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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化剤を含む溶液中に銅含有物を添加して銅を溶解させる第一工程と、
　還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）と、前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）とを、隔
膜を介して接触させ、前記溶液（Ａ）にアノード側電極を設け、前記溶液（Ｂ）にカソー
ド側電極を設けて、両電極間に電圧を印加し、前記溶液（Ａ）に含まれる酸化剤を再生し
つつ前記カソード側電極の表面に銅を析出させる第二工程と、
を有し、
　前記酸化剤の標準電位が１．６Ｖ以下であり、
　前記第二工程において前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）中の銅の濃度は１２ｇ／Ｌ以上に
維持し、
　前記隔膜は、水素イオンのみを透過させることが可能な膜であり、
　前記溶液は、硫酸第二鉄溶液または塩化第二鉄溶液である、
銅の製造方法。
【請求項２】
　前記酸化剤として、マンガンイオン、バナジウムイオン及びクロムイオンからなる群よ
り選択されるいずれか一種以上をさらに含む、請求項１に記載の銅の製造方法。
【請求項３】
　前記銅を析出させる第二工程の後に、
　前記アノード側電極が設けられていた側の溶液（Ａ）を回収し、当該溶液（Ａ）を前記
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第一工程における酸化剤を含む溶液として再利用する請求項１又は請求項２に記載の銅の
製造方法。
【請求項４】
　前記銅を析出させる第二工程の後に、
　前記カソード側電極が設けられていた側の溶液（Ｂ）を回収し、当該溶液（Ｂ）を前記
第二工程における溶液（Ａ）として再利用する請求項１から請求項３のいずれか一項に記
載の銅の製造方法。
【請求項５】
　前記銅を溶解させる第一工程において、
　前記酸化剤が全て還元された状態となるように銅含有物を過剰に添加する、請求項１か
ら請求項４のいずれか一項に記載の銅の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電解精錬によって銅を製造する方法及び銅の製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、銅や銅合金は、鉄やアルミニウムなどと同様に需要の大きい金属である。その
ため、廃棄された電線や家電製品のプリント基板などを回収し、このような銅を含有する
銅スクラップから銅を回収して再利用することは、資源を保護する観点から重要なことで
ある。
【０００３】
　しかしながら現状では、経済的な理由から銅の純度が低いものは再利用されずに廃棄さ
れてしまうことが多く、また、電線からの銅の再利用においては、回収しきれない銅があ
った。大規模な製錬所では銅の再利用を行われる場合もあるが、リサイクルにはある程度
の量の廃棄物が必要であり、輸送費もかさんでしまっている。
【０００４】
　例えば、市場から回収した銅スクラップから銅を回収する場合、電力ケーブル線の場合
には、銅線を被覆している樹脂を剥がして樹脂と銅線とを分離して回収することが行われ
ている。通信線についても、太いものの場合には同様に被覆している樹脂を剥がして銅を
分離・回収することが可能であるが、細いものの場合には作業上の負荷が大き過ぎ、この
ような回収方法を行うことができない。
【０００５】
　このため細い通信線の場合には、銅線が樹脂で被覆されたまま粉砕し、続けて比重差選
別を行う。しかし、このようにしても銅の表面にはまだ細かい樹脂が残っているため、更
に、焼成により樹脂を燃焼除去する必要がある。
　上記のような乾式法による銅の回収は、工程はシンプルであるが、樹脂の燃焼により二
酸化炭素が発生するため環境負荷が大きく、また、銅は酸化銅として回収されるため還元
処理を行うことが必要となる。更に、原料となる市場から回収した銅スクラップの純度に
よっては回収される金属銅の純度が低くなってしまう。
【０００６】
　また、パソコンや家電製品などに使用されているプリント基板から銅を回収する場合に
は、乾式法の他に湿式法による回収方法が知られている。この湿式法は、硫酸や塩酸等に
よって銅を浸出させ、電解精錬により銅を回収するというものである。
　しかしながら湿式法ではアノード電極では酸素が発生するため、電解時の消費電力が必
然的に大きくなるという問題がある。
【０００７】
　また、エッチング液を用いてセメンテーション法により銅を回収する方法もある。この
場合のエッチング液には、一般に塩化鉄あるいは塩化銅が使用されており、電解ではなく
塩素ガスによって再生が行われているが、塩素ガスを利用するには高度な管理技術が必要
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となる。
【０００８】
　例えば、特許文献１には、１価銅イオンを含む溶液中に金属銅を析出させるためのカソ
ード電極、１価銅イオンを含むアンモニアアルカリ性溶液中にアノード電極、及びカソー
ド電極とアノード電極の間に隔膜を設け、前記電極に電流を流して、カソード電極側から
アノード電極側へ溶液を移動させながら電気分解して金属銅を回収する方法が記載されて
いる。特許文献１に記載の方法によれば、カソード電極部に金属銅が析出し、同時にアノ
ード電極部において１価銅イオンを２価銅イオンとすることができ、更に、２価銅イオン
溶液を取り出して、銅金属廃棄物と錯化合物の存在する溶解層に導き、銅金属廃棄物を処
理して得られた１価銅イオンを含む溶液を、前記電気分解の１価銅イオンを含む溶液とし
て用いることで、従来よりも消費電力を小さくすることができるとされている。
　しかしながら、銅を回収する処理対象溶液にはマンガン、ニッケル、亜鉛、鉛などの金
属の各イオンが含まれているため、電解操作を行うには金属イオンを除去することが必要
である。また、特許文献１に記載の方法においてはアンモニアを使用するため、銅金属廃
棄物に樹脂が含まれていると、樹脂とアンモニアが反応してしまう可能性がある。樹脂と
アンモニアが反応してしまうと、アンモニアが余分に消費されてしまうことになる。また
、樹脂中の不純物がアンモニアアルカリ性溶液中に溶け出してしまいやすくなるという問
題がある。
【０００９】
　このような状況下において、本発明者等は以前に、電解精錬によって銅をはじめとする
金属を製造する方法を開発した（特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００３－２５３４８４号公報
【特許文献２】特開２０１４－０４０６３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　特許文献２に記載の方法は、陽イオン交換膜によって電解層を陰極室と陽極室とに仕切
り、酸化剤を用いて金属を溶解させた溶液と、還元された状態の酸化剤を含む溶液とを用
いて電解を行ない、陰極の表面に金属を析出させるという金属の製造方法である。この方
法によれば、陰極室において金属を回収しつつ、ダイヤモンド電極を用いた陽極室におい
て酸化剤を再生させることが可能であるため原理的には薬品を消耗させずに済む。したが
って、ダイヤモンド電極を用いるという点で初期費用がかかるものの、主なランニングコ
ストは電解時に必要となる電気代のみである。
【００１２】
　しかしながら本発明者等が更なる検討を重ねたところ、特許文献２に記載の方法におい
ては、過硫酸アンモニウムや過酸化水素などの酸化力の強い酸化剤を用いるため、水とも
反応してしまい自己放電が生じてしまうことが見出された。この現象は、溶液を放置した
場合に顕著であり、ある程度期間使用しないでいた溶液は劣化してしまう場合があった。
また、金属の溶解に有効に利用しきれない酸化剤があり、より低コストで金属を製錬する
という点で改善の余地があった。
【００１３】
　そこで本発明は、環境への負荷を大きくすることなく、廃液を出さずに、かつ、湿式法
によって純度の高い銅を効率よく低コストで得ることが可能な銅の製造方法を提供するこ
とを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の一態様に係る銅の製造方法は、
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　酸化剤を含む溶液中に銅含有物を添加して銅を溶解させる第一工程と、
　還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）と、前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）とを、隔
膜を介して接触させ、前記溶液（Ａ）にアノード側電極を設け、前記溶液（Ｂ）にカソー
ド側電極を設けて、両電極間に電圧を印加し、前記溶液（Ａ）に含まれる酸化剤を再生し
つつ前記カソード側電極の表面に銅を析出させる第二工程と、
を有し、
　前記酸化剤の標準電位が１．６Ｖ以下であり、
　前記第二工程において前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）中の銅の濃度は１２ｇ／Ｌ以上に
維持し、
　前記隔膜は、水素イオンのみを透過させることが可能な膜であり、
　前記溶液は、硫酸第二鉄溶液または塩化第二鉄溶液である、
銅の製造方法、である。
【発明の効果】
【００１５】
　上記発明によれば、環境への負荷を大きくすることなく、廃液を出さずに、かつ、湿式
法によって純度の高い銅を効率よく低コストで得ることが可能な銅の製造方法を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る銅の製造方法の一例の概略を表す図である。
【図２】本発明の実施形態に係る銅の製造装置の一例の概略を表す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
［本発明の実施形態の説明］
　最初に本発明の実施態様を列記して説明する。
（１）本発明の一態様に係る銅の製造方法は、
　酸化剤を含む溶液中に銅含有物を添加して銅を溶解させる第一工程と、
　還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）と、前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）とを、隔
膜を介して接触させ、前記溶液（Ａ）にアノード側電極を設け、前記溶液（Ｂ）にカソー
ド側電極を設けて、両電極間に電圧を印加し、前記溶液（Ａ）に含まれる酸化剤を再生し
つつ前記カソード側電極の表面に銅を析出させる第二工程と、
を有し、
　前記酸化剤の標準電位が１．６Ｖ以下である、銅の製造方法、である。
　上記（１）に記載の発明によれば、環境への負荷を大きくすることなく、廃液を出さず
に、かつ、湿式法によって純度の高い銅を効率よく低コストで得ることが可能な銅の製造
方法を提供することができる。
【００１８】
（２）上記（１）に記載の銅の製造方法は、前記酸化剤が、鉄イオン、マンガンイオン、
バナジウムイオン及びクロムイオンからなる群より選択されるいずれか一種以上であるこ
とが好ましい。
　上記（２）に記載の発明によれば、酸化剤を含む溶液が自己放電を起こすことがないた
め、効率よく銅の溶解を行うことができる。
【００１９】
（３）上記（１）又は上記（２）に記載の銅の製造方法は、
　前記銅を析出させる第二工程の後に、前記アノード側電極が設けられていた側の溶液（
Ａ）を回収し、当該溶液（Ａ）を前記第一工程における酸化剤を含む溶液として再利用す
ることが好ましい。
　上記（３）に記載の発明は、第一工程および第二工程を繰り返す場合に、酸化剤が再生
した溶液（Ａ）を「酸化剤を含む溶液」として再利用するため、銅の製造に必要なコスト
を低減することができる。
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【００２０】
（４）上記（１）から上記（３）のいずれか一項に記載の銅の製造方法は、
　前記銅を析出させる第二工程の後に、前記カソード側電極が設けられていた側の溶液（
Ｂ）を回収し、当該溶液（Ｂ）を前記第二工程における溶液（Ａ）として再利用すること
が好ましい。
　上記（４）に記載の発明は、第一工程および第二工程を繰り返す場合に、銅が析出除去
された溶液（Ｂ）をアノード側電極が設けられる側の溶液（Ａ）として再利用するため、
銅の製造に必要なコストを低減することができる。
【００２１】
（５）上記（１）から上記（４）のいずれか一項に記載の銅の製造方法は、
　前記銅を溶解させる第一工程において、前記酸化剤が全て還元された状態となるように
銅含有物を過剰に添加することが好ましい。
　上記（５）に記載の発明によれば、余計な電力の消費を抑制して、より低コストで銅の
製造を行うことができる。
【００２２】
（６）上記（１）から上記（５）のいずれか一項に記載の銅の製造方法は、
　前記銅を析出させる第二工程において、前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）中の銅の濃度は
１２ｇ／Ｌ以上であることが好ましい。
　上記（６）に記載の発明によれば、銅の製造方法を連続的に行う場合に、安定して銅の
電析を行える良好な状態を保って行うことができる。
【００２３】
（７）本発明の一態様に係る銅の製造装置は、
　上記（１）から上記（６）のいずれか一項に記載の銅の製造方法を実施するための銅の
製造装置であって、
　酸化剤を含む溶液の管理槽と、溶解槽と、銅を溶解させた溶液の管理槽と、電解槽と、
還元された状態の酸化剤を含む溶液の管理槽と、を有し、
　前記電解槽は、イオン交換膜によって、アノード側電極を備えた酸化剤再生室と、カソ
ード側電極を備えためっき室とに仕切られている、銅の製造装置、である。
　上記（７）に記載の発明によれば、上記（１）から上記（７）のいずれか一項に記載の
銅の製造方法を効率よく、連続的に行うことが可能な銅の製造装置を提供することができ
る。
【００２４】
（８）上記（７）に記載の銅の製造装置は、前記溶解槽を複数有することが好ましい。
　上記（８）に記載の発明によれば、銅を析出させる第二工程に比べて時間がかかる銅の
溶解を複数の溶解槽において並列的に行うことができる。このため、銅を析出させる第二
工程を行っている間に、銅を溶解させて酸化剤を完全に反応さることができ、効率的な操
業を行うことができる。
【００２５】
［本発明の実施形態の詳細］
　本発明の実施形態に係る銅の製造方法及び銅の製造装置の具体例を、以下に、より詳細
に説明する。なお、本発明はこれらの例示に限定されるものではなく、特許請求の範囲に
よって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれるこ
とが意図される。
【００２６】
［銅の製造方法］
（銅を溶解させる第一工程）
　銅を溶解させる第一工程は、酸化剤を含む溶液を用い、当該溶液中に銅含有物を添加し
て銅を溶解させる工程である。
　この工程においては、銅（Ｃｕ）が溶液中に溶解して銅イオン（Ｃｕ２＋）となり、溶
液中の酸化剤は還元された状態となる。例えば、酸化剤が鉄イオン（Ｆｅ３＋）の場合に
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は還元されてＦｅ２＋へと変化する。このとき、溶液中の酸化剤は、銅を溶解するために
全て消費されることが好ましい。すなわち、銅を溶解させる第一工程においては、前記酸
化剤が全て還元された状態となるように銅含有物を過剰に添加することが好ましい。この
ようにすることで、続いて行う銅を析出させる第二工程において残っていた酸化剤が還元
されて電力が消費されるということを抑制できる。このため１００％に近い電析効率を得
ることができ、より低コストで銅を製造することが可能となる。
【００２７】
－銅含有物－
　前記銅含有物は、銅を含有するものであればどのようなものでもよい。廃棄物など、市
場からの回収品を利用すれば資源保護に資することができる。例えば、銅線、パソコンや
家電製品のプリント基板、半導体、電子機器、モーター、自動車のシュレッダーダスト、
ハーネスコネクタ等を利用することができる。
　銅含有物は、酸化剤を含む溶液に添加して溶解させる観点から、可能な限り細かく粉砕
して表面積を大きくした方が溶解時間を短くすることができて好ましい。粉末状にするこ
とが好ましいが、その他の形状でも構わない。具体的には、３ｍｍ以下程度の状態に粉砕
したものであることが好ましい。
　また、溶液中に溶けない粉砕物が溶液中に拡散して槽を汚染することを防止する観点か
らは、銅含有物の粉砕物はフィルターやろ布（樹脂、繊維等からなる袋状のもの）等に詰
めて用いることが好ましい。また、銅を溶液中に溶解させた後に、溶液をろ過することで
溶解されなかった不溶解物を取り除いてもよい。
　溶液中に溶けない粉砕物が重いものである場合には、溶解槽などのタンクの底面にトレ
イなどを置いておき、沈降してきたものを取り出して回収してもよい。
【００２８】
　前記銅含有物は、銅と、酸化剤を含む溶液に実質的に溶けないものとの混合粉末である
ことが好ましい。
　例えば、前記銅含有物が、銅と樹脂との混合粉末である場合には、樹脂は酸化剤を含む
溶液に溶けないため、ろ過等により溶液から取り除くことができる。一方、前記銅含有物
に、酸化剤を含む溶液に可溶な成分が含まれていると、当該成分は不純物として溶液中に
蓄積してしまい、後述する銅を析出する第二工程において不純物として銅に混ざってしま
う可能性がある。しかしながら、銅は酸化還元電位が高い金属であるため、後述する銅を
析出させる第二工程において不純物をほとんど含まない状態で回収することができる。す
なわち、銅が析出する電位を負荷した状態において前記不純物を溶解させたままの状態に
し、銅のみを回収することが可能である。
【００２９】
　また、前記酸化剤が鉄イオンである場合には、Ｆｅ３＋を含む溶液は貴金属以外の大部
分の金属を溶解させる。このため例えば、銅と貴金属の混合粉末を用いる場合には、Ｆｅ
３＋を含む溶液に溶解しない貴金属等をろ過等で回収し、銅を後述する銅を析出させる第
二工程において回収することができる。
　銅との混合物として具体的には、樹脂、金、白金、銀、タングステン、モリブデン、チ
タン、セラミックス、などが挙げられる。このような銅含有物としてはめっきスラッジや
研磨スラッジなどが挙げられる。樹脂、金、白金、銀、タングステン、モリブデン、チタ
ン及びセラミックスは酸化剤を含む溶液に全く不溶であるか、あるいはごくわずかな量が
ゆっくりと溶解する程度の実質的に不要な成分である。
【００３０】
－酸化剤－
　前記酸化剤は、銅を溶解させることが可能であり、かつ、標準電位が１．６Ｖ以下のも
のであればよい。酸化剤の標準電位が１．６Ｖ以下であることにより、溶液が自己放電に
よって劣化することを抑制することができる。前記酸化剤の標準電位は、１．５Ｖ以下で
あることが好ましく、１．４Ｖ以下であることがより好ましい。
　前記酸化剤としては、例えば、鉄イオン、マンガンイオン、バナジウムイオン及びクロ
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ムイオンなどを挙げることができる。これらの酸化剤は一種類を単独で用いてもよいし、
複数種類を混合して用いても構わない。酸化剤の種類によっては、一種類単独で用いるこ
とで、銅が充分に溶解したかどうかを溶液の色の変化によって容易に判断することができ
る。
　前記の酸化剤のなかでも、資源性、繰り返し利用性、安全性、銅の溶解性、電解電圧の
低さ、価数管理のし易さ、色の変化の識別性などの観点から鉄イオンを用いることが最適
である。
【００３１】
－酸化剤を含む溶液－
　酸化剤を含む溶液は、前記酸化剤を含むものであればよい。前記酸化剤が鉄イオンの場
合には、例えば、硫酸第二鉄溶液、塩化第二鉄溶液などを好ましく用いることができる。
また、前記酸化剤がマンガンイオンの場合には、例えば、硫酸マンガンなどを好ましく用
いることができる。また、前記酸化剤がバナジウムイオンの場合には、例えば、硫酸バナ
ジウムを好ましく用いることができる。また、前記酸化剤がクロムイオンの場合には、例
えば、硫酸クロムなどを好ましく用いることができる。
　前記酸化剤を含む溶液において、酸化剤の濃度は酸化剤の種類に応じて適宜変更すれば
よい。例えば、前記酸化剤を含む溶液として硫酸第二鉄溶液を用いる場合には、鉄イオン
濃度は１０ｇ／Ｌ以上、１３０ｇ／Ｌ以下とすることが好ましく、１５ｇ／Ｌ以上、１１
０ｇ／Ｌ以下とすることがより好ましく、２０ｇ／Ｌ以上、９０ｇ／Ｌ以下とすることが
更に好ましい。硫酸第二鉄溶液の鉄イオン濃度を１０ｇ／Ｌ以上とすることで、銅含有物
からある程度の量の銅を溶液中に溶解させることができ、一度に充分量の銅を製造するこ
とができるようになる。また、１３０ｇ／Ｌ以下とすることで、鉄や銅の塩が析出してし
まうリスクを低減することができる。
　前記酸化剤を含む溶液として硫酸第二鉄溶液を用いる場合には、ｐＨが高いと水酸化鉄
の沈殿が生じ易くなり、また、溶液の安定性が劣り、銅濃度の上昇を招くこととなってし
まう場合がある。この観点から硫酸第二鉄溶液のｐＨは４以下であることが好ましく、３
.５以下であることがより好ましく、３以下であることが更に好ましい。
【００３２】
（銅を析出させる第二工程）
　図１を用いて銅を析出させる第二工程を詳述する。図１は銅を析出させる第二工程の前
後において、溶液がどのように変化するのかを表す概略図である。
　銅を析出させる第二工程においては、まず、隔膜４を介して、還元された状態の酸化剤
を含む溶液（Ａ）６と、銅を溶解させた溶液（Ｂ）５とが接触するようにする。例えば、
通常の電解槽に隔膜を設けて２つの室に仕切り、一方に、還元された状態の酸化剤を含む
溶液（Ａ）６を、もう一方に、銅を溶解させた溶液（Ｂ）５を入れればよい。
　前記還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）６にはアノード側電極２を設け、前記銅
を溶解させた溶液（Ｂ）５にはカソード側電極１を設ける。そして、両電極を整流器３に
接続して電圧を印加し、電流を流して電解製錬を行なう。
　以下では、酸化剤として鉄イオンを用いる場合を例にして銅を析出させる第二工程を説
明するが、他の酸化剤を用いた場合にも同様の原理によって行うことが可能である。
【００３３】
　酸化剤として鉄イオンを用いていた場合には、前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）５にはＣ
ｕ２＋とＦｅ２＋とが存在しており、電解を行なうことで、カソード側電極１の表面に金
属銅が析出する。また、前記還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）６にはＦｅ２＋が
存在しているが、電解を行なうことで、Ｆｅ２＋が酸化されてＦｅ３＋となる。
　すなわち、銅を析出させる第二工程を行うことで、前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）５は
、銅が析出除去された溶液７となり、また、前記還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ
）６は、酸化剤が再生した溶液８となる。
【００３４】
　本発明の実施形態に係る銅の製造方法を繰り返し行う場合には、前記銅を析出させる第
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二工程の後に、前記アノード側電極が設けられていた側の溶液（Ａ）を回収し、当該溶液
（Ａ）を前記第一工程における酸化剤を含む溶液として再利用することが好ましい。
　上記の酸化剤として鉄イオンを用いた場合の例では、前記アノード側電極２が設けられ
ていた側の溶液は、前記酸化剤が再生した溶液８であり、この溶液にはＦｅ３＋が多量に
存在する。このため本発明の実施形態に係る銅の製造方法を繰り返して連続的に行う場合
には、前記酸化剤を含む溶液として再利用することができる。
【００３５】
　また、本発明の実施形態に係る銅の製造方法を繰り返し行う場合には、前記銅を析出さ
せる第二工程の後に、前記カソード側電極が設けられていた側の溶液（Ｂ）を回収し、当
該溶液（Ｂ）を前記第二工程における溶液（Ａ）として再利用することが好ましい。
　上記の酸化剤として鉄イオンを用いた場合の例では、前記カソード側電極１が設けられ
ていた側の溶液は、前記銅が析出除去された溶液７であり、この溶液にはＦｅ２＋が多量
に存在する。このため本発明の実施形態に係る銅の製造方法を繰り返して連続的に行う場
合には、前記還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）６として再利用することができる
。
【００３６】
　更に、本発明の実施形態に係る銅の製造方法を繰り返し行う場合には、前記カソード側
電極の表面に銅を析出させる第二工程において、前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）中の銅の
濃度は１２ｇ／Ｌ以上であることが好ましい。これにより、安定して銅の電析を行える良
好な状態を保って、銅の製造を連続的に繰り返し行うことができるようになる。前記第二
工程においては銅の濃度を１２ｇ／Ｌ以上の状態を常に確保することが好ましく、銅の濃
度が１２ｇ／Ｌ未満となった場合には電圧の印加を止めることが好ましい。また、前記第
二工程においては、銅の濃度は、１５ｇ／Ｌ以上であることがより好ましく、１８ｇ／Ｌ
以上であることが更に好ましい。
【００３７】
　本発明の実施形態に係る銅の製造方法を繰り返し行う場合には、例えば、電解槽を可動
式にしておき、アノード側電極とカソード側電極とを反転させることで行なうことができ
る。すなわち、銅を析出させる第二工程が終了した後に、酸化剤が再生した溶液に銅含有
物を添加して銅を溶解させ、アノード側電極とカソード側電極とを入れ替えて電解を行な
えばよい。また、ポンプ等で溶液を入れ替えることによっても第一工程および第二工程を
繰り返すことが可能である。更に、前述の銅を溶解させる第一工程において使用する溶解
槽を複数使用することで、時間がかかる銅の溶解や不溶解物をろ過するという工程を進め
ながら同時に電解を行なうという効率的な方法も可能となる。この場合には、各溶液を管
理する槽を設け、ポンプ等で各槽に溶液を送液して循環できるようにしておくことが好ま
しい。
【００３８】
　銅を析出させる第二工程においては、溶液を攪拌した方が銅の析出状態がきれいになる
などして良い。攪拌は、溶液をポンプ等で循環させたり、エアバブリングを行うなど、一
般的な方法で良い。
　あるいはレドックスフロー電池のように、電解槽に各溶液を通液循環させても良い。ま
た、複数の電解槽を直列あるいは並列に接続していても良い。
　なお、あえて溶液を撹拌しないことで、銅を粉末状に析出させることもできる。
【００３９】
　銅の電析状態を安定化させるために前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）に添加剤などを加え
ても良い。添加剤としては銅めっきや銅の電解精錬技術で一般に使用されるものなどを使
うことができる。また、不純物が共析しないように、不純物と錯体を形成する物質など、
それぞれに適した添加剤を加えても良い。不純物を沈殿させる物質や吸着する物質を溶液
（Ｂ）に加えて共析を防止しても良い。
【００４０】
　本発明の実施形態に係る銅の製造方法を繰り返し行い、前記還元された状態の酸化剤を
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含む溶液（Ａ）及び前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）の再利用を続けていると、各溶液に不
純物が蓄積する場合がある。この場合には、ｐＨ調整等によって不純物を沈殿させて除い
ても良いし、通常の条件よりも激しい条件で電解を行なうことで不純物を電析させるいわ
ゆる「捨てめっき」を行っても良い。また、銅濃度が上がり過ぎた場合にも同様の手法で
調整することができる。この場合には、単なる硫酸など、鉄を含まない溶液を対極側に使
用しても良い。
【００４１】
　また、前記銅を溶解させた溶液（Ｂ）及び前記還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ
）は、塩素を多量に含んでいると電解時に塩素ガスが発生する可能性があるため、塩素を
含まないものであることが好ましい。なお、溶液中に塩素が含まれたとしても微量であれ
ば問題はない。前記溶液（Ａ）及び溶液（Ｂ）は硫酸ベースのものであると取り扱いが容
易であり好ましい。
【００４２】
　電解時において、前記溶液（Ａ）及び溶液（Ｂ）の液温は室温でも良いが、６０℃など
の高温にしても良い。液温が低すぎると塩が析出しやすくなり、また、液温が高すぎると
電析状態が不安定になったり、水の蒸発が起こって管理が難しくなる場合がある。この観
点から、電解時における前記溶液（Ａ）及び溶液（Ｂ）の液温は、１０℃以上、７０℃以
下であることが好ましく、１５℃以上、６５℃以下であることがより好ましく、２０℃以
上、６０℃以下であることが更に好ましい。
【００４３】
－カソード側電極－
　前記カソード側電極としては、電極表面に銅を析出させることが可能なものであればど
のようなものでも使用することができる。例えば、銅、白金、金、チタン、ステンレスな
どを用いることができる。銅を析出させるという観点からは銅箔を種材として用いること
が好ましい。また、ブランクにステンレス板やチタン板等を用いて、電析した銅を剥がし
て回収してもよい。
【００４４】
－アノード側電極－
　前記アノード側電極としては電解時に安定な状態を維持できるものを用いればよい。例
えば、カーボン、鉛、貴金属、チタン、タングステンなどを用いることができる。また、
チタンラス板等を貴金属で被覆して用いてもよい。
【００４５】
－隔膜－
　前記隔膜は水素イオンのみを透過させることが可能な膜であると、電解効率が最も良く
なり好ましいが、他のイオンを透過する膜でも利用することは可能である。イオン交換膜
の場合には、陽イオン交換膜であっても陰イオン交換膜であってもよい。また、素焼きの
板やろ布などを用いることも可能である。
【００４６】
［銅の製造装置］
　図２を用いて本発明の実施形態に係る銅の製造装置の一例を詳述する。
　本発明の実施形態に係る銅の製造装置は、前記本発明の実施形態に係る銅の製造方法を
実施することが可能な装置であり、酸化剤を含む溶液の管理槽２１と、溶解槽２２と、銅
を溶解させた溶液の管理槽２３と、電解槽２４と、還元された状態の酸化剤を含む溶液の
管理槽２５と、を有する。そして、前記電解槽２４は隔膜２４４によってカソード側電極
を備えためっき室とアノード側電極を備えた酸化剤再生室とに仕切られている。
　図２の矢印は各溶液が循環する流れを示すものである。各溶液の循環はポンプ等を用い
て行えばよい。
【００４７】
　本発明の実施形態に係る銅の製造装置を用いて前記本発明の実施形態に係る銅の製造方
法を実施するためには、例えば、以下のようにすればよい。
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　まず、酸化剤を含む溶液を用意しこれを溶解槽２２に供給する。ここに銅含有物２２１
を添加し、攪拌等により銅を溶解させる。例えばプロペラを用いて溶液を攪拌する場合に
は溶解槽２２は平面視で円形のタンクであることが好ましい。これにより得られる銅を溶
解させた溶液から不溶解物を必要に応じて除去し、銅を溶解させた溶液の管理槽２３へと
送る。なお、銅の電解製錬に比べて銅の溶解や溶液のろ過の方が時間がかかる場合もあり
得る。また、酸化剤を全て還元された状態にするためには充分に時間を確保した方がよい
。このため、溶解槽２２を複数設けておくことが好ましい。これにより、銅を析出させる
第二工程を行っている間に、銅を溶解させて酸化剤を完全に反応さることができ、時間の
ロスをなくして効率よく銅の製造を行うことができる。すなわち、銅を溶解する工程と、
銅を析出させる工程とを同時に行う場合に、銅を析出させる工程の方が先に終了してしま
って、溶液を電解槽２４に待機させておくというような状態が生じないようにすることが
できる。
【００４８】
　前記銅を溶解させた溶液を電解槽２４のめっき室へと送る。また、電解槽２４の酸化剤
再生室には、還元された状態の酸化剤を含む溶液の管理槽に準備されていた還元された状
態の酸化剤を含む溶液を供給する。そして、両溶液に電圧を印加して通電し、電解を行な
う。これによりカソード側電極２４１の表面に析出し、純度の高い金属銅を得ることがで
きる。
　電解終了後には、めっき室中の溶液は銅が析出除去されて、還元された状態の酸化剤を
含む溶液となっているため、これをポンプで取り出し、還元された状態の酸化剤を含む溶
液の管理槽２５に送る。また、酸化剤再生室中の溶液は、酸化剤が酸化されて再生した状
態となっているため、これを酸化剤を含む溶液の管理槽２１へと送る。
【００４９】
　以上のようにすることで、本発明の実施形態に係る銅の製造装置を稼動させることで、
前記本発明の実施形態に係る銅の製造方法を繰り返し、連続的に行うことができる。
　なお、本発明の実施形態に係る銅の製造装置においては、カソード側電極などの各構成
は、前記本発明の実施形態にかかる銅の製造方法において説明したものと同じものを用い
ることができる。
【実施例】
【００５０】
　以下、実施例に基づいて本発明をより詳細に説明するが、これらの実施例は例示であっ
て、本発明の銅の製造方法及び銅の製造装置はこれらに限定されるものではない。本発明
の範囲は特許請求の範囲の範囲によって示され、特許請求の範囲の範囲と均等の意味及び
範囲内でのすべての変更が含まれる。
【００５１】
［実施例１］
（銅を溶解させる第一工程）
　銅含有物として、銅と樹脂がおよそ５０質量％ずつ含まれる電線粉砕屑３０００ｇを用
意した。電線粉砕屑は１ｍｍ程度の粉状物とした。
　酸化剤を含む溶液として、鉄イオン濃度３０ｇ／Ｌの硫酸第二鉄溶液８０Ｌを用意した
。この硫酸第二鉄溶液に硫酸銅を添加し、銅イオン濃度が２０ｇ／Ｌになるように調整し
た。
　溶解槽に前記硫酸第二鉄溶液と電線粉砕屑を入れ、６ｈ撹拌して銅を溶解し、銅を溶解
させた溶液を得た。これにより、銅を溶解させた溶液中の銅イオン濃度は４０ｇ／Ｌとな
った。残った樹脂は液をろ過して取り除いた。
（銅を析出させる第二工程）
　隔膜として陽イオン交換膜であるナフィオン１１７を用い電解槽を仕切った。そして、
片側に上記で得た銅を溶解させた溶液を入れた。もう片側には、還元された状態の酸化剤
を含む溶液（Ａ）として、鉄イオンが還元されてＦｅ２＋となった状態の硫酸第一鉄８０
Ｌをいれた。硫酸第一鉄の鉄イオン濃度は３０ｇ／Ｌとした。また、溶液（Ａ）に硫酸銅
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を添加して、銅イオン濃度が２０ｇ／Ｌとなるように調整した。
　銅を溶解させた溶液をいれためっき室にはカソード側電極として銅箔を設けた。また、
還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）を入れた酸化剤再生室にはアノード側電極とし
て白金で被覆したチタンラス板を設けた。
　そして、両電極に整流器を接続して電圧を印加し、電解を行なった。このときの電圧は
３．８Ｖとした。液温は２８℃であった。
　電解を１５時間行うことで、カソード側電極に１５００ｇの銅が析出した。この銅の純
度は９９．９％以上であった。電析効率は９９％であった。
【００５２】
　以上の工程を１０サイクル実施し、計１５kｇの銅を得ることができた。
　なお、各工程を繰り返すにあたり、銅を析出させる第二工程後に、アノード側電極が設
けられていた側の溶液（Ａ）は酸化剤を含む溶液として再利用し、カソード側電極が設け
られていた側の溶液（Ｂ）は還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）として再利用した
。また、銅を析出させる第二工程においては、前記銅を溶解させた溶液中の銅の濃度が１
８ｇ／Ｌとなった状態で電圧の印加をとめた。装置としては、図２に示す構成のものを用
いた。
【００５３】
［実施例２］
　酸化剤を含む溶液として、Ｖ４．５＋の濃度が３０ｇ／Ｌ、銅イオン濃度が２０ｇ／Ｌ
の溶液を用い、還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）として、Ｖ３．５＋の濃度が３
０ｇ／Ｌ、銅イオン濃度が２０ｇ／Ｌの溶液を用い、銅を析出させる第二工程において、
電圧は４．７Ｖとした以外は実施例１と同様にして銅の製造を行なった。液温は２８℃で
あった。
　銅を析出させる第二工程において電解を１５時間行うことで、カソード側電極に１３０
０ｇの銅が析出した。この銅の純度は９９．９％以上であった。電析効率は９１％であっ
た。
　なお、酸化剤を含む溶液、及び還元された状態の酸化剤を含む溶液（Ａ）は、酸化硫酸
バナジウム（ＶＯＳＯ４）を硫酸に溶解させてＶ４＋を含む硫酸バナジウム溶液を作製し
、イオン交換膜を用いて前記硫酸バナジウム溶液を電気分解することにより作製した。ま
た、銅イオン濃度は、硫酸銅を添加することにより調整した。
　また、前記Ｖ４．５＋とは、Ｖ５＋とＶ４＋が半分ずつ含まれていることを意味する。
同様に、前記Ｖ３．５＋とはＶ４＋とＶ３＋が半分ずつ含まれていることを意味する。
【符号の説明】
【００５４】
　　１　　　カソード側電極
　　２　　　アノード側電極
　　３　　　整流器
　　４　　　隔膜
　　５　　　銅を溶解させた溶液
　　６　　　還元された状態の酸化剤を含む溶液
　　７　　　銅が析出除去された溶液
　　８　　　酸化剤が再生した溶液
　　２１　　酸化剤を含む溶液の管理槽
　　２２　　溶解槽
　　２２１　銅含有物
　　２３　　銅を溶解させた溶液の管理槽
　　２４　　電解槽
　　２４１　カソード側電極
　　２４２　アノード側電極
　　２４３　整流器
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　　２４４　隔膜
　　２４５　めっき室
　　２４６　酸化剤再生槽
　　２５　　還元された状態の酸化剤を含む溶液の管理槽

【図１】

【図２】
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