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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. 2016年度の研究計画 

2016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新規抽出剤の利用可能性 

2) 混合イオン液体を抽出溶媒に用いる錯イオンのイオン交換抽出 

3. 2016年度の研究成果 

1) イオン液体キレート抽出における新規抽出剤の利用可能性 

 従来のキレート抽出で用いられている抽出剤は, 疎水性有機溶

媒に溶解して用いることを想定して設計開発されたものであり, 

これをイオン液体系にそのまま転用した場合, イオン液体への溶

解性の点で問題が生じ, 結果的に実用困難となるケースがしばし

ば生じる.それゆえ, イオン液体への親和性を有した新規キレート

抽出剤の探索が急務である.そこで, イオン液体への親和性が比較的高い二座配位子2-メル

カプトピリジンN-オキシド(HSPyO, 1)の利用可能性について, 前年度に引き続き基礎的な検

討を行った.HSPyOはチオール基を有するが, 互変異性によりチオン基として安定化するこ

とが可能なため, ジスルフィド形成による分解を引き起こすことなく安定に使用すること

が可能である.しかしながら, 従来のキレート抽出剤と比較して骨格上疎水性が不十分であ

る可能性があった.そこで, 3種のイオン液体 1-エチル-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（[C2mim][Tf2N]）, 1-ブチル-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（[C4mim][Tf2N]）および1-メチル-3-オクチルイミダゾ

リウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド（[C8mim][Tf2N]）, を用いて各種3価金

属イオンの抽出挙動を調べたところ, Fe(III),  In(III)およびGa(III)に対して有機溶媒系以上

に高い抽出特性を示すことが見いだされた. 
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2) 混合イオン液体を抽出溶媒に用いる錯イオンのイオン交換抽出 

 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.しかしながら, 用いるイオン液体によ

ってイオン交換特性は異なっており, 単一のイオン液体を用いて特性を連続的に変化させ

ることは不可能である.そこで, 複数のイオン液体を混合することによりイオン交換特性を

連続的に制御することの可否について検討を行った. 

 陰イオンが共通した[C4mim][Tf2N]と[C8mim][Tf2N]を混合して抽出相を調製し, これに対

する錯イオンCdBr4
2–の陰イオン交換抽出挙動を調べたところ, その抽出挙動が組成によっ

て変化すること, およびその変化が抽出相の単純組成比ではなく, 相互溶解により水相に

溶解したイオン液体成分の濃度変化と相関を示すことが見いだされた.この相互溶解平衡の

挙動は, 従来古典的に考えられてきた疎水性塩の溶解平衡の解釈から予想されるものとは

異なっており, 混合イオン液体の特性を知ることが今後の研究の鍵となることが示唆され

た. 

4. 成果公表リスト 

原著論文 

1) S. Kimura, Y. Shimizu, A. Eguchi, N. Hirayama 

Extraction behavior of divalent metal cations with 2-mercaptopyridine N-oxide in ionic liquid 

chelate extraction. 

Solvent Extraction Research and Development, Japan, 23, 145-150, (2016) 

2) M. Onizaki, K. Morita, N. Hirayama 

Synergistic ion-pair extraction of strontium ion with tri-n-octylphosphine oxide and  

dicyclohexano-18-crown-6. 

Analytical Sciences, 32, 1367-1370, (2016) 

3) K. Morita, N. Hirayama 

Electrocatalytic reduction of free chlorine at an N, N-diethylaniline-grafted carbon electrode for    

improved sensitivity in amperometric detection. 

Analytical Sciences, 33, 5-7, (2017) 

 

学会発表 シンポジウム講演 

1) 江口 綾乃, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

8-キノリノールを用いる Al(III), Ga(III)および In(III)のイオン液体キレート抽出. 

第 76回分析化学討論会 岐阜薬科大学・岐阜大学 岐阜 (2016.05) 
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2) K. Morita, N. Hirayama 

Amperometric determination of sodium hypochlorite at N, N-diethylaniline-grafted carbon  

electrode. 

Royal Society of Chemistry Tokyo International Conference 2016 幕張メッセ  千葉 

(2016.08) 

3) 江口 綾乃, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

2-メルカプトピリジンN-オキシドを用いた 13族金属イオンのイオン液体キレート抽出. 

日本分析化学会第 65 年会 北海道大学工学部 札幌 北海道 (2016.09) 

4) 森田 耕太郎, 平山 直紀 

ジエチルアニリン修飾炭素電極による市販塩素系漂白剤中の次亜塩素酸イオンの定量. 

日本分析化学会第 65 年会 北海道大学工学部 札幌 北海道 (2016.09) 

5) 須田 藍佳, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

亜鉛-チオシアナト錯体のイオン液体へのアニオン交換輸送挙動 －バッチ抽出と支持

液膜輸送の比較. 

第 32回日本イオン交換研究発表会 関西大学千里山キャンパス 吹田 大阪 (2016.10) 

6) 津崎 航, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

1-(2-ピリジルアゾ)ナフトールを用いる二価金属イオンのイオン液体キレート抽出. 

第 35回溶媒抽出討論会 産業技術総合研究所つくばセンター つくば 茨城 (2016.11) 

7) 戸井田 美月, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

2, 2’-ビピリジンとTOPOを用いたイオン液体三相抽出系における Fe(II)と Fe(III)の抽出

挙動. 

第 35回溶媒抽出討論会 産業技術総合研究所つくばセンター つくば 茨城 (2016.11) 

8) 江口 綾乃, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

2-メルカプトピリジン N-オキシドを用いた 3価金属イオンのイオン液体キレート抽出. 

第 35回溶媒抽出討論会 産業技術総合研究所つくばセンター つくば 茨城 (2016.11) 

9) 須田 藍佳, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

イオン液体支持液膜法による亜鉛–チオシアナト錯体の輸送挙動. 

第 77回分析化学討論会 龍谷大学深草学舎 京都 (2017.05) 

10) 戸井田 美月, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

TOPOによる Fe(III)のシクロヘキサン/水/イオン液体三相系抽出挙動. 

第 77回分析化学討論会 龍谷大学深草学舎 京都 (2017.05) 

11) 中川 知子, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

カチオン混合イオン液体へのアニオン性錯体のイオン交換抽出挙動. 

第 77回分析化学討論会 龍谷大学深草学舎 京都 (2017.05) 
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12) 山田 佳林, 江口 綾乃, 森田 耕太郎, 平山 直紀 

イオン液体キレート抽出におけるアニオン性抽出種の安定化に及ぼす抽出剤フルオロ  

アルキル基の寄与. 

第 77回分析化学討論会 龍谷大学深草学舎 京都 (2017.05) 


