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(57)【要約】
【課題】白金とパラジウムのうち少なくとも一方、及び／又は、セレン及びテルルのうち
少なくとも一方を回収する方法を提供すること。
【解決手段】
　白金とパラジウムのうち少なくとも一方、及び／又は、セレンとテルルのうち少なくと
も一方を分離回収する方法であって、
　白金とパラジウムのうち少なくとも一方を含有し、且つセレンとテルルのうち少なくと
も一方を含有する沈殿物を調製する工程と、
　中性又はアルカリ性溶液中にて、前記沈殿物に対して、亜硫酸又は亜硫酸塩と接触させ
、セレンとテルルのうち少なくとも一方を溶出させる工程と、
を含む、該方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　白金とパラジウムのうち少なくとも一方を分離回収する方法であって、
　白金とパラジウムのうち少なくとも一方を含有し、且つセレンとテルルのうち少なくと
も一方を含有する沈殿物を調製する工程と、
　前記沈殿物に対して、亜硫酸又は亜硫酸塩と接触させ、セレンとテルルのうち少なくと
も一方を溶出させる工程と、
　溶出後の残渣を回収する工程と
を含む、該方法。
【請求項２】
　セレンとテルルのうち少なくとも一方を分離回収する方法であって、
　白金とパラジウムのうち少なくとも一方を含有し、且つセレンとテルルのうち少なくと
も一方を含有する沈殿物を調製する工程と、
　前記沈殿物に対して、亜硫酸又は亜硫酸塩と接触させ、セレンとテルルのうち少なくと
も一方を溶出させる工程と、
　固液分離を行い、セレンとテルルのうち少なくとも一方を含む溶液を回収する工程と
を含む、該方法。
【請求項３】
　請求項１又は２の方法であって、前記溶出させる工程が以下のうち少なくともいずれか
１つを含む、該方法：
・亜硫酸塩として亜硫酸ナトリウム、及び／又は亜硫酸水素ナトリウムを使用すること。
・水酸化ナトリウム溶液に二酸化硫黄を吸収させた溶液を使用すること。
【請求項４】
　請求項１～３いずれか１項に記載の方法であって、亜硫酸又は亜硫酸塩の量が、セレン
及びテルルの合計量の０．５モル倍以上である、該方法。
【請求項５】
　請求項１～４いずれか１項に記載の方法であって、前記溶出させる工程が、液温２０℃
以上で溶出することを含む、該方法。
【請求項６】
　請求項５の方法であって、前記溶出させる工程が、液温５０℃以上で溶出することを含
む、該方法。
【請求項７】
　請求項１～６いずれか１項に記載の方法であって、
　前記溶出させる工程が、前記沈殿を懸濁させることを含み、
　懸濁液はアルカリ性であり、
　前記懸濁液の水酸化ナトリウムの濃度は１０ｇ／Ｌ以下である、
該方法。
【請求項８】
　請求項１～７いずれか１項に記載の方法であって、
　前記溶出させる工程が、亜硫酸又は亜硫酸塩を、複数回に分割して供給することを含み
、
　一回当たりの供給量が、セレン及びテルルの合計量の０．５モル倍未満である、
該方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、有価金属を回収する方法に関する。より具体的には、本開示は、白金とパラ
ジウムのうち少なくとも一方、及び／又は、セレンとテルルのうち少なくとも一方を分離
回収する方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　銅乾式製錬の工程では、まず、銅精鉱を熔解し、次に転炉へ投入し、更に精製炉へ投入
し、そして、アノード鋳造機へ投入して、９９％以上の粗銅を作る。その後、粗銅を用い
て電解精製を行い、純度９９．９９％以上の電気銅が作られる。
【０００３】
　近年では、銅精鉱ではなく、リサイクル原料を転炉に投入する技術も開発されている。
リサイクル原料として、電子部品由来の貴金属を含む金属屑があげられる。
【０００４】
　これら銅精鉱及びリサイクル原料を用いて銅を精製する過程、特に電解精錬の過程で、
スライムと呼ばれる沈殿物が生じる。このスライムには、多少の銅が含まれるものの、基
本的には銅以外の有価物が含まれる。
【０００５】
　具体的には、このスライムにおいては、貴金族類、希少金属等（例えば、銅精鉱に含ま
れているセレン及びテルル）が同時に濃縮されている。銅製錬副産物としてこれらの金属
元素は個別に分離及び回収される。
【０００６】
　このスライムの処理には湿式製錬法が適用される場合が多い。例えば、特許文献１にお
いては湿式製錬法を通して、銀、金、白金族元素、セレン、テルル等を回収することが開
示されている。具体的には、まず、スライムを塩酸及び過酸化水素により処理して銀を回
収することが開示されている。次に、塩酸及び過酸化水素によって金が浸出した溶液に対
して、溶媒抽出を行って金を回収することが開示されている。そして、金回収後の溶液に
対して、二酸化硫黄による三段階の還元処理を行い、その他の有価物を順次回収する方法
が開示されている。
【０００７】
　特許文献２には、特許文献１と同様の方法で金銀を回収した後、亜硫酸ガスを導入して
セレン又はテルル及び白金族を還元する工程と、還元析出したセレンを蒸留して高純度セ
レンを得ることが開示されている。
【０００８】
　貴金属を回収した後の溶液には希少金属イオン、テルル、セレンが含まれておりさらに
これら有価物を回収することが必要である。回収方法としては還元剤により生じた沈殿を
回収する方法、溶液ごと銅精鉱に混合しドライヤーで乾燥させて製錬炉に繰り返す方法等
が知られている。
【０００９】
　とりわけ特許文献１に示されている、二酸化硫黄により生じた沈殿を回収する方法はコ
ストや製造規模の面で利点が多い。更に、各元素が順次沈殿することから、特許文献１の
方法は、分離精製の観点からも有利である。
【００１０】
　二酸化硫黄を用いて有価物を回収する方法では溶解後に順次有価物を還元して回収する
。初めに、第１還元処理では、白金及びパラジウムが沈殿する。ただし、原料が銅電解ス
ライムであれば、沈殿物にセレンが大量に含まれているためにセレンとの混合物として回
収される。次に、第２還元処理では、セレンが還元を受ける。なお、イリジウム、ルテニ
ウム、ロジウムは酸化還元電位が比較的低く還元を受け難い。第３還元処理では、白金、
パラジウム、及びセレンを回収した後の液をさらに還元してカルコゲン類との混合物とし
て回収する。
【００１１】
　第１還元で得られた白金、パラジウムの沈殿とセレンとの混合物を再度酸化溶解処理し
、白金、パラジウム、及びセレンを溶解させる。その後、溶媒抽出により、白金とパラジ
ウムは、セレンから分離される。なお、沈殿には金も幾らか含まれているがいずれにして
も溶媒抽出により分離される。各元素ごとに分離後にアンモニウム塩として沈殿回収して
いる。
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【００１２】
　カルコゲン類との混合物に含まれるイリジウム、ルテニウム、ロジウムは数％程度であ
り、さらに濃縮して分離精製工程に供される。濃縮はアルカリによりカルコゲン類を溶出
する事で達成される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００１－３１６７３５号公報
【特許文献２】特開２００４－１９０１３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　第１還元で得られた白金、パラジウムの沈殿とセレンとの混合物において、セレンが４
０～７０ｍａｓｓ％含まれる。従って、酸化浸出する時に過剰に酸化剤を消費することに
なる。また、この時溶解したセレンは、溶媒抽出時にエントレインメントとして有機相に
混入し、抽出剤の劣化を引き起こし、更に、白金及びパラジウムの不純物となる。予めセ
レンのみを選択的に除いておくことが望まれる。
【００１５】
　一方で、セレンを選択的に回収することができれば、上記第２還元で得られたセレンと
合わせることで、セレンの回収量を増やすことができる。
【００１６】
　ＯＲＰ（酸化還元電位）を管理しながら酸化溶出する方法もあるが、この方法では、セ
レンを選択的に溶出できない。更に、この方法では、ＯＲＰの厳密な管理が必要であり、
その制御方法に問題がある。
【００１７】
　このような従来の事情を鑑み、本開示は、白金、パラジウム等の白金族の混合物を、セ
レン及びテルルの少なくとも一方から分離して、白金及びパラジウムのうち少なくとも一
方を回収する方法を提供する。別の側面において、本開示は、白金、パラジウム等の白金
族の混合物から、セレン及びテルルのうち少なくとも一方を回収する方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明者らは上記課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、白金、パラジウム、セレン
、及びテルルが混合した沈殿物に対して、亜硫酸又は亜硫酸塩と接触させることで、セレ
ンとテルルのうち少なくとも一方を溶出させることが出来る事を見出した。
【００１９】
　上記知見に基づいて完成された発明は、一側面において、以下の発明を包含する。
（発明１）
　白金とパラジウムのうち少なくとも一方を分離回収する方法であって、
　白金とパラジウムのうち少なくとも一方を含有し、且つセレンとテルルのうち少なくと
も一方を含有する沈殿物を調製する工程と、
　前記沈殿物に対して、亜硫酸又は亜硫酸塩と接触させ、セレンとテルルのうち少なくと
も一方を溶出させる工程と、
　溶出後の残渣を回収する工程と
を含む、該方法。
（発明２）
　セレンとテルルのうち少なくとも一方を分離回収する方法であって、
　白金とパラジウムのうち少なくとも一方を含有し、且つセレンとテルルのうち少なくと
も一方を含有する沈殿物を調製する工程と、
　前記沈殿物に対して、亜硫酸又は亜硫酸塩と接触させ、セレンとテルルのうち少なくと
も一方を溶出させる工程と、
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　固液分離を行い、セレンとテルルのうち少なくとも一方を含む溶液を回収する工程と
を含む、該方法。
（発明３）
　発明１又は２の方法であって、前記溶出させる工程が以下のうち少なくともいずれか１
つを含む、該方法：
・亜硫酸塩として亜硫酸ナトリウム、及び／又は亜硫酸水素ナトリウムを使用すること。
・水酸化ナトリウム溶液に二酸化硫黄を吸収させた溶液を使用すること。
（発明４）
　発明１～３いずれか１つに記載の方法であって、亜硫酸又は亜硫酸塩の量が、セレン及
びテルルの合計量の０．５モル倍以上である、該方法。
（発明５）
　発明１～４いずれか１つに記載の方法であって、前記溶出させる工程が、液温２０℃以
上で溶出することを含む、該方法。
（発明６）
　発明５の方法であって、前記溶出させる工程が、液温５０℃以上で溶出することを含む
、該方法。
（発明７）
　発明１～６いずれか１つに記載の方法であって、
　前記溶出させる工程が、前記沈殿を懸濁させることを含み、
　懸濁液はアルカリ性であり、
　前記懸濁液の水酸化ナトリウムの濃度は１０ｇ／Ｌ以下である、
該方法。
（発明８）
　発明１～７いずれか１つに記載の方法であって、
　前記溶出させる工程が、亜硫酸又は亜硫酸塩を、複数回に分割して供給することを含み
、
　一回当たりの供給量が、セレン及びテルルの合計量の０．５モル倍未満である、
該方法。
【発明の効果】
【００２０】
　上記発明は、一側面において、沈殿物に対して、亜硫酸又は亜硫酸塩と接触させる。こ
れにより、セレンとテルルのうち少なくとも一方を溶出させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】亜硫酸Ｎａの添加量とＯＲＰの関係、及び亜硫酸Ｎａの添加量とセレンの溶出量
との関係を示す。
【図２】亜硫酸Ｎａの添加量と白金及びパラジウムの溶出量との関係を示す。
【図３】亜硫酸Ｎａの添加量とセレンの溶出量との関係を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本開示の具体的な実施形態について説明する。以下の説明は、発明の理解を促進
するためのものである。即ち、本発明の範囲を限定することを意図するものではない。
【００２３】
１．概要
　一実施形態において、本開示は、白金とパラジウムのうち少なくとも一方を分離回収す
る方法に関する。別の実施形態において、本開示は、セレンとテルルのうち少なくとも一
方を分離回収する方法に関する。
【００２４】
　これらの方法は、少なくとも以下の工程を含む。
（１）白金とパラジウムのうち少なくとも一方を含有し、且つセレンとテルルのうち少な



(6) JP 2020-158855 A 2020.10.1

10

20

30

40

50

くとも一方を含有する沈殿物を調製する工程。
（２）前記沈殿物に対して、亜硫酸又は亜硫酸塩と接触させ、セレンとテルル のうち少
なくとも一方を溶出させる工程。
【００２５】
　白金とパラジウムのうち少なくとも一方を分離回収する方法に関しては、
（３）溶出後の残渣を回収する工程を更に含む。
即ち、残渣中に含まれる白金とパラジウムのうち少なくとも一方を回収することができる
。
【００２６】
　一方で、セレンとテルルのうち少なくとも一方を分離回収する方法に関しては、
（４）固液分離を行い、セレンとテルルのうち少なくとも一方を含む溶液を回収する工程
を更に含む。
即ち、溶液中に含まれるセレンとテルルのうち少なくとも一方を回収することができる。
【００２７】
以下では、各工程の具体例について説明する。
【００２８】
２．沈殿物を調製する工程
　沈殿物は、白金とパラジウムのうち少なくとも一方を含有し、且つセレンとテルルのう
ち少なくとも一方を含有する。ここで、当該沈殿物は、これらの金属元素が溶解した溶液
に対して、所定の操作（例えば還元処理など）を行うことにより、沈殿させることができ
る。
【００２９】
　一実施形態において、沈殿を調製する工程は、特に限定されないが、例えば以下の流れ
で、調製することができる。
（１）銅精鉱、又はリサイクル原料から粗銅アノードを製造すること。
（２）粗銅アノードを使用して銅の電解精錬を行い、スライムを回収すること。
（３）スライムに対して、塩酸及び過酸化水素で処理すること（これにより、沈殿側に、
塩化銀等が生じ、一方で、溶液に、金、白金、パラジウム、セレン、テルル等が溶解する
）。
（４）溶液を冷却すること（これにより、鉛、アンチモン等が沈殿除去される）。
（５）溶液に対して金の溶媒抽出を行うこと（これにより、水相側に白金、パラジウム、
セレン、テルル等が移動し、一方で、有機相側に金が移動する）、及び
（６）水相側の溶液に対して第一還元処理を行うこと（これにより、白金及びパラジウム
、並びに一部のセレン及びテルルの混合物が沈殿し、溶液側に一部のセレン及びテルルが
残存する）。
【００３０】
　以上の（１）～（６）のサブ工程を経ることで、所望の沈殿物を得ることができる。前
記沈殿物は、少なくとも、白金、パラジウム、セレン、テルルを含む。セレンの含有量は
特に限定されないが、典型的には４０～９０ｍａｓｓ％である（上限値として好ましくは
８０ｍａｓｓ％以下、及び／又は下限値として好ましくは５０ｍａｓｓ％以上）。
【００３１】
　上記（１）～（６）のサブ工程は、所望の沈殿物を得るためにすべて必須というわけで
はなく、目的に応じて省略してもよい。例えば、（４）及び／又は（５）については、回
収対象物への混入の懸念が無いのであれば省略してもよい。更には、上記（１）～（６）
のサブ工程のほかに別のサブ工程を追加してもよい。例えば、スライム中に残存する銅を
除去するために硫酸等で処理するサブ工程を追加してもよい。
【００３２】
　また、上述した所望の沈殿物を得る目的の観点からは必須ではないものの、溶液に対し
て、更に以下のサブ工程を実施してもよい。
（７）溶液に対して第二還元処理を行うこと（これによりセレンが沈殿し、テルルが溶液
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に残存する）。
（８）溶液に対して第三還元処理を行うこと（これにより、テルルが沈殿）
【００３３】
　以下では、上記（１）～（８）のサブ工程について補足説明する。
【００３４】
　上記（１）のサブ工程に関して、原料は銅精鉱又はリサイクル原料であってもよい。銅
精鉱は銅を主成分とするものの、他の有価金属元素も少量ながら含んでいる。また、リサ
イクル原料は、電子部品由来の金属屑、他の金属精錬の副産物として回収される物、廃触
媒等があげられる。
【００３５】
　上記（３）のサブ工程に関して、スライムは白金族元素とカルコゲン元素が濃縮されて
いる。塩酸と過酸化水素を添加して電解スライムを溶解することができる。しかし、銀は
、溶解直後に塩化物イオンと結合して不溶性の塩化銀沈殿を形成する。
【００３６】
　このように、酸化剤と塩素を含む溶液（例えば王水や塩素水）であれば貴金属類は溶解
して銀を塩化銀として分離できる。また、塩化物浴であるため浸出貴液（ｐｒｅｇｎａｎ
ｔ　ｌｅａｃｈｅｄ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ、ＰＬＳ）には白金族元素、希少金属元素、セレ
ン、テルルが分配する。
【００３７】
　上記（４）のサブ工程に関して、浸出貴液（ＰＬＳ）は一度冷却され、鉛、アンチモン
等の卑金属類の塩化物を沈殿分離することができる。溶液は、１０℃以下、典型的には５
℃以下まで冷却してもよい。
【００３８】
　上記（５）のサブ工程に関して、金の溶媒抽出剤は、特に限定されないが、典型的には
、ジブチルカルビトール（ＤＢＣ）を使用してもよい。
【００３９】
　上記（６）～（８）のサブ工程に関連して、金を抽出した後のＰＬＳに対して、数段階
に分けて還元処理を行うことができる。これにより有価物を沈殿－回収できる。元素によ
り酸化還元電位が異なるため、必然的に沈殿の順序が決まっている。初めに金及び白金族
元素（例えば白金、パラジウム等）、次にカルコゲン（例えば、セレン、テルル等）、更
に不活性貴金属類が沈殿する。
【００４０】
　還元処理に使用する還元剤は特に限定されないが、価格と効率の観点から、還元性硫黄
が好ましい。とりわけ、二酸化硫黄が好ましく、この理由として、転炉ガス、及び硫化鉱
の焙焼を通して、大量且つ安価に供給できるからである。
【００４１】
　上記（６）～（８）のサブ工程に関連して、還元処理の条件は、例えば、特許文献１（
特開２００１－３１６７３５号）に開示の条件であってもよい。
【００４２】
　例えば、第一還元処理については、液中塩素イオン濃度を１．５モル／Ｌ以下に維持し
て、６０～９０℃の温度において、空気で８～１２％濃度に希釈した亜硫酸ガス（二酸化
硫黄）を白金族・金モル濃度の８～１５倍の量において吹き込んでもよい。
【００４３】
　例えば、第二還元処理については、液中の塩素イオン濃度を２．０モル／Ｌ以下に維持
し、且つ溶液中のセレン濃度を３ｇ／Ｌ以上に保ちながら、６０～９０℃の温度において
、亜硫酸ガスをセレンのモル濃度の２倍以下において吹き込んでもよい。
【００４４】
　例えば、第三還元処理については、セレンを分離した後液に６０～９０℃の温度におい
て亜硫酸ガスを吹き込んでもよい。
【００４５】
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３．溶出させる工程
　上記所望の沈殿物（少なくとも、白金、パラジウム、セレン、テルルを含む沈殿物）に
対して、亜硫酸又は亜硫酸塩と接触させる。これにより、セレンとテルル のうち少なく
とも一方を溶出させる。
【００４６】
　以下の説明は本発明の範囲を限定するものではないが、セレンとテルルが溶出する仕組
みは以下の反応式によってイオン化するためである。
　Ｓｅ＋ＳＯ3

2-→ＳＳｅＯ3
2-

　ＴｅＯ2＋ＯＨ-→ＨＴｅＯ3
-

【００４７】
　上記の反応により、単体として沈殿していたセレンが、セレノ硫酸イオンに変化して溶
出する。同様に、テルルも、亜テルル酸イオンに変化して、溶出する
【００４８】
　亜硫酸塩は、亜硫酸ナトリウム、及び／又は亜硫酸水素ナトリウムであってもよい。ま
た、亜硫酸又は亜硫酸塩の供給方法について、例えば、亜硫酸又は亜硫酸塩が溶解した溶
液中に沈殿物を投入してもよい。別の例では、沈殿物を懸濁させた液中に、亜硫酸又は亜
硫酸塩を添加してもよい。さらに別の例では、水酸化ナトリウム溶液に二酸化硫黄を吸収
させた溶液を使用してもよい。ただし、二酸化硫黄を過剰に溶液に吹き込むと、溶液が酸
性に変化し、セレノ硫酸等が再度セレンとして沈殿する可能性がある。
【００４９】
　亜硫酸又は亜硫酸塩の供給量は特に限定されないが、好ましくは、沈殿物に含まれるセ
レン及びテルルの合計量に応じて決定してもよい。例えば、亜硫酸又は亜硫酸塩の量が、
セレン及びテルルの合計量の０．５モル倍以上（より好ましくは０．６モル倍以上）の濃
度となるように、亜硫酸又は亜硫酸塩の濃度を設定してもよい。亜硫酸又は亜硫酸塩の量
の上限値は、好ましくは、３倍モル倍以下である。理由は、セレン等を溶解することによ
り、白金とパラジウムの粒子が微細になりすぎて固液分離が困難になる可能性があるから
である。更には、別の理由として、セレン等だけでなく、白金とパラジウムが溶出しやす
くなるからである。
【００５０】
　亜硫酸又は亜硫酸塩は、一度に供給してもよいし、複数回にわたって分割して供給して
もよい。複数回供給する場合には、一回当たりの供給量を調節することが好ましい。これ
により白金とパラジウムの溶出を抑える事が可能となる。典型的には、一回当たりの供給
量は、セレン及びテルルの合計量の０．５モル倍未満であってもよい。
【００５１】
　また、沈殿を懸濁する液のｐＨについては、中性からアルカリ性の範囲であることが好
ましい（即ちｐＨ７以上、更に、好ましくはｐＨ９以上）。この理由は、酸性だと、上述
したように、セレノ硫酸等が再度セレンに変化して沈殿するからである。亜硫酸又は亜硫
酸塩の供給源として、亜硫酸ナトリウムを使用する場合は、別途アルカリ塩を添加する必
要はない。理由としては、この場合、通常、液はアルカリ性になるからである。しかし、
あらかじめ溶液中に水酸化ナトリウムを含有させておくことが好ましい。水酸化ナトリウ
ムの添加量は、１０ｇ／Ｌ以下であることが好ましい（更に好ましくは５ｇ／Ｌ以下）。
水酸化ナトリウムの量の下限値は特に限定されないが、典型的には０．０５ｇ／Ｌ以上で
ある。
【００５２】
　沈殿物からセレン及びテルルの少なくとも一方を溶出させるための温度は、２０～８０
℃が好ましい（さらに好ましくは、５０℃以上）。温度が低いとセレンの溶解反応速度が
遅くなる。温度が高すぎると亜硫酸イオンが分解する（特に、二酸化硫黄に分解し、溶解
度の関係で揮発及び拡散する）。
【００５３】
　また、沈殿物からセレン及びテルルの少なくとも一方を溶出させるための時間は、１．
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５時間以上が好ましい（更に好ましくは、２時間以上）。理論上では、時間が長ければ長
いほどセレン及びテルルが溶出するので好ましいところではあるが、極端に長くしても効
果が頭打ちになるため、典型的には５時間程度であるである。
【００５４】
４．溶出後の残渣を回収する工程
　溶出後は、固液分離を行い、残渣と、溶出後液とに分離できる。そして、残渣を回収す
ることができる。残渣は、テルル及びセレンの少なくとも一方の含有量が低減されている
。また、セレンとテルルの少なくとも一方を低減させた後の残渣は白金とパラジウムが濃
縮されている。この残渣に対して酸化浸出（過酸化水素と塩酸による浸出）を行って、白
金とパラジウムを溶解させることができる。そして、従来法の通り、溶媒抽出とアンモニ
ウム晶析を行い、白金とパラジウムを分離精製することができる。
【００５５】
　セレンは４電子供与でき、しかも白金、パラジウムよりもＯＲＰが低い。従って、セレ
ンが混入した状態で、過酸化水素を使用すると、本来白金やパラジウムを浸出させるため
の過酸化水素が、セレンの浸出に消費されてしまうことになる。しかし、溶出後の残渣は
、セレンとテルルの少なくとも一方を低減させているため、酸化浸出の際に使用する過酸
化水素量を節約できる。
【００５６】
５．溶出後の溶液を回収する工程
　上述した残渣の回収と同様、溶出後は、固液分離を行い、残渣と、溶出後液とに分離で
きる。そして、溶出後液を回収することができる。溶出後液には、セレン及びテルルが含
まれる。一方で、白金及びパラジウムは残渣側に分配されている。溶出後液中のセレンは
、セレノ硫酸等の形態で存在している。セレノ硫酸は酸と接触させるとセレンが生じる。
【００５７】
　また、溶出した溶液は、セレンとテルルの少なくとも一方が含まれているため、上述し
た第二還元工程に供してもよい。
【実施例】
【００５８】
以下、実施例により上記実施形態をさらに具体的に説明する。
【００５９】
　銅製錬から回収された電解スライムを、硫酸で処理して銅を除去した。次に、銅を除去
した電解スライムに、濃塩酸と６０％過酸化水素水を添加して溶解させた。そして、固液
分離してＰＬＳを得た。更に、ＰＬＳを６℃まで冷却して卑金属分を沈殿除去した。沈殿
除去後のＰＬＳを、ＤＢＣ（ジブチルカルビトール）と混合して金を抽出した。
【００６０】
１． 亜硫酸Ｎａ及び二酸化硫黄によるセレンの浸出
　金抽出後のＰＬＳを７０℃に加温した。そして、ＰＬＳに、二酸化硫黄と空気の混合ガ
ス（二酸化硫黄濃度５～２０％）を吹き込んで、ＰＬＳ中の貴金属を還元し、沈殿物を得
た。２つのロットの沈殿物を、実験に使用した。成分を表１に示す。
【００６１】
【表１】

【００６２】
　ロット１の固体分を１５ｇ量りとった。表２に示す所定のアルカリ液を２００ｍｌ添加
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して７０℃に加温した。表２に示す条件で２時間浸出を行った。
【表２】

【００６３】
　蒸発した液量は適宜純水で補充した。固液分離し残渣を乾燥後、重量を測定した。一方
で、溶液は２ｍｌ分取し、塩酸で中和した。中和した時に沈殿が生じたので硝酸を１ｍｌ
添加してこれを溶解した。５０ｍｌに規正してＩＣＰ－ＯＥＳ（セイコー社製ＳＰＳ３１
００）により濃度を定量した。
【００６４】
　回収残渣を適当量分取し、王水で溶解した。１００ｍｌに規正してＩＣＰ－ＯＥＳによ
り濃度を測定し成分を定量した。結果を表３に示す。
【００６５】
【表３】

【００６６】
　上述したようにロット１の固体分を１５ｇ量りとっており、当該固体分におけるＳｅの
品位は８８ｍａｓｓ％である。従って、固体分におけるＳｅの量は１３．２ｇとなる。一
方で、実施例１では、残渣３．５８ｇ中、Ｓｅの品位は８２ｍａｓｓ％である。従って、
残渣におけるＳｅの量は、２．９３６ｇとなる。従って、当初１３．２ｇ分存在していた
Ｓｅが２．９３６ｇまで減少しており、減少分はすべて溶液中へ溶出したことを示す。同
様の計算を行うと、固体分におけるＰｔの量は０．０３ｇとなり、残渣におけるＰｔの量
は０．０２１ｇとなる。
【００６７】
　従って、亜硫酸ナトリウムを添加した系では、セレンが選択的に溶解している事は明ら
かである。実施例１と実施例４の比較から考察すると、アルカリの濃度は本質的な問題で
はないこともわかる。尚、実施例１と実施例４は一部粒子が濾紙を通過してしまった。場
合によっては亜硫酸イオンの供給量を落としてセレンを幾らか残し、濾過に支障が出ない
様調節しても良い。
【００６８】
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　また、エアレーションは阻害要因にならないこともわかる。二酸化硫黄を吹き込んでも
効果は認められたが亜硫酸イオンとして添加した方が有効であることは明らかである。
【００６９】
２．亜硫酸ナトリウムの濃度、水酸化ナトリウムの濃度、及び温度条件等 
　表１のロット２を１５ｇ量りとった。溶解液を２００ｍｌ添加した。表４に示す条件で
浸出を行った。１５分毎にサンプリングし１時間浸出を行った。浸出終了後に固液分離し
、溶液側に対して塩酸を添加し、更にその後に過酸化水素を添加して定量用サンプルとし
た。ＩＣＰ－ＯＥＳで定量サンプル中の成分を定量した。
【００７０】
　最終液濃度の結果を同じく表４に示す。
【表４】

【００７１】
　亜硫酸ナトリウム添加量が増えるほどセレンが溶解することが判る。しかし亜硫酸ナト
リウム添加量が増えるとセレンばかりでなく白金やパラジウムの溶解も見られた（実施例
８）。原料のセレン品位は８５％であることから添加セレンは０．３２モルである。亜硫
酸ナトリウムは１５ｇで０．１２モルである。一度に添加する亜硫酸ナトリウムは単体セ
レンの約０．５モル倍以下が好ましい。
【００７２】
　また温度は高い方が迅速にセレンを溶解する。液温は２５℃以上なら効果が高い。８０
℃まで加熱するとなおよい。白金がやや温度の影響を受けるが無視できる程度である。
【００７３】
　白金とパラジウムの溶出を抑制するには水酸化ナトリウムの濃度を低くしておく。水酸
化ナトリウム液は１０ｇ／Ｌ以下にしておくことが好ましい。
【００７４】
３．亜硫酸Ｎａの添加量との関係 
　表１のロット２沈殿物を３０ｇ分取した。１ｇ／Ｌ水酸化ナトリウム液を４００ｍｌ注
ぎ５０℃に調整した。ＯＲＰ電極（参照電極：Ａｇ／ＡｇＣｌ）を装入し撹拌、亜硫酸ナ
トリウムを徐々に添加した。亜硫酸Ｎａは予め小分けして順次計量して投入量を把握した
。適当量添加したところでサンプリングをした。分析方法は実験例１に準じる。結果を図
１と図２に示す。さらに図１の縦軸をモル表記し、添加セレンと亜硫酸ナトリウムの合計
物質量で除した値を図３として示す。
【００７５】
　亜硫酸ナトリウムを分割して徐々に添加することで白金とパラジウムの溶出を抑える事
が可能であった。最終的な浸出率は白金１％、パラジウム０．２％であった。
【００７６】
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　原料のセレン品位は８５％であることから添加セレンは０．３２モルである。図３の結
果から傾きの鈍化が見られるのは亜硫酸ナトリウム０．２モル添加時以降である。さらに
大きく鈍化するのは亜硫酸ナトリウム０．４モル添加以降である。よって亜硫酸イオンの
添加はセレンの０．６モル倍までは効果的に反応しており０．５モル倍以上とすればよい
。さらに条件に応じて１．３モル倍以上添加すればよい。
【００７７】
　過剰に亜硫酸ナトリウムを添加してもセレンの溶解量は上昇する。しかしパラジウムと
白金の溶解量も上昇する。図２の結果から投入したセレンの３モル倍程度までが好ましい
。
【００７８】
　テルルは、セレンと同族元素（カルコゲン）である。従って、上記実験結果で示される
セレンと同様の傾向を、テルルも示すと考えられる。
【００７９】
　以上、本開示の具体的な実施形態について説明してきた。上記実施形態は、具体例に過
ぎず、本発明は上記実施形態に限定されない。例えば、上述の実施形態の１つに開示され
た技術的特徴は、他の実施形態に適用することができる。また、特記しない限り、特定の
方法については、一部の工程を他の工程の順序と入れ替えることも可能であり、特定の２
つの工程の間に更なる工程を追加してもよい。本発明の範囲は、特許請求の範囲によって
規定される。

【図１】

【図２】

【図３】
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