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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】塩化第１銅を含む酸性水溶液から電着銅を高電
流効率で回収することができる電解採取方法を提供する
。
【解決手段】陰極室７、陽極室８、及び前記両室を分離
する隔膜９から構成される電解槽を用いる隔膜電解法に
より、該陰極室７に塩化第１銅を含む酸性水溶液３を給
液し、一方該陽極室８に塩化鉄水溶液４を給液して、銅
を電解採取する方法において、前記陰極室７の液面レベ
ルを、前記陽極室８の液面レベルに対し、陽極室深さの
１～３．５％の距離を隔てた高い位置に調整するととも
に、前記塩化第１銅を含む酸性水溶液の酸化還元電位（
Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を２００～２９０ｍＶに調整
することにより、陰極室７からの廃液の酸化還元電位（
Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を３００ｍＶ以下に制御する
ことを特徴とする。
【選択図】図１



(2) JP 2008-127627 A 2008.6.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　陰極室、陽極室、及び前記両室を分離する隔膜から構成される電解槽を用いる隔膜電解
法により、該陰極室に塩化第１銅を含む酸性水溶液を給液し、一方該陽極室に塩化鉄水溶
液を給液して、銅を電解採取する方法において、
　前記陰極室の液面レベルを、前記陽極室の液面レベルに対し、陽極室深さの１～３．５
％の距離を隔てた高い位置に調整するとともに、前記塩化第１銅を含む酸性水溶液の酸化
還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を２００～２９０ｍＶに調整することにより、陰極
室からの廃液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を３００ｍＶ以下に制御するこ
とを特徴とする銅の電解採取方法。
【請求項２】
　液面レベルの調整は、陰極室の廃液口の位置を陽極室のそれよりも高くする構造の電解
槽を用い、かつ陰極室と陽極室のそれぞれの給液と廃液を個別に行うことによりなされる
ことを特徴とする請求項１に記載の銅の電解採取方法。
【請求項３】
　前記隔膜の通水度が、０．０４～０．１５Ｌ／ｍ２．ｓであることを特徴とする請求項
１に記載の銅の電解採取方法。
【請求項４】
　前記塩化第１銅を含む酸性水溶液は、銅原料から、銅イオンを含む浸出生成液を得る塩
素浸出工程、該浸出生成液を還元して１価の銅イオンを含む還元生成液を得る銅イオン還
元処理工程、該還元生成液を溶媒抽出に付し、銅を含む逆抽出生成液と抽出残液とを得る
溶媒抽出工程、該逆抽出生成液を電解採取に付し、電着銅を得る銅電解採取工程、及び該
溶媒抽出工程で得られる抽出残液を鉄電解採取に付し、電着鉄を得る鉄電解採取工程を含
む湿式製錬法で銅を回収するプロセスにおいて、該溶媒抽出工程から産出される逆抽出生
成液であることを特徴とする請求項１に記載の銅の電解採取方法。
【請求項５】
　前記塩化鉄水溶液は、銅原料から、銅イオンを含む浸出生成液を得る塩素浸出工程、該
浸出生成液を還元して１価の銅イオンを含む還元生成液を得る銅イオン還元処理工程、該
還元生成液を溶媒抽出に付し、銅を含む逆抽出生成液と抽出残液とを得る溶媒抽出工程、
該逆抽出生成液を電解採取に付し、電着銅を得る銅電解採取工程、及び該溶媒抽出工程で
得られる抽出残液を鉄電解採取に付し、電着鉄を得る鉄電解採取工程を含む湿式製錬法で
銅を回収するプロセスにおいて、該鉄電解採取工程から産出される電解廃液であることを
特徴とする請求項１に記載の銅の電解採取方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銅の電解採取方法に関し、さらに詳しくは、塩化第１銅を含む酸性水溶液か
ら電着銅を高電流効率で回収することができる電解採取方法に関する。これにより、硫化
銅鉱物を含む銅原料から、銅イオンを含む浸出生成液を得る塩素浸出工程、該浸出生成液
を還元して１価の銅イオンを含む還元生成液を得る銅イオン還元処理工程、該還元生成液
を溶媒抽出に付し、銅を含む逆抽出生成液と抽出残液とを得る溶媒抽出工程、該逆抽出生
成液を電解採取に付し、電着銅を得る銅電解採取工程、及び該溶媒抽出工程で得られる抽
出残液を鉄電解採取に付し、電着鉄を得る鉄電解採取工程を含む湿式製錬法で銅を回収す
るプロセスにおいて、該溶媒抽出工程から産出される逆抽出生成液から、１価銅電解によ
り効率的に銅を電解採取することができる。
【背景技術】
【０００２】
　銅の電解採取方法は、近年開発が要請されている湿式銅製錬プロセスにおいて、その実
用上の効率性向上にとって重要な技術的課題のひとつである。
　現在、世界の銅の大部分が、硫化銅精鉱を原料とした乾式溶錬法によって製造されてい
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る。黄銅鉱など硫化銅鉱物を含有する鉱石を浮遊選鉱などの物理分離手段によって硫化鉱
物を濃集したものである硫化銅精鉱を原料とした乾式溶錬法では、まず高温雰囲気中で溶
解して、原料に含まれる鉄分および脈石をスラグとして分離して、銅マットを製造する。
次いで銅マットを酸素など酸化剤の存在下で鉄分をスラグとして、硫黄をＳＯ２ガスとし
て除去して粗銅を得る方法が用いられる。
【０００３】
　しかしながら、乾式溶錬法による銅製錬は、大量の鉱石を効率よく処理するのに適した
方法であるが、通常は大型設備のため膨大な設備投資が必要であり、生成する大量のＳＯ

２ガスの処理が不可欠である。これら乾式溶錬法による銅製錬の課題を解決するために、
近年、湿式法による製錬方法が研究されている。従来、湿式法による銅精錬としては、銅
酸化鉱物を含有する銅鉱石を原料として、積み上げた鉱石に硫酸を散布して銅を浸出し、
浸出生成液を溶媒抽出法で処理して銅濃度を上げて、電解採取する方法が工業的に広く用
いられている。しかしながら、銅鉱石の大部分を占める硫化鉱の場合、含有鉱物として最
も賦存量の多い黄銅鉱に関しては、硫酸による浸出反応がきわめて難しく銅浸出率が低く
、かつ浸出速度が遅いので、乾式溶錬に匹敵する生産性を得ることは困難であると言われ
ている。
【０００４】
　そこで、黄銅鉱を始めとする硫化銅鉱物を含む銅原料の湿式製錬法において、原料中に
共存する硫黄の酸化を抑制しながら、銅を完全に浸出して回収し、また同時に随伴する有
価金属も回収して、浸出残渣などの廃棄物量を可能な限り減少し有効に活用することがで
きる製錬方法が検討されている。例えば、塩素浸出工程、銅と鉄の分離工程、銅電解採取
工程、及び鉄電解採取工程を有する塩化浴での湿式精錬プロセスで硫化銅鉱物を含有する
原料を処理する方法では、乾式溶錬法の多くの基本的な課題（ＳＯ２ガスの発生防止）の
ほか、湿式製錬法としての課題（硫黄の酸化の抑制、黄銅鉱からの銅の高浸出率、及び随
伴する有価金属の回収）が解決される。しかしながら、このプロセスを工業的に実施する
ためには、効率的な銅の電解採取方法の開発が望まれていた。
【０００５】
　従来、塩化浴での電解採取法として、隔膜電解法が用いられている。ここでは、隔膜で
分割された陰極室と陽極室からなる電解槽を用いる。これは、陰極と陽極の間に隔膜を設
置し、陽極で生成されたガスやイオン等が陰極付近に拡散したり、陰極で電析した金属に
直接触れることを防止している。例えば、塩化銅、塩化鉄等を含む水溶液から銅を電解採
取するとき、不溶性陽極の陽極反応で生成した第２銅イオンや第２鉄イオンのような酸化
性の強いイオン又は塩素ガスが、陰極に電析した銅を溶解する反応を抑止するためである
。
【０００６】
　隔膜電解法による最も一般的な銅の電解採取方法としては、先ず陰極室へ塩化第２銅水
溶液を給液し銅イオンを金属状態に還元し析出させる。ここで、給液中の銅イオンは１価
イオンに、鉄イオンが共存する場合には２価の鉄イオンに還元される。電析により銅イオ
ンが減少し、かつ１価銅イオン及び２価鉄イオンを含む液を、隔膜を通過させて陽極室に
導く。陽極室では、陽極反応によって、これらのイオンは２価銅イオン又は３価鉄イオン
に酸化され、さらに酸化反応が継続されると溶液中の塩素イオンが塩素ガスへ酸化される
。この一般的な方法における大きな課題のひとつは、電流効率の改善である。すなわち、
陰極室へ給液する塩化銅溶液中の銅イオンが２価の場合、陰極で２価イオンを金属銅にす
るためには１価イオンに比べ２倍の還元電力が必要となり、陰極での電流効率が悪くなる
。
【０００７】
　このため、電解に先立って２価銅イオンを１価銅イオンに還元し、その後銅電解を行う
、１価銅電解による方法が提案されている。例えば、ニッケルの脱銅電解方法において、
ｐＨと酸化還元電位を調製し液中の２価銅イオンの大部分を１価銅イオンへ還元させた後
、脱銅電解槽の陰極室に給液する方法（例えば、特許文献１参照。）、塩化鉄系エッチン
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グ廃液の再生方法において、銅等を含む塩化鉄系エッチング廃液を鉄置換処理して還元し
てから陰極室へ給液して銅あるいは鉄を電解析出させ、この液を陽極室へ導き、２価の鉄
イオンを３価イオンへ酸化しエッチング液を再製する方法（例えば、特許文献２参照。）
がある。これらの方法では、銅イオンが１価イオンに還元されているので、電流効率の改
善が達成される。しかし、この方法を連続式の塩化銅水溶液の電解採取に適用した場合、
陰極で電析しなかった１価銅イオンが陽極で酸化されるので、銅の予備的な還元の効果は
大きく低下してしまう。また、安定した操業にとって、電解液の液量バランスの確保が重
要な課題のひとつである。
【０００８】
　これらの解決策として、硫化銅鉱物を含む銅原料の湿式製錬法として、に用いる隔膜電
解法による電解槽において、陽極室への給液が隔膜を通じて該陰極室へ流入するのを防止
するため、給液及び廃液が陰極室と陽極室のそれぞれで個別に行われ、陰極室に塩化第１
銅を含む酸性水溶液を給液し、一方陽極室に塩化鉄水溶液を給液し、かつ陰極室の液面レ
ベルを陽極室のそれよりも高くする構造にする方法（例えば、特許文献３参照。）が提案
されている。ところで、硫化銅鉱物を含む銅原料の湿式製錬法において、連続式の塩化銅
水溶液の電解採取に適用した場合、銅を電解採取した後の廃液は浸出工程又は溶媒抽出工
程に繰り返し、プロセス系内の液バランスを取ることが必要条件となる。その場合、浸出
を促進するために酸化性を向上したり、或いは溶媒抽出で有機溶媒を酸化しないために還
元性を維持したりといった液の酸化還元の調節が不可欠であるため、これらの提案では、
十分な電流効率を安定的に得ることがむずかしかった。
【０００９】
　このような状況下、陽極室への給液が隔膜を通じて該陰極室へ流入するのを完全に防止
することのほか、さらに、電着銅の再溶解を防止することを強化するため、陰極室液中の
２価銅イオンの濃度を管理することにより、一般的な粗銅の銅電解法と同等の電流効率（
８５～９５％）が得られる電解採取方法が求められている。
【００１０】
【特許文献１】特開２００１－２６２３８９号公報（第１頁、第２頁）
【特許文献２】特開平１１－３３５８７３号公報（第１頁、第２頁）
【特許文献３】特開２００５－６０８１３号公報（第１～３頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、上記の従来技術の問題点に鑑み、塩化第１銅を含む酸性水溶液から電
着銅を高電流効率で回収することができる電解採取方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、上記目的を達成するために、隔膜電解法により、該陰極室に塩化第１銅
を含む酸性水溶液を給液し、一方該陽極室に塩化鉄水溶液を給液して、銅を電解採取する
方法について、鋭意研究を重ねた結果、陰極室の液面レベルを、前記陽極室の液面レベル
に対し、特定の距離を隔てた位置に調整するとともに、前記陰極室の給液（塩化第１銅を
含む酸性水溶液）を特定の酸化還元電位に調整したところ、陰極室からの廃液の酸化還元
電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を３００ｍＶ以下に制御することができ、これにより、
塩化第１銅を含む酸性水溶液から電着銅を高電流効率で回収することができることを見出
し、本発明を完成した。
【００１３】
　すなわち、本発明の第１の発明によれば、陰極室、陽極室、及び前記両室を分離する隔
膜から構成される電解槽を用いる隔膜電解法により、該陰極室に塩化第１銅を含む酸性水
溶液を給液し、一方該陽極室に塩化鉄水溶液を給液して、銅を電解採取する方法において
、
　前記陰極室の液面レベルを、前記陽極室の液面レベルに対し、陽極室深さの１～３．５
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％の距離を隔てた高い位置に調整するとともに、前記塩化第１銅を含む酸性水溶液の酸化
還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を２００～２９０ｍＶに調整することにより、陰極
室からの廃液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を３００ｍＶ以下に制御するこ
とを特徴とする銅の電解採取方法が提供される。
【００１４】
　また、本発明の第２の発明によれば、第１の発明において、液面レベルの調整は、陰極
室の廃液口の位置を陽極室のそれよりも高くする構造の電解槽を用い、かつ陰極室と陽極
室のそれぞれの給液と廃液を個別に行うことによりなされることを特徴とする銅の電解採
取方法が提供される。
【００１５】
　また、本発明の第３の発明によれば、第１の発明において、前記隔膜の通水度が、０．
０４～０．１５Ｌ／ｍ２．ｓであることを特徴とする銅の電解採取方法が提供される。
【００１６】
　また、本発明の第４の発明によれば、第１の発明において、前記塩化第１銅を含む酸性
水溶液は、銅原料から、銅イオンを含む浸出生成液を得る塩素浸出工程、該浸出生成液を
還元して１価の銅イオンを含む還元生成液を得る銅イオン還元処理工程、該還元生成液を
溶媒抽出に付し、銅を含む逆抽出生成液と抽出残液とを得る溶媒抽出工程、該逆抽出生成
液を電解採取に付し、電着銅を得る銅電解採取工程、及び該溶媒抽出工程で得られる抽出
残液を鉄電解採取に付し、電着鉄を得る鉄電解採取工程を含む湿式製錬法で銅を回収する
プロセスにおいて、該溶媒抽出工程から産出される逆抽出生成液であることを特徴とする
銅の電解採取方法が提供される。
【００１７】
　また、本発明の第５の発明によれば、第１の発明において、前記塩化鉄水溶液は、銅原
料から、銅イオンを含む浸出生成液を得る塩素浸出工程、該浸出生成液を還元して１価の
銅イオンを含む還元生成液を得る銅イオン還元処理工程、該還元生成液を溶媒抽出に付し
、銅を含む逆抽出生成液と抽出残液とを得る溶媒抽出工程、該逆抽出生成液を電解採取に
付し、電着銅を得る銅電解採取工程、及び該溶媒抽出工程で得られる抽出残液を鉄電解採
取に付し、電着鉄を得る鉄電解採取工程を含む湿式製錬法で銅を回収するプロセスにおい
て、該鉄電解採取工程から産出される電解廃液であることを特徴とする銅の電解採取方法
が提供される。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の銅の電解採取方法は、塩化第１銅を含む酸性水溶液から電着銅を高電流効率で
回収することができる電解採取方法であり、その工業的価値は極めて大きい。これにより
、硫化銅鉱物を含む銅原料から、銅イオンを含む浸出生成液を得る塩素浸出工程、該浸出
生成液を還元して１価の銅イオンを含む還元生成液を得る銅イオン還元処理工程、該還元
生成液を溶媒抽出に付し、銅を含む逆抽出生成液と抽出残液とを得る溶媒抽出工程、該逆
抽出生成液を電解採取に付し、電着銅を得る銅電解採取工程、及び該溶媒抽出工程で得ら
れる抽出残液を鉄電解採取に付し、電着鉄を得る鉄電解採取工程を含む湿式製錬法で銅を
回収するプロセスにおいて、該溶媒抽出工程から産出される逆抽出生成液を陰極給液とし
て用いて、１価銅電解により効率的に銅を電解採取することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の銅の電解採取方法を詳細に説明する。
　本発明の銅の電解採取方法は、陰極室、陽極室、及び前記両室を分離する隔膜から構成
される電解槽を用いる隔膜電解法により、該陰極室に塩化第１銅を含む酸性水溶液を給液
し、一方該陽極室に塩化鉄水溶液を給液して、銅を電解採取する方法において、前記陰極
室の液面レベルを、前記陽極室の液面レベルに対し、陽極室深さの１～３．５％の距離を
隔てた高い位置に調整するとともに、前記塩化第１銅を含む酸性水溶液の酸化還元電位（
Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を２００～２９０ｍＶに調整することにより、陰極室からの廃
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液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を３００ｍＶ以下に制御することを特徴と
する。
【００２０】
　本発明の銅の電解採取方法において、前記陰極室の液面レベルを、前記陽極室の液面レ
ベルに対し、陽極室深さの１～３．５％の距離を隔てた高い位置に調整すること、及び前
記塩化第１銅を含む酸性水溶液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を２００～２
９０ｍＶに調整することの２点が特に重要である。
【００２１】
　すなわち、陰極室の液面レベルを、陽極室の液面レベルに対し、陽極室深さの１～３．
５％の距離を隔てた高い位置に調整することにより、陽極室への給液が隔膜を通じて陰極
室へ流入するのを極力抑えることができ、３価鉄イオンによる電着銅の再溶解を防止する
ことができる。また、塩化第１銅を含む酸性水溶液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極
規準）を２００～２９０ｍＶに調整することにより、陰極室液中の２価銅イオンの濃度を
低い水準に管理することができるので、２価銅イオンによる電着銅の再溶解を防止するこ
とができる。これらにより、陰極室からの廃液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準
）を３００ｍＶ以下に制御することができ、これにより塩化第１銅を含む酸性水溶液から
電着銅を高電流効率で回収することができる。
【００２２】
　本発明の銅の電解採取方法を図面を用いて説明する。図１は、本発明で用いる隔膜電解
槽の構造の一例を表す概要図である。
　図１において、隔膜電解槽は、陰極室７と陽極室８とに隔膜９により分割されている。
陰極室７には、陰極１が設置され、陰極給液３が供給され、陰極廃液口５を通じて陰極廃
液１０がオーバーフロー方式で排出され、液面レベルが所定の高さに維持される。また、
陽極室８には、陽極２が設置され、陽極給液４が供給され、廃液口６を通じて陽極廃液１
１がオーバーフロー方式で排出され、液面レベルが所定の高さに維持される。ここで、陰
極室７の液面レベルを陽極室８の液面レベルよりも、所定の距離を隔てた高い位置に調整
することが肝要である。
【００２３】
　上記陰極室と陽極室の液面レベルの距離の差としては、陽極室深さの１～３．５％が用
いられる。すなわち、距離の差が陽極室深さの１％未満では、水頭圧が低すぎて、陰極室
液と陽極室液が行き来してしまい、陰極で析出した銅の再溶解がおこる。一方、距離の差
陽極室深さの３．５％を超えると、陰極室液の陽極室への漏出量が無視できなくなり、液
バランスが狂ってしまうことになるので好ましくない。したがって、適正な液面差を付け
て、その水頭圧で陽極室の塩素ガスや塩素ガスを含んだ液が陰極室に入り込まないように
することが重要である。
【００２４】
　上記塩化第１銅を含む酸性水溶液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）は、２０
０～２９０ｍＶ、好ましくは２００～２１０ｍＶに調整される。すなわち、給液の酸化還
元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）が２９０ｍＶを超えると、陰極側で電流が２価銅イオ
ンの還元に使用される部分が発生し、電流効率の悪化に繋がってしまう。一方、給液の酸
化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）が２００ｍＶ未満では、陰極液が塩化第１銅の飽
和状態となり、塩化第１銅の沈殿を生成することがあり、配管閉塞又は電着銅中の塩素の
上昇に繋がってしまう。したがって、前記酸性水溶液の酸化還元電位を事前に所定値に調
整してから給液することにより、陰極室へ供給される１価と２価の銅イオンの濃度が管理
される。この酸性水溶液の酸化還元電位の調整方法としては、特に限定されるものではな
く、場合に応じて、金属銅、亜硫酸ガス等の還元剤又は塩素ガス等の酸化剤の使用により
行える。
【００２５】
　これらにより、上記陰極室からの廃液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）は、
３００ｍＶ以下になるように制御される。さらに、前記酸化還元電位としては、好ましく
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は２００～３００ｍＶになるように制御されるのが望ましいが、加熱又は空気酸化により
、２５０～３００ｍＶで制御される。すなわち、陰極室からの廃液の酸化還元電位（Ａｇ
／ＡｇＣｌ電極規準）が３００ｍＶを超えると、陽極室液の流入による陰極で析出した銅
の再溶解がおこる。ところで、陰極室からの廃液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規
準）が３００ｍＶを超える場合には、液レベルの差が確保できている状態であれば、隔膜
の劣化、破れ等による隔膜からの洩れが考えられるので、交換して、陰極室からの廃液の
酸化還元電位を所定値に制御する。このように、陰極室からの廃液の酸化還元電位（Ａｇ
／ＡｇＣｌ電極規準）を制御することにより、陽極室液が隔膜を通じて陰極室へ流入する
ことを監視することができる。
【００２６】
　上記陰極としては、特に限定されるものではなく、例えば、金属銅、チタン、ステンレ
ス等が用いられる。また、上記陽極としては、特に限定されるものではなく、食塩電解等
を行い際に、塩化物水溶液から塩素ガス発生用に用いる不溶性電極、例えば、商品名ＤＳ
Ｅ（ペルメレック電極（株）製）等の市販の電極が用いられる。
【００２７】
　上記隔膜としては、特に限定されるものではなく、例えば濾布又は固体電解質膜が用い
られるが、この中で、目が細かく通水度が低くなるように織られた濾布が好ましい。なお
、固体電解質膜は、濾布と比べてコストが高く、また不純物に弱い。すなわち、上記隔膜
電解槽では、陽極室への給液が隔膜を通じて陰極室へ流入するのを防止する構造とするた
め、陰極室液と陽極室液とが分離されるが、隔膜を通してイオン及び電気が通過する必要
があるので、陰極室液と陽極室液を厳格に分割するものではない。したがって、陰極室に
酸化された陽極室液が自由に流入しない構造であればよく、イオン及び水の通過を完全に
停止するものである必要はない。
【００２８】
　上記隔膜の通水度としては、特に限定されるものではないが、０．０４～０．１５Ｌ／
ｍ２．ｓが好ましい。すなわち、通水度が０．０４Ｌ／ｍ２．ｓ未満では、液の移動が少
ないため槽電圧が上昇し、また濾布のコストも上昇する。一方、通水度が０．１５Ｌ／ｍ
２．ｓを超えると、液の移動の増加により陰極室で電着した銅が再溶解するなどして銅収
率が低下する。
【００２９】
　上記液面レベルの調整の方法としては、特に限定されるものではないが、例えば、図１
に表すように、陰極室の廃液口の位置を陽極室のそれよりも高くする構造の電解槽を用い
、かつ陰極室と陽極室のそれぞれの給液と廃液を個別に行うことにより、好適に行われる
ことができる。すなわち、陽極室液が陰極室側に流入しないようにするために陰極室液の
水頭を陽極室液より高く保つため、例えば、陰極室の廃液口を陽極室のそれよりも高めと
し、液面差を付けてその圧力で陽極室の塩素ガスや塩素ガスを含んだ液が陰極室に入り込
まないようにすることができる。この際、陰極廃液及び陽極廃液の排出方法としては、各
室の液面を一定に保つことができればよく、それぞれの室の液面レベルに合わせた廃液口
を設け、自動的にオーバーフロー方式で排出される機構とするのが簡便な方法である。
【００３０】
　上記方法で用いる塩化第１銅を含む酸性水溶液としては、特に限定されるものではない
が、１価銅電解に付すため、種々の原料から湿式製錬法で銅を回収するプロセスから産出
される銅の大部分を塩化第１銅として含む酸性水溶液が用いられる。ここで、鉄等の銅よ
りも卑な元素を不純物として含有する液も用いることができる。
　また、上記方法で用いる塩化鉄水溶液としては、特に限定されるものではなく、例えば
、エッチング、鉄電解等から産出される廃液も用いられるが、種々の原料から湿式製錬法
で銅を回収するプロセスから産出される塩化鉄を含む酸性水溶液が用いられる。
【００３１】
　上記銅を回収するプロセスとしては、特に限定されるものではないが、例えば銅原料か
ら、銅イオンを含む浸出生成液を得る塩素浸出工程、該浸出生成液を還元して１価の銅イ
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オンを含む還元生成液を得る銅イオン還元処理工程、該還元生成液を溶媒抽出に付し、銅
を含む逆抽出生成液と抽出残液とを得る溶媒抽出工程、該逆抽出生成液を電解採取に付し
、電着銅を得る銅電解採取工程、及び該溶媒抽出工程で得られる抽出残液を鉄電解採取に
付し、電着鉄を得る鉄電解採取工程を含む湿式銅製錬法が挙げられ、この場合、上記塩化
第１銅を含む酸性水溶液としては、上記溶媒抽出工程から産出される逆抽出生成液、また
、上記塩化鉄水溶液としては、鉄電解採取工程から産出される鉄電解廃液が好ましく用い
られる。
【００３２】
　上記湿式銅製錬法を図面を用いて説明する。図２は、硫化銅鉱物を含む銅原料から銅と
鉄を回収するプロセス工程図の一例を表す。ここで、銅電解採取工程において、溶媒抽出
工程から産出される逆抽出生成液が塩化第１銅を含む酸性水溶液として陰極給液に、また
、鉄電解採取工程から産出される鉄電解廃液が塩化鉄水溶液として陽極給液に好ましく用
いられる。
　図２において、銅原料１９は、最初に塩素浸出工程１２に付され、銅、鉄等を含有する
浸出生成液と硫黄含有残渣とに分離される。浸出生成液は、銅イオン還元処理工程１３に
付され、浸出生成液中の銅イオンは還元され、１価の銅イオンを含む還元生成液が得られ
る。ここで、還元剤として硫化銅鉱物を含む銅原料を用いる場合は、この残渣は塩素浸出
工程１２へ循環される。還元生成液は、溶媒抽出工程１４に付され、溶媒抽出及び逆抽出
により１価の銅イオンを含有する逆抽出生成液と抽出残液に分離される。逆抽出生成液は
、銅電解採取工程１５に付され、銅は電着銅２０として回収される。
【００３３】
　また、製錬処理の原料の種類にもよるが、通常硫化銅鉱物を含む銅鉱石は、銅とほぼ同
量に近い鉄を含有しており、前記溶媒抽出工程１４における抽出残液には、多量の鉄イオ
ンが含まれる。したがって、溶媒抽出工程１４における抽出残液は、必要に応じて浄液工
程１６に付され、鉄イオン含有精製液と鉄以外の有価金属固形物とに分離される。鉄イオ
ン含有精製液は、鉄電解採取工程１７に付され、鉄は電着鉄２１として回収される。
【００３４】
　また、塩素浸出工程１２で分離された硫黄含有残渣は浸出残渣処理工程１８に付され、
元素状硫黄が回収される。さらに、銅電解採取工程１５で分離された電解廃液は、陰極廃
液が逆抽出給液として溶媒抽出工程１４に、陽極廃液が浸出液として塩素浸出工程１２に
再循環される。また、鉄電解採取工程１７で得られる電解廃液は陽極給液として銅電解採
取工程１５へ送られる。
【００３５】
　上記湿式製錬法の原料としては、特に限定されるものではなく、例えば、硫化銅鉱物を
含む銅原料、また、銅メッキ被覆鉄系材料、自動車、家電製品等のシュレッダー処理産出
物等のリサイクル工程から産出する合金など銅及び鉄を含む銅原料が用いられる。硫化銅
鉱物を含む銅原料としては、黄銅鉱（ＣｕＦｅＳ２）、輝銅鉱（Ｃｕ２Ｓ）、斑銅鉱（Ｃ
ｕ５ＦｅＳ４）などの硫化銅鉱物を含む銅鉱石、硫化銅鉱物を含む鉱石から浮遊選鉱法な
どによって硫化銅鉱物を濃集した銅精鉱および銅精鉱など濃集物から乾式溶錬法で得られ
る銅マットが含まれ、さらには、これらと同時処理される硫化物状、酸化物状、金属状の
各種含銅原料がある場合も含まれる。
【００３６】
　上記塩素浸出工程は、硫化銅鉱物を含む銅原料を塩化第２銅、塩化第２鉄などを含む酸
性塩化物水溶液中に懸濁させ、塩素を吹きこんで主に硫化銅鉱物を浸出して銅、鉄等を溶
出させ、銅イオン、鉄イオンを含む浸出生成液と元素状硫黄を含む残渣とを形成する工程
である。
【００３７】
　上記銅イオン還元処理工程は、２価銅イオン、２価鉄イオン及び３価鉄イオン等を含有
する浸出生成液に還元剤を添加してイオンの還元処理を行い、浸出生成液に含有される２
価銅イオンを１価銅イオンに還元し、同時に３価鉄イオンも２価鉄イオンに還元する。
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　上記溶媒抽出工程は、還元生成液から１価銅イオンのみを選択的に有機溶媒に抽出し、
溶媒抽出液から逆抽出により逆抽出生成液として塩化第１銅を含む酸性水溶液を得るとと
もに鉄イオンを含有する抽出残液を得る工程である。この抽出剤は、トリブチルフォスフ
ェイトなどの中性抽出剤が好ましい。
【００３８】
　上記鉄電解採取工程は、溶媒抽出工程の抽出残液から鉄を電解採取して、陰極に析出さ
れた電着鉄と銅電解採取工程に好適な陽極給液を形成する工程である。鉄の電解採取方法
は、特に限定されるものではないが、例えば、通常の隔膜電解法を用いて前記溶媒抽出工
程の抽出残液を鉄電解給液として電解槽の陰極給液とし、陽極室から陽極廃液を得る。
【００３９】
　以上のように、湿式銅製錬法で本発明の銅の電解採取方法を用いた銅電解採取工程にお
いては、溶媒抽出工程の逆抽出生成液は、銅電解採取工程に付され銅は電着銅として回収
される。さらに、銅電解採取工程で分離された電解廃液は、陰極廃液が逆抽出給液として
溶媒抽出工程に再循環される。また、鉄電解採取工程で得られる電解廃液は陽極給液とし
て銅電解採取工程へ送られ、この陽極廃液が浸出液として塩素浸出工程に再循環される。
　このように、銅電解採取工程では、効率的に１価銅イオンの電解採取が行われるので高
電流効率が達成される。また、そこで得られる陰極廃液は還元性であるので溶媒抽出工程
の逆抽出液として反応的に安定かつ好適な性状であり、かつ陽極廃液は強い酸化性である
ので塩化浸出工程の浸出液として好適な性状である。さらに、これらの液を循環すること
によって、循環される工程を含むプロセス全体の液量バランスをとることができる。
【実施例】
【００４０】
　以下、本発明の実施例及び比較例によって本発明を詳細に説明するが、本発明はこれら
の実施例によって何ら限定されるものではない。なお、実施例及び比較例で用いた金属の
分析方法及び電流効率の測定方法は以下の通りである。
（１）金属の分析：ＩＣＰ発光分析法で行った。
（２）電流効率の測定方法：電着した銅の重量から電流効率を求めた。
【００４１】
（実施例１）
　図１に示す構造の隔膜電解槽を用いて電解採取を行い、電着銅と電解廃液を得て評価し
た。
　ここで、陽極室の液深（陽極室深さ）が９０ｍｍとなるようにオーバーフロー口を設置
した。また、陰極室の液面レベルを陽極室の液面レベルよりも陽極室深さに対し３％高く
するため、陰極室のオーバーフローレベルを陽極室のそれよりも３ｍｍ高い位置に設置し
た。隔膜電解槽の陽極は、５５ｍｍ×６４．５ｍｍの不溶性電極（商品名ＤＳＥ、ペルメ
レック電極（株）製）である。また、陰極は、５５ｍｍ×６４．５ｍｍのチタン板である
。また、隔膜は、目が細かい通水度の低いテトロン製の濾布（通水度０．０６Ｌ／ｍ２．
ｓ）である。
【００４２】
　電解条件としては、陰極室に、銅濃度４０ｇ／Ｌ、及び酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ
電極規準）２５０ｍＶの塩化第１銅水溶液を３．１３ｍＬ／ｍｉｎの給液量で供給し、一
方、陽極室に、鉄濃度８０ｇ／Ｌの２価と３価の鉄イオンを含む塩化物水溶液からなる鉄
電解廃液を供給しながら、約１．７７５Ａで通電し、電流密度５００Ａ／ｍ２で行った。
通電時間は、５時間とした。そのときの、陰極廃液及び陽極廃液の酸化還元電位、並びに
得られた電着銅から電流効率を求めた。結果を表１に示す。
　なお、この間、陰極廃液の酸化還元電位は、３００ｍＶを超えなかった。また、１０分
間の陰極室への給液３１．３ｍＬに対して、陰極室からの廃液量は３１．１ｍＬであり、
陰極室液の回収率は９９％となった。これより、陰極室液が陽極室へ少量移動し、陽極室
液の陰極室への流入はないと判断、陰極に供給した液の殆どを銅イオン量が減った状態で
回収することができ、陰極廃液は溶媒抽出工程の逆抽出液として好適である。また、陽極
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では、酸化反応によって塩素ガスが発生し、陽極廃液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電
極規準）は１０００ｍＶ以上の強酸化液となったので、塩素浸出工程の給液として好都合
である。
【００４３】
（実施例２）
　陰極室への給液（塩化第１銅水溶液）の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）が２
０６ｍＶであったこと以外は、実施例１と同様に行い、そのときの、陰極廃液及び陽極廃
液の酸化還元電位、並びに得られた電着銅から電流効率を求めた。なお、この間、陰極廃
液の酸化還元電位は、３００ｍＶを超えなかった。結果を表１に示す。
【００４４】
（比較例１）
　陰極室への給液（塩化第１銅水溶液）の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）が３
００ｍＶであったこと以外は、実施例１と同様に行い、そのときの、陰極廃液及び陽極廃
液の酸化還元電位、並びに得られた電着銅から電流効率を求めた。結果を表１に示す。
【００４５】
（比較例２）
　陰極室への給液（塩化第１銅水溶液）の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）が３
５０ｍＶであったこと以外は、実施例１と同様に行い、そのときの、陰極廃液及び陽極廃
液の酸化還元電位、並びに得られた電着銅から電流効率を求めた。結果を表１に示す。
【００４６】
（比較例３）
　陰極室のオーバーフローレベルを陽極室のそれよりも１ｍｍ低い位置に設置したこと以
外は、実施例１と同様に行い、そのときの、陰極廃液及び陽極廃液の酸化還元電位、並び
に得られた電着銅から電流効率を求めた。結果を表１に示す。
【００４７】
【表１】

【００４８】
　表１より、実施例１、２では、陰極室と陽極室の液面レベルを、所定の条件に調整し、
かつ塩化第１銅を含む酸性水溶液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を２００～
２９０ｍＶに調整することにより、陰極廃液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）
が３００ｍＶ以下に制御され、本発明の方法に従って行われたので、一般的な銅電解と同
等の電流効率（８５～９５％）が得られることが分かる。
　これに対して、比較例１～３では、陰極室からの廃液の酸化還元電位、或いは陰極室と
陽極室の液面レベルの差のいずれかがこれらの条件に合わないので、陰極廃液の酸化還元
電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）が３００ｍＶを超え、電流効率において満足すべき結果
が得られないことが分かる。
【産業上の利用可能性】
【００４９】



(11) JP 2008-127627 A 2008.6.5

10

20

30

　以上より明らかなように、本発明の銅の電解採取方法は、高電流効率が得られ１価銅電
解方法として、好適である。さらに、特に、銅原料から、銅イオンを含む浸出生成液を得
る塩素浸出工程、該浸出生成液を還元して１価の銅イオンを含む還元生成液を得る銅イオ
ン還元処理工程、該還元生成液を溶媒抽出に付し、銅を含む逆抽出生成液と抽出残液とを
得る溶媒抽出工程、該逆抽出生成液を電解採取に付し、電着銅を得る銅電解採取工程、及
び該溶媒抽出工程で得られる抽出残液を鉄電解採取に付し、電着鉄を得る鉄電解採取工程
を含む湿式銅製錬法における銅電解採取工程として用いる際に、より有用である。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明で用いる隔膜電解槽の構造の一例を表す概要図である。
【図２】硫化銅鉱物を含む銅原料から銅と鉄を回収するプロセスの一例を表す工程図であ
る。
【符号の説明】
【００５１】
　１　　陰極
　２　　陽極
　３　　陰極給液
　４　　陽極給液
　５　　陰極廃液口
　６　　陽極廃液口
　７　　陰極室
　８　　陽極室
　９　　隔膜
　１０　陰極廃液
　１１　陽極廃液
　１２　塩素浸出工程
　１３　銅イオン還元処理工程
　１４　溶媒抽出工程
　１５　銅電解採取工程
　１６　浄液工程
　１７　鉄電解採取工程
　１８　浸出残渣処理工程
　１９　銅原料
　２０　電着銅
　２１　電着鉄
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