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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．  

２．2012 年度の研究計画 

2012 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配位不飽和中性錯体安定化の機構． 

2) 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． 

3) イオン液体を塩析剤とする新規相分離系の構築． 

３．2012 年度の研究成果 

１）イオン液体キレート抽出における配位不飽和中性錯体安定化の機構 

抽出溶媒にイオン液体を用いるキレート抽出（以下，イオン液体キレート抽出と称する）

においては，配位不飽和中性錯体が効率よく抽出されることが知られている．無極性有機

溶媒にこれらの錯体が抽出されにくい理由として，残余配位座を占める水分子の寄与が知

られており，またイオン液体への水の溶解度が通常の有機溶媒より

も極めて高いことから，この特徴の原因として水和化学種抽出の可

能性が従前より示唆されていた．しかし，テノイルトリフルオロア

セトン（Htta, 1）を抽出剤とする Ni(II)のイオン液体キレート抽出に

おいて，中性錯体 Ni(tta)2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）－水間

分配挙動を正則溶液論に基づいて解析したところ，

イオン液体が配位性溶媒として機能していること

を示唆する知見が得られたことから，イオン液体内
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での配位水分子の挙動を解析することを目的として，Eu(III)の中性錯体 Eu(tta)3 をモデル物

質に選択して検討を行った． 

水飽和の[Cnmim][Tf2N]に水和中性錯体 Eu(tta)3(H2O)3を溶解し，時間分解レーザー励起蛍

光分光法によりこの錯体の蛍光寿命を測定したところ，H2O 飽和の場合と D2O 飽和の場合

との間で蛍光寿命にほとんど差異がみられなかったことから，水分子がほとんど配位して

いない，すなわち Eu 錯体が[Cnmim][Tf2N]中で脱水和されていることが見いだされた．同様

の現象が，[C4mim][Tf2N]を溶解した 1,2-ジクロロエタン中でもみられたことから，「イオン

液体陰イオンである Tf2N
–が水分子と配位子交換する」ことによって錯体の安定化が図られ

ている可能性が示唆された．しかし，明らかに配位能を有さないヘキサフルオロリン酸イ

オン（PF6
–）を陰イオンとするイオン液体でも配位不飽和中性錯体が効率よく抽出されてい

るという現象を説明することができないことから，今後より詳細な検討を行って行く必要

がある．  

２)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, 3）を抽出剤とする 2 価金

属イオン（M(II)）の抽出をモデル系として検討を行った．この系では，

有機溶媒とイオン液体の両方で中性錯体M((C7H7)sq)2が安定に抽出される

ため，ハロゲン化物イオン共存の効果の比較が容易になる． 

Cl
–との錯体の安定度が比較的低い Co(II)の場合には，有機溶媒（クロロホルム）・イオン

液体（[C4mim][Tf2N]）の双方とも Cl
–共存による抽出挙動の変化はほとんど見られなかった．

また，錯体の安定度が比較的高い Cd(II)の場合には，双方で明白な阻害効果が見られた．こ

れに対し，中間の安定度を有する Zn(II)の場合，イオン液体系でのみ特異的な抽出促進が見

られた．抽出平衡を詳細に解析した結果，1:1:1 の中性三元錯体 ZnCl((C7H7)sq)が抽出種であ

ることが確かめられた．今後，このような系が Zn(II)や H(C7H7)sq に特異的なのか，それと

もイオン液体キレート抽出系で一般的に生じうる現象なのかについて詳細に検討していき

たい．また，この錯体組成が本来抽出に不利なことは明白であるため，この錯体を安定化

する因子の探求も重要である． 

 

３）イオン液体を塩析剤とする新規相分離系の構築 

イオン液体の研究は，電気化学分野以外では主にその「溶媒」としてのユニークさに着

目して行われている．しかし，イオン液体は「塩」であることから，その特性を物質分離

に適用して行くことも重要なアプローチである．そこで，水－親水性有機溶媒混合系に多
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量の塩を添加すると「水を多く含む相」と「有機溶媒を多く含む相」とに分相する塩析相

分離に着目し，代表的な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）を用いて基礎的な検討を行った． 

 

水－テトラヒドロフラン（THF）混合系に[C4mim]Cl を添加すると相分離が生じたが，そ

の相分離性能は NaCl を用いた場合より劣っていた．しかし，[C4mim]Cl を用いた場合の「水

を多く含む相」の極性は NaCl の場合よりも低くなり，[C4mim]Cl が溶媒としても機能して

いることが示唆された．さらに，[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ることが可能となった．[C4mim]Cl は水と任意の割合で混合可能であ

ることから Cl
–を高濃度で共存させることが可能であり，この系をクロロ錯体の分離に適用

可能であると期待される． 

４．成果公表リスト 

原著論文 

1) Kotaro Morita, Kenichi Shibata, Hirohisa Nagatani, Naoki Hirayama ,Hisanori Imura 

Valence discriminative detection of metal cations by a chromotropic acid-grafted glassy carbon  

electrode 

Analytical Sciences, 29-1, 95-99(2013). (査読有) 

DOI:10.2116/analsci.29.95 

2) Hiroyuki Okamura, Atsushi Ikeda-Ohno, Takumi Saito, Noboru Aoyagi, Hirochika Naganawa,  

Naoki Hirayama, Shigeo Umetani, Hisanori Imura , Kojiro Shimojo 

Specific cooperative effect of a macrocyclic receptor for metal ion transfer into an ionic liquid 

Analytical Chemistry, 84-21, 9332-9339 (2012). (査読有) 

DOI:10.1021/ac302015h 

3) 松田駿太朗・森田耕太郎・平山直紀・井村久則 

5-アルキルオキシメチル-8-キノリノール誘導体の銅(II)イオン抽出能に及ぼす 7 位ハロ 

ゲン化の効果 

分析化学, 61 巻 8 号, 699-704（2012）(査読有)  DOI:10.2116/bunsekikagaku.61.699 

4) Naoki Hirayama, Takaaki Higo and Hisanori Imura 

Evaluation of a hydrophilic ionic liquid as a salting-out phase separation agent to a  

water–tetrahydrofuran homogeneous system for aqueous biphasic extraction separation 

Analytical Sciences, 28-6, 541-543(2012)(査読有)  DOI:10.2116/analsci.28.541 
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学会発表，シンポジウム講演 

1) 岡村浩之・平山直紀・下条晃司郎・長縄弘親・井村久則 

イオン液体抽出系におけるユウロピウム(III)キレートの抽出平衡と溶媒和に関する研

究 

第 31 回溶媒抽出討論会 石川県文教会館 金沢（2012.11）    

2) 坂戸元哉・竹石友紀・平山直紀 

塩化物イオン共存下における金属イオンのイオン液体キレート抽出挙動 

第 31 回溶媒抽出討論会 石川県文教会館 金沢（2012.11） 

3) 岩崎響子・平山直紀 

フェノール性三脚型配位子によるガリウム(III)のキレート抽出における置換基効果 

第 31 回溶媒抽出討論会 石川県文教会館 金沢（2012.11） 

4) 木村純之・平山直紀 

2-メルカプトピリジン N-オキシドを抽出剤に用いる遷移金属イオンのイオン液体 

キレート抽出    

第 31 回溶媒抽出討論会 石川県文教会館 金沢（2012.11） 

5) 大室智史・和賀井孝・久保埜公二・平山直紀・大嶋俊一・國仙久雄 

H2Clbbpen と 2 座配位子を用いた希土類金属イオンの溶媒抽出 

第 31 回溶媒抽出討論会 石川県文教会館 金沢（2012.11） 

6) Naoki Hirayama, Takaaki Higo and Hisanori Imura 

Salting-out phase separation of water–tetrahydrofuran system with adding a hydrophilic ionic  

liquid and its possible use for extraction separation chemistry  

IUMRS–International Conference on Electronic Materials  

パシフィコ横浜 横浜 (2012.09) 

7) 平山直紀（招待講演） 

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 61 年会 金沢大学 角間キャンパス 金沢（2012.09） 

8) 岡村浩之・下条晃司郎・平山直紀・井村久則・長縄弘親 

イオン液体抽出系におけるカドミウム(II)－8-キノリノール結合クラウンエーテル 

錯体の分光学的研究 

日本分析化学会第 61 年会 金沢大学 角間キャンパス 金沢（2012.09） 

9) 岩崎響子・平山直紀 

三脚型四座配位子による三価金属イオンのキレート抽出 

第 72 回分析化学討論会 鹿児島大学 郡元キャンパス 鹿児島（2012.05） 
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10) 岡村浩之・坂江広基・木谷径治・平山直紀・下条晃司郎・長縄弘親・井村久則 

イオン液体中におけるユウロピウム(III)キレートの溶媒和に関する分光学的研究 

第 29 回希土類討論会 北海道大学 札幌（2012.05） 

 


