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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウム含有材料の処理のためのプロセスであって、
　（i）リチウム含有材料を浸出ステップに通すステップであって、前記浸出ステップは
、第1の浸出ステージと第2の浸出ステージとを有し、前記リチウム含有材料は、塩酸によ
り浸出され、含浸浸出溶液が生成され、
　　前記第1の浸出ステージは、その後の第1の厚肉化ステージと組み合わされ、前記第2
の浸出ステージは、その後の第2の厚肉化ステージと組み合わされる、ステップと、
　（ii）前記含浸浸出溶液を加水熱分解させるステップであって、これにより、Alおよび
Feの塩化物が不溶性の酸化物に変換され除去され、残りの塩酸が回収され、前記浸出ステ
ップ（i）に再利用される、ステップと、
　（iii）前記ステップ（ii）からの前記含浸浸出溶液を、不純物除去ステップに通し、
これにより、塩化リチウム溶液を提供するステップと、
　（iv）ステップ（iii）の前記塩化リチウム溶液を、電解ステップに通すステップであ
って、塩化リチウムおよび添加水のみが消費され、これにより、水酸化リチウム溶液、塩
素、および水素のみが生成される、ステップと、
　（v）前記電解ステップ（iv）において生成された塩素および水素を結合させ、塩酸を
生成するステップであって、前記塩酸は、前記浸出ステップ（i）に利用される、ステッ
プと、
　（vi）加圧二酸化炭素を通過させることにより、前記ステップ（iv）で生成された水酸
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化リチウム溶液を炭酸処理するステップであって、これにより、炭酸リチウム沈殿物が生
成される、ステップと、
　を有し、
　前記リチウム含有材料は、α－リシア輝石鉱または鉱石濃縮物であり、
　当該プロセスは、さらに、第1のステップを有し、該第1のステップでは、前記α－リシ
ア輝石鉱または鉱石濃縮物が焼成され、β－リシア輝石が生成される、プロセス。
【請求項２】
　前記不純物除去ステップ（iii）は、塩化リチウムが飽和するまで、前記含浸浸出溶液
を濃縮させる、濃縮ステップを有する、請求項1に記載のプロセス。
【請求項３】
　前記ステップ（iv）で生成された水酸化リチウム溶液の一部は、水分の蒸発により、水
酸化リチウム一水和物結晶にされる、請求項1または2に記載のプロセス。
【請求項４】
　前記ステップ（iii）の不純物除去ステップは、
　　Al、Fe、Mg、およびMnの水酸化物の沈殿のためのpHの上昇、
　　Caの除去のための炭酸リチウム沈殿化、ならびに
　　NaおよびKの除去のための分離結晶化
　の1または2以上を有する、請求項1に記載のプロセス。
【請求項５】
　前記NaおよびKの除去のための分離結晶化は、前記濃縮ステップの直後に実施される、
請求項4に記載のプロセス。
【請求項６】
　前記不純物除去ステップは、さらに、イオン交換ステップを有する、請求項4または5に
記載のプロセス。
【請求項７】
　前記イオン交換ステップは、カルシウム、マグネシウム、および前記含浸浸出溶液中に
残留する他の多価カチオンの全てを実質的に除去する、請求項6に記載のプロセス。
【請求項８】
　前記多価カチオンは、10ppm未満のレベルまで除去される、請求項7に記載のプロセス。
【請求項９】
　前記多価カチオンは、1ppm未満のレベルまで除去される、請求項7または8に記載のプロ
セス。
【請求項１０】
　蒸発／結晶化の際に、前記水酸化リチウム溶液から蒸発される水は、再圧縮され、メー
クアップ蒸気と組み合わされ、蒸発／結晶化に利用される、請求項3乃至9のいずれか一つ
に記載のプロセス。
【請求項１１】
　前記蒸発／結晶化のステップでは、真空蒸発結晶化装置が利用される、請求項3乃至10
のいずれか一つに記載のプロセス。
【請求項１２】
　前記β－リシア輝石は、前記ステップ（i）の前に、冷却されミル処理される、請求項1
乃至11のいずれか一つに記載のプロセス。
【請求項１３】
　前記β－リシア輝石は、300μm未満までミル処理される、請求項12に記載のプロセス。
【請求項１４】
　前記β－リシア輝石は、75μmのP80までミル処理される、請求項12または13に記載のプ
ロセス。
【請求項１５】
　前記ステップ（iii）は、加熱温度で行われる、請求項1乃至14のいずれか一つに記載の
プロセス。
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【請求項１６】
　前記浸出ステップに用いられる前記塩酸溶液は、20wt%のHClである、請求項1乃至15の
いずれか一つに記載のプロセス。
【請求項１７】
　前記浸出ステップの加熱温度は、前記浸出ステップに使用される前記塩酸溶液の沸点で
ある、請求項16に記載のプロセス。
【請求項１８】
　前記浸出ステップは、大気圧で実施される、請求項1乃至17のいずれか一つに記載のプ
ロセス。
【請求項１９】
　前記浸出ステップは、塩素処理炉内で、108℃で6から10時間の滞留時間にわたって実施
される、請求項1乃至18のいずれか一つに記載のプロセス。
【請求項２０】
　前記浸出ステップは、8時間の滞留時間にわたって実施される、請求項19に記載のプロ
セス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、リチウム含有材料の処理に関する。
【０００２】
　特に、本発明は、リチウム含有材料の処理、および水酸化リチウムと炭酸リチウムの生
成のためのプロセスに関する。このプロセスは、リシア輝石鉱もしくは濃縮物、またはブ
ライン（brine：塩水、かん水）から得られる、塩化リチウム水溶液の電解を利用する。
ある態様では、本発明のプロセスは、高純度またはバッテリグレードの水酸化リチウムお
よび炭酸リチウム生成物を提供するために提供される。
【０００３】
　本発明のプロセスは、さらに、塩酸生成物を提供することもできる。さらに、ある態様
では、本発明のプロセスは、貴金属含有混合金属酸化物（MMO）電極を利用し、プロセス
の電気化学的部分の効率を高めることができる。
【背景技術】
【０００４】
　通常、リチウム含有鉱石またはその濃縮物から炭酸リチウムを生成するための既知のプ
ロセスでは、α－リシア輝石鉱または濃縮物の熱処理が利用される。この熱処理は、「か
焼」と称され、α－リシア輝石を、酸により溶解可能なβ－リシア輝石に変換する。β－
リシア輝石が酸に溶解されるステップは、キルン炉内で生じ、溶解性のリチウム塩が生成
される。リチウム塩は、該リチウム塩が純化される1または2以上のタンクを通過する。浸
出された原料リチウム塩は、次に、スラリのpHが調整されるステップを通過し、これによ
り、鉄およびマグネシウムを含むある不純物が沈殿され易くなる。従って、純化されたリ
チウム塩は、ソーダ灰で処理され、炭酸リチウムが生成される。炭酸リチウムは、消石灰
でさらに処理され、水酸化リチウムが生成される。
【０００５】
　通常、ブラインからの炭酸リチウムおよび水酸化リチウムの生成用のプロセスは、存在
する不純物を低減するための一連のステップを通過する前に、蒸発計を使用し、そこに含
まれる塩の濃度を高めるステップを有する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述の従来のプロセスは、含浸浸出溶液中に残留する不純物の除去が比較的非効率であ
り、その結果、比較的純度の低い水酸化リチウムおよび炭酸リチウムが生成される。これ
は、特に、高品質またはバッテリグレードの水酸化リチウムおよび炭酸リチウムの生成物
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を生成したいときに問題となる。
【０００７】
　本発明のプロセスは、従来のプロセスに関する前述の問題の1または2以上を実質的に解
決し、または少なくともこれの有益な代替法を提供することを目的とする。
【０００８】
　前述の背景技術の記載は、本発明の理解を助けるためのものに過ぎない。この記載は、
言及されるいかなる材料も、出願の優先日段階において共通の一般知識の一部である（あ
った）ことを承認または自認するものではない。
【０００９】
　明細書および特許請求の範囲の全体を通して、文章がそうでないことを要求していない
限り、「有する」という単語、または「有し」のようなその変化形は、言及された数、ま
たは数の群を含むことを意味するものの、いかなる他の数、または数の群も排斥するもの
でもないことが理解される。
【００１０】
　「バッテリグレードの炭酸リチウム」と言う用語は、純度が約99.5%以上の生成物を意
味する。同様に、「バッテリグレードの水酸化リチウム」と言う用語は、純度が約99%以
上の生成物を意味する。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明では、リチウム含有材料の処理のためのプロセスであって、
　（i）前記リチウム含有材料から、プロセス溶液を準備するステップと、
　（ii）ステップ（i）からのプロセス溶液を、一連の不純物除去ステップに通し、これ
により、実質的に純化された塩化リチウム溶液を提供するステップと、
　（iii）前記ステップ（ii）の純化された塩化リチウム溶液を、電解ステップに通し、
これにより、水酸化リチウム溶液を生成するステップと、
　（iv）前記ステップ（iii）で生成された水酸化リチウム溶液に、加圧二酸化炭素を通
過させることにより、前記溶液を炭酸処理するステップであって、これにより、炭酸リチ
ウム沈殿物が生成されるステップと、
　を有し、
　前記リチウム含有材料は、α－リシア輝石鉱または鉱石濃縮物であり、
　当該プロセスは、さらに、第1のステップを有し、該第1のステップでは、前記α－リシ
ア輝石鉱または鉱石濃縮物が焼成され、β－リシア輝石が生成される、プロセスが提供さ
れる。
【００１２】
　本発明のある態様では、前記ステップ（i）のプロセス溶液は、含浸浸出溶液の形態で
準備される。好ましくは、前記含浸浸出溶液は、リチウム含有材料を浸出ステップに通す
ことにより形成され、前記材料は、塩酸により浸出される。
【００１３】
　好ましくは、前記不純物除去ステップ（ii）は、さらに、塩化リチウムがほぼ飽和する
まで、前記含浸浸出溶液を濃縮させる、濃縮ステップを有する。
【００１４】
　前記ステップ（iii）で生成された水酸化リチウム溶液は、水分の蒸発により厚くされ
、水酸化リチウム一水和物結晶が提供されても良い。
【００１５】
　本発明のさらに別の態様では、前記ステップ（iii）で生成される水酸化リウム溶液の
第1の部分は、蒸発／結晶化により厚くされ、水酸化リチウム一水和物結晶が提供され、
　第2の部分は、前記溶液に加圧二酸化炭素を通すことにより炭酸化され、これにより、
炭酸リチウム沈殿物が生成する。
【００１６】
　好ましくは、前記ステップ（ii）の不純物除去ステップは、
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　　AlおよびFeの塩化物の加水熱分解（hydropyrolysis）、
　　Al、Fe、Mg、およびMnの水酸化物の沈殿のためのpHの上昇、
　　Caの除去のための炭酸リチウム沈殿化、ならびに
　　NaおよびKの除去のための分離結晶化
　の1または2以上を有する。
【００１７】
　また、好ましくは、前記NaおよびKの除去のための分離結晶化は、前記濃縮ステップの
直後に実施される。
【００１８】
　前記不純物除去ステップは、さらに、イオン交換ステップを有することが好ましい。好
ましくは、前記イオン交換ステップは、カルシウム、マグネシウム、および前記プロセス
溶液中に残留する他の多価カチオンの全てを実質的に除去する。また、好ましくは、前記
多価カチオンは、約10ppm未満のレベルまで除去される。
【００１９】
　また、好ましくは、蒸発／結晶化の際に、前記溶液から蒸発される水は、再圧縮され、
メークアップ蒸気と組み合わされ、蒸発／結晶化に利用される。前記蒸発／結晶化のステ
ップでは、真空蒸発結晶化装置が利用されることが好ましい。
【００２０】
　好ましくは、前記β－リシア輝石は、前記浸出ステップの前に、冷却されミル処理され
る。前記β－リシア輝石は、約300μm未満までミル処理されることが好ましい。また、前
記β－リシア輝石は、約75μmのP80までミル処理されることが好ましい。
【００２１】
　好ましくは、浸出ステップは、加熱温度で行われる。
【００２２】
　前記浸出ステップに用いられる前記塩酸溶液は、約20wt%のHClであることが好ましい。
【００２３】
　また、好ましくは、前記浸出ステップの加熱温度は、前記浸出ステップに使用される前
記塩酸溶液のほぼ沸点である。
【００２４】
　前記浸出ステップは、大気圧で実施されることが好ましい。
【００２５】
　本発明のある形態では、前記浸出ステップは、塩素処理炉内で、約108℃で約6から10時
間の滞留時間にわたって実施される。好ましくは、前記滞留時間は、約8時間である。
【００２６】
　以下、ある実施例および添付図面を参照して、一例としての本発明のプロセスについて
説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第1の実施例によるリチウム含有材料の処理のためのプロセスを示した
、概略的なフローチャートである。リチウム含有材料は、α－リシア輝石濃縮物である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図1には、本発明の第1の実施例によるリチウム含有材料の処理のためのプロセス10が示
されている。この実施例では、リチウム含有材料は、α－リシア輝石濃縮物の形態で提供
される。
【００２９】
　プロセス10で実施される全てのユニットオペレーションは、フルプロセス機器および制
御で、連続的に作動するように構成される。
【００３０】
　α－リシア輝石濃縮物12は、焼成ステップを通り、焼成炉14において約1050℃から1100
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℃の間の温度で焼成され、α－リシア輝石が、浸出可能なβ－リシア輝石に変換される。
焼成器からのオフガスは、既存の環境排出制限を満たすように構成された、サイクロン（
図示されていない）および静電沈降分離装置（図示されていない）を介して誘導される。
得られる高温焼成物は、冷却器16を通り、間接的に約80℃まで冷却される。次に、これは
、例えば密閉回路ボールミル18のようなミル内で、300μm未満まで、例えば、約75μｍの
P80までドライミル処理される。
【００３１】
　サージビン（図示されていない）に貯蔵後、ミル処理されたβ－リシア輝石は、スラリ
ーステップにおいて、20wt%塩酸の化学量論比から少なくとも40～300%過剰な状態で混合
される。スラリーステップは、浸出ステップ、例えば浸出回路（circuit）22に供給され
、これは、第1の浸出ステージ24と、第2の浸出ステージ26とを有する。
【００３２】
　浸出ステップは、連続浸出タンクにおいて、約6から12時間、例えば約8時間にわたって
、約108℃で実施され、この温度は、スラリーステップにおいて添加される塩酸浸出溶液
の沸点である。浸出回路22には、パルプ密度が約40%のものが使用され、これにより、浸
出濃度が最大となり、浸出中の塩化リチウムの溶解限度を超えないようになる。オフガス
は、湿式スクラバ（図示されていない）で清浄化される。浸出ステップ22は、残留スラリ
ー、および例えば含浸浸出溶液のようなプロセス溶液を生成する。β－リシア輝石中のリ
チウムおよびアルミノシリケートは、他の不純物とともに溶液中に浸出し、含浸浸出液体
中にサブ飽和濃度の塩化リチウムが得られる。
【００３３】
　浸出回路22からの含浸浸出溶液は、厚肉化回路28を通過する。厚肉化回路28は、浸出回
路22のステージ24および26と整列された、好ましくは2つのステージ28aおよび28bを有す
る。厚肉化回路28からのオーバーフローは、約300℃で作動する加水熱分解ステップ30に
誘導される。ここで、含浸浸出溶液中に存在するAlおよびFeの塩化物は、それぞれ、不溶
性酸化物32に変換される。いかなる残留HClも、HCl除去ステップ34で回収される。
【００３４】
　加水熱分解ステップ30を用いて回収された前述のAlおよびFeに加えて、残留する溶解性
鉄、アルミニウム、およびマグネシウムの大部分が、一連の不純物除去ステップを介して
、浸出液体から除去される。これは、図1の不純物除去ステップ36により、広い意味で示
されている。不純物除去ステップ36は、さらに、pH調整ステップ38を有し、LiOHが追加さ
れ、pHは約9まで上昇する。ステップ38の生成物は、ベルトフィルタ42を通過し、ここか
ら、Al、Fe、Mn、およびMg含有沈殿物が回収される。不純物除去ステップ36は、さらに、
カルシウム沈殿ステップ44を有し、炭酸ナトリウム（ソーダ灰）または炭酸リチウム46の
追加により、別のベルトフィルタ50から、カルシウム含有沈殿物48が生成される。
【００３５】
　第2の厚肉化ステップ28bの濃厚剤アンダーフロー生成物52は、廃棄56および次の処分58
を通過する前に、乾燥ステップ54を通過する。
【００３６】
　ベルトフィルタ50の液体生成物は、大部分がLiCl溶液であるが、これは、濃縮ステップ
60を通過した後、分別結晶化ステップ62を通過する。濃縮ステップ60では、LiCl溶液は、
飽和点の近くまで、例えば35から40wt%のLiClまで濃縮され、サブゼロ温度まで冷却され
る。その後の分別結晶化ステップ62では、フィルタ処理により、NaおよびKの不純物64が
、それぞれ、NaClおよびKCl結晶として、大幅に除去される。
【００３７】
　前述の不純物が実質的に全て除去されると、塩化リチウム溶液は、イオン交換ステップ
66を通過する。このステップは、イオン交換（IX）コラム68を有し、これにより、実質的
に全ての残留カルシウム、マグネシウム、および他の多価カチオンが、約10ppm未満のレ
ベル、例えば1ppmのレベルまで除去される。
【００３８】
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　次に、別の純化された塩化リチウム溶液は、90℃で熱処理され、電解ステップ70に供給
される。これは、多数の電解装置を有し、例えば6から20の電解装置を有する。ここで、
塩化リチウムおよび水が消費されて、水酸化リチウム、塩素、および水素が生成される。
【００３９】
　電解装置を通過した後、薄いまたは消耗した塩化リチウム溶液は、溶解塩素ガスを含む
。浸出回路22の直前に、この薄い塩化リチウム溶液がスラリーステップにリサイクルされ
る前に、2つのステージにおいて、溶解塩素が除去される。第1のステージでは、塩化リチ
ウム溶液に塩酸が添加され、pHが5未満に低下し、溶液からある量の塩素ガスが生じるよ
うになる。その後、残りの溶解塩素ガスは、空気ストリップ溶液（図示されていない）に
より、除去される。
【００４０】
　副生成物として生成される塩素および水素は、HClを生成するために組み合わされ、こ
れは、スラリーステップおよび浸出回路22で使用される。
【００４１】
　電解ステップ70で得られた水酸化リチウム溶液は、まず、保持タンク72を通過し、ここ
から、図1に示すように、（i）揮発および結晶化され、水酸化リチウムの一水和物結晶が
形成され、または（ii）炭酸化ステップに送られて炭酸リチウムに変化する。
【００４２】
　これらのオプションの最初の場合、溶液中の水酸化リチウムは、例えば、約80℃の温度
、および約45kPaの圧力で作動する真空蒸発結晶化装置80（オスロタイプ）において、結
晶化される。滞在時間は、約60分であり、これにより、粗い結晶生成物が得られる。得ら
れた水蒸気は、再圧縮され、メイクアップスチームと組み合わされ、結晶化装置80用の加
熱媒体として使用される。
【００４３】
　水酸化リチウム結晶は、冷水（図示されていない）で洗浄され、99%の洗浄効率が得ら
れる。得られた洗浄溶液は、前述のように、浸出回路22にリサイクルされる。遠心分離装
置からの固体は、約120℃で作動する間接炉または乾燥機82に供給され、結晶が乾燥され
る。結晶生成物は、バッテリグレードのLiOH・H2Oであり、これは空気圧で生成物ビン84
に運搬され、これが最終的に、梱包ステーション（図示されていない）に運搬された際に
、被覆付きスクリューコンベヤ86で50℃に冷却される。
【００４４】
　前述の第2のオプションでは、炭酸リチウムは、塩化リチウム溶液の炭酸化により生成
される。ここでは、炭酸化容器90内で、水酸化リチウムの溶液を介して、圧縮二酸化炭素
ガス88が通過し、炭酸リチウムが沈殿する。このスラリーは、フィルタ94により、洗浄器
／遠心分離器92に供給され、その後、洗浄水は、残留水酸化リチウム溶液とともに、また
は母液体とともに、電解装置70にリサイクルされる。未乾燥の炭酸リチウム結晶は、乾燥
機96に供給される。ここでは、ホット空気が使用され、結晶が乾燥される。媒体加圧空気
を使用して、空気が加熱される。乾燥後、バッテリグレードの炭酸リチウムは、貯蔵ビン
98に通す前に、顧客に必要な粒子サイズに微細化され、その後梱包される（図示されてい
ない）。
【００４５】
　プロセスを通じて復水（condensate）は、高温プロセス水、冷却プロセス水、および冷
却水用のメークアップ水として利用される。プロセスが復水に戻らない場合、全体として
正の水バランスが生じ、約1／10のプロセス水が、下水システム（図示されていない）に
放出される。
【００４６】
　タンタライトおよびアルミナも、本発明のプロセスを用いて回収することができると想
定される。厚肉化ステップからのフィルタケーキは、タンタライト回収プラント（図示さ
れていない）に排出される。タンタライト回収プラントからの放出物は、ベルトフィルタ
に供給され、水分が除去され、この水は、タンタライト回収プラントに戻る。フィルタは
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、洗浄処理を使用せず、19m2のろ過面積を有する。ベルトフィルタからのフィルタケーキ
は、直火炉内で乾燥される。乾燥アルミナシリケートは、覆い付きスクリューコンベヤで
50℃まで冷却され、その後、発送前に、空気圧で貯蔵ビンに搬送される。
【００４７】
　本発明の第2の実施例では、リチウム含有材料は、リチウム含有ブラインの形態で提供
される。ブラインは、本発明の第1の実施例において示したような、焼成ステップ、冷却
ステップ、ミル処理ステップ、および浸出ステップが必要ではないが、プロセスの残留物
は、前述の第1の実施例と実質的に同等であることが想定される。
【００４８】
　前述のように、本発明のプロセスでは、α－リシア輝石鉱もしくは濃縮物から、または
リチウム含有ブラインから、高純度またはバッテリグレードの水酸化リチウムおよび炭酸
リチウム生成物が得られるプロセスが提供され、さらに塩化水素ガス生成物の生成も可能
となる。
【００４９】
　当業者には明らかである変更および改変は、本発明の範囲に属する。例えば、本発明の
範囲から逸脱しないで、浸出回路22は、単一の浸出ステージ／動作のみを有しても良いこ
とが想定される。

【図１】
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