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都市鉱石からコバルト、さらに金を回収することに成功
平成２２年３月２日
独立行政法人物質・材料研究機構
概要
１．独立行政法人物質・材料研究機構（理事長：潮田 資勝

以下、NIMS）元素戦略セ

ンターの原田幸明センター長らは、都市鉱石 1)からレアメタルの一つであるコバルト 2)
を回収し、さらに残りの液から金が回収できることを確認した。
２ ． 都 市 鉱 石 か ら コ バ ル ト を 回 収 す る た め の 武 器 と な っ た の は “ 修 飾 HOM ” 3)
(HOM:high-ordered mesoporous monolith)4)と呼ばれるメソポーラス酸化物 5)である。
３．NIMS の Sherif El-Safty 主幹研究員は、新しいセンサー用の材料として HOM を開
発した。この物質の優れた分子認識能力を見た原田センター長は、ほんのわずかな量の
物質を検出する能力があるのなら、更に精度を上げることにより、都市鉱山のコバルト
を検出・回収できるのではないかと考えた。Sherif El-Safty 主幹研究員はそれに従い、
HOM に精妙な修飾を加えて修飾 HOM を完成させ、これを用いることによりコバルト
の回収に成功した。
４．さらに、残りの液にも微量の貴金属等が含まれているため、そこから金を抽出するこ
とを考えた。金の抽出には独自の物質開発は不要であり、単純な溶解・析出反応で回収
できることを確認した。
５．ナノテクノロジーで注目を集めているメソポーラス物質の実用化への応用の尖兵とな
ることが期待される。
６．本研究は平成 20 年度、21 年度の補正予算に基づく経産省リサイクル推進課事業「レ
アメタル等高効率抽出・分離技術開発事業」からの受託研究の一部として行われたもの
である。
７．また、この修飾 HOM による抽出の内容は、3 月に物質・材料研究機構元素戦略セン
ター主催、化学戦略機構共催で実施される「第一回
アメタル抽出技術研究会

有機・ナノ・冶金融合の革新的レ

公開ワークショップ」において、発表される予定である。
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研究の背景
携帯電話等の使用済電子機器は天然の鉱石に比較して、より多くのレアメタルや貴金属
を含有しており、都市鉱山の開発対象として注目されている。図 1 は携帯電話機に含有さ
れる金属成分の量の一例であり、矢印で示した天然鉱石の含有量より高い値となっている。
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図 1 携帯電話中の金属成分の例
しかしながら、このような使用済家電からの都市鉱山の開発には「分散」「廃棄物」「コ
スト」「時代」の壁がある。「廃棄物の壁」は目的物より多量に発生する廃棄物の問題、「時
代の壁」はまだ解体容易設計や製造者責任が明確でないという問題であるが、特に最終的
に有用元素を取り出す段階で効いてくるのは、「分散の壁」と「コストの壁」である。「分
散の壁」は回収段階の分散で一度に処理できる量が少ないという側面に加え、ひとつひと
つの部品の中を見ても天然鉱石より濃度は高いといえ、希少元素は銅などより少量しか使
われていない。つまり、一回で処理できる量が少ないうえに、希薄な状態から抽出するこ
とが求められることになる。これまで、長い時間をかけて開発されてきた天然鉱石からの
精錬技術は、乾式の溶融法にしても、湿式の溶媒抽出法にしても、比較的濃度の高い状態
のものを大量に効率よく処理する技術が主流であるため、それに合うような状態まで予備
処理を重ねるか、希薄・少量に合致したプロセスを開発することが求められている。
そこで立ちふさがるのが「コストの壁」である。実はほとんどの元素はその元素に応じ
たキレート反応を用いれば希薄状態の中から選択的に分離・抽出を行うことはできると考
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えてよい。問題はそのために用いるキレート樹脂などのコストが高価なことで、パラジウ
ムのような高価な貴金属の回収でしかコスト的に成立しないのが現状である。
そこで今回は、基本的には先述のキレート反応を用いるが、その反応を行う官能基をナ
ノテクノロジーで創生したメソポーラス材料のきわめて広い表面の原子ひとつひとつに配
列させることで反応効率を高めた技術を開発し、それを用いた例として都市鉱石から直接
Co を抽出した。なおナノテクノロジーというと高価な技術に聞こえるが、今回開発した
HOM は１グラム 70 円程度で作成できている。
また、Co を取り出した残渣には銅や金が多く含まれており、その残渣を「山送り」(銅製
錬の鉱山に送り副産物として金を回収すること)で金等を回収することもできるが、抽出時
に混入する妨害元素の挙動を把握していけば高校の化学実験程度の簡単な知識と操作で金
を取り出すこともできるので、それも合わせて報告する。
研究成果の内容
１．修飾 HOM による Co の抽出
HOM(high ordered mesoporous monolith)は、エジプト出身の Sherif El-Safty 主幹研究
員が高感度の水質センサー用材料として開発した高秩序メソポーラスシリカであり、修飾
HOM はその HOM の内壁面に高密度で官能基を修飾したものであり、同じく Sherif
El-Safty 主幹研究員のグループが開発したものである。今回は、そのセンサー用修飾 HOM
が希薄な溶液の中で目的とする特定の元素を認識・捕獲できることに注目して、都市鉱石
を酸で溶かした希薄でさまざまな元素が混在している溶液からのレアメタルの回収に適用
してみた。
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図 2 都市鉱石から Co 抽出のフローチャート

図 2 にそのフローチャートを示す。
出発原料は、携帯電話機から得られた都市鉱石である。この都市鉱石を硝酸で溶解し、
非溶解残渣を取り除いたものに成分や pH の調整を行い、そこに修飾 HOM を入れてその官
能基の選択的イオン捕獲機能で選択抽出を行う。修飾 HOM の表面には捕獲されていない
イオン類も付着しているので、塩酸を用いて洗浄する。こうして洗浄された修飾 HOM を
硫酸中に入れて逆抽出すると、Co が官能基から離脱し、Co イオンのみを含む溶液が得られ
る。Co を逆抽出した修飾 HOM は初めの状態に戻っており、繰り返し使用が可能である。
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図 3 修飾 HOM を用いた Co の抽出とその溶液成分
ここで、カギとなるのが今回開発した修飾 HOM である。図 3 にその機能を概略的に示
す。携帯電話機を粉砕して片状物を取り除いて得られる「都市鉱石」を硝酸で溶解した液
には Nd や Ni など様々な元素が入っている。その溶解組成は図 3 のⅰ)のようになっており、
金等の貴金属は硝酸で溶解せず残渣にとどまるものの、鉄や銅、Mg など種類的にも量的に
も多くの金属を含んでいる。この状態で、図 3 の(a)のような官能基で修飾した HOM をそ
の溶液(1)に入れる。そうすると修飾 HOM の内壁に修飾された官能基が選択的に Co(II)イ
オンを捕獲し(2)、修飾 HOM は(b)のように短時間で色が変わりイオンが捕獲されたことが
わかる。残った溶液の成分は図 3 のⅱ)であり、Co は殆ど捕獲されて溶液に残らないのがわ
かる。
この色の変わった修飾 HOM を洗浄して他の付着イオンを落としたのち、硫酸で官能基
から Co を再度遊離させる(3)逆抽出を行うと、その酸の中に Co だけを取り出せる。その溶
液の成分が図 3 のⅲ)であり、Co 以外の金属イオンは含まれておらず、選択的抽出ができた
ことを示している。このとき用いられた修飾 HOM は逆抽出で Co(II)は遊離されるが、官
能基はそのままの状態であり、再度 a)の状態に戻って再使用することもできる。これを繰
り返せばポンプのように希薄混合溶液から Co が選択的に取り出せる。なお、今回はワンパ
スだけの実験である。今回の実験では、最終的に 1g の修飾 HOM から 3.3mg の Co を逆抽
出によって回収している。
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このような官能基を使う方法としてはキレート樹脂を使う方法があったが、コストや処
理量の問題で特殊なケースにしか使うことはできなかった。それに対して修飾 HOM に以
下のような優位性がある
１）低コスト化可能
２）単位処理量の増大可能
３）繰り返し使用可能
４）鋭敏な選択性
５）多様なレアメタルイオンに適用可能
ナノテクノロジー利用というと高価なイメージがあるが、HOM の原料コストは実験室規
模の効率化を考えない製造でもグラム当たり 70 円程度と、キレート樹脂よりはるかに低コ
ストになっている。これは、開発した Sherif El-Safty 主幹研究員が、本来の目的の水質セ
ンサーを広くアフリカやアジアの人たちが使える技術にしたいと考えながら素材や技術の
選択をしてきたことによる。
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高秩序メソポーラスシリカ(HOM)モノリスの簡単な製造過程
10分間での簡単な製造

触媒

モノリス

1 cm

HOMモノリスの特徴
i- 2 & 3 D次元の籠状、円筒タイプのポア
20 nm

20 nm

ii- 1-20 nm サイズのポアを形成
1 cm

iii- 高表面域 (1200 m2/g)
iv- 広いポアボリューム (2 cm3/g)
20 nm

円筒状

20 nm

図 4 修飾 HOM の製法と表面構造
図 4 に合成の概念図と得られた HOM の外形と電子顕微鏡写真を示す。合成制御すべき
成分の知識さえ獲得すれば単純な反応の組み合わせになる。HOM の形体も粒子状、薄膜状、
リング状など多様な形態をとることができる。
単位当たりの処理量を高めることができる理由は、写真に示した秩序正しいナノ構造で
ある。ここに適切な官能基を持ってくると、このナノ構造の内壁原子が規則性の高い固定
端となって官能基を固定し、原子の表面に稠密に官能基がそろった状態が出来上がる。こ
のような状態を得ることは樹脂の処理では困難である。このために HOM のメソポーラス
構造のもたらす広い表面積(約 1000m2/g)が有効に活用できる。
さらに、この秩序化された原子表面に修飾される官能基は極めて安定となり、元素の捕
獲や脱離によっても基材であるモノリス 6)との固着性は失われず、機能的劣化も少ない。そ
のため、何度も繰り返しが可能であり、それによって単位処理量あたりの材料費も大きく
削減できる。
また、この技術は、そもそもセンサ技術として開発してきたものであることから、希薄
な状態に適合し、かつ選択性に富むことは当然であり、Sherif El-Safty 主幹研究員は、こ
の抽出技術の特許と同時に、Pb,Cd,Hg などの有害金属イオンに対する高速微量マルチ金属
イオン可視センサーの特許も出願している。
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２．Au の抽出

都市鉱石から取り出した粗金
都市鉱石 300g (携帯約10台分)から113mg

破解

ボールミル
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硝酸溶解
沈殿
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1250℃
熔融

図 5 都市鉱石から取り出した粗金
Co を取り出しただけでは「コストの壁」の突破は難しい。残された溶液から他のレアメ
タルや貴金属が取り出せ、マルチ金属のシステムとして成立しうるかが検証されねばなら
ない。ここでは図 3 の 1)の硝酸溶解液に Ag が含まれず、溶解残渣に移行することに注目し、
その溶解残渣からの金の回収を行った。図 5 は携帯電話機 10 台分の都市鉱石から取り出し
た粗金である。この金は、先述の硝酸溶解の残渣から、王水等の金可溶性の酸で溶解し、
そこに還元剤を加えて還元して取り出したものである。なお硝酸溶解の溶液は先述の Co の
抽出に用いたものに相当する。
この溶解残渣を製錬所に持ち込み、金を回収することは現用の技術でも十分に対応でき
るが、多量の水分や酸を含むため、湿式の処理の流れでの抽出の可能性を確認したもので
ある。
特に金の場合は他の金属と比べて還元されやすく、天然の場合も砂金で知られるように
混在する不純物に問題がなければ比較的容易に金属として得られる。それを考慮して、こ
の Co の抽出と並行して行う by-product としての金の抽出プロセスが、金のための修飾
HOM の新たな開発を必要とするような複雑なものではなく、単純な溶解・析出反応でも回
収が可能であることを確認した。
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基本的な反応は溶解・析出反応と呼ばれる高校の化学実験でもできるもので単純である。
しかし、都市鉱石由来の酸溶解液には様々な種類の金属が含まれており、それらの金属に
よる妨害作用を排除しなければならない。特に、銅や鉄は、単純には pH 調整で分離できる
が、都市鉱石中の銅、鉄の量は金より二桁も高く、不十分な析出分離では金の量にとって
は大量の銅が混入する可能性がある。このような問題に対して、図 6 に示すような都市鉱
石に含まれる多様な金属元素の挙動を把握してはじめて実現できたものである。
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図 6 都市鉱石中に含まれる各種金属の溶解・沈殿挙動と金抽出のフロー

硝酸での溶解により溶解していくのは、Fe,Cu,Ni,Zn,Mn,Sr,Mg,Si,Pb,Ba と希土類の
Nd,Dy,Pr,Sm さらに貴金属の Ag であり、Au,Al,Cr,Ti,Sn は溶解せずに残渣として残る。
この残渣に塩酸を加えると Al,Cr,Ti,Sn が溶解する。この沈殿物は Au とともに上記溶解金
属の溶け残りがかなりの量含まれている。ここで、王水もしくは塩酸と過酸化水素水で処
理することで Au および残留金属を溶解させる。この溶液中で Au は電位的に最も貴な金属
であるから、適切な還元剤を用いればコロイド状に沈殿する。これを濾過して電気炉で加
熱溶解して塊状の金を得ることができる。
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図 7 処理溶液への各金属成分の分配率の一例

図 7 には、上記の処理による都市鉱石中の各金属成分の分配率(ある金属の何%がどの溶
液に行ったか)を示す。硝酸溶解(A)で希土類はほぼ 100%溶解しているが、本来溶解してし
まうはずの Fe,Zn,Mn などは相対的に量が多いこともあり、残存物が存在し、引き続く塩
酸溶解(B)ではじめて溶離することができる。特に Cu は 98%が硝酸(A)で溶解し、さらに
1.8%が塩酸(B)で溶解し、グラフでは見にくいが、残りの Cu にとっての 0.2%は、Au の数%
に匹敵するため、還元剤を工夫し Au の還元析出(F)への影響を極力抑え還元溶液中(E)にと
どめるようにしている。
以上のように、携帯電話を破解し、ボールミル処理で有価成分を優先的に取り出した「都
市鉱石」から、Co と金を取り出すことができた。Co を取り出した修飾 HOM の修飾官能
基を組み変えれば、抽出残液中に留まっている他のレアメタルに適用することも可能であ
る。異なった官能基による修飾 HOM を並置した多種レアメタルの同時抽出も可能性があ
り、有価性の高い金も抽出溶解残渣から取り出せることが確認された。
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波及効果と今後の展開
使用済小型電子機器からのレアメタル回収は、我が国産業における資源確保の意義と国
内蓄積量としてのポテンシャルの大きさに対し、金や銅などの回収と比較すると実際的に
はなかなか進んでいない。それは、使用されているレアメタルが現在のレアメタル製錬技
術を直接適用するには希薄であるうえ、製錬コストが著しく高いという問題がある。製錬
コストの高さは、様々な有価もしくは有害な混在物の分離の繰り返しに起因する部分と、
キレート樹脂等の高価な抽出媒体に起因する要素がある。
本研究で目指す修飾 HOM 法は、
これらの問題の解決を図ることができる。
すなわち、この修飾 HOM 法は、本来は有害重金属センサーとして、開発してきた技術
の転用であり、むしろ希薄な系にこそ適した技術である。また、同じくセンサーからの転
用ゆえに目的金属以外のイオンには反応しないマスク性に優れており、多種イオンの混合
液から目的金属のみを選択的に取り出すことができるため、前処理による他の妨害物質の
分離工程を著しく軽減することが期待される。さらに、優れた抽出特性が期待されている
高価なキレート樹脂に対して、利用表面積や反応サイトの増大で単位当たりの反応量を増
大させるとともに繰り返し使用も可能となり、処理量あたりの単価を大幅に下げることが
できる。
このように、修飾 HOM 法は、従来のレアメタルリサイクルの経済的困難性に対して技
術面から解決を図るものである。それにより、これまでは採算性の面から金、銅の乾式製
錬と共存できる製錬特性を持つレアメタルに限定されていた使用済電子機器からのリサイ
クルシステムを、より広範な戦略的レアメタルをも対象としたものに構築していくことが
必要である。特に非親銅系レアメタルには、Dy や Nd 等の希土類や W のように天然資源由
来ではほぼ一国が独占するものも多く、本技術により既利用資源を対象にした都市鉱山の
開発が進むことは、我が国の経済だけでなく世界的資源リスクの軽減にも大きく貢献する
ものである。
課題としては、それでも Co などレアメタルが携帯などに使用される量は単品では少なく、
¥70/g の HOM でも現在の処理効率で単独のレアメタルを回収したのでは採算性がまだ合
わないという問題がある。
その問題に対する HOM の技術開発の課題に対しては、ナノ構造制御をさらにすすめて、
１）有効比表面積のさらなる増大、２）有効捕獲官能基の修飾密度の増大、３）修飾 HOM
の繰り返し使用寿命の増大などで、単位量の修飾 HOM あたりの反応容量を増加させるな
どの方向性を考えている。
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また、現段階の修飾 HOM を用いても、システムの組み方として有価性の高い金の回収
を並置することで、システム全体としての採算性を確保するということも可能である。図 8
には、そのようなシステムの例を示してみた。さらに、希土類など他のレアメタルの抽出
可能な修飾 HOM を開発できれば、マルチのレアメタルと貴金属回収システムとしての成
立性はより高くなるものと期待できる。

図 8 都市鉱石からレアメタルと金を回収するフロー例

もう一つの課題は、発生する廃液や沈殿物の処理、すなわち「廃棄物の壁」の問題であ
る。プラスチックや無機物化合物の混入がこれらの廃棄物の量を増す原因であり、
「破解機」
「都市鉱石化」のプロセスをより改善し、これらのプラスチックや無機酸化物の混入を極
力抑える技術を開発していくことがますます必要になっている。とはいえ、本来的に解体
容易設計ができていれば、これらの混入は初期から防げるはずであり、設計段階からのリ
サイクル指向設計が本質的な解答を与えるものと期待される。
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用語の説明
１．都市鉱石
レアメタルや貴金属を含有した使用済電子製品などから、プラスチック片や筺体材料
などのレアメタルリサイクルにとっての不要物をできる限り分離・除外し、レアメタル
類の品位を高めた、抽出リサイクルの前段階の処理原料。物質・材料研究機構で開発し
たボールミル法による都市鉱石は粉末状で得られている。
２．Co:コバルト
レアメタルのひとつ。主としてリチウム電池に用いられており、日常的に使われてい
る。他にも磁性材料、耐熱材料、超硬工具など機能面から構造強度まで多様な特性が期
待されている。主たる産出国は、コンゴ、キューバ、北朝鮮など、北朝鮮は中国に輸出
し、日本は中国(酸化物)、フィンランド(金属)から輸入している。
３．修飾 HOM
上記の HOM の細孔壁表面に錯体等の官能基を高密度で付着させたもの。図 9 のようにメ
ソポーラス表面に表面活性剤を用い検出体などの官能基をつける。HOM の表面は非常に秩
序正しく配列されているため、pool-on-surface 状態という官能基が高密度に並んだ状態が
現出する。この検出官能基を適切に選択すると任意の金属イオンを選択的に捕獲すること
ができ、
高密度な pool-on-surface 状態により単位面積当たりの捕獲イオン量が大きくなる。
また、官能基は異なった pH 等の溶液の化学環境の変化で捕獲した金属イオンを溶液中に離
脱でき、それを逆抽出と呼ぶが、修飾 HOM では pool-on-surface 構造が安定なため、逆抽
出の際の修飾構造の劣化を抑え繰り返し使用が可能となるというメリットも生じる。
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４．HOM high-ordered mesoporous monolith
一般にメソポーラス・シリカはメソ孔をもつものの細孔壁はアモルファス状で天然か
ら産するゼオライトの結晶性細孔壁に比して化学的、機械的に不安定で、かつ、細孔壁
分布も不均一とされていた。それに対してここで用いたメソポーラスシリカは、Sherif
El-Safty 主幹研究員が自ら開発してきたもので、極めて高秩序で結晶性を持ち、細孔分
布も均一である。そのため化学的に安定で多様な官能基を修飾させ繰り返し寿命も延ば
すことができている。
５．メソポーラス酸化物
均一で規則的な細孔（メソ孔）を持つ酸化物、界面活性剤のナノ鋳型機能を利用して
合成されケイ素の酸化物であるメソポーラス・シリカが有名。メソとはミクロとマクロ
の中間という意味で、直径 2 nm 以下の細孔をマイクロ孔、直径 2–50 nm の細孔をメ
ソ孔、直径 50 nm 以上の細孔をマクロ孔と定義されている。
６．モノリス

monolith

化学用語でひとまとまりの物質を意味し、膜、粉末、板、などのように形状に依存し
た表現にこだわらずに対象の単独の物質を指す。一般用語としては、
「自立した一つの岩」
として 2001 年宇宙の旅に出てくる柱状物や、Sherif El-Safty 主幹研究員の故郷であるエ
ジプトのオベリスクが有名であるが、今回の実験で用いた HOM モノリスは粉末状であ
る。なお、センサーの用途で HOM を使用するときには膜状やリング状にして用いるこ
ともできる。
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独立行政法人物質・材料研究機構
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〒305-0047

茨城県つくば市千現 1-2-1

TEL:029-859-2026

FAX:029-859-2017

（研究内容に関すること）
独立行政法人物質・材料研究機構
元素戦略センター長
原田

原田 幸明

幸明（はらだ こうめい）

TEL:029-859-2602

FAX:029-859-2601

E-mail HALADA.Kohmei@nims.go.jp
（Sherif El-Safty 略歴）

独立行政法人物質・材料研究機構
環境・エネルギー材料萌芽ラボ

融合研究グループ

1968 年

エジプト生まれ。

1990 年

タンタ大学（エジプト）
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（この後、日本学術振興会ポスドクフェロー、同招聘教授などを経て現職。
現在、タンタ大学の化学の教授も兼任。専門は、メソポーラス材料の合成と応用。）

有機・ナノ・冶金融合

都市鉱山型新レアメタル抽出技術研究会

第一回公開ワークショップ
主催

物質・材料研究機構 元素戦略センター、化学技術戦略機構

事務局
〒105-0003

東京都港区西新橋 1-5-10

（社）未踏科学技術協会
Tel 03-3503-4681

新橋アマノビル 6F

エコマテリアルフォーラム事務局

Fax 03-3597-0535
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E-mail

末次

ecomat@sntt.or.jp

若子（担当）

参考
有機・ナノ・冶金融合 都市鉱山型新レアメタル抽出技術研究会
第一回公開ワークショップ
主催: 物質・材料研究機構 元素戦略センター
化学技術戦略推進機構
協力
エコマテリアル・フォーラム
日時
2010 年 3 月 11 日 13:30 ～ 17:00
場所
化学会館
新興諸国の発展や技術イノベーション国際的に資源需要が増大し、資源供給リスクが増大
している中で、いまや多くの金属元素で確認埋蔵量を凌ぐ規模になった既利用金属の利用、
即ち「都市鉱山」の活用が注目されています。特に我が国はこれまで世界中の優れた天然資
源を集約し活用して発展してきたこともあり、その都市鉱山のポテンシャルは極めて大きな
ものと期待されています。
しかし、
「都市鉱山」特に、使用済電子機器からのレアメタル類は、全体として大量ではあ
るものの、個々の装置には微量であり、それが各所に混在して分散している「大量かつ希薄・
混在」という特徴を持っています。従来のレアメタルの抽出は、濃集した鉱石や、他金属製
錬で得られる副生成物など、濃厚・集中の状態を起点として構築されてきた技術であるため、
苦労して回収されてきた電子機器等からのレアメタル抽出に従来の技術を適用したのでは、
コスト的に成立しないだけでなく、エネルギー使用や大量の処理廃棄物発生のトレードオフ
を生み出しかねません。そこで、希薄・混在の都市鉱山に適合できる新しい抽出技術の開発
が求められています。
そのような新しい抽出技術を開発するためにこの研究会を発足させました。この研究会で
は、レアメタルというと想定される従来の冶金技術(Metallurgy)だけでなく、微量分離化学
をはじめ広範な可能性を持つ有機・無機の化学技術(Chemistry)、および、近年進歩の著しい
物質科学である nano-technology の分野が協力し、さらに、理論計算科学などの基礎的アプ
ローチとも結びつけて、都市鉱山開発に適するレアメタル抽出技術を追求し、世界に先んじ
て提示していこうというものです。
そのために、できるだけ広範な知識と知見を結集したいと考え、研究会の検討内容の一部
を公開ワークショップという形で公開し、より幅広い方々のご意見やご協力を仰ぎたいと考
えています。多方面からの興味をお持ちの方々のご参集を期待しています。

プログラム
1330-1340
挨拶 原田
1340-1420
講演 1
希土類金属の製錬・リサイクル技術の課題
東北大 竹田
1420-1500
講演 2
メゾポーラスシリカによる都市鉱石からの微量 Co の抽出
El-Safty (in English)

NIMS Sherif

休憩
1520-1600
講演 3 イオン液体を用いる希薄元素濃縮技術
東工大 池田
1600-1640
講演 4
計算科学によるレアメタル抽出錯体設計の課題
お茶の水大 森寛敏
1640-1700
総合討論
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