査した
吸着材において、Sb(V)は pH < 6 で吸着した。
アミノ基のプロトン化領域での吸着であり、
pH6 前後での吸着率の減少がみられた。よっ
て、Sb(V)の吸着には、プロトン化したアミノ
基との静電的相互作用と、さらにアミノ基近
傍の水酸基の存在、隣り合う 2 つの炭素に結
合した水酸基の存在が、吸着能力の向上に起
因していることが示唆された。 

Fig.3にAPDC,HAC,GLCおよびCACCによ
る塩酸溶液からの Sb(V)吸着の経時変化を示
す。Fig.3 に示されるように、Sb(V)の吸着時

間はいずれの吸着材においても 2 時間程度で
平衡に達することが示され、迅速な分離プロ
セスへの期待が高まった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.4 にそれぞれ APDC による塩酸、硝酸、

硫酸溶液からの As(III, V)、Se(IV, VI)、Sb(III, 
V)の吸着選択性を示す。塩酸領域では Se(IV, 
VI)、Sb(V)が吸着された。これは、低酸濃度
領域において、Sb(V)イオンが SbCln(OH)6-n

-1

の組成で表されるアニオンとなっており、プ
ロトン化したアミノ基と近傍水酸基との錯
形成によるものであることが考えられた。塩
酸濃度の上昇に伴いその吸着率は減少し、5 
mol dm-3の塩酸中では Se(IV)に対して高い吸
着率を示した。金属溶液のマトリックスを硫
酸溶液や硝酸溶液に変更することで、Se(IV, 
VI)は幅広い領域で吸着されず、低酸濃度領域
で Sb(V)のみの選択的吸着が可能であった。
これは、Se(IV, VI)がアミノ基との静電相互作
用により吸着が支配されており、硝酸および
硫酸イオンとの競争反応において不利であ
ることが原因であると考えられる。GLC、
HAC および CACC においても APDC と同様
に 0.1M の酸溶液中で Sb(V)が吸着され、硝酸、
硫酸溶液中でその選択性の向上がみられた。 

Fig.5 に基づいて Table2 に各吸着材におけ
る Sb(V)の最大吸着量及び熱力学パラメータ
の算出結果を示す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 Effect of contact time on adsorption 
percentage of Sb(V) ions from 0.1 M HCl. 

Sb(III) 

Sb(V) 

Fig.2 Effect of pH on adsorption percentage 
of Sb(III,V) on various adsorbents. 

Table 2 Thermodynamic parameters in the 
adsorption of Sb(V) on APDC,CACC,GLC and 
HAC at temperatures of 283, 303 and 323 K. 



 
 
 
 
APDC 及び GLC において、ΔG0 < 0 はエント
ロピー変化が大きく影響していることを示
している。酸溶液からの吸着結果より、プロ
ト ン 化され た キトサ ン のアミ ノ 基 と
SbCln(OH)6-n

-1の相互作用のみでは吸着能力が
低いことが示されているため、APDC および
GLC の持つ水酸基がキレート形成に大きく
関与していることが考えられる。このことか
ら、SbCln(OH)6-n

-1とアミノ基近傍の水酸基と
の間に脱水和反応が進行している可能性が
示された。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
吸着試験の結果より、0.1 mol dm-3の塩酸に

おいて、Sb(V)の吸着能力が高いことが分かっ
た。APDC、GLC 及び CACC を用いた Sb(V)
の脱離結果を Table 3 に示す。今回検討した
脱離条件において、いずれの吸着材でも完全
に Sb(V)を脱離されるものはなかった。全体
の傾向として、より高濃度の酸を用いた時に
僅かだが高い脱離率を示すことが示唆され
た。以上の結果から、Sb(V)の脱離条件として
は 1.0 mol dm-3の以上の酸濃度において繰り
返し脱離操作を行うことが望ましいと考え
られる。 

 
③まとめ 
毒性があっても Sb, As, Se はハイテク技術

に無くてはならない金属資源でもあり、それ
らのリサイクルや未利用資源利用のための
分離・回収技術の開発が求められている。本
研究ではバイオマス資源を利用して新規吸
着剤の開発を行い、Sb, As, Se の吸着選択性と
吸着材の化学構造との関係を明らかにし、さ
らにイオン鋳型法による吸着選択性がイオ
ンサイズではなく、錯体構造を認識している
ことを明らかにした。さらに貫通孔を有する
新規キトサン誘導体を合成し、それを用いて
二重鋳型構造を有する吸着材の合成と吸着
速度の評価を行い、本吸着剤では粒子内拡散
律速ではなく、化学反応律速であることを明
らかにした。 

Fig.4 Effect of concentration of hydrochloric 
acid, nitric acid and sulfuric acid on  
adsorption percentage of various metal ions 
(As(III,V), Se(IV, VI), Sb(III,V)) on APDC. 

Fig.5 Plot of 1/T versus ln K. 

Table 3 Desorption percentage of Sb(V) on 
APDC, GLC and CACC. 
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