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 磁性研究グル-プ 

イオン液体を用いる新たな分離場の創成と機能解析 

平山 直紀 

 

 

１．研究目的 

 近年，イオン液体と称される一連の物質群が化学の各方面で大きな注目を集めている．

イオン液体はイオンのみで構成された高極性液体であるため，水や各種有機溶媒とは根本

的に異なる反応場を創出しうる．本研究では，イオン液体を物質分離の場として用いるこ

とにより，従来系では見られない分離機能の実現と，各種分離計測や，新規機能性材料合

成における精製法開発などへの展開を図ることを目的として，さまざまな角度からイオン

液体を用いる新規物質分離場の創成と分離機能の解析を行う．  

 

２．2013 年度の研究計画 

 2013年度は，おもに以下の項目について検討を行った． 

1) イオン液体キレート抽出におけるハロゲン化物イオンの効果 

2) イオン液体を抽出溶媒に用いる金属イオンの価数分離 

3) イオン液体を塩析剤とする新規相分離系の物質分離への応用 

 

３．2013 年度の研究成果 

１）イオン液体キレート抽出におけるハロゲン化物イオンの効果 

 キレート抽出による金属イオンの分離を行う際，ハロゲン化物イオン

に代表される配位性陰イオンが水相中に共存すると，抽出に対して阻害

作用を示すことはよく知られている．しかし，イオン液体キレート抽出

の場合，抽出相の極性が非常に高いことやイオン交換による荷電錯体の

抽出が可能であることを考慮すると，同様の作用を示すとは限らない．

そこで，8-(p-トルエンスルホンアミド)キノリン（H(C7H7)sq, 1）を抽出

剤とする2価金属イオン（M(II)）の1-アルキル-3-メチルイミダゾリウム

ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド（[Cnmim][Tf2N], 2）への抽

出をモデル系として検討を行った． 

 前年度の研究において，Cl−共存条件下でZn(II)の

[C4mim][Tf2N]への抽出が特異的に増大することが

確かめられた。そこで，このZn(II)に対する増大効
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果を詳細に検討したところ，ハロゲン化物イオン間では増大効果の大きさは概ねCl
–
 < Br

–
 < 

I
–の順となり，ハロ錯体の安定度の順と一致した。一方，イオン液体間では[C4mim][Tf2N] < 

[C6mim][Tf2N] < [C8mim][Tf2N]の順となり，こちらはイオン液体カチオンの疎水性の順と一

致した。さらに，抽出化学種について検討したところ，Zn[(C7H7)sq]iXj
2–i–j

 (i=1–2, j=1–3)の多

彩な組み合わせが確認された。今後これらの現象に対する統合的な理解を図ることが重要

であろう。 

２）イオン液体を抽出溶媒に用いる金属イオンの価数分離 

 イオン液体は一種の液状イオン交換体でもあることから，通常の疎

水性有機溶媒とは異なり，荷電錯体をイオン交換により抽出可能であ

る．金属元素の中には複数の酸化数を取りうるものがあり，酸化還元

によりその価数が変化するが，適当な中性配位子と錯形成させること

により酸化状態をある程度固定可能になる．そこで，中性配位子1,10-

フェナントロリン（phen, 3）を用いてFe(II)とFe(III)の酸化状態をそれぞれFe
II
(phen)3

2+
, 

Fe
III

(phen)3
3+として固定し，イオン液体へのイオン交換抽出系を用いてこれらを相互分離す

ることを試みた． 

 [C4mim][Tf2N]を抽出溶媒に選択したところ，Fe
II
(phen)3

2+の方がより酸性条件で抽出され

ることが確かめられ，両者を正抽出または逆抽出により相互分離できる可能性が示唆され

た．今後，用いるイオン液体やその他抽出条件の最適化を試みる予定である． 

３）イオン液体を塩析剤とする新規相分離系の物質分離への応用 

 水－親水性有機溶媒混合系に多量の塩を添加して「水を多く含む相」と「有機溶媒を多

く含む相」とに分相させる塩析相分離の分離化学的応用範囲の拡大という観点から，親水

性イオン液体である塩化1-ブチル-3-メチルイミダゾリウム（[C4mim]Cl）の塩析相分離剤と

しての利用可能性を検討した． 

 前年度の研究において，水－テトラヒドロフラン（THF）の塩析相分離剤として[C4mim]Cl

が利用可能であり，さらに[C4mim]Clが塩析剤としてだけではなく溶媒成分としても機能す

ることを見いだした．そこで，この系を実際の物質分離に応用することを試みた．モデル

系としてFe(III)とZn(II)のクロロ錯体としての分離を検討したところ，[C4mim]Cl–NaCl混合

塩析剤を用いることにより，溶媒極性を連続的に変化させて両者の相互分離を制御するこ

とが可能となることが確かめられた．ハロゲン化物イミダゾリウム型のイオン液体は一般

に親水的であることから，イオン液体の構成を組み替えることによりさまざまな金属イオ

ンをハロ錯体として分離することが可能になると期待される． 
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