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北海道大学工学部研究報告

第132号（昭和61年）

Bulletin　of　the　Faculty　of　Engineering，

　EEokkaido　University．　No．　132（1986）

ウラニルおよびトリウムークロロ錯体の安定度定数の
　　　　　　　　　　　　　　イオン強度依存性

諸住　　高＊　大橋　弘士＊

　　（日章不061年3月31Eヨ受理〉

Ionic　Strength　Dependency　of　Stability　Constants　of　UraRyl

　　　　　　　　　　　aRd　Thorium　Chloro－Complexes

Takashi　MoRozuM至and｝玉iroshi　OHAs田

　　　　　　（Received　March　31，　1986）

Abstract

　　Stability　constants，　Kst，　of　uranyl　and　thorium　chloro－complexes　decrease　rapidly　with

increasing　ioRic　strength．　The　ionic　cornplexes　are　typical　outer－sphere　complexes，　as　the

Fuoss　formula　is　applicable　to　this　relatioRship　and　the　heat　of　formation　is　remarkably

small．　The　inter－ionic　distance　of　1．9×10－8　and　4．e×le’8　cm　were　obtained　for　the　urany｝

and　thorium　chloro－complexes．　The　£hermodynamic　equi｝ibrium　constants　of　33　and　212

mol－i　1　were　also　deterrnined　for　these　chloro－cornplexes．　The　relatively　low　Kst　values，

which　have　been　found　for　higher　ionlc　strengths　by　previous　investigators，　are　explaiRed　by

the　same　outer－sphere　complex　model．　The　upper　limit　of　the　complexation　was　estirnated

as　a　function　of　ionic　strefigth　on　the　basis　of　the　above　model．

1．緒 言

　アクチノイド元素のイオン錯体生成反応は，溶媒抽出などの重要な実用プロセスと深い関係が

あり，その知識は化学分析の基礎となっている。ウラニルイオンおよびトリウムイオンの錯体の

安定度定数についても，測定結果が報告されているが，測定者あるいは測定条件によるばらつき

が見られ，確定的なものとはなっていない。

　従来，錯体の安定度定数の測定は，ほとんど，1に近いか，それを超える高いイオン強度の水

溶液においてなされている。これに対し，著者らは電気化学的pClスタットを使って，0．OS付近

の低イオン強度域にまで測定範囲を拡げ，安定度定数のイオン強度依存性を，塩化物イオン錯体

について明らかにすることに成功した1）一’4）。それによると，ウラニルおよびトりウムイオン錯体と

も，イオン強度が高まるとともに安定度定数が急速に減少することが示された。

　この挙動はイオン電荷によるクーwンカの作用が支配する，いわゆる，外圏錯体（outer－sphere

complex）の特性を示すものと考えられたのでH、上述の実測結果とFuoss5），　Eigen6）などによる

理論式による計算とを比較して，外圏錯体モデルの適否を検討した。

＊　原子炉材料学講座
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2．年立錯体モデルによる錯体安定度定数の理論式

　Fuossは，　Bjerrumによる理論的取扱いを継承して，外圏錯体を形成するイオン対の会合の平

衡定数臨。に対する表式を与えた。同じ表式はEigenによって動力学的取扱いによっても導かれ

た。これらの理論の前提はイオン対の会合が，主として，静電作用因子で決まることとしている

ことで，これによって，会合の平衡定数　いいかえれば錯体安定度定数凡。は，次式によって表

される。

　　　撫辮ex・｛一鴛解）｝

ここで，鼠α）は陽イオン表面における陰イオンのポテンシャルエネルギーであり，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　翻2饗し虚血あ

　　　、＿8rrN　e21
　　κ　一　　　　　1eOOε　fl　T

（1）

〈2）

（3）

によって表わされる。ただし，NはAvogadro数んはBoltzmann定数，　Tは絶対温度，　eは電

子の電荷（e．s．u），εは溶媒の誘電率，2AとZBは対を形成するイオンの荷電数，1はイオン強度，

aは両イオン間の最近接距離（cm）であり，κ2はよく知られたDebye－HUckelパラメータである。

　（1）～（3）式によれば，イオン間の最近接距離αを除けば，すべて，明確な量であるので，適当な

aを仮定すれば，所定の温度Tにおいて，安定度定21t　K。sとイオン強度1の関係を導くことがで

きる。実測のK。。たいfの関係との一致が確認されれば，計算の前提においたa値をもって，イ

オン間距離とすることができる。

　　　　　　　　　　　3．ク臼口錯体の安定度定数についての検証

　上述の理論式によるK。sたい1曲線と，既報1）一4｝のウラニルおよびトリウムークロロ錯体の安定

度定数実測値の比較を行い，外壁錯体モデルの適否を検討した。

　ウラニルクロロ錯体の生成反応は

　　　UOZ＋十C／一一UO，C／＋　（4）
によって表わされ，（2）式中のZAZBは一2という値になる。また，トリウムクロロ錯体の生成反応

は

　　　Th4＋十Cl’nt＃ThC／3＋　（5）
で表わされ，zAzBは一4となる。N＝6。022　×　IO23　mol－1，　k　・1．380×！0－16　erg　deg－1，e・＝4．803×

10”io　e．s．uおよびε＝78，3という値を用い，常温（298　Kに近似）に対して（1）～（3）による計算を，

上の二つの場合について，αを種々仮定して行った。その結果はFig．1とFig．2に示すようであ

る。

　これらの結果によると，

　1）一定のa値については，イオン強度の増大とともに急速に安定度定数の値が減少する。と

くに，この減少の割合は低イオン強度の領域において著しい。

　2）αが増大すると，a値が小さいうちは，　K。s値は急速に減少するが，ある値を超えると，逆

に，若干，増大する傾向がみられる。たとえば，2AZB・＝・一2の場合，　a＝4で極小となり，　aがこ
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Fig．1　Stability　constants　of　uranyl　chlero－com－

　　　plex　as　a　function　of　ionic　strength．

　　　　　O：measured　at　298K　by　the　present

　　　　　　　authors　；
　　　　　Solid　and　broken　lines　：　estimation

　　　　　　　according　to　Fuoss　formula　；

　　　　　a　：　inter－lonic　distance　in　cm．

　　O　O．1　O．2　O．3　O．4　O．5　O．6　O，7　08

　　　　　　　　10Rlc　Strength

Fig．　2　Stability　constants　of　thorium　chloro－com－

　　　plex　as　a　function　ef　ionic　strength．

　　　　　O：measured　at　298K　by　the　present

　　　　　　　authers　；
　　　　　Solid　and　broken　lines　：　estimation

　　　　　　　according　te　Fuoss　formula　；

　　　　　a　：inter－ionic　distance　in　cm．

れ以上増大するとK。sは再び増大するという傾向がみられる。

　2）の性質は，（1）式と（2）式によると，αが（1）式の右辺の係数項と，ポテンシャル項％（a）の両方

に含まれることから起こっていることがわかる。

　Fig．1とFig，2には，両クロロ錯体の安定度定数の実測値が示されている（○印）。なお，　Fig．

1のUO、Cl＋の安定度定数（Kci）はN鉱共存下で得た実測値（疏1）に

　　　量6、薫、÷餐警。，…，T　　　　　　　　　　　（6）

の関係2＞を適用して求めた。ここで，C、V。三，T　は溶液中のNO9の全濃度，　Kc2はUO2NO彗の安定

度定数である。Kc2／Kciの値としてf＝0．54～1．06において求めた平均値0．17を使用してKc　i

を決定した。

　UO2Cl＋錯体の場合には実測値はa＝1．9×10rm8　cmに相当する理論曲線に，　ThC13＋錯体の場合

にはa＝4×10”8　cmの理論曲線に乗っており，かなり広いイオン強度にわたって実測と理論値の

一致は良い。言いかえれば，外圏錯体モデルは安定度定数のイオン強度依存性の実測結果を非常

によく：再現している。

　（1）～（3）式に，zA2B＝一2，　a＝1．9×10－8　cm（UO，Cl＋）を代入すると，

Ko．　：O．0173　exp　［2．2s×103／｛1十lo．so（1／T）！t2｝T］ （7）

が得られる。また，xA2B＝一4，　a＝4×10－8　cm（ThC13＋）を代入すると，

K．s　＝＝　O．　162　exp　［2　．　14　×　103　／｛　1十22　．　72　（1／T）　！’2｝　T］ （8）
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となる。

　α＝1．9×IO－8　cmの原子問距離はU原子とCl原子間にO．5分子のH20を挟んだ程度の距離

に相盗する。また，4×le－8　cmはThとCl原子の間に1～2分子のH20を挟む距離に相当して

いる。

4．熱力学関数からみた外圏錯体説の妥当性

　外圏型，内三型のいずれにあたるかは，イオン錯体の反応速度論的な特性から論じられること

が多い。しかし，イオン錯体生成反応の熱力学的関数も，その判定の目安となりうる。著者らは，

さきに，UO2CF生成に対し，△Ho…一3．68　kcal　mol”i，△G呈98　・一1．　60　kcal　mol『1および

△S8，8＝一7．Oeu．という値を得た。　ThC13＋錯体については，△Ho＝O　．　e　kcal　mol”，△G198＝一

2。14kcal　mor1および△S898＝7．2e．u．であった。また，　DayとPowers7）は2M　NaCIO4中の

UO，Cl＋に対し，△Ho＝3．　8　kcal　mo｝一i，△G2，，＝0。08　kcal　molmiおよび△S窪98　・12　e．uという値

を報告している。これらの熱力学関数値をみる限り，反応エンタルピーが金属イオンと配位子原

子の直結（内圏錯体形成）とするには小さ過ぎる。

　外山錯体モデルによるこれらの熱力学関数の

理論値は，平衡定数1（。sの温．度変化を評緬して

求めることができる。1・O，すなわち関係物質

の活量係数が1となる条件において求められる

K。sが熱力学的平衡定数であって，まぎれもな

く，この計算に使えるので，（7）式と（8）式の中に

∬＝0を代入して得たK。s値によってこの評価

を行った（Fig．3）。

　この結果によると，ZAZB＝一2，a＝1．9×1『8

cmの場合，△Ho＝：一4。47kcal　mol－i
AGggs　＝一2．07　kcal　molrm’，　ASggs＝　一8．1e．u．

となった。また，ZAZB・r・一4，α＝4×10nt8cmの

場合には，△NO＝一4．30　kcal　mol一’，△G998　：一

3．17　kcal　mol－iと△S窪9，　＝・一3．6e．u．となった。

　前述した，既報の測定結果と比較すると

（Table　1），詳細な数値については必ずしも一

致していないが，少なくとも，反亦熱の値が，

通常の化学反応の水準と比較すると，1～2桁

ノ」・さいということがわかる。

　△Ggg8の値が比較的よく合うのは，測定値と

理論曲線の間で，曲線適合操作を行って決めた

a値を用いた結果によるもので，当然のことで

ある。反応熱にみられる不一致は，

IOOO

一；　IOO

5
E

）：

9，

ご

8
x

Fig．　3

IO

3．0　3．5
　　1／“r　x　lo3／　K”

4．0

　　　　　　　　　　　　　　　　次の二つの原因によるものとみられる。

は，既報の段階ではf＝0への実測値の外挿には必ずしも明確なルールが確立していなかったの

で，熱力学平衡定数の推定値の不確定さがかなり存在していた。また，もう一つには，理論値の

ほうも，イオン問の静電作用のみによるものであり，化学項あるいはイオンー溶媒相互作用の寄

与が全く無視されていることである。もし，後者の寄与がいくらかでもあるとすれば，上述のよ

Temperature　dependency　of　thermocly－
namic　stability　constants，　on　the　basis　of

the　outer－sphere　model，　of　uranyl　and

thorium　chloro－complexes．

　A　：　ThC13’　（zAzB＝　一4　and　a＝4×10－8

　　　cm）　l
　B　：　UO2Cl’　（z，xzB　：一2　and　a＝1．9×10rmS

　　　cm）．

　　　　　　　　　まず，実測値のほう
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Table　1　Thermodynamic　functions　of　uranyl　and　thorium　chloro－complexes・

UO2CI＋ ThC13＋

　　△H。

汲モ≠?ｎｏｌ榊?

△G乙9B

汲モ≠戟@mol－1

△S蓬98

@e．u．

　　△H。

汲モ≠戟@mo玉一1

△G量98

汲モ≠戟@mol－1

△S蓬98

@e．u．

Measured　by　the

`uthors3｝4）
一3．68 一1。60 一7．0 0．0 一2．14 7．2

Estまmated　according　to

dq．（7）and（8）
一4．47 一2．07 一8．1 ～4．30 一3．17 一3．6

Measured　by　Day　and

oowers7）
3．8 0．08 12

うな反応熱に対しては，かなり大きく影響してくる可能性がある。それにもかかわらず，上述の

ような実測値と理論値の～致が見られたことは，むしろ，外圏錯体モデルの妥当性を強く支持す

るものと言える。

　　　　　　　　5．外挿法による熱力学平衡定数推定に対する指針について

　従来も，有限のイオン強度における実測の安定度定数を∬mOに外挿して，熱力学平衡定数の推

定：を試みた例がある。WaggenerとStoughton8）はDebye・HUcke1の第こ二極限則によって推定す

る方法を提案した。彼らの方法は，安定度定数をIu2／（1＋2．465∫112）に対してプロットし，1＝

0まで外挿する方法である。上式のイオン強度依存性の関数形はDebye－HUckelの第二極限則と

してよく知られている。この関係は1＜0．05以下の低イオン強度域において成立するものである

が，著者らがトリウムクmw錯体に適用した結果ではむしろこれに背馳している。

　トリウムクロロ錯体を例にとれば，その熱力学平衡定4＆　K。t（1＝0）すなわちKt，、と任意のイオ

ン強度における安定度定tw　Kstの間に

　　　　　　　7Thct3＋’CThct3＋
　　　Kt　h　rc
　　　　　　7tTh4＋．　CTh4＋．　7’ct一．　Ccl一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
　　　　．．一，．．［ztzkg－Thct－g＋　×K，，

　　　　　　7’rh4＋’　7ci　nd

または

　　　logfu’i，　＝＝log　7’Th4＋一Flog　7’ctT－log　7rhct3’　（gi）

という関係が成り立つ。ここでCはそれぞれのイオン種の濃度，γはそれぞれのイオン種の活量

係数である。Kielland9）によれば，第二極限則の成立する範囲では，

　　　1・9凋・gfi－1÷孟幾．藩r　　　　　　（1・）

である。ここで，9之必は注召するイオンの荷電数とイオン半径である。KiellandはTh‘＋とCl”

の必に1！×10－8cmと3×10皿8　cmという値を与えている。前者は最：大値で，後者は最：小値（2．5×

10－8　cm）に近い。

　イオン半径項（右辺分母の第二項）が無視できる第一極限則が適用する範囲（C〈0。02M）では

　　　log　（K，，／K，，）＝一2．864　，／］r”’　M）

となり，1＝O．04ではK．t／K，々　・e．267となる。第二極限則の成立する範囲ではThC13÷錯体のα1
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値が不明であるので，既知の最大と最小の11と3を仮定して計算し，Fig．4の結果を得た。≠

11×IO”8cmを想定したときには1　・＝　O．55までK。t／Kthは0．15以下になることはない。　さら

に，〆＝3×10”8　cmを想定したときには1＝0．07付近で極小を生じ，反転する性質すら見せた。

したがって，個々のイオンがKielland式に従う場合であっても，これらを合成した（9＞または（9’）

式は，もはや，この形をとる保証がないわけであって，WaggenerとStoughton81による外挿法は

全く根拠を失うことになる。

　外圏錯体モデルによる場合は，それに対して，（1）一一（3）式による外挿は，f＝0またはlc＝　Oとお

くことによって簡単に行うことができる。イオン問の最近接距離aが決まれば，これを上述の式

に代入し半実験式が決まるので，まぎれのない外挿値を求めることができる。

　この方法によって瓦ゐを決め，K。。／Ktkたいイオン強度曲線を求めたものを，　Fig．4に併せて示

した。Kielland式によろうと，外圏錯体モデルによろうと，低イオン強度域のこの関係はイオン

強度の低下に対して急速な立ち上りをみせており，1・＝　e付近での実験値による外挿が極めて困

難であることを示している。その意味でK。sたい1特性を確立できた意義は極めて大きい。
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Fig．4　Stability　constants　of　thorium　chloro－com－

　　　plex　estimated　by　the　Kielland　and　the

　　　outer－sphere　models．

　　　　　A：Kielland　model　（a’＝3×IOh8
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Fig．　5　Comparison　between　the　estimated　and　the

　　　observed　stability　constants　of　uranyl

　　　chloro－complex．
　　　　　O：values　at　298K　by　the　present

　　　　　　authors　；
　　　　　A　：　values　at　298K　by　previous　investi－

　　　　　　gators　；
　　　　　kIvalues　at　293K　by　a　previous

　　　　　　investlgator　］
　　　　　＠　and　solid　line　：　estimated　according

　　　　　　to　Fuoss　formula　（a＝1．9　x　lent8

　　　　　　cm）．
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6．他研究との比較

　Fig。5にUO2Cl÷，　Fig．6にはThC13＋イオン錯体に対する従来の報告10）を，外圏錯体モデルによ

る理論曲線と比較している。理論値は，前者の錯体に対してはa＝1．9　×　10｝8　cm，後者にはa＝

4×！erm8　cmとして求めたものであって，著者らの測定結果（○印）も併せて記載した。在来の測

定結果は高いイオン強度に対するものが大部分であって，一部に，これらの結果を外挿した，い

わゆる熱力学平衡定数値も報告されている。

　一般的に買えば，在来値はばらっきが大きいが，おおむね理論値に近い値か，やや小さめの値

が求められている。イオン強度零に対する外挿値は，イオン強度1付近の値を根拠にしているた

め，かなり小さい値となっている。しかし，在来値による一般的傾向として，イオン強度零に近

づくにつれて，錯体の安定度定数は急速に増大することが明らかに示されている。このことは，

外圏錯体モデルによる理論予測とも全く一致している。

7．錯形成の量的限界

溶媒抽出あるいは吸着一溶離などの挙動に対して，錯形成は重要な関係があることが既に指摘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　されている。この性質は，ウラン，トリウム以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外のアクチノイド元素一般にも共通にみられれ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る性質である。上の図画に述べたことによると，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外圏錯体の場合，錯形成の割合は配位子濃度そ

Ioo　　　　　　　　　　　　　　　　　　のものと併せて，イオン強度の影響に強く左右

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　される。たとえば，共存する電解質が塩化物の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みであるとすると，塩化物イオン濃度の増加は

一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質量作用の法則により錯形成の割合を増大する

』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一方で，イオン強度の上昇による錯形成率の減
E
、Io　　　　　　　　　　　　　　　　　　少を示し，爾効果が競合することになる。
認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fig。7は，外圏錯体モデルで求めた錯形成率

　　　　　　　　工onic　S↑reng才h

Fig．6　Comparison　between　the　estimated　and　the

　　　observed　stability　constants　of　thorium

　　　chloro－complex．

　　　　　O：values　at　298　K　by　the　present

　　　　　　authors　；
　　　　　A　：　values　at　2981〈　by　previous　investi－

　　　　　　gators　；
　　　　　ca　and　solid　line　：　estimated　according

　　　　　　to　Fuoss　formula　（　a　＝　4　×　lemS　cm）．
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F童9．7 Upper　formation　limit　of　uranyl　and
thorium　chloro－complexes　as　a　function　of

ionic　strength．
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（Cuo，cl＋／（Cuo野＋Cuo、cl＋）およびCThc13＋／（CTh4＋＋CThc！3＋）の比）を示している。それによると，

内圏錯体モデルの場合であれば，錯形成率は塩化物イオンの活量に比例して増大するはずである

が，これに対し外圏錯体モデルに従う場合には，イオン強度0．05ないし0．2くらいでほぼ飽和に

達して，以後，ほとんど増大しないことがわかる。

　UO2Cl＋錯体の場合には，常温では，イオン強度1以下では，全ウラニルイオン量の64％が錯形

成するに過ぎない。一方，ThC13＋のほうはややこれよりも大きいが，ほぼ80％程度までで，20％

程度はTh4＋の形のままであることになる。この錯形成率は塩化物イオン濃度によってあまり変

化しないことは注目すべきことである。

　以上の錯形成率の値は塩化物のみからなる水溶液の場合であって，他の電解質が共存すると，

イオン強度を増大するので，錯形成率を低下させることになる。したがって，その意味で，Fig．7

の値は錯形成層の上限を示すものであり，イオン強度を高める多価イオンを含む電解質は，同濃

度であっても，この低下効果が大きいと言える。

8．ま　と　め

　ウラニルおよびトリウムークロロ錯体の安定度定数κ。ごは，イオン強度1の増加にともなって

急速に減少する。これらの量の間にはFUOSSらによる平衡定数表式がよく成立すること，生成熱

が著しく小さいことなどから，これらのイオン錯体が典型的な外圏錯体であることを結論した。

また，このKstたい1関係の解析により，ウラニルおよびトリウムークロロ錯体における正負イ

オン聞距ee　aにたいし1．9×10－8および4、0×10m8　cm，25℃おける熱力学平衡定tW　Kst（1＝0）に

たいし33および212mol一’1という値を得た。以上の結果に基づき，他研究者による実測また推定

値との比較を行い，錯形成率の上限などについても考察した。
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