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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウム含有かん水を原料として、
（１）カルシウム化合物を含有する脱硫剤を添加し、かん水中に含有される硫酸イオンを
石膏として除去して、脱硫かん水とし、
（２）脱硫かん水を蒸発濃縮し、晶析物を固液分離して一次濃縮かん水とし、
（３）一次濃縮かん水を、一価選択透過性イオン交換膜を使って電気透析処理して、二次
濃縮かん水とし、
（４）二次濃縮かん水を、再び蒸発濃縮し、晶析物を固液分離する工程を経て三次濃縮か
ん水を調製し、
　その三次濃縮かん水に、アンモニアの共存下において、石灰石を焼成して得られる炭酸
ガスを導入する炭酸化工程により炭酸リチウム結晶を析出させ、前記炭酸化工程において
使用するアンモニアとして、炭酸化工程後に固液分離した分離液に、炭酸ガスを得るため
の石灰石の焼成において得られる酸化カルシウム又はそれを更に消化して得られる水酸化
カルシウムを添加し、分離液中に含有される塩化アンモニウムと酸化カルシウム又は水酸
化カルシウムとの反応により生成するアンモニアガスを回収し、これを循環利用し、その
析出させた結晶を固液分離により回収することを特徴とする炭酸リチウムを製造する方法
。
【請求項２】
　アンモニアの回収工程において、添加される酸化カルシウム又は水酸化カルシウム量を



(2) JP 5406955 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

Ｃａ／ＮＨ3モル比で、０．３～１．０とする請求項１に記載の炭酸リチウムを製造する
方法。
【請求項３】
　脱硫処理工程で添加されるカルシウム化合物を含有する脱硫剤として、アンモニア回収
工程におけるアンモニアガス回収後の塩化カルシウムを含有する残液を使用する請求項１
又は２に記載の炭酸リチウムを製造する方法。
【請求項４】
　炭酸化工程後の固液分離により回収される炭酸リチウム結晶を通液洗浄する請求項１な
いし３のいずれか１に記載の炭酸リチウムを製造する方法。
【請求項５】
　炭酸化工程において、炭酸ガスが導入される濃縮かん水のリチウム濃度を、２０～５５
ｇ／Ｌとする請求項１ないし４のいずれか１に記載の炭酸リチウムを製造する方法。
【請求項６】
　炭酸化工程において、共存させるアンモニア量を、ＮＨ3／Ｌｉモル比で、０．８～２
．０とする請求項１ないし５のいずれか１に記載の炭酸リチウムを製造する方法。
【請求項７】
　炭酸化工程において、導入する炭酸ガス量を、ＣＯ2／Ｌｉモル比で、０．３～１．５
とする請求項１ないし６のいずれか１に記載の炭酸リチウムを製造する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塩湖かん水等のかん水資源から、リチウムイオン電池の原料等として重要な
炭酸リチウムを製造する方法に関するものである。
　より詳しくは、リチウム含有かん水を原料として、蒸発濃縮工程、脱硫処理工程および
電気透析工程を経て調製される濃縮かん水に、アンモニアの共存下において、石灰石を焼
成して得られる炭酸ガスを導入する炭酸化工程により炭酸リチウム結晶を析出させ、その
析出させた結晶を固液分離して回収することを特徴とする炭酸リチウムを製造する方法に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　炭酸リチウムは、耐熱ガラス、光学ガラス等の配合剤、セラミックス材料、半導体レー
ザー用原料、潤滑グリース、リチウムイオン電池用の原料等として広く用いられている。
　特に、近年においては、携帯電話やノートパソコン用の小型バッテリーとして用途が広
まっているほか、電気自動車搭載用電池として有望視されており、将来の電気自動車の台
数増加に対応すべく、リチウムについても、戦略的な資源確保が重要となっている。
　そのリチウム資源としてはリチウム鉱石及びリチウム含有かん水が主要なソースとなっ
ている。
【０００３】
　リチウム鉱石としては、スポジューメン（ＬｉＡｌＳｉ2Ｏ6）、ペタライト（ＬｉＡｌ
Ｓｉ4Ｏ10）、リシア雲母（Ｋ（Ｌｉ，Ａｌ）3Ｓｉ4Ｏ10（ＯＨ，Ｆ）2）などが知られて
おり、それらはペグマタイト鉱床などに産出する。鉱石タイプの場合、精鉱品位がＬｉ2

Ｏとして３～６重量％程度となる。
　他方、かん水タイプとしては、塩湖かん水が最も重要となる。アンデス山脈等の造山帯
においては、急激な隆起により形成された山上の湖に、周囲の海成岩石類から溶出した塩
化ナトリウム等の水溶性成分が河川水等に伴って流れ込み、これが長い年月をかけて濃縮
し、塩類が析出、堆積することで塩湖が形成されている。
【０００４】
　その塩湖内部には、飽和塩水が蓄えられており、これを塩湖かん水と呼ぶ。塩湖かん水
中には、海水由来の塩化ナトリウムを主体とし、カリウム、リチウム、マグネシウム、カ
ルシウムなどの陽イオン成分や、塩素、臭素、硫酸、ホウ酸などの陰イオン成分が含有さ
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れている。これらの組成は、海水成分の影響以外に、周辺の岩石種や火山活動などの影響
を受けて変化する。
　この中でも、リチウム濃度が高いものが、リチウム資源として開発の対象となる。現在
、リチウム回収の操業が行われているチリ・アタカマ塩湖かん水のリチウム濃度は２ｇ／
Ｌ、アルゼンチン・オムブレムエルト塩湖かん水では０．５ｇ／Ｌ、アメリカ・シルバー
ピーク塩湖では０．３ｇ／Ｌなどの報告がある（非特許文献１）。
【０００５】
　それらかん水からのリチウム回収方法は、主に天日蒸発を用いた濃縮工程、薬剤添加に
よる不純分除去工程、および炭酸ナトリウム添加による炭酸化工程からなる。
　蒸発濃縮工程においては、上述したリチウム濃度から、炭酸化工程に必要な高濃度域ま
でリチウムを濃縮する。チリ・アタカマ塩湖かん水の場合、天日による蒸発濃縮により、
１年以上の期間をかけて、約６０ｇ／Ｌまでリチウム濃度を上昇させる。
【０００６】
　ここで、塩化物主体のかん水の場合、塩化リチウムの溶解度が高いため、約６０ｇ／Ｌ
の高濃度域までリチウム濃度を上昇させることができるが、かん水中に硫酸イオンが多く
含まれると、蒸発濃縮の過程で、硫酸リチウム（Ｌｉ2ＳＯ4・Ｈ2Ｏ）の析出が起こり、
約６ｇ／Ｌのリチウム濃度までしか上昇させることができないほか、硫酸リチウムとして
、リチウムが損失することになる。
【０００７】
　また、前述の通り、塩湖かん水中には種々のイオン成分が含有されており、特にマグネ
シウムについては、炭酸化工程において、炭酸マグネシウムとして析出し、製品となる炭
酸リチウム中に混入して純度を低下させる原因となることから、炭酸化工程の前段で除去
する必要がある。マグネシウムの除去については、水酸化カルシウムを添加して水酸化マ
グネシウムのかたちで沈殿除去する方法や、炭酸ナトリウムを添加して炭酸マグネシウム
のかたちで沈殿除去する方法等が採用されている（特許文献１）。
【０００８】
　さらに、炭酸化工程においては、濃縮及び薬剤添加の工程により調製される高濃度リチ
ウムかん水に、炭酸ナトリウムを添加して、炭酸リチウムを析出させる（非特許文献２）
。ここの工程では、大量の炭酸ナトリウムを消費することになり、炭酸リチウム製造コス
トのなかでも大きな割合を占めると言われている。ちなみに、チリ・アタカマ塩湖かん水
からのリチウム製造においては、塩湖内で高濃度リチウムかん水まで天日濃縮した後、濃
縮かん水を沿岸域までローリー輸送し、その沿岸域のプラントで、天然ソーダ灰と呼ばれ
る安価な炭酸ナトリウムを入手し、炭酸化工程に供している。
【０００９】
　このように、かん水からの炭酸リチウムの製造においては、天日蒸発濃縮及び薬剤添加
による不純分除去、さらには炭酸ナトリウムを使った炭酸化工程により炭酸リチウムを得
るものであるが、それはチリ・アタカマ塩湖に代表される極一部の塩湖に限定されている
のが現状であり、今後のリチウム需要の増加に対応するためには、さらに多くの塩湖かん
水資源の開発が必要になっている。
　しかしながら、上記したような炭酸リチウムの製造においては、妨害成分特にマグネシ
ウムや硫酸イオンの含有量が多いかん水の場合、現在のチリ・アタカマ塩湖での製造方法
が適用できない。
【００１０】
　具体的には、ボリビア・ウユニ塩湖かん水や中国・青海塩湖などでは、マグネシウム含
有量が高く、Ｍｇ／Ｌｉ濃度比が１９～６２（チリ・アタカマ塩湖ではＭｇ／Ｌｉ濃度比
は６、アルゼンチン・オムブレムエルト塩湖では濃度比は１）となっていることから、マ
グネシウム除去に要する水酸化カルシウムや炭酸ナトリウムの薬剤量が大量になるばかり
でなく、水酸化マグネシウムや炭酸マグネシウムのスラッジ発生量が膨大になるため、そ
のスラッジに濃縮かん水がトラップされてしまい、リチウムが含有された濃縮かん水がほ
とんど回収できない。
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【００１１】
　また、硫酸イオン濃度が高い塩湖かん水も多く、例えば、ボリビア・ウユニ塩湖かん水
では、ＳＯ4／Ｌｉ濃度比が２４、中国・青海塩湖では１３８（チリ・アタカマ塩湖では
、硫酸／リチウム濃度比は１１）となり、蒸発濃縮工程では、リチウム濃度を６ｇ／Ｌま
でしか上げることができず、通常６０ｇ／Ｌ程度の高濃度域で行われる炭酸化工程に適し
た濃縮かん水を得ることができないのが実状である。
【００１２】
　さらに、炭酸化工程に必要な炭酸ナトリウムについても、沿岸域のプラントであれば、
大規模な船輸送により、比較的安価な天然ソーダ灰が入手できるが、多くの塩湖が、高所
かつ内陸部に位置していることから、これらの地域では、炭酸ナトリウムの入手が困難で
ある場合が多い。
【００１３】
　このような状況のなか、今後のリチウム資源の需要増に対応すべく、マグネシウムや硫
酸イオンなどの妨害成分が多いかん水からの効率的なリチウム回収技術、および炭酸ナト
リウムを使用しない新たな炭酸化工程に関する技術が嘱望されている。
　本発明者らは、既に上記課題に取り組んできており、炭酸ナトリウムを用いず、塩化リ
チウムを含む水溶液にアンモニアと、炭酸ガスとを混合して炭酸化反応を行った後、生成
した固体を固液分離して回収することを特徴とする炭酸リチウムの製造方法を開発し、特
許出願している（特願２０１０－２６６０７７号）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】米国特許第５９９３７５９号
【非特許文献】
【００１５】
【非特許文献１】地質ニュース第６７０号　２２－２６頁「リチウム資源」
【非特許文献２】地質ニュース第６７０号　４９－５２ページ「アタカマ塩湖におけるリ
チウムの採取と利用」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　さらに、本発明者らは、上記アンモニアと炭酸ガスとを利用する炭酸リチウムの製造に
関し、より好適な反応条件の研究開発に鋭意努め、かつ原料として用いる濃縮かん水の前
処理としての蒸発濃縮、脱硫、電気透析の各工程について、マグネシウムや硫酸イオンな
どの妨害成分が含有されている難回収性のかん水資源から、より効率的に炭酸リチウムを
製造するためのプロセス構築を鋭意目指し、開発に成功したのが本発明である。
【００１７】
　すなわち、本願発明の解決しようとする課題、換言すれば目的は、従来技術ではリチウ
ムの回収が困難な、マグネシウムや硫酸イオンなどの妨害成分を多く含むかん水資源から
炭酸リチウムを製造する方法に適用することが可能で、かつ天然ソーダ灰などの安価な炭
酸ナトリウムが入手困難な高地や内陸部においても実施可能な炭酸リチウムを製造する方
法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明は、上記課題を解決するための炭酸リチウムの製造方法を提供するものであり、
その概要を示すと、それは、リチウム含有かん水を原料として、脱硫処理工程、蒸発濃縮
工程及び電気透析工程を経て調製される濃縮かん水に、アンモニアの共存下において、石
灰石を焼成して得られる炭酸ガスを導入する炭酸化工程により炭酸リチウムの結晶を析出
させ、その析出させた結晶を固液分離して回収することを特徴とする。
【００１９】
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　その製造方法を具体的に示すと、それは、リチウム含有かん水を原料として、
（１）カルシウム化合物を含有する脱硫剤を添加し、かん水中に含有される硫酸イオンを
石膏として除去して、脱硫かん水とし、
（２）脱硫かん水を蒸発濃縮し、晶析物を固液分離して一次濃縮かん水とし、
（３）一次濃縮かん水を、一価選択透過性イオン交換膜を使って電気透析処理して、二次
濃縮かん水とし、
（４）二次濃縮かん水を、再び蒸発濃縮し、晶析物を固液分離する工程を経て三次濃縮か
ん水を調製し、
　その三次濃縮かん水にアンモニアの共存下において、石灰石を焼成して得られる炭酸ガ
スを導入する炭酸化工程により炭酸リチウム結晶を析出させ、その析出させた結晶を固液
分離して回収することを特徴とするものである。
【００２０】
　その電気透析処理においては、一価選択透過イオン交換膜を用いて、かん水中に含有さ
れる一価イオン以外の不純分成分を除去するのが好適である。
　さらに、炭酸化工程においては、炭酸ガスが導入される濃縮かん水のリチウム濃度を、
２０～５５ｇ／Ｌとし、共存させるアンモニア量は、ＮＨ3／Ｌｉモル比で０．８～２．
０、導入する炭酸ガス量は、ＣＯ2／Ｌｉモル比で０．３～１．５とするのが好適である
。
【００２１】
　また、炭酸化工程で使用するアンモニアとしては、炭酸化工程後の固液分離の分離液に
、炭酸ガスを得るための石灰石の焼成において得られる酸化カルシウム又は酸化カルシウ
ムを消化して得られる水酸化カルシウムを添加し、分離液中に含有される塩化アンモニウ
ムと酸化カルシウム又は水酸化カルシウムとの反応により生成するアンモニアガスを回収
し、これを循環利用することが好適である。
【００２２】
　そのアンモニアを回収する工程においては、添加される酸化カルシウム又は水酸化カル
シウム量を、Ｃａ／ＮＨ3モル比で０．３～１．０とすることが好適である。
　さらに、脱硫処理工程で添加されるカルシウム化合物を含有する脱硫剤としては、アン
モニア回収工程におけるアンモニアガス回収後の塩化カルシウムを含有する残液を使用す
ることが好適である。
　加えて、炭酸化工程後の固液分離により回収される炭酸リチウム結晶を通液洗浄するこ
とが好適である。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明においては、マグネシウムや硫酸イオンなどの妨害成分が含有されるかん水にお
いて、脱硫処理工程、蒸発濃縮工程及び電気透析工程を経て、効率的にリチウムの濃縮並
びに不純分除去ができ、後段の炭酸化工程に適切な濃縮かん水を供給できることから、妨
害成分の影響でリチウム回収ができなかった多くのかん水資源から、リチウム回収が可能
となる。
【００２４】
　また、炭酸化工程では、炭酸ナトリウムを使用せずに、アンモニアの共存下において石
灰石を焼成して得られる炭酸ガスを使って炭酸リチウムを析出させることから、高地や内
陸部などの天然ソーダ灰の入手が困難な地域であっても、炭酸リチウム製造が可能となる
ものである。さらに、炭酸化工程で使用するアンモニアは循環利用でき、加えてアンモニ
ア回収後の残液を、脱硫処理工程に添加されるカルシウム化合物を含有する脱硫剤として
再利用できることから、廃棄物発生を抑制した、環境配慮型の炭酸リチウム製造を実現す
るものである。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】濃縮かん水の濃縮フロー図



(6) JP 5406955 B2 2014.2.5

10

20

30

40

50

【図２】電気透析処理フロー図
【図３】電気透析の概念図
【図４】炭酸化工程におけるアンモニアの循環利用フロー図
【図５】アンモニア回収残液の脱硫処理工程への使用フロー図
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下において、本発明の炭酸リチウムの製造方法について更に詳細に説明する。
　本発明の炭酸リチウムの製造方法について概要を示すと、それは、リチウム含有かん水
を原料として、脱硫処理工程、蒸発濃縮工程および電気透析工程を経て調製される濃縮か
ん水に、アンモニアの共存下において、石灰石を焼成して得られる炭酸ガスを導入する炭
酸化工程により炭酸リチウムの結晶を析出させ、その析出させた結晶を固液分離して回収
することを特徴とするものである。
【００２７】
　原料となるリチウム含有かん水としては、塩湖かん水、地熱かん水、製塩かん水等、回
収目的であるリチウムが含有されているものであれば適用可能であるが、特に、塩湖かん
水については、他のかん水と比較して、リチウム濃度が高いものが多く、本発明の原料と
して好適である。なお、従来法により炭酸リチウムを製造する際に妨害成分となるマグネ
シウム及び硫酸の濃度の高いかん水から、効率的に炭酸リチウムを製造することが本発明
の目的であり、Ｍｇ／Ｌｉ比およびＳＯ4／Ｌｉ濃度比が、１０を超える難回収性のリチ
ウム含有かん水を、原料にできることが本発明の特徴といえる。
【００２８】
　また、原料となるリチウム含有かん水については、汲み上げられたものをそのまま用い
ても良いし、適宜、予備的に濃縮させたものを用いても良い。予備的な濃縮が行われる場
合には、かん水中で硫酸リチウムの析出が開始される手前のリチウム濃度５～６ｇ／Ｌま
でとすることが好ましい。
　予備的な処理として、濃縮操作を行っておくことで、続く脱硫処理工程や電気透析工程
での処理液量が低減でき、設備コストや操業コストを抑制することができる。
【００２９】
　さらに、予備的濃縮した場合には、かん水中に含有されるナトリウムやカリウム、マグ
ネシウム等が、塩化ナトリウム（ＮａＣｌ）、塩化カリウム（ＫＣｌ）、塩化マグネシウ
ム（ＭｇＣｌ2・６Ｈ2Ｏ）、塩化カリウムマグネシウム（ＫＭｇＣｌ3・６Ｈ2Ｏ）、塩化
硫酸カリウムマグネシウム（ＫＭｇ（ＳＯ4）Ｃｌ・３Ｈ2Ｏ）などの形で晶出し固液分離
により除去できることから、リチウム濃度の上昇とともに、相対的な不純分濃度を低減す
ることもできる。
【００３０】
　例えば、リチウム濃度１ｇ／Ｌ、カリウム濃度２５ｇ／Ｌ、マグネシウム濃度２０ｇ／
Ｌの原料かん水の場合、一次濃縮としてリチウム濃度６g／Ｌまで濃縮すると、濃縮の過
程で塩化カリウムや塩化カリウムマグネシウムが析出除去されることから、カリウム濃度
は約１０ｇ／Ｌ、マグネシウム濃度は約８０ｇ／Ｌとなり、リチウムに対する相対濃度は
低下する。その蒸発濃縮の手法については、特段の制約はなく、蒸発缶等の化学装置を適
用することもできるが、蒸発池を使った天日蒸発濃縮が最も合理的である。
【００３１】
　本発明においては、上記したかん水、すなわち前記した汲み上げられたかん水又はそれ
を予備的濃縮したかん水を用いて、炭酸リチウムを析出させるための炭酸化工程を行うが
、それに先立ち、前処理操作として、不純分の除去とリチウムの濃縮とがなされた濃縮か
ん水とする必要がある。これら前処理操作としては、硫酸リチウムの析出ロスを防止する
ための脱硫処理工程、リチウム濃度を上昇させるための蒸発濃縮工程、一価以外の不純分
成分を除去するための一価選択透過性イオン交換膜による電気透析工程を行う。
【００３２】
　これらの工程においては、下記の処理を行うが、それを図示すると図１の濃縮フロー図
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の通りである。
　(１)原料かん水に、カルシウム化合物を含有する脱硫剤を添加し、かん水中に含有され
る硫酸イオンを石膏として除去して、脱硫かん水とし、
　(２)脱硫かん水を、蒸発濃縮し、晶析物を固液分離して一次濃縮かん水とし、
　(３)一次濃縮かん水を、一価選択透過性イオン交換膜を用いて電気透析処理して、二次
濃縮かん水とし、
　(４)二次濃縮かん水を、再び蒸発濃縮し晶析物を固液分離して三次濃縮かん水とする。
【００３３】
　以下においては、前記した各工程に関し詳述する。
　（１）の脱硫工程においてはリチウム濃縮の妨害成分となる硫酸イオンの除去を行う。
　硫酸イオンの除去については、カルシウム化合物を含有する脱硫剤を添加して、石膏（
硫酸カルシウム、ＣａＳＯ4・２Ｈ2Ｏ）を析出させて固液分離により除去する。硫酸イオ
ンを除去する程度については、かん水中のリチウムイオンと残存する硫酸イオンとが結合
して形成される硫酸リチウムが析出しない範囲まで低減させることが好ましく、硫酸イオ
ン濃度として２５ｇ／Ｌ以下、より望ましくは１５ｇ／Ｌ以下とすることが良い。これを
超える硫酸イオンが残存した場合、後の二次濃縮の際に、硫酸リチウムが析出し、リチウ
ムが損失することがある。なお、脱硫のために添加されるカルシウム化合物を含有する脱
硫剤については後述する。
【００３４】
　（２）の一次濃縮については、（１）で脱硫した脱硫かん水を蒸発濃縮する。硫酸イオ
ンが除去されたかん水では、リチウム濃度を６ｇ／Ｌを超えて濃縮することができ、続く
電気透析工程での処理水量を低減でき、設備コストおよび操業コストを抑制することがで
きる。さらに、ここでの蒸発時には、塩化ナトリウムや塩化カリウム、塩化カリウムマグ
ネシウム等の不純分成分が晶出除去されるため、リチウム濃度の上昇と併せて、相対的な
不純分濃度も下げられる。
【００３５】
　その一次濃縮は、リチウム濃度を８～２５ｇ／Ｌまで上昇させることが好適である。こ
の範囲よりも低いリチウム濃度の場合、続く電気透析工程での負荷が高くなり、設備コス
ト及び操業コストの面で不利になってくる。逆に、２５ｇ／Ｌを超える濃縮の場合、濃縮
に要する期間が長くなり、プロセス全体としての製造効率に悪影響を及ぼすことがある。
また、蒸発濃縮の手法については、特段の制約はなく、蒸発缶等の化学装置を適用するこ
ともできるが、蒸発池を使った天日蒸発濃縮が最も合理的である。
【００３６】
　（３）の電気透析処理においては、一価選択透過性イオン交換膜を用いて、一次濃縮か
ん水中に含有される一価イオン以外の不純分成分を除去する。
　電気透析では、溶存するイオン成分を、電気的に泳動させ、そこに陽イオン交換膜及び
陰イオン交換膜を交互に介在させることで、陽イオン交換膜を透過する陽イオンと、陰イ
オン交換膜を透過する陰イオンとが、濃縮液中に濃縮される仕組みになっている。
【００３７】
　ここにおいて、一価選択透過性のイオン交換膜を用いると、陽イオン及び陰イオンのう
ちの一価イオンと多価イオンとを分離することができる。一価選択透過性の陽イオン交換
膜では、負電荷を持つスルホン基やカルボン酸基などが導入された陽イオン交換膜の膜表
層に、弱い正電荷の層を形成させ、電荷の大きな多価陽イオンを反発させることで、一価
陽イオンを選択的に透過させることができる。
　逆に、一価選択透過性の陰イオン交換膜では、正電荷を持つ第４アンモニウム塩基など
が導入された陰イオン交換膜の膜表層に、弱い負電荷の層を形成させ、電荷の大きな多価
陰イオンを反発させることで、一価陰イオンを選択的に透過させることができる。
【００３８】
　したがって、一価選択透過性イオン交換膜を用いた電気透析の場合、リチウムをはじめ
、ナトリウム、カリウムといった一価陽イオンと、一価陰イオンである塩化物イオンとが
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、濃縮液として選択的に回収される。一方で、二価のマグネシウムイオンや硫酸イオンな
どは、濃縮液側への移行が抑制される。
　この現象を利用することで、回収目的成分であるリチウムと、特に炭酸化工程での妨害
成分となるマグネシウムとを効果的に分離することが可能となる。なお、電気透析の運転
条件については、常法に従い、液組成、処理量、各イオン成分の設計輸率などに合わせて
、適切な膜面積、流量、電流密度等に調整されることが望ましい。
【００３９】
　最後に、（４）においては、電気透析により不純分除去とリチウム濃縮がなされた二次
濃縮液をさらに蒸発濃縮し、晶析物を固液分離して、続く炭酸化工程に適したリチウム濃
度に調整された三次濃縮かん水とする。炭酸化工程におけるリチウム濃度については、後
述する。
　蒸発濃縮の手法については、特段の制約はなく、蒸発缶等の化学装置を適用することも
できるが、蒸発池を使った天日蒸発濃縮が最も合理的である。
【００４０】
　続く炭酸化工程においては、前述の前処理操作により調製される三次濃縮かん水に、ア
ンモニアの共存下において、石灰石を焼成して得られる炭酸ガスを導入する炭酸化工程を
行って炭酸リチウム析出させる。炭酸化反応は、下記反応式１の通りとなる。
　炭酸化反応：２ＬｉＣｌ＋２ＮＨ4ＯＨ＋ＣＯ2→Ｌｉ2ＣＯ3↓＋２ＮＨ4Ｃｌ＋Ｈ2Ｏ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（反応式１）
【００４１】
　この炭酸化工程において、炭酸ガスが導入される三次濃縮かん水のリチウム濃度は、２
０～５５ｇ／Ｌとすることが好適である。これよりも低いリチウム濃度の場合、炭酸ガス
導入による炭酸リチウムの析出率が低下し、効率が悪くなる。逆に、５５ｇ／Ｌを超える
リチウム濃度の場合、濃縮かん水中の塩素イオン濃度も上昇するため、アンモニアの導入
の際に塩化アンモニウム結晶が析出して炭酸化反応を阻害するとともに、得られる炭酸リ
チウムの純度低下に繋がることがある。
　したがって、電気透析後の二次濃縮かん水の再濃縮においては、リチウム濃度が２０～
５５ｇ／Ｌとなるよう濃縮することが好適である。
【００４２】
　炭酸化工程において共存させるアンモニア量は、ＮＨ3／Ｌｉモル比で、０．８～２．
０とすることが好適である。アンモニア量が少ない場合、炭酸リチウムの析出率が低下し
、効率が悪くなる。逆に、ＮＨ3／Ｌｉモル比が２．０を超える場合、過剰なアンモニア
を共存させることでアンモニア原料コストが高くなるばかりでなく、後段のアンモニア回
収のために必要な酸化カルシウムあるいは水酸化カルシウムの量も増加し、プロセス全体
としての原料コスト増に繋がり、経済的に不利になってくる。
【００４３】
　また、アンモニアの添加については、泡鐘塔や充填塔等の吸収塔を用い、それにより濃
縮かん水中にアンモニアを吸収させる。濃縮かん水は塔頂から、アンモニアガスは塔下方
から、それぞれ供給され、濃縮かん水が流下するにしたがってアンモニアが吸収されてい
く。アンモニアの吸収に際しては、発熱が起こることから、適宜冷却することが望ましい
。冷却の方法としては、一度、塔中間部から抜き出したものを熱交換器で冷却し、これを
再び塔内に戻す方法などがある。
【００４４】
　なお、アンモニアの吸収に伴い、濃縮かん水がアルカリ域となり、濃縮かん水中にマグ
ネシウムが残存している場合には、水酸化マグネシウムの沈殿が生成することがある。
　そのような場合には、水酸化マグネシウムの沈殿は、炭酸リチウムの純度低下に繋がる
ことから、吸収塔から濃縮かん水を取り出し水酸化マグネシウム沈殿をろ過等により固液
分離し、分離後の濃縮かん水を吸収塔に戻すことが望ましい。
【００４５】
　続く炭酸化工程における炭酸ガスの導入については、所定量のアンモニアを吸収させた
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濃縮かん水に、石灰石を焼成して得られる炭酸ガスを導入する。導入する炭酸ガス量は、
ＣＯ2／Ｌｉモル比で、０．３～１．５とすることが好適である。これよりも低い比であ
ると、炭酸リチウムの析出率が低くなり、反応液中に未反応のリチウムが残存し、効率が
悪くなる。逆に、１．５よりも高い比にすると、余剰の炭酸ガスを必要とすることから、
より大量の石灰石を要し、原料コストの増加に繋がる。
【００４６】
　前記炭酸ガスを得る石灰石の焼成反応は、下記反応式２の通りである。
　石灰石の焼成反応　：　ＣａＣＯ3 →　ＣａＯ　＋　ＣＯ2↑　　　（反応式２）
　その焼成に用いる石灰炉については、各種焼成炉が特段の制約なく使用でき、それには
メルツ炉、ベッケンバッハ炉、竪型炉、コマ炉、ロータリーキルン等が例示できる。
【００４７】
　その焼成の際の温度は、炉の形式、燃料種やその他の運転条件によるが、反応式２の反
応を好適に進行させるには、８００～１５００℃がよい。また、発生する炭酸ガスについ
ては、濃度が高いほうが望ましく、濃度が低い場合には、別途濃縮プロセスを設けても良
い。発生する炭酸ガスは、含有される粉塵等の除去のための洗浄塔を経て、炭酸ガス圧縮
機で圧縮され、炭酸化工程に供給される。
【００４８】
　炭酸ガスの導入については、アンモニアの吸収と同様に、泡鐘塔や充填塔などが適用で
きる。また、アンモニア吸収と炭酸ガス導入とをひとつの塔で行うことも可能であり、こ
の場合、濃縮かん水を塔頂から、アンモニアを塔中部から、炭酸ガスを塔下部から、それ
ぞれ供給することで、ひとつの塔内の上部域をアンモニア吸収域、下部域を炭酸ガス導入
域とすることもできる。
　炭酸化工程が完了した後は、遠心脱水機、遠心分離機、加圧ろ過機、減圧ろ過機、フィ
ルタプレス等の固液分離装置により、析出した炭酸リチウム結晶と、分離液とが回収され
る。
【００４９】
　なお、上述した炭酸化工程において使用するアンモニアとしては、炭酸化工程後の固液
分離の際に得られる分離液に、炭酸ガスを得るための石灰石の焼成において発生する酸化
カルシウム又はそれを消化して得られる水酸化カルシウムを添加し、分離液中に含有され
る塩化アンモニウムと酸化カルシウム又は水酸化カルシウムとの反応により生成するアン
モニアを回収し、これを循環利用することが好適である。
　このアンモニア回収反応は下記の反応式３の通りとなる。
　アンモニア回収反応：２ＮＨ4Ｃｌ＋Ｃａ(ＯＨ)2→ＣａＣｌ2＋２Ｈ2Ｏ＋２ＮＨ3↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（反応式３）
【００５０】
　炭酸化工程後に固液分離された分離液には、塩化アンモニウムを主として、炭酸アンモ
ニウム、炭酸水素アンモニウム等が溶解している。炭酸塩又は炭酸水素塩は、単に加熱す
るだけで分解し、アンモニアガスを発生するが、塩化アンモニウムについては、残存する
ので、ここに酸化カルシウム又は水酸化カルシウムを加えて分解し、前記反応式３に記載
の通り塩化カルシウムとアンモニアとを生成させる。
【００５１】
　生成させたアンモニアについては、蒸留塔でアンモニアガスとして回収し、前段の濃縮
かん水へのアンモニア吸収工程に循環利用することが好適である。このように循環利用す
ることで、新たなアンモニア原料の消費を抑えることができるほか、塩化アンモニウム廃
材を排出する必要もなく、環境に配慮した方法とすることができる。
　なお、アンモニア吸収、炭酸化、固液分離、アンモニア回収の各工程において、多少の
アンモニアが損失することもあるので、その場合は、アンモニア吸収の工程において、適
宜不足分のアンモニアを加えることが望ましい。
【００５２】
　アンモニアの回収工程において添加される酸化カルシウム又は水酸化カルシウム量は、
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Ｃａ／ＮＨ3モル比で、０．３～１．０とすることが好適である。０．３未満のモル比で
あると、アンモニアの回収率が低くなり、アンモニアの循環利用の効率が悪くなる。モル
比は、上記範囲であることが望ましく、１．０を超えるモル比にしても、アンモニアの回
収率はほとんど変化せず、単に、消費する酸化カルシウムあるいは水酸化カルシウム量が
多くなり原料コストの増加要因となる。
【００５３】
　また、酸化カルシウムとして添加する場合は、炭酸化工程での炭酸ガスの取得のための
石灰炉で得られる生石灰（酸化カルシウム）がそのまま、あるいは適度に粒度調整された
ものが利用可能である。さらに、酸化カルシウムに水を加え、水酸化カルシウムとしてか
ら添加しても良い。
　酸化カルシウムあるいは水酸化カルシウムの添加については、炭酸化反応後の分離液に
固体のまま、あるいは懸濁液の状態で添加、撹拌する装置を使っても良いし、アンモニア
蒸留塔に直接添加する方式でも良い。
【００５４】
　上記したアンモニア回収工程では、炭酸化工程後の分離液中に含まれるアンモニアが回
収されるとともに、アンモニア回収反応副生物である塩化カルシウムや、炭酸化工程での
未反応の塩化リチウム等が溶解した残液が生成する。
　このアンモニア回収後の残液については、原料かん水の前処理として行われる脱硫工程
において添加されるカルシウム化合物を含有する脱硫剤として、リサイクルすることが好
適である。
【００５５】
　前述の通り、その残液中には、アンモニア回収反応の副生成物である塩化カルシウムが
溶解しており、この塩化カルシウムが、かん水中の硫酸イオンと反応して石膏を生成する
ことから、排出される塩化カルシウム含有の残液は脱硫剤として利用できる。その残液に
ついては、従来廃棄物としていたものを、脱硫処理工程に再利用することで、原料かん水
のリチウム濃縮の妨害成分となる硫酸イオンの除去ができるばかりでなく、廃棄物量の低
減にも大きな効果を奏する。
　この脱硫反応は、下記反応式４の通りとなる。
　脱硫反応：ＣａＣｌ2＋Ｌｉ2ＳＯ4＋２Ｈ2Ｏ→２ＬｉＣｌ＋ＣａＳＯ4・２Ｈ2Ｏ↓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（反応式４）
【００５６】
　この脱硫工程において添加されるカルシウム化合物を含有する脱硫剤としては、前述の
アンモニア回収後の残液を用いる以外にも、酸化カルシウム、水酸化カルシウム、塩化カ
ルシウム等の固形物、水溶液、あるいは懸濁液などが使用可能であり、原料かん水中の硫
酸イオン濃度が高く、アンモニア回収残液のみでは、所定の脱硫濃度が得られない場合に
は、酸化カルシウムあるいは水酸化カルシウム、塩化カルシウム等を別途添加しても良い
。
　特に、酸化カルシウムあるいは水酸化カルシウムについては、炭酸化工程で用いる炭酸
ガスを得るための石灰炉で生産される生石灰（酸化カルシウム）あるいはこれに加水して
得られる消石灰（水酸化カルシウム）を用いることができる。
【００５７】
　さらに、アンモニア回収残液中には、炭酸化工程において未反応であったリチウム成分
が溶解している。このリチウム分を単に廃棄するのは非効率的であり、本発明のように前
記残液を脱硫剤として、元の脱硫工程に循環させることで、非常に効率的な炭酸リチウム
製造が可能となるものである。
【００５８】
　炭酸化工程後の固液分離により回収された炭酸リチウム結晶は、通液洗浄することが好
適である。単純な脱水分離のみであると、結晶に付着した反応液中に溶存する未反応のナ
トリウム、カリウム、マグネシウムや、副生する塩化アンモニウム、炭酸アンモニウム等
が、乾燥の際に晶出し、製品である炭酸リチウムの純度を低下させる原因となる。
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　したがって、適量の水や炭酸リチウム飽和水溶液等で通液洗浄することが好適である。
【００５９】
　固液分離及び洗浄された炭酸リチウム結晶は、最後に乾燥されて最終製品となる。乾燥
には、棚式乾燥機、スプレードライヤ、気流乾燥機、ロータリーチューブドライヤ等、種
々の乾燥装置が特に制限されることなく使用可能である。なお、その際の乾燥温度につい
ては、６０～２５０℃であるのが望ましい。
【００６０】
　上述の各工程を通じて得られる炭酸リチウムは、マグネシウムや硫酸イオンといった炭
酸リチウム製造に際しての妨害成分が含有されるかん水資源から、炭酸ナトリウムを使わ
ずに、効率的に製造されるものであり、リチウムイオン電池原料として用いられる９９．
５％品位のものを得ることができる。
　また、炭酸化工程でのアンモニアの循環利用や、石灰石の焼成によって得られる炭酸ガ
スと酸化カルシウムとを、それぞれ炭酸化工程とアンモニア回収工程に有効利用すること
、さらにはアンモニア回収残液の脱硫剤としてのリサイクル使用など、使用原料類の有効
利用や廃棄物の低減等、環境配慮型の新プロセスとして有効である。
【実施例１】
【００６１】
　以下において、本発明について実施例を用いて説明するが、本発明はこの実施例によっ
て何等限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載によって特定されるものであるこ
とはいうまでもない。
　〈原料かん水〉
　南米産塩湖かん水を予備濃縮処理し、それを原料かん水として、炭酸リチウムの製造を
行った。
【００６２】
　原料かん水の組成は、表１の通りである。
　原料かん水の組成
【表１】

【００６３】
〈脱硫処理〉
　前記予備濃縮した原料かん水１７.５Ｌに、アンモニア回収工程におけるアンモニア回
収後の塩化カルシウムを含有する残液の組成を模した模擬液２.３Ｌを撹拌しながら徐々
に添加し、石膏を析出させた後、吸引ろ過にて固形分を除去して脱硫かん水を調製した。
　それら模擬液組成及び脱硫かん水の組成は、表２及び表３に記載の通りである。
【００６４】
　アンモニア回収後の残液の模擬液組成
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【表２】

【００６５】
　脱硫かん水の組成
【表３】

【００６６】
　〈一次濃縮処理〉
　前記脱硫かん水を、４０℃に加温して蒸発濃縮を行い、晶析物を固液分離して一次濃縮
かん水を調製した。その一次濃縮かん水の組成は、表４に記載の通りである。
　一次濃縮かん水の組成

【表４】

【００６７】
　〈電気透析処理〉
　前記一次濃縮かん水を、一価選択透過性イオン交換膜（陽イオン膜：ＡＧＣエンジニア
リング製、セレミオン（登録商標）ＣＳＯ、陰イオン膜：ＡＧＣエンジニアリング製、セ
レミオン（登録商標）ＡＳＶ）を使った電気透析処理装置により、マグネシウム及び硫酸
イオンの除去を行い、二次濃縮かん水を調製した。その二次濃縮かん水の組成は、表５に
記載の通りである。
　二次濃縮かん水の組成
【表５】

【００６８】
　〈三次濃縮処理〉
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　二次濃縮かん水を、再び、４０℃に加温して蒸発濃縮を行い、晶析物を固液分離して炭
酸化工程に供する三次濃縮かん水を調製した。その三次濃縮かん水の組成は、表６に記載
の通りである。
　炭酸化工程に供する三次濃縮かん水の組成
【表６】

【００６９】
　〈炭酸化工程〉
　三次濃縮かん水０．５Ｌに、アンモニア５ｇ（ＮＨ3／Ｌｉ比＝１．１）を吸収させた
後、炭酸ガスを２７ｍＬ／分の速度で１２０分間導入して炭酸化反応（ＣＯ2／Ｌｉ比＝
０．５）を行い、炭酸リチウムを析出させた。析出した炭酸リチウムは、吸引ろ過機で脱
水、０．５Ｌの脱塩水で通液洗浄した後、１０５℃で乾燥させて、炭酸リチウム結晶とし
て回収した。回収物の化学分析を行ったところ、炭酸リチウム純度は９９．７％であった
。
【００７０】
　〈アンモニア回収工程〉
　そして、炭酸化工程後の残液については、消石灰１３ｇを含むスラリーを添加（Ｃａ／
ＮＨ3＝０．５５）して撹拌した後、１１０℃で蒸留して、アンモニアを回収した。
　また、アンモニアを回収した残液を用いて、表１に示す組成の原料かん水の脱硫処理を
行ったところ、上記脱硫処理と同様の脱硫性能が得られ、アンモニア回収残液が脱硫剤と
して利用可能であることが確認された。
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