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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
亜鉛イオン、アルミニウムイオン及び鉄イオンからなる群から選ばれた少なくとも一種の
不純物金属イオンを含む無電解ニッケルめっき液を、アミノリン酸基を有するキレート樹
脂と接触させて、該無電解ニッケルめっき液中の不純物金属イオン量を低減させることを
特徴とする無電解ニッケルめっき液の再生処理方法。
【請求項２】
請求項１に記載の方法によって無電解ニッケルめっき液中の不純物金属イオン量を低減さ
せる工程の前又は後に、電気透析法によって無電解ニッケルめっき液を処理する工程を含
む無電解ニッケルめっき液の再生処理方法。
【請求項３】
電気透析法による無電解ニッケルめっき液の処理が、陽極と陰極の間に陽イオン交換膜と
陰イオン交換膜を交互に配列した電気透析槽を用いて処理対象の無電解ニッケルめっき液
を該電気透析槽の脱塩室に供給して電気透析を行う方法である請求項２に記載の無電解ニ
ッケルめっき液の再生処理方法。
【請求項４】
下記（１）～（５）の工程を含む無電解ニッケルめっき液の処理廃液からのニッケルイオ
ンの回収方法：
（１）亜鉛イオン、アルミニウムイオン及び鉄イオンからなる群から選ばれた少なくとも
一種の不純物金属イオンを含む無電解ニッケルめっき液を、アミノリン酸基を有するキレ
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ート樹脂と接触させる工程、
（２）上記（1）工程で用いたキレート樹脂を酸溶液と接触させて、該キレート樹脂に吸
着した金属イオンを溶離する工程、
（３）上記（２）工程で得られた溶離液のｐHを１～６に調整する工程、
（４）上記（３）工程でｐH調整した溶離液を、イミノジ酢酸基を有するキレート樹脂に
接触させる工程。
（５）上記（４）工程で用いたキレート樹脂を酸溶液と接触させて、該キレート樹脂に吸
着したニッケルイオンを溶離する工程。
【請求項５】
請求項４のニッケルイオンの回収方法において、（３）工程におけるｐH調整を、無電解
ニッケルめっき液を電気透析して得られる電気透析排液を用いて行うニッケルイオンの回
収方法。
【請求項６】
請求項４又は５の方法で回収したニッケルイオンを、無電解ニッケルめっき液の調製又は
無電解ニッケルめっき液に対するニッケルイオンの補給に用いるニッケルイオンの再利用
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、亜鉛イオン、アルミニウムイオン、鉄イオン等の不純物金属イオンが蓄積し
た無電解ニッケルめっき液の再生処理方法、該処理方法によって生じた廃液からのニッケ
ルイオンの回収方法、及び回収されたニッケルイオンの再利用方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、無電解ニッケルめっき処理においては、めっき処理によって消耗した成分を定
期的に補給しつつめっき処理が行われている。しかしながら、長期間連続してめっき処理
を行うと、還元剤が酸化生成物となってめっき液中に蓄積し、これが無電解ニッケルめっ
きの析出性や物性等に悪影響を及ぼす原因となる。このため、一定期間めっきを行うと、
めっき液を廃液として処分しており、建浴時の無電解ニッケルめっき液中に含まれるニッ
ケル量に相当する金属ニッケルが析出するまでめっき処理を行うことを１ターンとすると
、通常、５～６ターン程度が無電解ニッケルめっき液の寿命とされている。
【０００３】
　亜鉛置換皮膜を形成したアルミニウム系材料を被めっき物とする場合には、被めっき物
から溶出した亜鉛イオンやアルミニウムイオンが無電解ニッケルめっき液中に蓄積して、
形成されるニッケルめっき皮膜の外観や密着性の低下が生じる。例えば、亜鉛イオン濃度
が５０ｍｇ／ｌ程度以上になると、形成されるニッケルめっき皮膜の外観や密着性の低下
が生じる。通常、亜鉛置換皮膜を形成したアルミニウム系材料を被めっき物として無電解
ニッケルめっき処理を行う場合には、２～３ターン程度のめっき処理を行うと廃棄処分が
必要な亜鉛イオン濃度である３０～５０ｍｇ／ｌ程度となり、通常の寿命である５～６タ
ーン程度と比べると大幅に寿命が短くなる。このため、コストが大きく増加し、廃液が多
量に発生するという問題がある。特に、寿命に達した無電解ニッケルめっき液中には、リ
ン化合物、錯化剤等が多量に含まれており、この影響で廃液処理が非常に困難である。
【０００４】
　磁気ディスク用アルミニウム又はアルミニウム合金基板処理における無電解ニッケルめ
っき液の寿命を延長する方法として、前処理工程の亜鉛置換処理の時間を変更することで
亜鉛イオンの溶出を遅らせる方法が報告されている（下記特許文献１参照）。この方法に
よれば、無電解ニッケルめっき液の寿命を伸ばすことができるとされているが、無電解ニ
ッケルめっき液中に亜鉛やアルミニウムが蓄積した場合に、これを除去する方法について
は、何も開示していない。
【０００５】
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　その他、現在めっき業界で行われている方法としては、亜鉛置換皮膜を形成した後、電
気ニッケルめっき又は電気青化銅めっきによるストライクめっき処理を行い、その後、無
電解ニッケルめっきを行う方法がある。しかしながら、ストライクめっき処理は、低電部
への付き廻りや均一電着性が劣り、更に、処理工程数の増加、整流器や電気めっき用治具
が必要になるなどの問題があるため、一般的な方法と言うことはできない。
【０００６】
　一方、鉄鋼系材料を被めっき物とする場合には、被めっき物から溶出した鉄イオンが無
電解ニッケルめっき液中に蓄積し、鉄イオン濃度が５０ｍｇ／ｌ程度以上になると、形成
されるニッケルめっき皮膜の外観や耐食性が低下する。通常、３～６ターン程度のめっき
処理を行うと、鉄イオンの影響で外観及び耐食性の低下が起こり、品質の低下しためっき
皮膜となる。めっき皮膜の品質低下を避けるには、鉄イオンの影響が出る前にめっき液を
廃棄すればよいが、廃液が多量に発生するために、通常は、そのまま５～６ターン程度ま
で使用されている。
【０００７】
　無電解ニッケルめっき液から不要成分を選択的に除去する方法としては、電気透析によ
って還元剤の酸化生成物等を分離して除去する方法が知られている（下記特許文献２参照
）。しかしながら、この方法では、亜リン酸塩などの還元剤の酸化物を減少させることは
可能であるが、亜鉛イオン、アルミニウムイオン、鉄イオン等の金属イオンが蓄積した無
電解ニッケルめっき液から、これらの金属イオンを選択的に除去することはできない。
【特許文献１】特許第３０３３４５５号公報
【特許文献２】特公平５－８３６３５号公報
【特許文献３】特開２００１－４９４４８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記した如き従来技術の問題点に鑑みてなされたものであり、その主な目的
は、亜鉛イオン、アルミニウムイオン、鉄イオン等の不純物金属イオンやその他の不純物
が蓄積した無電解ニッケルめっき液について、不純物の影響を低減して、無電解ニッケル
めっき液の液寿命を延長するために有効な無電解ニッケルめっき液の処理方法を提供する
ことである。本発明のその他の目的は、無電解ニッケルめっき液の再生処理を行うことに
よって発生した処理廃液からニッケルイオンを回収して有効に再利用する方法を提供する
ことである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者は、上記した目的を達成すべく、鋭意研究を重ねてきた。その結果、亜鉛イオ
ン、アルミニウムイオン、鉄イオン等の不純物金属イオンが蓄積した無電解ニッケルめっ
き液を、アミノリン酸基という特定の官能基を有するキレート樹脂と接触させることによ
って、ニッケルイオンの吸着を抑制して、亜鉛イオン、アルミニウムイオン、鉄イオン等
の不純物金属イオンのみを優先的に吸着除去して、無電解ニッケルめっき液の液寿命を大
きく延長できることを見出した。特に、上記したキレート樹脂による不純物金属イオンの
選択的除去と、電気透析法による処理を併用する場合には、不純物金属イオンの除去に加
えて、還元剤の酸化生成物等も除去することができ、無電解ニッケルめっき液の液寿命を
大幅に延長できることを見出した。また、上記したキレート樹脂による不純物金属イオン
の吸着処理の際に該キレート樹脂には少量のニッケルイオンが吸着されるが、吸着した金
属イオンを酸溶液によって溶離し、該溶離液のｐH調整を行った後、イミノジ酢酸基を有
するキレート樹脂によって吸着処理を行うことによって、ニッケルイオンのみを選択性良
く吸着して、その他の金属イオンから分離することができ、ニッケル源として有効に再利
用できることを見出した。本発明は、これらの知見に基づいて鋭意研究を重ねた結果完成
されたものである。
【００１０】
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　即ち、本発明は、下記の無電解ニッケルめっき液の再生処理方法、該処理方法によって
生じた廃液からのニッケルイオンの回収方法、及び回収されたニッケルイオンの再利用方
法を提供するものである。
１．　亜鉛イオン、アルミニウムイオン及び鉄イオンからなる群から選ばれた少なくとも
一種の不純物金属イオンを含む無電解ニッケルめっき液を、アミノリン酸基を有するキレ
ート樹脂と接触させて、該無電解ニッケルめっき液中の不純物金属イオン量を低減させる
ことを特徴とする無電解ニッケルめっき液の再生処理方法。
２．　上記項１に記載の方法によって無電解ニッケルめっき液中の不純物金属イオン量を
低減させる工程の前又は後に、電気透析法によって無電解ニッケルめっき液を処理する工
程を含む無電解ニッケルめっき液の再生処理方法。
３．　電気透析法による無電解ニッケルめっき液の処理が、陽極と陰極の間に陽イオン交
換膜と陰イオン交換膜を交互に配列した電気透析槽を用いて処理対象の無電解ニッケルめ
っき液を該電気透析槽の脱塩室に供給して電気透析を行う方法である上記項２に記載の無
電解ニッケルめっき液の再生処理方法。
４．　下記（１）～（５）の工程を含む無電解ニッケルめっき液の処理廃液からのニッケ
ルイオンの回収方法：
（１）亜鉛イオン、アルミニウムイオン及び鉄イオンからなる群から選ばれた少なくとも
一種の不純物金属イオンを含む無電解ニッケルめっき液を、アミノリン酸基を有するキレ
ート樹脂と接触させる工程、
（２）上記（1）工程で用いたキレート樹脂を酸溶液と接触させて、該キレート樹脂に吸
着した金属イオンを溶離する工程、
（３）上記（２）工程で得られた溶離液のｐHを１～６に調整する工程、
（４）上記（３）工程でｐH調整した溶離液を、イミノジ酢酸基を有するキレート樹脂に
接触させる工程。
（５）上記（４）工程で用いたキレート樹脂を酸溶液と接触させて、該キレート樹脂に吸
着したニッケルイオンを溶離する工程。
５．　上記項４のニッケルイオンの回収方法において、（３）工程におけるｐH調整を、
無電解ニッケルめっき液を電気透析して得られる電気透析排液を用いて行うニッケルイオ
ンの回収方法。
６．　上記項４又は５の方法で回収したニッケルイオンを、無電解ニッケルめっき液の調
製又は無電解ニッケルめっき液に対するニッケルイオンの補給に用いるニッケルイオンの
再利用方法。
【００１１】
　以下、本発明の無電解ニッケルめっき液の処理方法、及び処理廃液からのニッケルイオ
ンの回収方法について、具体的に説明する。
【００１２】
　処理対象物
　本発明方法では、亜鉛イオン、アルミニウムイオン及び鉄イオンからなる群から選ばれ
た少なくとも一種の不純物金属イオンを含有する無電解ニッケルめっき液を処理対象とす
ることができる。
【００１３】
　亜鉛イオンやアルミニウムイオンを含む無電解ニッケルめっき液として代表的なものは
、亜鉛置換皮膜を形成したアルミニウム、アルミニウム合金等のアルミニウム系材料を被
めっき物として無電解ニッケルめっき処理を行うことによって、被めっき物から溶出した
亜鉛イオン、アルミニウムイオンなどが蓄積した無電解ニッケルめっき液である。また、
鉄イオンを含む無電解ニッケルめっき液として代表的なものは、鉄鋼系材料を被めっき物
として無電解ニッケルめっき処理を行うことによって、被めっき物から溶出した鉄イオン
が蓄積した無電解ニッケルめっき液である。
【００１４】
　処理対象とする無電解ニッケルめっき液の組成については、特に限定はなく、通常の還
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元剤を含有する自己触媒性の無電解ニッケルめっき液であれば、いずれも処理対象とする
ことができる。
【００１５】
　この様な無電解ニッケルめっき液としては、金属ニッケルの供給源として、硫酸ニッケ
ル、塩化ニッケル等の水溶性ニッケル塩を含有し、更に、還元剤として、次亜リン酸ナト
リウム、次亜リン酸カリウム、次亜リン酸アンモニウム等の次亜リン酸塩を含有し、錯化
剤として、リンゴ酸、クエン酸、乳酸、コハク酸等のカルボン酸を含有するめっき液が代
表的なものである。
【００１６】
　本発明の処理方法を行う際の無電解ニッケルめっき液中の亜鉛イオン、アルミニウムイ
オン、及び鉄イオンの濃度は、特に限定的ではなく、通常は、亜鉛イオン、アルミニウム
イオン、鉄イオン等の蓄積によって析出皮膜の特性に悪影響が生じる前に処理を行えばよ
い。一般的には、亜鉛イオン濃度については、析出皮膜の密着性や外観に悪影響を及ぼす
とされている、３０～５０ｍｇ／ｌ程度となっためっき液について処理を行えばよい。ア
ルミニウムイオンについては、析出皮膜の外観や液の濁りに悪影響を及ぼすとされている
、３０～５０ｍｇ／ｌ程度となっためっき液について処理を行えばよい。鉄イオン濃度に
ついては、析出皮膜の外観や耐食性に悪影響を及ぼすとされている、５０～１００ｍｇ／
ｌ程度となっためっき液について処理を行えばよい。
【００１７】
　無電解ニッケルめっき液の再生処理
　本発明の無電解ニッケルめっき液の再生処理方法では、処理対象とする無電解ニッケル
めっき液を、アミノリン酸基を有するキレート樹脂に接触させる。
【００１８】
　上記した通り、本発明方法における処理対象とする無電解ニッケルめっき液は、長期間
使用して亜鉛イオン、アルミニウムイオン及び鉄イオンからなる群から選ばれた少なくと
も一種の不純物金属イオンが蓄積した無電解ニッケルめっき液である。本発明者の研究に
よれば、これらの不純物金属イオンを含む無電解ニッケルめっき液については、アミノリ
ン酸基という特定の官能基を有するキレート樹脂と接触させることによって、亜鉛イオン
、アルミニウムイオン及び鉄イオンからなる不純物金属イオンが優先的に吸着され、ニッ
ケルイオンの吸着は大きく抑制されることが明らかとなった。
【００１９】
　従って、亜鉛イオン、アルミニウムイオン及び鉄イオンからなる群から選ばれた少なく
とも一種の不純物金属イオンを含む無電解ニッケルめっき液を、アミノリン酸基を有する
キレート樹脂に接触させる方法によれば、該無電解ニッケルめっき液中のニッケルイオン
濃度を大きく低下させることなく、無電解ニッケルめっき液中に蓄積した亜鉛イオン、ア
ルミニウムイオン及び鉄イオンからなる不純物金属イオンのみを選択的に除去することが
できる。これにより、上記した亜鉛イオンやアルミニウムイオンが無電解ニッケルめっき
液中に蓄積することによるニッケルめっき皮膜の外観や密着性の低下や液の濁り、鉄イオ
ンが蓄積することによる外観及び耐食性の低下を抑制して、無電解ニッケルめっき液の液
寿命を大きく延長することができる。
【００２０】
　本発明の無電解ニッケルめっき液の処理方法で用いるアミノリン酸基を有するキレート
樹脂については特に限定的ではなく、例えば、官能基として、－ＣＨ２ＮＨＣＨ２ＰＯ（
ＯＮａ）２、－ＣＨ２ＮＨＣＨ２ＰＯ（ＯＨ）２等のアミノリン酸基を有するキレート樹
脂を用いることができる。該キレート樹脂の総交換容量については、特に限定的ではない
が、例えば、樹脂１リットル当たりのＦｅ３＋イオンの交換容量として０．４ｍｏｌ程度
以上のキレート樹脂を用いることができる。また、樹脂骨格の種類についても特に限定的
ではなく、例えば、スチレン系、フェノール系、アクリル系、エポキシ系などの各種の樹
脂骨格を有するキレート樹脂を用いることができる。キレート樹脂の形状についても特に
限定的ではないが、例えば、見掛密度が７００～８００ｇ／ｌ程度の球状の樹脂を用いる
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ことができる。通常は、アミノリン酸基を有するイオン交換樹脂として市販されているキ
レート樹脂を用いることができる。この様なキレート樹脂としては、例えば、商標名：ピ
ュロライト（ピュロライト・インターナショナル(株)製）、商標名：ユニセレック（ユニ
チカ（株）製）、商標名：レバチット（ランクセス（株）製）、商標名：エポラス（ミヨ
シ油脂（株）製）等として市販されているキレート樹脂を用いることができる。
【００２１】
　無電解ニッケルめっき液をアミノリン酸基を有するキレート樹脂に接触させる方法につ
いては特に限定的ではなく、無電解ニッケルめっき液と該キレート樹脂とが十分に接触で
きる方法であればよい。通常は、適度な粒度のキレート樹脂を充填した吸着用カラムを用
い、処理対象の無電解ニッケルめっき液を該カラムに通液させればよい。具体的な無電解
ニッケルめっき液の通液条件については、吸着用カラムの形状、キレート樹脂の形状、キ
レート樹脂の充填方法などに応じて、無電解ニッケルめっき液中の不純物金属イオンが十
分に吸着除去されるように決めればよい。
【００２２】
　例えば、処理時の無電解ニッケルめっき液の温度については、温度が低い場合には、吸
着速度が遅くなり、逆に温度が高すぎる場合には吸着用カラムを耐熱性にする等、特殊な
装置が必要であるため好ましくない。このため、通常は、無電解ニッケルめっき液の液温
は２０～５０℃程度、特に２５～３０℃程度が適当である。また無電解ニッケルめっき液
の流量については、例えば、空間速度（ＳＶ）で０．５～３ｈｒ-1程度とすることができ
る。
【００２３】
　上記した方法によって、処理対象の無電解ニッケルめっき液中の亜鉛イオン、アルミニ
ウムイオン、鉄イオン等の不純物金属イオンを選択性良く吸着除去できる。無電解ニッケ
ルめっき液中のニッケルイオンについては、これらの不純物金属イオンと比較すると高濃
度であるにもかかわらず吸着が抑制されており、キレート樹脂への吸着による減少量は少
なく抑えられる。従って、処理後の無電解ニッケルめっき液は、そのまま再使用が可能で
あるが、更に、必要に応じて、ニッケル化合物やその他の添加剤を加えて、液組成を調整
すればよい。
【００２４】
　本発明では、更に、上記したキレート樹脂による不純物金属イオンの吸着除去処理に加
えて、電気透析処理を行うことが好ましい。電気透析処理によれば、無電解ニッケルめっ
き液中に含まれる還元剤の酸化生成物等の不純物を効果的に分離することができる。
【００２５】
　従って、キレート樹脂による不純物金属イオンの除去と電気透析による還元剤の酸化生
成物の除去を併用することによって、無電解ニッケルめっき皮膜の物性や析出速度に悪影
響を及ぼす還元剤の酸化生成物などを除去することが可能であり、その後、必要に応じて
各成分を補給することによって、めっき皮膜の析出性や耐食性を更に改善して、無電解ニ
ッケルめっき液の寿命を著しく延長することができる。
【００２６】
　電気透析処理としては、例えば、陽極と陰極の間に陽イオン交換膜と陰イオン交換膜を
交互に配列した電気透析槽を用い、処理対象の無電解ニッケルめっき液を該電気透析槽の
脱塩室に供給して電気透析を行えば良い。
【００２７】
　電気透析の条件については、特に限定はなく、例えば、特公平５－８３６３５号公報に
記載されている方法に従って電気透析を行えばよい。例えば、陽イオン交換膜としては、
陽イオン交換基としてスルホン酸基又はカルボン酸基を有し、イオン交換容量が１～３ｍ
ｅｑ／ｇ（乾燥樹脂）程度、膜抵抗が０．１～４Ω・ｃｍ２程度の膜を用い、陰イオン交
換膜としては、イオン交換容量が１～４ｍｅｑ／ｇ（乾燥樹脂）程度、膜抵抗が０．１～
４Ω・ｃｍ２程度であって、４ｍｏｌ／ｌのＮａＣｌ水溶液に対する２５℃における拡散
定数が１×１０－６～５×１０－５ｃｍ／秒程度の膜を用いて、電流密度０．１～１０Ａ
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／ｄｍ２程度、液温６０℃程度以下で電気透析を行うことによって、還元剤の酸化生成物
である亜リン酸塩を効率よく除去することができる。
【００２８】
　無電解ニッケルめっき液の処理廃液からのニッケルイオンの回収
　上記した無電解ニッケルめっき液の処理方法によれば、アミノリン酸基を有するキレー
ト樹脂を用いて吸着処理を行うことによって、亜鉛イオン、アルミニウムイオン、鉄イオ
ン等の不純物金属イオンを吸着除去できるが、該キレート樹脂には、少量のニッケルイオ
ンも吸着する。
【００２９】
　この様にして吸着した金属イオンについては、該キレート樹脂に酸溶液を接触させるこ
とによって該キレート樹脂から溶離（脱着）させることができる。通常は、キレート樹脂
を充填した吸着用カラムに溶離用の酸溶液を通液させればよい。溶離には、例えば、硫酸
、塩酸、硝酸等の無機酸、酢酸等の有機酸等の各種の酸の水溶液を用いることができる。
溶離時に用いられる酸溶液の濃度は、例えば、０．５～４Ｎ程度とすればよい。溶離時に
おける酸の空間速度（ＳＶ）は、例えば、０．５～３ｈｒ-1程度とすればよい。
【００３０】
　上記した方法で溶離を行うことによって、該キレート樹脂に吸着した金属イオンが溶離
され、溶離液中にはニッケルイオンの他に、亜鉛イオン、アルミニウムイオン、鉄イオン
等の不純物金属イオンが含まれる。
【００３１】
　この様な各種の金属イオンが存在する溶離液について、ｐHを1～６程度の範囲に調整し
た後、イミノジ酢酸基を有するキレート樹脂に接触させることによって、亜鉛イオン、ア
ルミニウムイオン、鉄イオン等の不純物金属イオンの吸着を抑制して、ニッケルイオンを
選択的に吸着させることができる。これにより、上記した無電解ニッケルめっき液の再生
処理の際にアミノリン酸基を有するキレート樹脂に吸着されたニッケルイオンを、その他
の金属イオンと分離することができる。
【００３２】
　上記した金属イオンの溶離には酸溶液を用いており、金属イオンを含む溶離液のｐＨ値
は、通常、１を下回る値である。このため、溶離液のｐHを１～６の範囲に調整するには
、水酸化ナトリウム等のアルカリを添加すればよい。
【００３３】
　また、前述した無電解ニッケルめっき液の電気透析処理の際には、亜リン酸、ナトリウ
ムイオン等の不要成分が濃縮した電気透析排液が発生する。この電気透析排液は、処理対
象の無電解ニッケルめっきに近いｐH値、例えば、次亜リン酸塩を還元剤とする無電解ニ
ッケルめっき液では、通常、４～１０程度のｐH値を有するものとなる。この電気透析排
液には、通常、少量のニッケルイオンが含まれるので、これを上記した溶離液に添加して
、溶離液のｐH値を１～６の範囲に調整すれば、電気透析排液に含まれるニッケルイオン
についても、回収して有効利用することが可能となる。
【００３４】
　ニッケルイオンを選択的に吸着させるために用いるイミノジ酢酸基を有するキレート樹
脂については特に限定的ではなく、例えば、官能基として、－Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＨ）２、
－Ｎ（ＣＨ２ＣＯＯＮａ）２等のイミノジ酢酸基を有するキレート樹脂を用いることがで
きる。該キレート樹脂の総交換容量については、特に限定的ではないが、例えば、樹脂１
リットル当たりのＣｕ２＋イオンの交換容量として０．８ｍｏｌ程度以上のキレート樹脂
を用いることができる。また、樹脂骨格の種類についても特に限定的ではなく、例えば、
スチレン系、フェノール系などの樹脂骨格を有するキレート樹脂を用いることができる。
キレート樹脂の形状についても特に限定的ではないが、例えば、見掛密度が７００～８０
０ｇ／ｌ程度の球状の樹脂を用いることができる。通常は、イミノジ酢酸基を有するイオ
ン交換樹脂として市販されているキレート樹脂を用いればよい。この様なキレート樹脂と
しては、例えば、商標名：ピュロライト（ピュロライト・インターナショナル(株)製）、
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商標名：ユニセレック（ユニチカ（株）製）、商標名：レバチット（ランクセス（株）製
）、商標名：エポラス（ミヨシ油脂（株）製）等として市販されているキレート樹脂を用
いることができる。
【００３５】
　イミノジ酢酸基を有するキレート樹脂に金属イオンを含む溶離液を接触させる方法につ
いては特に限定的ではなく、該溶離液と該キレート樹脂とを十分に接触させることができ
る方法であればよい。通常は、適度な粒径のキレート樹脂を充填した吸着用カラムを用い
、該吸着用カラムにｐH1～６に調整した溶離液を通液させればよい。具体的な通液条件に
ついては、吸着塔の形状、キレート樹脂の形状、充填方法などに応じて、溶離液中のニッ
ケルイオンが十分に吸着除去されるように決めればよい。例えば、処理時の溶離液の温度
は、２０～５０℃程度とすればよく、溶離液の流量については、例えば、空間速度（ＳＶ
）で０．５～３ｈｒ-1程度とすればよい。この処理により、溶離液中に含まれる金属イオ
ンの内で、ニッケルイオンがイミノジ酢酸基を有するキレート樹脂に選択性良く吸着され
る。
【００３６】
　次いで、ニッケルイオンを吸着したイミノジ酢酸基を有するキレート樹脂に、酸溶液を
接触させることによって該キレート樹脂からニッケルイオンを溶離させることができる。
通常は、キレート樹脂を充填した吸着塔に溶離用の酸溶液を通液させればよい。このとき
用いられる酸としては、例えば、硫酸、塩酸、硝酸等の無機酸、酢酸等の有機酸を挙げる
ことができる。溶離されたニッケルイオンを無電解ニッケルめっき液の補給液として用い
る場合には、特に、硫酸を用いることが好ましい。溶離時に用いられる酸溶液の濃度は、
例えば、０．５～４Ｎ程度とすればよい。溶離時における酸の空間速度（ＳＶ）は、例え
ば、０．５～３ｈｒ-1程度とすればよい。
【００３７】
　上記した方法によれば、該キレート樹脂に吸着したニッケルイオンが酸溶液中に溶離さ
れる。該キレート樹脂には、亜鉛イオン、アルミニウムイオン、鉄イオン等の不純物金属
イオンがほとんど吸着しておらず、溶離液は、不純物金属イオンの非常に少ないニッケル
イオンの純度が高い溶液となる。
【００３８】
　上記した方法で得られた溶離液は、例えば、無電解ニッケルめっき液の調製や無電解ニ
ッケルめっき液に対するニッケルイオンの補給用として有効に利用できる。更に、その他
、ニッケル地金生成などの用途にも利用できる。
【発明の効果】
【００３９】
　本発明の無電解ニッケルめっき液の処理方法によれば、亜鉛イオン、アルミニウムイオ
ン、鉄イオン等の不純物金属イオンが蓄積した無電解ニッケルめっき液から、不純物金属
イオンを選択性良く除去することができる。このため、亜鉛イオンやアルミニウムイオン
が含まれることによる弊害である外観や密着性の低下や液の濁り、鉄イオンが含まれるこ
とによる弊害である外観や耐食性の低下を抑制して、無電解ニッケルめっき液の液寿命を
大きく延長することができる。特に、キレート樹脂による不純物金属イオンの吸着除去と
電気透析法とを併用する場合には、めっき皮膜の析出性や耐食性を更に改善して、無電解
ニッケルめっき液の寿命を著しく延長することができる。
【００４０】
　また、上記した方法によって無電解ニッケルめっき液から不純物金属イオンを除去する
際に損失するニッケルイオンについては、本発明のニッケルイオンの回収方法を適用する
ことによって、亜鉛イオン、アルミニウムイオン、鉄イオン等の不純物金属イオンから分
離して、ニッケルイオン純度の高い溶液として回収して有効利用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４１】
　以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。
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　実施例１
　キレート樹脂によるＺｎ及びＡｌの吸着処理による無電解ニッケルめっき液の再生
　亜鉛置換皮膜を形成したアルミニウム材料を被めっき物として、３ターンのめっき処理
を行った無電解ニッケルめっき液を処理対象として、下記の方法でアミノリン酸基を有す
るキレート樹脂による金属イオンの吸着処理を行った。吸着処理前の無電解ニッケルめっ
き液の組成は、下記の通りである。
【００４３】
　　　金属ニッケル　　　　　　　　　５．０　ｇ／ｌ
　　　次亜リン酸ナトリウム　　　　２５．０　ｇ／ｌ
　　　亜リン酸ナトリウム　　　　１５０．０　ｇ／ｌ
　　　錯化剤　　　　　　　　　　　５５．０　ｇ／ｌ
　　　（リンゴ酸　　　　　　　　　４０．０　ｇ／ｌ）
　　　（コハク酸　　　　　　　　　１５．０　ｇ／ｌ）
　　　硫酸ナトリウム　　　　　　　６０．０　ｇ／ｌ
　　　鉛イオン　　　　　　　　　　　０．８ｍｇ／ｌ
　　　亜鉛イオン　　　　　　　　　５０．０ｍｇ／ｌ
　　　アルミニウムイオン　　　　　５０．０ｍｇ／Ｌ
　　　ｐＨ　　　　　　　　　　　　　５．０
【００４４】
　アミノリン酸基を有するキレート樹脂としては、ピュロライト・インターナショナル（
株）製のマイクロポーラス型スチレン系キレート樹脂（商標名：ピュロライトＳ－９５０
、総交換容量０．６ｍｏｌ／ｌ（Ｃａ２＋）以上、見掛密度７１０～７４５ｇ／ｌの球状
）を１０ｃｃ用意し、直径１４ｍｍのガラス製カラムに気泡を含むことなく詰めた処理容
器を用いた。
【００４５】
　このカラムに処理対象の無電解ニッケルめっき液１００ｍｌを、液温２５℃でＳＶ＝２
の通液速度にて供給した。
【００４６】
　一方、比較試験として、電解除去試験を実施した。電解処理槽としては、（株）アスト
ム製の表面積０．５ｍ２のカチオン交換膜（商標名：ネオセプタＣＭ－２、乾燥膜重量当
たりのイオン交換容量１．６～２．２ｍｅｑ／ｇ、０．５ｍｏｌ／ｌ ＮａＣｌ中での電
気抵抗２．０～３．０Ω・ｃｍ２）を隔膜として用いて、容量１２０ｍｌの陰極室と容量
１２０ｍｌの陽極室とに分離された塩化ビニル製容器を用いた。
【００４７】
　該電解槽の陰極室には表面積１ｄｍ２のステンレス陰極を設置し、陽極室には表面積１
ｄｍ２のチタン－白金陽極を設置し、両極の極間距離は、２．５ｃｍとした。
【００４８】
　この電解処理槽の陰極室に処理対象の無電解ニッケルめっき液１００ｍｌを供給し、陽
極室に０．５ｍｏｌ／ｌの硫酸水溶液１００ｍｌを供給して、直流安定化電源を用いて、
２Ａの直流電流を１時間通電して電解処理を行った。電解処理時の無電解ニッケルめっき
液の液温は２５℃とした。
【００４９】
　処理後の無電解ニッケルめっき液中のニッケルイオン、亜鉛イオン及びアルミニウムイ
オン濃度を下記表１に示す。
【００５０】
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【表１】

【００５１】
　表１から明らかなように、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理によれ
ば、亜鉛イオン濃度を２０ｍｇ／ｌ、アルミニウムイオン濃度を２０ｍｇ／ｌまで低下さ
せた際のニッケルイオン濃度は４．５ｇ／ｌ（Ｎｉ減少率１０％）であり、亜鉛イオン及
びアルミニウムイオンを選択性良く除去できたのに対して、電解処理では、亜鉛イオン濃
度を３０ｍｇ／ｌまで低下させた際のニッケルイオン濃度は４ｇ／ｌ（Ｎｉ減少率２０％
）となり、ニッケルイオンの損失が大きく、しかもアルミニウムイオンは除去されなかっ
た。
【００５２】
　この結果から、アミノリン酸基を有する樹脂による吸着処理を行うことによって、ニッ
ケルイオンの損失を抑制して、亜鉛イオンを効率良く除去でき、かつ隔膜電解処理では除
去されなかったアルミニウムイオンについても除去可能であることが確認できた。
【００５３】
　更に、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理を行った無電解ニッケルめ
っき液１００ｍｌについて、硫酸ニッケルを添加してニッケルイオン濃度を５ｇ／ｌとし
、水酸化ナトリウムを添加してｐＨを５．０に調整した。その後、亜鉛置換皮膜を形成し
たアルミニウム合金板（合金番号５０５２、表面積：０．１ｄｍ２）を被めっき物として
、液温９０℃で３０分間無電解ニッケルめっき処理を行った。
【００５４】
　形成されためっき皮膜について、目視によって外観を評価し、さらにＪＩＳ　Ｈ８５０
４記載のめっきの密着性試験（１８．曲げ試験方法）により、密着性を評価した。
【００５５】
　比較試験として、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理前の無電解ニッ
ケルめっき液を用いて同様の条件で無電解ニッケルめっき処理を行い、外観及び密着性、
液の濁りを評価した。
【００５６】
　その結果、吸着処理前の無電解ニッケルめっき液では、形成されためっき皮膜は、外観
及び密着性が何れも不良であり、かつめっき液の濁りが発生したのに対して、アミノリン
酸基を有するキレート樹脂による吸着処理を行った無電解ニッケルめっき液によれば、外
観及び密着性の良好な無電解ニッケルめっき皮膜を形成でき、めっき液の濁りも発生しな
かった。
【００５７】
　実施例２
　キレート樹脂による吸着処理と電気透析処理による無電解ニッケルめっき液の再生
　実施例１と同様にしてアミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理を行った後
、ニッケルイオン濃度５ｇ／ｌ、ｐＨ５．０に調整しためっき液を用いて、無電解ニッケ
ルめっき処理を引き続き行った。このめっき液について、１ターンのめっき処理終了後、
再度、実施例１と同様にしてアミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理を行い
、亜鉛イオンおよびアルミニウムイオンを減少させた。
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【００５８】
　次いで、吸着処理後の無電解ニッケルめっき液について、下記の方法で電気透析処理を
行った。電気透析処理装置としては、（株）トクヤマ（アストム）製の透析槽［カチオン
交換膜：ＣＭ－２（乾燥膜重量当たりのイオン交換容量１．６～２．２ｍｅｑ／ｇ、０．
５ｍｏｌ／ｌＮａＣｌ中での電気抵抗２．０～３．０Ω・ｃｍ２）、アニオン交換膜：Ａ
Ｍ－１（乾燥膜重量当たりのイオン交換容量１．８～２．２ｍｅｑ／ｇ、０．５ｍｏｌ／
ｌＮａＣｌ中での電気抵抗１．３～２．０Ω・ｃｍ２）、それぞれ１ｄｍ２×５対］を用
い、電流３Ａで２．５時間通電することによって電気透析処理を行い、１ターンのめっき
処理によって蓄積する量に相当する亜リン酸イオンを除去した。尚、電気透析槽の容量が
２．５リットルであったので、アミノリン酸基を有するキレート樹脂にて処理を行った無
電解ニッケルめっき液の液量が２．５リットルとなった段階で一括して電気透析処理を行
った。
【００５９】
　この様にして、亜鉛イオンおよびアルミニウムイオン除去のためのアミノリン酸基を有
するキレート樹脂による吸着処理と、亜リン酸イオンの除去のための電気透析処理を行っ
た無電解ニッケルめっき液について、建浴時のめっき液組成と同様の組成となるように、
各成分を添加して液組成を調整した。この無電解ニッケルめっき液を用いて、引き続きめ
っき処理を行い、１ターンのめっき処理毎に、アミノリン酸基を有するキレート樹脂によ
る吸着処理と電気透析処理を行い、液組成を調整することを繰り返し、処理量が１０ター
ンとなるまで無電解ニッケルめっき処理を行った。
【００６０】
　１０ターンのめっき処理終了後、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による処理と電
気透析処理を行い、液組成を調整した無電解ニッケルめっき液１００ｍｌを用いて、亜鉛
置換皮膜を形成したアルミニウム合金板（合金番号５０５２、表面積：０．１ｄｍ２）を
被めっき物として液温９０℃で３０分間無電解ニッケルめっき処理を行った。その結果、
形成された無電解ニッケルめっき皮膜は、外観及び密着性が良好であり、めっき液の濁り
も発生しなかった。
【００６１】
　この結果から、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理と、電気透析処理
を組み合わせて行うことによって、無電解ニッケルめっき液の寿命を大きく延長できるこ
とが確認できた。
【００６２】
　実施例３
　キレート樹脂によるＦｅの吸着処理と電気透析処理による無電解ニッケルめっき液の再
生
　冷間圧延鋼板（ＪＩＳ　Ｇ３１４１番号ＳＰＣＣ、表面積：０．１ｄｍ２）を被めっき
物として３ターンのめっき処理を行った無電解ニッケルめっき液を処理対象として、実施
例１と同様の方法でアミノリン酸基を有するキレート樹脂にて金属イオンの吸着処理を行
った。吸着処理前の無電解ニッケルめっき液の組成は、下記の通りである。
【００６３】
　　　金属ニッケル　　　　　　　　　５．０　ｇ／ｌ
　　　次亜リン酸ナトリウム　　　　２５．０　ｇ／ｌ
　　　亜リン酸ナトリウム　　　　１５０．０　ｇ／ｌ
　　　錯化剤　　　　　　　　　　　５５．０　ｇ／ｌ
　　　（リンゴ酸　　　　　　　　　４０．０　ｇ／ｌ）
　　　（コハク酸　　　　　　　　　１５．０　ｇ／ｌ）
　　　硫酸ナトリウム　　　　　　　６０．０　ｇ／ｌ
　　　鉛イオン　　　　　　　　　　　０．８ｍｇ／ｌ
　　　鉄イオン　　　　　　　　　　５０．０ｍｇ／ｌ
　　　ｐＨ　　　　　　　　　　　　　５．０
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　一方、比較試験として、電解除去試験を実施した。電解処理槽としては、（株）アスト
ム製の表面積０．５ｍ２のカチオン交換膜（商標名：ネオセプタＣＭ－２、乾燥膜重量当
たりのイオン交換容量１．６～２．２ｍｅｑ／ｇ、０．５ｍｏｌ／ｌ ＮａＣｌ中での電
気抵抗２．０～３．０Ω・ｃｍ２）を隔膜として用いて、容量１２０ｍｌの陰極室と容量
１２０ｍｌの陽極室とに分離された塩化ビニル製容器を用いた。
【００６４】
　該電解槽の陰極室には表面積１ｄｍ２のステンレス陰極を設置し、陽極室には表面積１
ｄｍ２のチタン－白金陽極を設置し、両極の極間距離は２．５ｃｍとした。
【００６５】
　この電解処理槽の陰極室に処理対象の無電解ニッケルめっき液１００ｍｌを供給し、陽
極室に０．５ｍｏｌ／ｌの硫酸水溶液１００ｍｌを供給して、直流安定化電源を用いて、
２Ａの直流電流を１時間通電して電解処理を行った。電解処理時の無電解ニッケルめっき
液の液温は、２５℃とした。
【００６６】
　処理後の無電解ニッケルめっき液中のニッケルイオン濃度、鉄イオン濃度及びｐＨを下
記表２に示す。
【００６７】
【表２】

【００６８】
　表２から明らかなように、アミノリン酸基を有するキレート樹脂にて処理を行った場合
には、鉄イオン濃度を２０ｍｇ／ｌまで低下させた際のニッケルイオン濃度は４．５ｇ／
ｌ（Ｎｉ減少率１０％）であったのに対して、電解処理を行った場合には、鉄イオン濃度
を３０ｍｇ／ｌまで低下させた際のニッケルイオン濃度は４ｇ／ｌ（Ｎｉ減少率２０％）
となり、ニッケルイオンの損失が大きかった。
【００６９】
　この結果から、アミノリン酸基を有するキレート樹脂を用いる吸着処理を行うことによ
って、ニッケルイオンの損失を抑制して、鉄イオンを効率良く除去できることが確認でき
た。
【００７０】
　実施例４
　キレート樹脂による吸着処理と電気透析処理による無電解ニッケルめっき液の再生
　実施例３と同様にしてアミノリン酸基を有するキレート樹脂による鉄イオンの吸着処理
を行った後、ニッケルイオン濃度５ｇ／ｌ、ｐＨ５．０に調整しためっき液を用いて、無
電解ニッケルめっき処理を引き続き行った。このめっき液について、１ターンのめっき処
理終了後、実施例３と同様にしてアミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理を
行い、鉄イオンを減少させた。
【００７１】
　次いで、吸着処理後の無電解ニッケルめっき液について、下記の方法で電気透析処理を
行った。電気透析装置としては、（株）アストム製の透析槽［カチオン交換膜：ＣＭ－２
（乾燥膜重量当たりのイオン交換容量１．６～２．２ｍｅｑ／ｇ、０．５ｍｏｌ／ｌＮａ
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Ｃｌ中での電気抵抗２．０～３．０Ω・ｃｍ２）、アニオン交換膜：ＡＭ－１（乾燥膜重
量当たりのイオン交換容量１．８～２．２ｍｅｑ／ｇ、０．５ｍｏｌ／ｌＮａＣｌ中での
電気抵抗１．３～２．０Ω・ｃｍ２）、それぞれ１ｄｍ２×５対］を用いて、電流３Ａで
２．５時間の条件で処理し、無電解ニッケルめっき液中に蓄積した亜リン酸イオンの１タ
ーン分を除去した。尚、透析槽の容量が２．５リットルであったので、アミノリン酸基を
有するキレート樹脂にて処理を行った無電解ニッケルめっき液の液量が２．５リットルと
なった段階で一括して電気透析処理を行った。
【００７２】
　このようにして、鉄イオン除去のためのアミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸
着処理と、亜リン酸イオンの除去のための電気透析処理を行った無電解ニッケルめっき液
について、建浴時のめっき液組成と同様の組成となるように、各成分を添加して液組成を
調整した。この無電解ニッケルめっき液を用いて、引き続きめっき処理を行い、１ターン
のめっき処理毎に、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理と電気透析処理
を行い、液組成を調整することを繰り返し、処理量が１０ターンとなるまで無電解ニッケ
ルめっき処理を行った。１０ターンのめっき処理終了後、アミノリン酸基を有するキレー
ト樹脂による吸着処理と電気透析処理を行い、硫酸ニッケルを添加してニッケルイオン濃
度を５ｇ／ｌとし、水酸化ナトリウムを添加してｐＨを５．０に調整した無電解ニッケル
めっき液１００ｍｌを用いて、冷間圧延鋼板（ＪＩＳ　Ｇ３１４１番号ＳＰＣＣ、表面積
：０．１ｄｍ２）を被めっき物として、液温９０℃で３０分間無電解ニッケルめっき処理
を行った。
【００７３】
　形成されためっき皮膜について、目視によって外観を評価し、さらにＪＩＳ　Ｚ２３７
１記載のめっきの耐食性試験（塩水噴霧試験方法）のレイティングナンバー法により、耐
食性を評価した。
【００７４】
　比較試験として、上記した方法で１０ターンのめっき処理終了後、アミノリン酸基を有
するキレート樹脂による処理を行う前の無電解ニッケルめっき液を用いて、同様の条件で
冷間圧延鋼板を被めっき物として無電解ニッケルめっき処理を行い、外観及び耐食性を評
価した。
【００７５】
　処理前の無電解ニッケルめっき液、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処
理後の無電解ニッケルめっき液、及びアミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処
理と電気透析処理を行った無電解ニッケルめっき液について、液中の鉄イオン濃度とめっ
き皮膜の外観及び耐食性の評価結果を下記表３に示す。尚、外観及び耐食性については、
各めっき液のニッケルイオン濃度を５ｇ／ｌ、ｐＨを５．０に調整して評価した。
【００７６】
【表３】

【００７７】
　表３から明らかなように、アミノリン酸基を有するキレート樹脂にて吸着処理を行った
無電解ニッケルめっき液を用いた場合、およびアミノリン酸基を有するキレート樹脂にて
処理を行い、その後、更に電気透析処理を行った無電解ニッケルめっき液を用いた場合に
は、形成されためっき皮膜の外観は良好であった。また、耐食性試験結果については、ア
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によるレイティングナンバーが９．８であり、その後更に電気透析処理を行っためっき液
では、レイティングナンバーが９．９であり、いずれも良好な耐食性を示すものであった
。
【００７８】
　これに対して、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理を行っていない無
電解ニッケルめっき液を用いた場合には、形成されためっき皮膜は、ムラが発生し、耐食
性も劣るものであった。
【００７９】
　この結果から、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理を行うか、或いは
、この吸着処理と電気透析処理を組み合わせて行うことによって、無電解ニッケルめっき
液の寿命を大きく延長できることが確認できた。
【００８０】
　実施例５
　吸着処理による排液からのニッケルイオンの回収
　　実施例１において、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による無電解ニッケルめっ
き液中の金属イオンの吸着処理を行った後、該キレート樹脂に、１Ｎの硫酸水溶液５０ｍ
ｌを、ＳＶ＝２の通液速度にて供給して、該キレート樹脂に吸着した金属イオンを脱着さ
せた。処理後の硫酸水溶液（第一溶離液）におけるニッケルイオン濃度は１．０ｇ／ｌ、
亜鉛イオン濃度は６０ｍｇ／ｌであった。
【００８１】
　次いで、上記した処理後の酸溶離液（第一溶離液）に水酸化ナトリウムを添加してｐＨ
４とした後、イミノジ酢酸基を有するキレート樹脂による吸着処理を行った。イミノジ酢
酸基を有するキレート樹脂としては、ピュロライト・インターナショナル（株）製のマイ
クロポーラス型スチレン系キレート樹脂（商標名：ピュロライトＳ－９３０／４９２２、
総交換容量０．７ｍｏｌ／ｌ（Ｃｕ２＋）以上、見掛密度７４０～７４５ｇ／ｌの球状樹
脂）
を１０ｃｃ用意し、直径１４ｍｍのガラス製カラムに気泡を含むことなく詰めた処理容器
を用いた。このカラムに、ｐＨ４に調整した酸溶離液（第一溶離液）を、ＳＶ＝２の通液
速度にて供給し、酸溶離液（第一溶離液）中から金属イオンを吸着させた。その後、１Ｎ
の硫酸水溶液５０ｍｌを、ＳＶ＝２の通液速度にて供給して、イミノジ酢酸基を有するキ
レート樹脂に吸着した金属イオンを硫酸水溶液中に溶離させた。処理後の硫酸水溶液（第
二溶離液）中のニッケルイオン濃度及び亜鉛イオン濃度を下記表４に示す。
【００８２】
　一方、比較試験として、上記した方法と同様にしてアミノリン酸基を有するキレート樹
脂に酸溶液を通液して得られた酸溶離液（第一溶離液）５０ｍｌをｐH４とした後、アミ
ノリン酸基を有するキレート樹脂（ピュロライト・インターナショナル（株）製のキレー
ト樹脂（商標名：ピュロライトＳ－９５０））１０ｃｃを充填した直径１４ｍｍのガラス
製カラムに、酸溶離液（第一溶離液）をＳＶ＝２の通液速度にて供給して、酸溶離液（第
一溶離液）中の金属イオンを吸着させた。その後、１Ｎの硫酸水溶液５０ｍｌを、ＳＶ＝
２の通液速度にて供給して、アミノリン酸基を有するキレート樹脂に吸着している金属イ
オンを硫酸水溶液中に溶離させた。処理後の硫酸水溶液（第二溶離液）中のニッケルイオ
ン濃度及び亜鉛イオン濃度を下記表４に示す。
【００８３】
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【表４】

【００８４】
　表４から明らかなように、イミノジ酢酸基を有するキレート樹脂に吸着した金属イオン
の酸溶離液（第二溶離液）では、ニッケルイオン濃度が１．０ｇ／ｌであり、イミノジ酢
酸基を有するキレート樹脂による吸着処理を行う前の液（第一溶離液）中のニッケルイオ
ン濃度と同一であった。亜鉛イオン濃度については、イミノジ酢酸基を有するキレート樹
脂による吸着処理を行う前の液（第一溶離液）中の亜鉛濃度が６０ｍｇ／ｌであったのに
対して、イミノジ酢酸基を有するキレート樹脂による吸着した金属イオンの酸溶離液（第
二溶離液）では１０ｍｇ／ｌであり、大きく減少していた。
【００８５】
　一方、アミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着した金属イオンの酸溶離液（第
二溶離液）では、ニッケルイオン濃度が０．１ｇ／ｌであり、吸着処理を行う前の液（第
一溶離液）中のニッケルイオン濃度と比べて大きく減少していた。亜鉛イオン濃度につい
ては、吸着処理を行う前の液（第一溶離液）中の亜鉛濃度が６０ｍｇ／ｌであったのに対
して、イミノジ酢酸基を有するキレート樹脂による吸着した金属イオンの酸溶離液（第二
溶離液）では５０ｍｇ／ｌであった。
【００８６】
　以上の結果より、無電解ニッケルめっき液中の金属イオンを吸着処理したアミノリン酸
基を有するキレート樹脂については、酸溶液による金属イオンの溶離後、イミノジ酢酸基
を有するキレート樹脂により吸着処理を行うことによって、ニッケルイオンを選択性良く
分離できることが確認できた。
【００８７】
　無電解ニッケルめっき液への補給試験
　実施例２においてアミノリン酸基を有するキレート樹脂による吸着処理と、電気透析処
理を行った無電解ニッケルめっき液２．５リットルを準備し、これに上記した方法でイミ
ノジ酢酸基を有するキレート樹脂による吸着処理後、酸水溶液でニッケルイオンを脱着さ
せて得られた酸溶離液（第二溶離液）５０ｍｌを添加し、水酸化ナトリウムを添加してｐ
Ｈを５．０に調整した。
【００８８】
　この様にして調整された無電解ニッケルめっき液１００ｍｌを用いて、亜鉛置換皮膜を
形成したアルミニウム合金板（合金番号５０５２、表面積：０．１ｄｍ２）を被めっき物
として液温９０℃で３０分間無電解ニッケルめっき処理を行った。その結果、形成された
無電解ニッケルめっき皮膜は、外観及び密着性が良好であり、めっき液の濁りも発生しな
かった。
【００８９】
　この結果から、無電解ニッケルめっき液中の金属イオンを吸着処理したアミノリン酸基
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を有するキレート樹脂については、酸溶液による金属イオンの脱着処理、イミノジ酢酸基
を有するキレート樹脂による金属イオンの吸着処理、及び酸溶液による金属イオンの脱着
処理を順次行うことによって、アミノリン酸基を有するキレート樹脂に吸着した金属イオ
ンから、ニッケルイオンを選択的に回収でき、無電解ニッケルめっき液に対するニッケル
イオンの補給液として有効に再利用できることが確認できた。
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