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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
少量の銅、ひ素、鉄、亜鉛、コバルトを重金属不純物として含む粗製硫酸ニッケルを原料
として、これを溶解した液を硫化して銅とひ素の一部を除き、空気酸化した後に、中和し
て鉄と残りのひ素を、有機リン酸エステル類を抽出剤として亜鉛を、コバルト除去のため
コバルトに対し2.5～12.5当量の酸化ニッケル(ＩＩＩ)を添加してコバルトを酸化しpHを
調節し、コバルトを処理液中に１-２ｍｇ/Ｌになるように沈殿除去し、液中のコバルト以
外の銅、ひ素、鉄、亜鉛からなる不純物濃度を0.1mg/L未満まで低下させた液から中和に
より回収したニッケル原料を硫酸溶液とし、これを電解して品位99.99%以上の金属ニッケ
ルを製造することを特徴とする、粗製硫酸ニッケルからの金属ニッケル製造方法。
【請求項２】
請求項１において、処理対象とする粗製硫酸ニッケルが銅製錬工程から回収した不純物の
品位が各0.5%未満の粗製硫酸ニッケルであることを特徴とする、粗製硫酸ニッケルからの
金属ニッケル製造方法。
【請求項３】
請求項1において、硫化のために硫化アルカリまたは硫化水素を液の酸化還元電位が-50mV
未満に達するまで加えることを特徴とする、粗製硫酸ニッケルからの金属ニッケル製造方
法。
【請求項４】
請求項1において、空気酸化をpH4.5～5.5、温度60～70℃で行うことを特徴とする、粗製
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硫酸ニッケルからの金属ニッケル製造方法。
【請求項５】
請求項1において、亜鉛抽出に有機リン酸エステルを抽出剤として用い、抽出時pH3-3.5と
して除去することを特徴とする、粗製硫酸ニッケルからの金属ニッケル製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非鉄金属製錬工程から回収した不純物を含む硫酸ニッケル塩またはその溶液
から金属製品として利用可能な品位99.99%相当の金属ニッケルを製造する方法に関するも
のであり、より詳しく述べるなら銅製錬の電解工程から回収した、銅・ひ素・鉄・亜鉛・
コバルトなどの重金属を少量だけ不純物として含有する粗製硫酸ニッケルを原料として、
湿式処理により液を精製した後に回収したニッケル成分を用いて電解液を調製し電解採取
により金属ニッケルを製造する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
銅製錬においては、電気銅製造の際に硫酸浴を用いるが、この電解液中に原料銅鉱石に含
まれる種々の不純物のうち銅よりも卑な成分が電解液に蓄積するため、電解液の一部を抜
き出して不純物を分離する。不純物のうち比較的量が多いものにニッケルがある。ニッケ
ルは有用な成分であるため、通常は電解液から主成分の銅やひ素の大半を晶析、電解、硫
化などで除いて、得られた硫酸ニッケル溶液を濃縮して冷却し、粗製硫酸ニッケルを回収
し薬剤として利用する。
例えば、脱鉄の例としては、特許文献1(特許第3208746)では共沈による脱Asのため塩素酸
化による二段階の処理で最終的にはpH3.5以上で処理してFe0.2mg/Lまで除いている。
しかしながら、この方法では有毒ガスの塩素を用いるので塩化浴電解を併設してガスが利
用できるのでなければ、安全上は課題がある。
また、脱コバルトの従来例としては、塩化物系の液処理では、特許文献２(特開平8-29596
5)にあるように酸化剤として塩素ガスを利用してコバルトや鉛を酸化して沈殿させる方法
が報告されている。
しかしながら、この方法は塩化浴電解で生じる塩素を利用するものであり、環境上の問題
があるほか、硫酸ニッケル液に塩素が加わることで最終的に回収したニッケル分に塩素が
付随して電解工程に持ち込まれるため電解で塩素に耐性のある高価な不溶性アノードを使
用する必要が生じる。
【特許文献１】特許第3208746
【特許文献２】特開平8-295965
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかし、この方法で回収される粗製硫酸ニッケルには、もとの銅電解液中の各種の不純物
、主に銅、ひ素、鉄、亜鉛、コバルトなどがそれぞれ0.01から0.5%程度混入する。このた
めニッケルメッキ液原料や高純度の電気ニッケル原料としてそのまま利用することはでき
ない。
粗硫酸ニッケルの用途としては、ニッケル鉱石などからの製錬原料として工程に入れて処
理しニッケルを製造することが重要な用途となる。
湿式法によるニッケル製造方法としては、塩化物系または硫酸塩系の液として得た鉱石浸
出液を浄液して、溶媒抽出により鉱石に共存するコバルトを分離して、ニッケルとコバル
トをそれぞれ電解採取する方法が公知の技術として実用化されている。現在、日本国内で
稼働しているのは鉱石の浸出能力に優れた塩化物溶液とするプロセスである。塩化物とし
て処理する場合には、電解採取で発生する塩素を鉱石浸出および途中の浄液工程での酸化
剤として利用する。この場合、硫酸ニッケルをそのまま鉱石浸出液に加えると液に余分な
硫酸根を持ち込むこととなるので事前のニッケル分離が必要となる。しかし、中和や抽出
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などの方法を経由しても、硫酸根は少なからぬ量が混入する。
【０００４】
一方、硫酸系の液として扱う場合には、粗製硫酸ニッケルのように、不純物の種類は多い
ものの、鉱石を処理する場合と異なり不純物含有率の低い、比較的品位のよい原料を用い
ると、少量の不純物除去のために多量のニッケルの繰り返しロスを発生することとなる。
また、鉱石からのニッケル製錬で重要な収入源となるコバルトの製造も、粗製硫酸ニッケ
ル中のコバルト含有量が非常に少ないため、粗製硫酸ニッケル単独で処理することはコバ
ルトの分離回収に関しては経済的には成り立たない。
【０００５】
本発明は、上記問題を解決し、粗製硫酸ニッケルのように比較的品位の高い原料から、硫
酸系の液のまま単独で処理して、市販の電気ニッケルに相当する高品位の金属ニッケルを
製造するために適した方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
本発明では、銅製錬の電解液から回収した、銅・ひ素・鉄・亜鉛・コバルトを含む粗製硫
酸ニッケルを対象に、少量の不純物を効率よく除くために適した条件と方法で簡便に浄液
することで、高品位の電気ニッケルを経済的に製造する。
【０００７】
：
すなわち本発明は、（１）少量の銅、ひ素、鉄、亜鉛、コバルトを重金属不純物として含
む粗製硫酸ニッケルを原料として、これを溶解した液を硫化して銅とひ素の一部を除き、
空気酸化した後に、中和して鉄と残りのひ素を、有機リン酸エステル類を抽出剤として亜
鉛を、コバルト除去のためコバルトに対し2.5～12.5当量の酸化ニッケル(ＩＩＩ)を添加
してコバルトを酸化しpHを調節し、コバルトを処理液中に１-２ｍｇ/Ｌになるように沈殿
除去し、液中のコバルト以外の銅、ひ素、鉄、亜鉛からなる不純物濃度を0.1mg/L未満ま
で低下させた液から中和により回収したニッケル原料を硫酸溶液とし、これを電解して品
位99.99%以上の金属ニッケルを製造する粗製硫酸ニッケルからの金属ニッケル製造方法。
（２）上記（１）において、処理対象とする粗製硫酸ニッケルが銅製錬工程から回収した
不純物の品位が各0.5%未満の粗製硫酸ニッケルである粗製硫酸ニッケルからの金属ニッケ
ル製造方法。（３）上記（１）において、硫化のために硫化アルカリまたは硫化水素を液
の酸化還元電位が-50mV未満に達するまで加える粗製硫酸ニッケルからの金属ニッケル製
造方法。（４）上記（１）において、空気酸化をpH4.5～5.5、温度60～70℃で行う粗製硫
酸ニッケルからの金属ニッケル製造方法。（５）上記（１）において、亜鉛抽出に有機リ
ン酸エステルを抽出剤として用い、抽出時pH3-3.5として除去する粗製硫酸ニッケルから
の金属ニッケル製造方法。である。
 
【発明の効果】
【０００８】
本発明によれば、
（１）粗製硫酸ニッケルから硫酸塩の形のまま独立したプロセスの中で処理して効率的に
高品位の金属ニッケルが製造できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
銅電解工程から濃縮・冷却により回収する粗製硫酸ニッケルは、硫酸ニッケルの6水塩な
いし7水塩でニッケル含有率は約20%であり、通常2%前後の硫酸が付着している。浄液処理
での溶液の濃度は特に制約はされないが、全体の処理液量を極端に増やさぬためには濃度
は高くする。一方、溶解度による制約があるため、実用的にはNi濃度として50から130g/L
、より好ましくは80～100g/Lの範囲とする。
原料の粗製硫酸ニッケルに含まれる前記の不純物は電気的に卑な亜鉛や非鉄金属イオンで
あるひ素もニッケル電解採取時に共電着して取り込まれやすいため、高品位の金属ニッケ
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ルを製造するためには浄液段階で十分に濃度を低下させる必要がある。市販品の品位99.9
9%の電気ニッケルに相当する品位、各不純物品位として数ppmを確保するには、浄液工程
で1mg/L未満、望ましくは0.1mg/L未満まで濃度を下げる必要がある。
【００１０】
＜硫化・脱銅＞
まず、銅とひ素を除くため、硫化を行う。硫化のための試薬は硫化水素ガスでも、硫化ナ
トリウムや水硫化ナトリウムなどの硫化アルカリでも利用可能であるが、有毒ガスの硫化
水素よりは硫化アルカリのほうが取扱やすい。粗製硫酸ニッケル溶液は強酸性である。銅
除去のためには予備中和は不要であるが、ひ素の除去には事前に過剰の酸を中和しておく
のが好ましい。
室温での処理で、酸化還元電位が 50mV(Ag-AgCl基準)に達するまで硫化剤を加えれば銅が
、-50～-60mVに達するまで加えればひ素が除去できる。ろ過して硫化物沈殿を除く。
【００１１】
＜脱鉄＞　
粗製硫酸ニッケルに含まれる鉄は二価と三価の混合物のため、酸化して三価の形とした後
に中和して除去する。酸化には、公知技術である空気酸化や酸化剤による酸化が利用でき
る。空気酸化は処理に時間を要するが、液の汚染や過剰の酸化剤が残り後工程に影響する
問題を防ぐことができる。
空気酸化で効率的に脱鉄するには、60-70℃に加熱してかつpHを5以上に維持する。
空気酸化で鉄を完全に除くには、pHはより高く設定するのが好ましい。
また温度が低いと空気酸化反応が遅く実用性を損なう。極端な高温は加熱コストの増加要
因となる。なお、公知のとおり空気酸化による脱鉄でもひ素共沈効果があるため、前段の
硫化でひ素除去が不完全であってもこの段階でひ素除去は可能である。あらかじめひ素を
除いておけば、原料の粗製硫酸ニッケルに含まれる鉄分でFe/As比率が高く保たれるため
完全にAsを除くことができる。この意味からも脱鉄に先立ち硫化を行っておくのが好まし
い。
【００１２】
＜脱亜鉛＞
亜鉛の除去には溶媒抽出が最も効果がある。抽出剤としては、有機リン酸エステル類、例
えばアルキルホスホン酸モノアルキルエステル（商品例：第八化学PC-88Aなど）やジアル
キルりん酸エステル(商品例：第八化学DP-8Rなど)が有効である。亜鉛を1mg/L未満の濃度
まで除去するには抽出pHは少なくとも3.5以上にする必要がある。
【００１３】
＜脱コバルト＞
硫酸ニッケル中のコバルトは二価の形態であり、溶媒抽出でニッケルと分離可能であるが
、微量に含まれるコバルトを低濃度まで除去するためには、大過剰にあるニッケルを含む
液に多段の溶媒抽出工程をかける必要がある。
その代わりに、微量のコバルトを中和で沈殿しやすい三価の形に酸化して沈殿させるほう
が、効率的である。
このため、本発明では安全な酸化剤として、酸化ニッケル(ＩＩＩ)　（Ni2O3・xH2O）を
選定した。酸化ニッケル(ＩＩＩ)は公知の技術によりニッケル溶液の電解酸化で合成した
ものでも良いし、ニッケル溶液を過マンガン酸塩などの他の強力な酸化剤で酸化して合成
したものでも良い。
酸化ニッケル（ＩＩＩ）でコバルトを酸化する場合は過剰量を用いる必要がある。
実施例で後述するようにpHを中性付近(pH5～7)を維持しながらコバルトに対し2.5～12.5
倍当量の酸化ニッケル(ＩＩＩ)を加えれば、液中Coは1～2mg/L、時間を置いて熟成させれ
ば<1mg/Lまで低下する。
pHを高くするとニッケルが沈殿しやすくなるためpHは5～7の範囲、好ましくは5.5～6にと
どめる。
【００１４】
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以上のようにして、粗製硫酸ニッケル溶液から主要な重金属不純物が1mg/L未満、コバル
ト以外の銅、ひ素、鉄、亜鉛については0.1mg/L以下まで除去したのち、ニッケル分を回
収する。
この場合には、公知の方法に従い、精製した硫酸ニッケル液をそのまま濃度・pH調節して
電解採取の原料液としても良いし、精製硫酸ニッケル液を中和して酸に溶解しやすい水酸
化ニッケルや炭酸ニッケルを分離して、硫酸浴のニッケル電解で生じる酸濃度の増加した
電解後液に追加してニッケル分を供給し電解工程に繰り返して金属ニッケルを製造するこ
ともできる。
【実施例】
【００１５】
(実施例1)
本発明における粗製硫酸ニッケル溶液の硫化による精製成績を示す。
表1に示す粗製硫酸ニッケルを溶解しニッケル濃度100g/Lの液1Lを作った。この液の酸を2
5%NaOHで中和してpHを調節した後、濃度25%のNaSH水溶液を室温でゆっくりと加えた。
液pHを維持するため随時NaOHを追加した。pH3～4の場合とpH4.5～5の場合について比較し
た結果を表2に示す。
銅はORPが50mV (Ag-AgCl基準)以下に達した時点で分析下限まで低下した。ひ素は銅より
も低下しにくい。
pH3～4ではNaSHを添加してもORPが低下しにくくひ素濃度も下がりにくかったが、pH4.5～
5ではNaSH添加量を増やすと－50～－60mVで濃度が低下した。この処理液をろ過後分析し
た結果、Cu<1mg/L, As1mg/Lまで低減していた。

【表１】
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【表２】

【００１６】
(実施例2)
実施例1と同様にしてあらかじめ銅と一部のひ素を除去した粗製硫酸ニッケル液1Lを60℃
に加温して液のpHを維持しながら空気を1L/minの速度で吹き込んだ。表3に示すように設
定pH３～４では時間が経っても鉄濃度は低下しない。pH4.5～5.5ではORPが上昇して鉄濃
度の低下とともにひ素も低下した。このpH5.5処理液をろ過後分析した結果、Fe,Asとも<1
mg/Lまで低減していた。
【表３】

【００１７】
(実施例3)
粗製硫酸ニッケルの液(Ni 100g/L)を濃度10v/oのアルキルりん酸エステル抽出剤(第八化
学DP-8R、希釈剤ケロシン)とO/A比 １／２で振とうした。この際、適量の25% NaOHを添加
して抽出後の平衡pHを調節した。
次いで有機相を分離し100g/L H2SO4 とO/A比 １／1で振とうして逆抽出した。結果を表4
に示す。亜鉛は抽出平衡pH3～3.5で顕著に抽出できた。このpH域では銅は一部だけが抽出
された。
次に、実施例1および実施例2の方法に準じて処理した液を、濃度10v/oまたは20v/oのDP-8
RとO/A比 １／５、平衡pH3～3.5の条件で繰り返し抽出した。結果を表5に示す。抽出剤濃
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低下した。
【表４】
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【表５】

 
【００１８】
(実施例4)
硫酸ニッケル水溶液(Ni 10g/L)にNaOHを加えてpH12、温度50℃に保ちながら当量の過マン
ガン酸カリウムを添加して次の反応により酸化ニッケル(ＩＩＩ)のスラリーを合成した。
　6NiSO4
+ 2KMnO4 + 10NaOH +4H2O→ 3(Ni2O3・3H2O) + 2MnO2+
K2SO4 + 5Na2SO4 
このスラリーを粗製硫酸ニッケル液を精製して得たコバルト約40mg/Lを含有する液に加え
60℃、pH6で保持した。液のORPは添加直後500～550mVであるが徐々に300～280mVまで低下
した。
コバルトの酸化にはほぼ同重量のニッケルが必要であるが、図２に示すように小過剰量で
はコバルトの低下は緩やかであり、最終的に1～2mg/Lまで低下させるには2.5当量以上を
加える必要があった。
酸化ニッケル(ＩＩＩ)添加量を増やすと添加直後にコバルトは顕著に低下するがその後の
濃度低下は緩やかで酸化ニッケル添加量がコバルトに対し2.5ないし12.5当量の範囲で効
果があった。
【００１９】
(実施例5)
実施例1から実施例4の各条件に従い、5Lの粗製硫酸ニッケル溶液を処理する試験を計3回
実施した。最後に得られた精製液を炭酸ナトリウムおよび水酸化ナトリウムで中和して塩
基性炭酸ニッケルを回収した。
この炭酸ニッケルを硫酸に溶解してNi濃度100g/L、pH5～5.5の液とした。この液を使い、
温度55℃、電流密度200A/m2で、カソード室とアノード室をテトロン系濾布で隔てた隔膜
電解槽を用いて、ステンレスカソードを入れたカソード室に所定量(給液量に対しNiスト
リップ量約24g/L相当)で液を供給して同量の液をアノード室からオーバーフローさせなが
ら電解を行った。24hごとにアノード室流出液を集めて前記の炭酸ニッケルを追加してニ
ッケル濃度を保ちながら電解を繰り返した。
表6に示すようにスケールアップした試験では主要な不純物が<0.1mg/Lまで除去された硫
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酸ニッケル液が得られた。この液から回収した炭酸ニッケルを用いて上記の方法で製造し
た電着Ni中の不純物は表7に示したとおりであり、品位99.99%相当に達するものであった
。
 
 
 
 
【表６】

【表７】

【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明における処理プロセスフローを示す。
【図２】実施例4におけるコバルト除去効果を示す。
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【図２】
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