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(57)【要約】
【課題】微量の鉛を含有する塩化コバルト水溶液から鉛を分離除去して、高純度金属コバ
ルト等を得るために好適な精製液を得ることができる塩化コバルト水溶液から鉛の分離方
法を提供する。
【解決手段】鉛を含有する塩化コバルト水溶液（Ａ）に硫化剤とｐＨ調整剤を添加し、酸
化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）を－５０～０ｍＶに、かつｐＨを１．０～２．０
に調整して、硫化鉛沈殿を生成させることにより、鉛を１．０ｍｇ／Ｌ未満含有する塩化
コバルト水溶液（Ｂ）を得る第１の工程、及び前記塩化コバルト水溶液（Ｂ）に酸化剤と
ｐＨ調整剤を添加し、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）を９１０～１０５０ｍＶ
、かつｐＨを２．２～３．０に調整して、酸化鉛沈殿を生成させることにより、鉛が分離
された精製液を得る第２の工程、を含むことを特徴とする。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鉛を含有する塩化コバルト水溶液（Ａ）に硫化剤とｐＨ調整剤を添加し、酸化還元電位
（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）を－５０～０ｍＶに、かつｐＨを１．０～２．０に調整して
、硫化鉛沈殿を生成させることにより、鉛を１．０ｍｇ／Ｌ未満含有する塩化コバルト水
溶液（Ｂ）を得る第１の工程、及び
　前記塩化コバルト水溶液（Ｂ）に酸化剤とｐＨ調整剤を添加し、酸化還元電位（Ａｇ／
ＡｇＣｌ電極基準）を９１０～１０５０ｍＶ、かつｐＨを２．２～３．０に調整して、酸
化鉛沈殿を生成させることにより、鉛が分離された精製液を得る第２の工程、を含むこと
を特徴とする塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法。
【請求項２】
　前記塩化コバルト水溶液（Ａ）は、鉛を１～１０ｍｇ／Ｌ含有することを特徴とする請
求項１に記載の塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法。
【請求項３】
　前記第１の工程で用いる硫化剤が、硫化水素ガスであることを特徴とする請求項１に記
載の塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法。
【請求項４】
　前記第１の工程で用いるｐＨ調整剤が、塩酸又は炭酸コバルトであることを特徴とする
請求項１に記載の塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法。
【請求項５】
　前記第２の工程で用いる酸化剤が、塩素ガスであることを特徴とする請求項１に記載の
塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法。
【請求項６】
　前記第２の工程で用いるｐＨ調整剤が、炭酸コバルトであることを特徴とする請求項１
に記載の塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法に関し、さらに詳しくは、微量の鉛を
含有する塩化コバルト水溶液から鉛を分離除去して、高純度金属コバルト等を得るために
好適な精製液を得ることができる塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法に関する。なお、
得られる精製液中の鉛は、分析の検出限界以下、例えば０．０５ｍｇ／Ｌ以下の濃度にま
で分離除去することができる。
【背景技術】
【０００２】
　コバルトは、特殊材料や磁性材料として工業的用途に広く使用されている金属である。
通常、コバルトは、ニッケル製錬又は銅製錬の副産物として産出するものが大半を占めて
いるので、コバルトの製造においては、ニッケル及び銅との分離が不可欠である。例えば
、ニッケル製錬からコバルトを回収する場合、まずニッケルとコバルトを含む水溶液を得
るため、原料を鉱酸等を用いて溶解処理する。次いで、得られた水溶液は溶媒抽出に付さ
れ、ニッケルとコバルトが分離回収される。しかし、得られたコバルト水溶液には、処理
原料に由来する各種不純物元素を含有している。また、ニッケル製錬では、処理原料とし
て、ニッケルマット以外に銅製錬で産出されるニッケル残渣又はニッケルめっき廃液から
回収されるニッケルスラッジ等も使用されるため、不純物元素とその含有量も多岐にわた
る。
【０００３】
　したがって、一般に、ニッケル製錬でコバルトを回収する際には、ニッケルとの分離の
ほか、銅、マンガン、亜鉛、鉛等の不純物元素との分離が必要となる。したがって、不純
物元素の少ない高純度金属コバルトを製造するためには、電解採取法等のコバルトを金属
化する工程に先立って、原料となる塩化コバルト水溶液中の不純物元素をあらかじめ除去
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しておくことが必要であり、そのための効率的な方法が望まれていた。
【０００４】
　この解決策として、本出願人は、不純物元素として、特にマンガンを含有するコバルト
水溶液を酸化還元電位とｐＨを２段階で制御して、酸化中和法でマンガンを除去する方法
（例えば、特許文献１参照。）、不純物元素を含むコバルト水溶液に硫化剤を添加して硫
化銅沈殿を分離する工程、次に酸化剤を添加して酸化中和して生成したマンガン含む水酸
化物沈殿を除去する工程、及び亜鉛、カルシウム及び前記工程で残留した微量不純物をア
ルキルリン酸により溶媒抽出する工程を含む方法（例えば、特許文献２参照）等を提案し
ている。
【０００５】
　これらの提案により、塩化コバルト水溶液からの銅、マンガン、亜鉛、カルシウム等の
分離は達成される。しかしながら、これらの提案において、微量不純物元素として含有さ
れている鉛の除去については、明確に記載されていない。
　以上の状況から、塩化コバルト水溶液中に微量に含有される鉛を分析の検出限界以下、
例えば０．０５ｍｇ／Ｌ以下の濃度にまで分離する方法が求められている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１２３４６９号公報（第１頁、第２頁）
【特許文献２】特開２００４－２８５３６８号公報（第１頁、第２頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、上記の従来技術の問題点に鑑み、微量の鉛を含有する塩化コバルト水
溶液から鉛を分離除去して、高純度金属コバルト等を得るために好適な精製液を得ること
ができる塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記目的を達成するために、塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法につ
いて、鋭意研究を重ねた結果、特定の条件で硫化鉛沈殿を生成させ、液中の鉛を所定値未
満にまで除去する工程、及び特定の条件で酸化鉛沈殿を生成させ、液中の微量の鉛をさら
に除去する工程からなる一連の工程を行なったところ、塩化コバルト水溶液中に微量に含
有される鉛を分析の検出限界以下、例えば０．０５ｍｇ／Ｌ以下の濃度にまで分離するこ
とができることを見出し、本発明を完成した。
【０００９】
　すなわち、本発明の第１の発明によれば、鉛を含有する塩化コバルト水溶液（Ａ）に硫
化剤とｐＨ調整剤を添加し、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）を－５０～０ｍＶ
に、かつｐＨを１．０～２．０に調整して、硫化鉛沈殿を生成させることにより、鉛を１
．０ｍｇ／Ｌ未満含有する塩化コバルト水溶液（Ｂ）を得る第１の工程、及び
　前記塩化コバルト水溶液（Ｂ）に酸化剤とｐＨ調整剤を添加し、酸化還元電位（Ａｇ／
ＡｇＣｌ電極基準）を９１０～１０５０ｍＶ、かつｐＨを２．２～３．０に調整して、酸
化鉛沈殿を生成させることにより、鉛が分離された精製液を得る第２の工程、を含むこと
を特徴とする塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法が提供される。
【００１０】
　また、本発明の第２の発明によれば、第１の発明において、前記塩化コバルト水溶液（
Ａ）は、鉛を１～１０ｍｇ／Ｌ含有することを特徴とする請求項１に記載の塩化コバルト
水溶液から鉛の分離方法が提供される。
【００１１】
　また、本発明の第３の発明によれば、第１の発明において、前記第１の工程で用いる硫
化剤が、硫化水素ガスであることを特徴とする塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法が提
供される。
【００１２】



(4) JP 2008-274382 A 2008.11.13

10

20

30

40

50

　また、本発明の第４の発明によれば、第１の発明において、前記第１の工程で用いるｐ
Ｈ調整剤が、塩酸又は炭酸コバルトであることを特徴とする塩化コバルト水溶液から鉛の
分離方法が提供される。
　また、本発明の第５の発明によれば、第１の発明において、前記第２の工程で用いる酸
化剤が、塩素ガスであることを特徴とする塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法が提供さ
れる。
【００１３】
　また、本発明の第６の発明によれば、第１の発明において、前記第２の工程で用いるｐ
Ｈ調整剤が、炭酸コバルトであることを特徴とする塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法
が提供される
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法は、微量の鉛を含有する塩化コバルト水
溶液から、鉛を分析の検出限界以下、例えば０．０５ｍｇ／Ｌ以下の濃度にまで分離除去
して、高純度金属コバルト等を得るために好適な精製液を得ることができるので、その工
業的価値は極めて大きい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法を詳細に説明する。
　本発明の塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法は、鉛を含有する塩化コバルト水溶液（
Ａ）に硫化剤とｐＨ調整剤を添加し、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）を－５０
～０ｍＶに、かつｐＨを１．０～２．０に調整して、硫化鉛沈殿を生成させることにより
、鉛を１．０ｍｇ／Ｌ未満含有する塩化コバルト水溶液（Ｂ）を得る第１の工程、及び前
記塩化コバルト水溶液（Ｂ）に酸化剤とｐＨ調整剤を添加し、酸化還元電位（Ａｇ／Ａｇ
Ｃｌ電極基準）を９１０～１０５０ｍＶ、かつｐＨを２．２～３．０に調整して、酸化鉛
沈殿を生成させることにより、鉛が分離された精製液を得る第２の工程、を含むことを特
徴とする。
【００１６】
　本発明において、まず、第１の工程において、鉛を１．０ｍｇ／Ｌ未満にまで分離除去
することが重要である。これによって、第２の工程において、酸化中和法により鉛を分析
の検出限界以下、例えば０．０５ｍｇ／Ｌ以下の濃度にまで分離除去することができる。
なお、上記鉛の分析は、原子吸光法で行なったものである。
【００１７】
１．塩化コバルト水溶液
　本発明の方法に用いる塩化コバルト水溶液（Ａ）としては、特に限定されるものではな
く、微量の鉛を含有する塩化コバルト水溶液が用いられる。例えば、塩化浴でのニッケル
精錬においてニッケルから分離される塩化コバルト水溶液が好ましい。前記塩化コバルト
水溶液には、通常、鉛のほかに銅、マンガン、亜鉛その他の不純物元素が含まれているが
、電解工程でのコバルト回収に先だって、各々の不純物元素の分離除去工程が設けられて
いる。しかしながら、鉛のほかに銅、及びマンガンが含有されている塩化コバルト水溶液
も、本発明の方法において用いることができる。その際、銅は第１の工程で、マンガンは
第２の工程で各々鉛とともに沈殿分離される。
　上記塩化コバルト水溶液中（Ａ）の鉛含有量としては、特に限定されるものではないが
、通常、１～１０ｍｇ／Ｌのものが用いられる。
【００１８】
２．第１の工程
　本発明の第１の工程は、鉛を含有する塩化コバルト水溶液（Ａ）に硫化剤とｐＨ調整剤
を添加し、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）を－５０～０ｍＶに、かつｐＨを１
．０～２．０に調整して、硫化鉛沈殿を生成させることにより、鉛を１．０ｍｇ／Ｌ未満
含有する塩化コバルト水溶液（Ｂ）を得る工程である。ここで、酸化還元電位とｐＨを所
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定値に調整することが、硫化物を生成して鉛を１．０ｍｇ／Ｌ未満の濃度にまで除去し、
かつコバルトの共沈殿を抑制するために重要である。
【００１９】
　上記工程において、硫化鉛（ＰｂＳ）の生成反応は、硫化剤が硫化水素（Ｈ２Ｓ）であ
る場合、下記の式（１）により行なわれる。
【００２０】
　式（１）：Ｈ２Ｓ＋Ｐｂ２＋→ＰｂＳ＋２Ｈ＋

【００２１】
　上記工程において、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）は－５０～０ｍＶ、好ま
しくは－５０～－２０ｍＶに調整される。すなわち、前記酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ
電極基準）が０ｍＶを超えると、硫化鉛の再溶解が起こるので鉛の硫化沈殿が不十分とな
る。一方、－５０ｍＶ未満では、コバルトが硫化物を生成し共沈殿量が増加し、コバルト
の損失が多くなるとともに、硫化剤コストが上昇する。ここで酸化還元電位の調整は、硫
化剤の添加によって行われる。
【００２２】
　上記工程において、ｐＨは１．０～２．０、好ましくは１．１～１．４に調整される。
すなわち、前記ｐＨが１．０未満では、硫化水素が酸解離しづらく、反応効率が極端に低
下する。一方、前記ｐＨが２．０を超えれば、鉛に付随して、コバルトが硫化物を生成し
共沈殿量が増加し、コバルトの損失が多くなる。
【００２３】
　上記工程で用いる硫化剤としては、特に限定されるものではなく、硫化水素、硫化ナト
リウム、水硫化ナトリウム等の水溶性の硫化物が用いられるが、これらの中で、特にアル
カリ金属等による新たな不純物汚染の恐れのない硫化水素が好ましい。
【００２４】
　上記工程で用いるｐＨ調整剤としては、特に限定されるものではなく、塩化コバルト水
溶液（Ａ）のｐＨ、或いは硫化剤により、アルカリ性又は酸性のｐＨ調整剤が選ばれる。
アルカリ性ｐＨ調整剤として水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、炭酸ナトリウム、炭
酸コバルト等のアルカリ塩、又は酸性ｐＨ調整剤として塩酸、硫酸等の鉱酸を用いること
ができるが、これらの中で、特に他のアルカリ金属の混入を極力避けるため、塩酸又は炭
酸コバルトが好ましい。
【００２５】
　上記工程で用いる温度としては、特に限定されるものではなく、３０～６０℃が好まし
い。すなわち、３０℃未満では、反応速度が小さくなり、一方、６０℃を超えると、硫化
水素ガスの溶解度が低下して反応が進みにくくなる。
【００２６】
　上記工程で用いる反応設備としては、特に限定されるものではなく、通常の撹拌設備を
備えた反応槽が用いられるが、さらに、酸化還元電位とｐＨを測定し、かつ制御する装置
を備えることが好ましい。例えば、まず、反応槽に塩化コバルト水溶液（Ａ）を添加し、
次いで硫化剤及びｐＨ調整剤が添加され、オーバーフローによって中継槽へと流れた後、
生成された硫化物沈殿が固液分離される。
【００２７】
　以上の第１の工程によって、鉛を１．０ｍｇ／Ｌ未満の濃度で含有する塩化コバルト水
溶液（Ｂ）を得ることができるが、ｐＨ、及び酸化還元電位との関係について、以下に具
体的に説明する。
　図１は、上記反応設備により、Ｐｂ濃度が１～１０ｍｇ／Ｌである塩化コバルト水溶液
を用いて硫化反応を行ない得られた、ｐＨと反応終液のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）の関
係を表す。
　図２は、上記反応設備により、Ｐｂ濃度が１～１０ｍｇ／Ｌである塩化コバルト水溶液
を用いて硫化反応を行ない得られた、酸化還元電位（ＯＲＰ、Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）
と反応終液のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）の関係を表す。
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　図１、図２より、それぞれｐＨが１．０以上、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準
）が０ｍＶ以下で、反応終液のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）が１．０ｍｇ／Ｌ未満になる
ことが分かる。
【００２８】
３．第２の工程
　本発明の第２の工程は、塩化コバルト水溶液（Ｂ）に酸化剤とｐＨ調整剤を添加し、酸
化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）を９１０～１０５０ｍＶ、かつｐＨを２．２～３
．０に調整して、酸化鉛沈殿を生成させることにより、鉛が分離された精製液を得る工程
である。
　ここで、酸化還元電位とｐＨを所定値に調整することが、酸化物を生成させ鉛を分析の
検出限界以下、例えば０．０５ｍｇ／Ｌ以下の濃度にまで分離除去十分に除去し、かつコ
バルト共沈殿を抑制するために重要である。
【００２９】
　上記工程において、酸化鉛（ＰｂＯ２）の生成反応は、酸化剤が塩素（Ｃｌ２）、ｐＨ
調整剤である場合、下記の式（２）により行なわれる。
【００３０】
　式（２）：Ｐｂ２＋＋Ｃｌ２＋２ＣｏＣＯ３→ＰｂＯ２＋２Ｃｏ２＋＋２ＣＯ２

【００３１】
　上記工程において、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）は９１０～１０５０ｍＶ
に調整される。すなわち、前記酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）が９１０ｍＶ未
満では、酸化反応が起こりにくいため鉛の酸化物沈殿の生成が不十分である。一方、１０
５０ｍＶを超えると、コバルトが酸化物として沈殿したり、塩素のコストが上昇する。こ
こで、酸化還元電位の調整は、酸化剤の添加によって行われる。
【００３２】
　上記工程において、ｐＨは２．２～３．０、好ましくは２．２～２．４に調整される。
すなわち、前記ｐＨが２．２未満では、鉛の除去が不十分となり、３．０を超えると、鉛
の除去に伴なうコバルト共沈殿量が増加する。ここでｐＨの調整は、ｐＨ調整剤の添加に
よって行われる。
【００３３】
　上記工程で用いる酸化剤としては、特に限定されるものではなく、塩素、次亜塩素酸又
はオゾンが用いられるが、これらの中で、特に安価で、アルカリ金属等による新たな不純
物汚染の恐れのない塩素が好ましい。
【００３４】
　上記工程で用いるｐＨ調整剤としては、特に限定されるものではなく、アルカリ性ｐＨ
調整剤として水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、炭酸ナトリウム、炭酸コバルト等の
アルカリ塩を用いることができるが、これらの中で、特に他の金属の混入を極力避けるた
め、炭酸コバルトが好ましい。
【００３５】
　上記工程で用いる温度としては、特に限定されるものではなく、４０～６０℃が好まし
い。すなわち、４０℃未満では、反応速度が小さくなり、一方、６０℃を超えると、塩素
の溶解度が小さくなり反応が進みにくくなる。
【００３６】
　上記工程で用いる反応設備としては、特に限定されるものではなく、通常の撹拌設備を
備えた反応槽が用いられるが、さらに、酸化還元電位とｐＨを測定し、かつ制御する装置
を備えることが好ましい。例えば、まず、反応槽に塩化コバルト水溶液（Ｂ）を添加し、
次いで酸化剤及びｐＨ調整剤が添加され、オーバーフローによって中継槽へと流れた後、
生成された酸化物沈殿が固液分離される。
【００３７】
　以上の第２の工程によって、鉛が分離除去された精製液を得ることができるが、ｐＨ、
及び酸化還元電位との関係について、以下により具体的に説明する。
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　図３は、上記反応設備により、Ｐｂ濃度が０．０５～２．５ｍｇ／Ｌである塩化コバル
ト水溶液を用いて酸化反応を行ない得られた、反応始液のＰｂ濃度（始液中Ｐｂ濃度）と
反応終液のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）の関係を表す。
　図３より、反応始液のＰｂ濃度（始液中Ｐｂ濃度）が１．０ｍｇ／Ｌ未満において、反
応終液のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）が０．０５ｍｇ／Ｌ以下になることが分かる。
【００３８】
　図４は、上記反応設備により、Ｐｂ濃度が０．０５～２．５ｍｇ／Ｌである塩化コバル
ト水溶液を用いて酸化反応を行ない得られた、ｐＨ及び酸化還元電位（ＯＲＰ、Ａｇ／Ａ
ｇＣｌ電極基準）と反応終液のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）の関係を表す。ここで、終液
中Ｐｂ濃度は、分析検出限界以下（０．０５ｍｇ／Ｌ以下）と０．０５ｍｇ／Ｌ以上とに
別けた記号で図示している。
　図４より、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）が９１０ｍＶ以上で、ｐＨが２．
０以上、特に２．２以上の領域で、確実に分析検出限界以下（０．０５ｍｇ／Ｌ以下）が
得られることが分かる。
【００３９】
　以上の第２の工程によって、高純度金属コバルト等の製造原料として好適な濃度にまで
塩化コバルト水溶液中の鉛を分離除去した精製液を得ることができる。
【実施例】
【００４０】
　以下に、本発明の実施例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明は、これら
の実施例によってなんら限定されるものではない。なお、実施例で用いた金属の分析方法
は原子吸光法で行った。
【００４１】
（実施例１）
　まず、塩化コバルト水溶液（Ａ）として、ｐＨ０．６２で、コバルト８７ｇ／Ｌ、鉛５
ｍｇ／Ｌの組成のものを用いて、次のように第１の工程を行った。
　前記塩化コバルト水溶液（Ａ）を５０℃に加温して、その中に硫化水素ガスを毎分２０
ｍＬの流量で吹込んだ。硫化水素ガスの吹きこみを、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極
基準）が－２０ｍＶとなるまで継続した。また、ｐＨ調整剤として炭酸コバルトスラリー
を添加して、ｐＨを１．２に調整した。このまま反応を継続して、反応開始から１４０分
後に、塩化コバルト水溶液中の鉛濃度が０．５ｍｇ／Ｌの塩化コバルト水溶液（Ｂ）を得
た。
　次いで、第１の工程で得られた、鉛濃度０．５ｍｇ／Ｌの塩化コバルト水溶液（Ｂ）を
使用して、次のように第２の工程を行った。
　前記塩化コバルト水溶液（Ｂ）を５０℃に加温して、その中に、酸化剤として塩素ガス
、及びｐＨ調整剤として炭酸コバルトスラリーを連続的に添加して、ｐＨを２．２、酸化
還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）を９２０ｍＶに調整した。このまま反応を継続して
、反応開始から７０分後に、塩化コバルト水溶液中の鉛濃度が分析検出限界以下（０．０
５ｍｇ／Ｌ以下）の精製液を得た。
【００４２】
　以上より、実施例１では、本発明の方法に従って、第１の工程及び第２の工程を行なっ
たので、微量の鉛を含有する塩化コバルト水溶液から、高純度コバルトの製造原料として
望ましいレベルにまで鉛の分離除去が行なえることが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００４３】
　以上より明らかなように、本発明の塩化コバルト水溶液から鉛の分離方法は、微量の鉛
を含有する塩化コバルト水溶液から鉛を分離除去して、高純度金属コバルト等を得るため
に好適な精製液を得ることができるので、鉛のほか、銅、マンガン等の不純物元素を含有
する塩化コバルト水溶液の精製方法に好適に用いられる。
【図面の簡単な説明】
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【００４４】
【図１】第１の工程で、Ｐｂ濃度が１～１０ｍｇ／Ｌである塩化コバルト水溶液を用いて
硫化反応を行ない得られた、ｐＨと反応終液のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）の関係を表す
図である。
【図２】第１の工程で、Ｐｂ濃度が１～１０ｍｇ／Ｌである塩化コバルト水溶液を用いて
硫化反応を行ない得られた、酸化還元電位（ＯＲＰ、Ａｇ／ＡｇＣｌ電極基準）と反応終
液のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）の関係を表す図である。
【図３】第２の工程で、Ｐｂ濃度が０．０５～２．５ｍｇ／Ｌである塩化コバルト水溶液
を用いて酸化反応を行ない得られた、反応始液のＰｂ濃度（始液中Ｐｂ濃度）と反応終液
のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）の関係を表す図である。
【図４】第２の工程で、Ｐｂ濃度が０．０５～２．５ｍｇ／Ｌである塩化コバルト水溶液
を用いて酸化反応を行ない得られた、ｐＨ及び酸化還元電位（ＯＲＰ、Ａｇ／ＡｇＣｌ電
極基準）と反応終液のＰｂ濃度（終液中Ｐｂ濃度）の関係を表す図である。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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