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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニッケル及び／又はコバルトを含む酸性水溶液に硫化アルカリを添加して、硫黄と、ニ
ッケル及び／又はコバルトとの合計量との比が、モル比（Ｓ／（Ｎｉ及び／又はＣｏ））
で０．９９～１．０５の範囲内にある、ニッケル及び／又はコバルト硫化物を沈殿させ回
収する方法において、
（１）まず、反応容器として、加圧雰囲気を形成することができる密閉容器を使用し、ニ
ッケル及び／又はコバルトを含む硫化反応始液を装入後、容器内に非酸化性ガスを用いて
ガス置換する、
（２）次に、硫化反応始液の温度を７０～９５℃に昇温した後、硫化水素を添加して、酸
化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を１００ｍＶ以下まで下げる、
（３）その後、硫化ナトリウム又は水硫化ナトリウムから選ばれる硫化アルカリを添加し
、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を１００ｍＶ以下に保持しながら硫化沈殿反
応を行う、
ことを特徴とするニッケル及び／又はコバルト硫化物の回収方法。
【請求項２】
　前記（３）の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）は、－３００～５０ｍＶである
ことを特徴とする請求項１に記載のニッケル及び／又はコバルト硫化物の回収方法。
【請求項３】
　前記非酸化性ガスは、中性ガスであることを特徴とする請求項１に記載のニッケル及び
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／又はコバルト硫化物の回収方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ニッケル及び／又はコバルト硫化物の回収方法に関し、さらに詳しくは、ニ
ッケル及び／又はコバルトを含む酸性水溶液に硫化アルカリを添加して、ニッケル及び／
又はコバルト硫化物を沈殿させ回収する方法において、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比が、硫
化水素を用いて生成された硫化物なみの１．０５以下、望ましくはＮｉＳ、ＣｏＳの化学
量論組成である１近傍の値に制御された硫化物沈殿の回収方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、不純物を含む酸性水溶液中に含有される重金属を選択的に沈殿させ回収する方法
として、硫化剤を添加して、硫化反応によって該重金属を硫化物として沈殿させる方法が
広く用いられている。例えば、硫化剤として硫化水素ガスを用いて、気相中の硫化水素濃
度を調整して、重金属の硫化を制御する方法（例えば、特許文献１参照。）、又はニッケ
ル、コバルトを含む酸性水溶液に、硫化剤として硫化アルカリを添加し、温度、ｐＨを調
整して、ろ過分離性の良好な硫化物沈殿を得る方法（例えば、特許文献２参照。）等が提
案されている。しかしながら、いずれの提案においても、以下に示すように、実用上解決
すべき課題を有していた。
【０００３】
　すなわち、硫化剤として硫化水素を用いる方法では、毒性ガスである硫化水素ガスを直
接扱うことから実用面では安全に配慮した細かな反応制御が必要となるとともに、設備面
でも制限を受けるという問題がある。また、硫化水素を用いる硫化反応は、下記の式（１
）に示すように、反応により酸を発生し、反応液のｐＨを低下させる。
【０００４】
　ＭＳＯ４　＋　Ｈ２Ｓ　＝　ＭＳ　＋Ｈ２ＳＯ４　………（１）
　（式中のＭは、重金属元素、例えばＮｉ、Ｃｏを表す。）
【０００５】
　このため、硫化される元素に応じて、特定のｐＨ以下になると硫化物の再溶解が起こり
、硫化反応は進まなくなる。したがって、効率良く硫化反応を進めるためには、反応液の
元素濃度を特定の濃度以下に調整することによってｐＨの低下を制御するか、または、発
生する酸をアルカリの添加によって中和しながら硫化反応を行うことが行なわれる。
【０００６】
　一方、硫化剤として硫化アルカリを用いる方法では、硫化アルカリは硫化水素ガスをア
ルカリ水溶液に吸収固定したものであり化学的に安定であることから、大規模な除害設備
を持たずに簡便に使用することができる。また、反応においては、硫化アルカリ自体がア
ルカリ性であるので、硫化水素を用いた場合と異なり反応液のｐＨの低下が起らず、これ
に伴なう硫化物の再溶解は起らないという利点を持つ。このように、硫化アルカリによる
硫化反応は、取り扱い面で有利なため、簡便な重金属の硫化固定法としては広く用いられ
ている。
【０００７】
　ところで、近年、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬法として、硫酸を用いた高温加圧酸浸出
法（Ｈｉｇｈ　Ｐｒｅｓｓｕｒｅ　Ａｃｉｄ　Ｌｅａｃｈ）が注目されている。この方法
は、従来の一般的なニッケル酸化鉱の製錬方法である乾式製錬法と異なり、還元及び乾燥
工程等の乾式工程を含まず、一貫した湿式工程からなるので、エネルギー的及びコスト的
に有利であるという利点を有している。このような湿式製錬法では、浸出生成液として、
ニッケル、コバルトとともに、鉄、マンガン、マグネシウム、クロム、アルミニウム等の
不純物元素を含む硫酸水溶液が得られ、必要に応じて、鉄等の不純物元素を浄液工程で除
去した後、ニッケル、コバルトを硫化物として分離回収する方法が用いられる。
【０００８】
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　しかしながら、一般的に、ニッケル及び／又はコバルトを含む硫酸水溶液から硫化アル
カリを用いて生成された硫化物沈殿には、そのＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比が、例えば、１
．１～１．２程度であり、硫化水素を用いて生成された硫化物と比べて高い数値であると
ともに、酸化されやすいという問題がある。すなわち、このような硫化物を中間生成物と
して用いてニッケル及び／又はコバルトを分離回収する工程においては、酸化に伴なう溶
液中の硫酸イオンの増加とともに、イオウ含有量の過多によるイオウ処理負荷の増加が大
きな問題となる。例えば、前記硫化物沈殿が塩素等の酸化剤を用いて浸出される工程では
、浸出生成液へのイオウの溶解の防止が最も重要な浸出要件である。
【０００９】
　以上の状況から、硫化アルカリを用いて生成された硫化物沈殿の性状、特に、そのＳ／
（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比を、硫化水素を用いて生成された硫化物なみの１．０５以下、望ま
しくは１近傍に改善することが望まれている。
【特許文献１】特開２００３－３１３６１７号公報（第１頁、第２頁）
【特許文献２】特開平６－８１０５０号公報（第１頁、第２頁）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、上記の従来技術の問題点に鑑み、ニッケル及び／又はコバルトを含む
酸性水溶液に硫化ナトリウムや水硫化ナトリウム（以下、両者を併せて「硫化アルカリ」
と示す場合もある。）を添加して、ニッケル及び／又はコバルト硫化物を沈殿させ回収す
る方法において、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比が、硫化水素を用いて生成された硫化物なみ
の１．０５以下、望ましくはＮｉＳ、ＣｏＳの化学量論組成である１近傍の値に制御され
た硫化物沈殿の回収方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明者らは、上記目的を達成するために、ニッケル及び／又はコバルトを含む酸性水
溶液に硫化アルカリを添加して、ニッケル及び／又はコバルト硫化物を沈殿させ回収する
方法について、鋭意研究を重ねた結果、硫化アルカリの添加に先だって、反応容器内を特
定のガス雰囲気下とするとともに、特定の３工程処理を行なわせたところ、Ｓ／（Ｎｉ＋
Ｃｏ）モル比が、硫化水素を用いて生成された硫化物なみの１．０５以下、さらにＮｉＳ
、ＣｏＳの化学量論組成である１近傍の値に制御された硫化物沈殿が得られることを見出
し、本発明を完成した。
【００１２】
　すなわち、本発明の第１の発明によれば、ニッケル及び／又はコバルトを含む酸性水溶
液に硫化アルカリを添加して、硫黄と、ニッケル及び／又はコバルトとの合計量との比が
、モル比（Ｓ／（Ｎｉ及び／又はＣｏ））で０．９９～１．０５の範囲内にある、ニッケ
ル及び／又はコバルト硫化物を沈殿させ回収する方法において、
（１）まず、反応容器として、加圧雰囲気を形成することができる密閉容器を使用し、ニ
ッケル及び／又はコバルトを含む硫化反応始液を装入後、容器内に非酸化性ガスを用いて
ガス置換する、
（２）次に、硫化反応始液の温度を７０～９５℃に昇温した後、硫化水素を添加して、酸
化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を１００ｍＶ以下まで下げる、
（３）その後、硫化ナトリウム又は水硫化ナトリウムから選ばれる硫化アルカリを添加し
、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を１００ｍＶ以下に保持しながら硫化沈殿反
応を行う、
ことを特徴とするニッケル及び／又はコバルト硫化物の回収方法が提供される。
【００１３】
　また、本発明の第２の発明によれば、第１の発明の（３）において、前記酸化還元電位
（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）は、－３００～５０ｍＶであることを特徴とするニッケル及
び／又はコバルト硫化物の回収方法が提供される。
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【００１４】
　また、本発明の第３の発明によれば、第１の発明において、前記非酸化性ガスは、中性
ガスであることを特徴とするニッケル及び／又はコバルト硫化物の回収方法が提供される
。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明のニッケル及び／又はコバルト硫化物の回収方法は、ニッケル及び／又はコバル
トを含む酸性水溶液に硫化アルカリを添加して、ニッケル及び／又はコバルト硫化物を沈
殿させ回収する方法において、得られる硫化物沈殿のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比を、硫化
水素を用いて生成された硫化物なみの１．０５以下、望ましくは１近傍の値に制御するこ
とができ、これによって、得られた硫化物沈殿からニッケル及び／又はコバルトを回収す
る工程において、イオウ含有量の過多によるイオウ処理負荷の増加を防止することができ
るので、その工業的価値は極めて大きい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明のニッケル及び／又はコバルト硫化物の回収方法を詳細に説明する。
　本発明のニッケル及び／又はコバルト硫化物の回収方法は、ニッケル及び／又はコバル
トを含む酸性水溶液に硫化アルカリを添加して、ニッケル及び／又はコバルト硫化物を沈
殿させ回収する方法において、反応容器内を非酸化性ガス雰囲気下とした後、水溶液を７
０～９５℃の温度とし、硫化水素を添加して、酸化還元電位を１００ｍＶ以下に調整し、
その後、硫化ナトリウム又は水硫化ナトリウムから選ばれる硫化アルカリを添加し、酸化
還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を１００ｍＶ以下に保持しながら硫化沈殿反応を行
う、ことを特徴とする。
【００２０】
　本発明において、硫化アルカリの添加に先立ち、反応容器内を非酸化性ガス雰囲気下と
することと、酸性水溶液内に硫化剤として硫化水素を加え、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣ
ｌ電極規準）を１００ｍＶ以下に調整することと、その後、硫化ナトリウム又は水硫化ナ
トリウムから選ばれる硫化アルカリを添加し、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）
を１００ｍＶ以下に保持しながら硫化沈殿反応を行うことが重要である。これによって、
気相中の酸素および溶液中の溶存酸素を除去し、生成する硫化物沈殿の酸化反応を防止し
て、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比が低い、すなわち、硫化水素を用いて生成された硫化物な
みの１．０５以下、望ましくはＮｉＳ、ＣｏＳの化学量論組成である１近傍の値に制御さ
れた沈殿を得ることができる。
【００２１】
　ここで、反応容器内を非酸化性ガス雰囲気下とすることの作用を明らかにするため、ニ
ッケル及び／又はコバルト硫化物の生成反応と酸化反応によるＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比
の上昇について説明する。なお、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比とは、例えば、ニッケル、コ
バルト混合硫化物中の、（Ｎｉ、Ｃｏ）Ｓの形態でのイオウと単体イオウの合計量と、（
Ｎｉ＋Ｃｏ）量との比率をモル比で表したものであり、このモル比が高いほどイオウは不
安定な形態であるということができる。すなわち、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比は、硫化物
の安定性を測る指標の一つとして用いることができ、この値が大きいほど硫化物として不
安定であり酸化され易いということができる。
【００２２】
　一般に、酸性水溶液中のニッケル（コバルトも同様である。）イオンは、下記の式（２
）、又は（３）にしたがって、硫化アルカリ（ＮａＨＳ、Ｎａ２Ｓ）との反応によって、
粒径の細かな硫化物粒子を生成する。
【００２３】
　Ｎｉ２＋＋ＮａＨＳ　＝　ＮｉＳ＋Ｈ＋＋Ｎａ＋　………（２）
【００２４】
　Ｎｉ２＋＋Ｎａ２Ｓ　＝　ＮｉＳ＋２Ｎａ＋　………（３）
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【００２５】
　この際、前記酸性水溶液中に酸素が存在すると、下記の式（４）にしたがって、酸化反
応による硫化物粒子の再溶解が起こる。
【００２６】
　ＮｉＳ＋２Ｈ＋＋１／２Ｏ２　＝　Ｎｉ２＋＋Ｓ０＋Ｈ２Ｏ　………（４）
【００２７】
　ここで、硫化ニッケル（コバルトも同様である。）中のイオウは、単体イオウまで酸化
された形で沈殿中に残留するので、ニッケル、コバルト混合硫化物中のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ
）モル比は上昇する。
【００２８】
　このＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比の上昇を具体例で説明する。
　本発明の方法にしたがって生成したニッケル、コバルト混合硫化物を用いて、酸化反応
による硫化物のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比を求めた。
　まず、硫化反応始液として表１に示すコバルトを含む硫酸ニッケル水溶液を装入した反
応容器内の気相部を非酸化性ガスとしてアルゴンガスを用いてガス置換後、常圧で昇温を
開始し反応温度の８０℃まで加熱した。なお、反応容器としては、ガス吹込みノズルを装
備したものを用いた。
【００２９】
【表１】

【００３０】
　次いで、硫化反応開始液に少量の硫化水素ガスを吹き込み、酸化還元電位を１００ｍＶ
以下とした後、寮歌反応開始液中のニッケルとコバルトの全量をＮｉＳ、ＣｏＳとして硫
化する反応当量に等しい水硫化ソーダを添加後、３０分攪拌し、硫化物のスラリーを作成
した。得られた硫化物沈殿のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比は、１．００であった。
【００３１】
　その後、反応容器のガス吹込みノズルを大気開放にして攪拌だけを行い、反応液の酸化
還元電位（ＯＲＰ、常温）と硫化物のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比の経時変化を測定した。
結果を図１に示す。図１は、反応液のＯＲＰと硫化物のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比の経時
変化を示す。なお、図中の横軸、時間３０分に対応するプロットは、水硫化ソーダを添加
後、３０分攪拌して得られた酸化反応前の硫化物を示す。
　図１より、液のＯＲＰ上昇、すなわち、酸化反応の進展とともに、硫化物のＳ／（Ｎｉ
＋Ｃｏ）モル比が１．０から１．２程度まで上昇することが分かる。
【００３２】
　したがって、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比の低い硫化物を得るためには、硫化物の酸化の
原因となる水溶液中に溶存する酸素を除去することが肝要である。この手段として、反応
容器内の気相部を非酸化性ガスで十分に置換することによって水溶液中に溶存する酸素を
低減することが有効である。
　この際、生成された硫化物の酸化反応が起らないので、添加されたイオウの反応効率も
上昇する。すなわち、反応当量以上の余分の硫化アルカリの添加を節減することができる
ので効率的である。
【００３３】
　本発明に用いる非酸化性ガスとしては、特に限定されるものではなく、液中の酸化還元
電位を低下することができる窒素、不活性ガス等の中性ガス、及び水素、亜硫酸ガス、硫
化水素等の還元性ガスが用いられるが、この中で、特に、取扱上容易な中性ガスが好まし
い。
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【００３４】
　本発明に用いる非酸化性ガスの装入量は、特に限定されるものではなく、反応容器内の
気相部を置換することができる量が用いられるが、硫化反応始液の履歴による液性、使用
される反応容器の容量、形状等、非酸化性ガス種等により異なるので、事前の予備試験に
より、硫化反応において酸化還元電位を所定値に保持することができる適切な量が求めら
れる。ここで、非酸化性ガスの装入量を節減するためには、ガス吹込みノズルを装備し容
器内の気相部の雰囲気調整が行なえる密閉様式の反応容器、例えば、加圧雰囲気を形成す
ることができる密閉容器を用いることができる。
【００３５】
　さらに、本発明において、酸性水溶液内に硫化剤として硫化水素を加えて酸化還元電位
（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を１００ｍＶ以下にすることが重要である。酸性水溶液中の
溶存酸素の影響をなくすことができるからである。その後、水溶液に硫化アルカリを添加
し、酸化還元電位を所定値に保持しながら硫化物を沈殿させることに重要な意義を有する
。すなわち、水溶液の酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）は、－３００～１００ｍ
Ｖ、好ましくは－３００～５０ｍＶに保持する。すなわち、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣ
ｌ電極規準）を１００ｍＶ以下に保持することによって、得られる硫化物のＳ／（Ｎｉ＋
Ｃｏ）モル比を１．０５以下にすることができる。また、５０ｍＶ以下に保持することで
、得られる硫化物のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比を１．００近傍にすることができる。一方
、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を－３００ｍＶ未満で保持しても、硫化物の
Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比に対してこれ以上の効果は見られない。
【００３６】
　ここで、硫化剤添加後の水溶液の酸化還元電位と共存する硫化物沈殿のＳ／（Ｎｉ＋Ｃ
ｏ）モル比の関係について、具体例を用いて詳細に説明する。
　まず、硫化反応始液として表１に示すコバルトを含む硫酸ニッケル水溶液を装入した反
応容器（内容積２ｌ）内の気相部をアルゴンガス又は硫化水素ガスで置換し、気相中の酸
素濃度を種々に調整後（結果的に、水溶液中のＯＲＰも調整される。）、常圧で昇温を開
始し反応温度の８０℃まで加熱した。なお、反応容器としては、ガス吹込みノズルを装備
したものを用いた。次いで、所定の添加当量（反応当量に対する割合）の硫化アルカリを
添加して硫化反応を行なった。反応時間は硫化アルカリ添加後３０分とした。ここで、硫
化水素ガスを用いた場合は、水溶液を昇温後、予め０．０１ＭＰａ程度の硫化水素ガスを
吹込み、ＯＲＰを１００ｍＶ以下に調整した後、硫化アルカリを加えた。
【００３７】
　その後、硫化反応終了後のスラリーを常温まで冷却しｐＨとＯＲＰを測定した後、ろ過
した。得られた沈殿を真空乾燥してニッケル、コバルト及びイオウを分析してＳ／（Ｎｉ
＋Ｃｏ）モル比を求めた。結果を図２に示す。図２は、ＯＲＰ（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準
）と硫化物沈殿のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比の関係を示す。また、図２には、硫化剤とし
て硫化水素ガスを用いた場合も参考として示した。この際、硫化水素ガスとの反応終了後
、反応容器の圧力がゲージで０．１ＭＰａとなるようにガス圧を調整し、硫化水素が過剰
になるようにした。
【００３８】
　図２より、液中のＯＲＰ（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）が１００ｍＶ以下において、硫化
物沈殿のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比は１．０５以下に、また、液中のＯＲＰ（Ａｇ／Ａｇ
Ｃｌ電極規準）が５０ｍＶ以下において、硫化物沈殿のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比が硫化
水素ガスによる場合と同様に１．００近傍になることが分かる。
【００３９】
　本発明に用いるニッケル及び／又はコバルトを含む酸性水溶液としては、特に限定され
るものではなく、種々の工程から産出されるニッケル及び／又はコバルトを含む硫酸、塩
酸、硝酸等の酸性水溶液が挙げられるが、この中で、ニッケル酸化鉱石の湿式製錬法、例
えば、硫酸を用いた高温加圧酸浸出法の浸出生成液として産出される、ニッケル、コバル
トとともに、鉄、マンガン、マグネシウム、クロム、アルミニウム等の不純物元素を含む
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硫酸水溶液が好ましく用いられる。
【００４０】
　本発明に用いる酸性水溶液のｐＨとしては、ニッケルとコバルト沈殿率の上昇のために
は、ｐＨが１以上が好ましく、２以上がより好ましい。上記高温加圧酸浸出法から得られ
る硫酸水溶液のｐＨは１～４であり、特に浄液（不純物元素を除去）処理後の硫化反応始
液のｐＨは３～４であるので、硫化アルカリを用いる硫化反応が支障なく行なえる。
【００４２】
　本発明に用いる硫化反応の温度は、特に限定されるものではなく、７０～９５℃が好ま
しく、８０℃程度の比較的低温度がより好ましい。すなわち、硫化反応自体は一般的に高
温ほど促進されるが、７０℃未満では、硫化反応の速度が遅いので反応時間が長くなる。
一方、９５℃を超えると、温度を上昇するためにコストがかかること等の経済性の問題点
も多い。
【００４３】
　以下に、本発明の方法の工業的な実施方法の一例を説明する。下記の酸化還元電位の制
御は、反応系への空気の進入を遮断する段階、溶液中の酸素も除去する段階、及び硫化反
応で沈殿を生成する段階からなる。
（１）まず、反応容器として、加圧雰囲気を形成することができる密閉容器を使用し、ニ
ッケル及び／又はコバルトを含む硫化反応始液を装入後、容器内に非酸化性ガスを用いて
ガス置換する段階。これによって、溶存酸素の供給を防止し、硫化時の溶存酸素による硫
化物の酸化を抑制する。
（２）次に、７０～９０℃に昇温した後、硫化水素を添加して、酸化還元電位（Ａｇ／Ａ
ｇＣｌ電極規準）を１００ｍＶ以下、望ましくは５０ｍＶ以下まで下げる段階。これによ
って、非酸化性ガスの置換による酸化還元電位の調整が不十分な場合には、酸化還元電位
を所望値に調整することができる。
（３）その後、硫化ナトリウム又は水硫化ナトリウムから選ばれる硫化アルカリを添加し
、酸化還元電位（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）を１００ｍＶ以下、望ましくは５０ｍＶ以下
に保持しながら硫化沈殿反応を行う段階。
　以上のように、硫化アルカリの添加による硫化物の沈殿生成に先だって、硫化反応始液
に硫化水素を添加して、酸化還元電位を所望値に予備的に調整する段階を含むことができ
る。
【実施例】
【００４５】
　以下に、本発明の実施例及び比較例によって本発明をさらに詳細に説明するが、本発明
は、これらの実施例によってなん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は、ＩＣＰ発光分析法で行った。
【００４６】
（検討例１）
　硫化反応始液として表１に示すコバルトを含む硫酸ニッケル水溶液を用いた。また、反
応容器としては、ガス吹込みノズルを装備したものを用いた。まず、反応容器（内容積２
ｌ）内に上記硫酸ニッケル水溶液１ｌを装入した後、反応容器の気相部を予備試験から求
められた十分量のアルゴンガスで置換した後、常圧で昇温を開始し反応温度の８０℃まで
加熱した。次いで、硫化アルカリとして、反応当量の３３．３％の硫化ナトリウムを添加
して硫化反応を行なった。反応時間は硫化アルカリ添加後３０分とした。このときのｐＨ
とＯＲＰは、硫化アルカリ反応後のスラリーを常温まで冷却し測定した。その後、スラリ
ーを０．４５μｍのメンブレンフィルターで固液分離して得られた沈殿を真空乾燥してニ
ッケル、コバルト及びイオウを分析し、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比を求めた。結果を表２
に示す。
【００４７】
（検討例２）
　硫化アルカリとして、反応当量の６６．７％の硫化ナトリウムを用いた以外は検討例１
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求めた。結果を表２に示す。
【００４８】
（検討例３）
　硫化アルカリとして、反応当量の３３．３％の水硫化ナトリウムを用いた以外は検討例
１と同様に行ない、このときのｐＨとＯＲＰを求め、その後、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比
を求めた。結果を表２に示す。
【００４９】
（検討例４）
　硫化アルカリとして、反応当量の６６．７％の水硫化ナトリウムを用いた以外は検討例
１と同様に行ない、このときのｐＨとＯＲＰを求め、その後、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比
を求めた。結果を表２に示す。
【００５０】
（検討例５）
　硫化アルカリとして、反応当量の９０．４％の水硫化ナトリウムを用いた以外は検討例
１と同様に行ない、このときのｐＨとＯＲＰを求め、その後、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比
を求めた。結果を表２に示す。
【００５１】
（検討例６）
　硫化アルカリとして、反応当量の１００％の水硫化ナトリウムを用いた以外は検討例１
と同様に行ない、このときのｐＨとＯＲＰを求め、その後、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比を
求めた。結果を表２に示す。
【００５２】
（実施例１）
　硫化反応始液として表１に示すコバルトを含む硫酸ニッケル水溶液を用いた。また、反
応容器としては、ガス吹込みノズルを装備したものを用いた。まず、反応容器（内容積２
ｌ）内に上記硫酸ニッケル水溶液１ｌを装入した後、反応容器の気相部を予備試験から得
られた十分量のアルゴンガスで置換した後、常圧で昇温を開始し反応温度の８０℃まで加
熱した。次に、液中に０．０１ＭＰａ程度の硫化水素ガスを吹込み、ＯＲＰ（Ａｇ／Ａｇ
Ｃｌ電極規準）を－２００ｍＶに調整した。次いで硫化アルカリとして、反応当量の３３
．３％の水硫化ナトリウムを添加して硫化反応を行なった。反応時間は硫化アルカリ添加
後３０分とした。このときのｐＨとＯＲＰは、硫化アルカリ反応後のスラリーを常温まで
冷却し測定した。その後、スラリーを０．４５μｍのメンブレンフィルターで固液分離し
て得られた沈殿を真空乾燥してニッケル、コバルト及びイオウを分析し、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃ
ｏ）モル比を求めた。結果を表２に示す。
【００５３】
（比較例１）
　反応容器のガス吹込みノズルを大気開放した状態で行ない、非酸化性ガスでの置換を行
なわなかったこと、及び硫化アルカリとして、水硫化ナトリウムを用いたこと以外は実施
例１と同様に行ない、このときのｐＨとＯＲＰを求め、その後、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル
比を求めた。結果を表２に示す。
【００５４】
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【００５５】
　表２より、実施例１では、反応容器内のガス置換及びＯＲＰの予備調整をした後、当量
の３３．３％の水硫化ナトリウムを添加したことにより、酸化還元電位は、水硫化ナトリ
ウムを当量の９０％投入した場合と同程度まで低下し、９０％程度の回収率が得られ、か
つ０．９９という低いＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比の硫化物が得られることが分かる。これ
に対して、比較例１では、反応容器のガス置換及び酸化還元電位がこれらの条件に合わな
いので、Ｓ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比は１．１７となり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】
【００５６】
　以上より明らかなように、本発明のニッケル及び／又はコバルト硫化物の回収方法は、
ニッケル及び／又はコバルトを含む酸性水溶液、特に、ニッケル酸化鉱の湿式製錬法から
得られる硫酸水溶液から、イオウ含有量が低いニッケル、コバルト混合硫化物を効率的に
回収する方法として好適である。この硫化物は、ニッケルとコバルトの分離回収用の湿式
精錬法の原料として好ましく用いられる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】反応液のＯＲＰと硫化物のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比の経時変化を表す図である
。
【図２】ＯＲＰ（Ａｇ／ＡｇＣｌ電極規準）と硫化物沈殿のＳ／（Ｎｉ＋Ｃｏ）モル比の
関係を表す図である。
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