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(57)【要約】
　酸性有機抽出剤を用いた溶媒抽出により高ニッケル濃
度の硫酸ニッケル溶液を得る工程において、抽出剤の濃
度と処理時のｐＨ濃度を調整する事で、不純物、特にマ
グネシウムや塩化物品位が低く、高純度な硫酸ニッケル
を得る製造方法の提供を目的とする。
　ニッケルを含有する酸性溶液を、ニッケルを含有する
酸性溶液に硫化剤を添加し、ニッケル硫化物の沈澱と硫
化後液とを得る硫化工程、硫化工程で得たニッケル硫化
物のスラリーを作製し、前記スラリーに酸化剤を添加し
て、ニッケル濃縮液を得る再溶解工程、再溶解工程で得
たニッケル濃縮液に、中和剤の添加による中和を施して
生成する中和澱物と脱鉄後ニッケル濃縮液を得る浄液工
程、浄液工程で得た脱鉄後ニッケル濃縮液を溶媒抽出し
、逆抽液と硫酸ニッケル溶液とを得る溶媒抽出工程の各
工程を少なくとも経て処理することを特徴とする高純度
硫酸ニッケルの製造方法。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニッケルを含有する酸性溶液を下記（１）～（４）の工程を少なくとも経て処理するこ
とを特徴とする高純度硫酸ニッケルの製造方法。
［工程］
（１）硫化工程
　ニッケルを含有する酸性溶液に硫化剤を添加し、ニッケル硫化物の沈澱と硫化後液とを
得る硫化工程。
（２）再溶解工程
　（１）の硫化工程で得たニッケル硫化物のスラリーを作製し、前記スラリーに酸化剤を
添加して、ニッケル濃縮液を得る再溶解工程。
（３）浄液工程
　（２）の再溶解工程で得たニッケル濃縮液に、中和剤の添加による中和を施して生成す
る中和澱物と脱鉄後ニッケル濃縮液を得る浄液工程。
（４）溶媒抽出工程
　（３）の浄液工程で得た脱鉄後ニッケル濃縮液を溶媒抽出し、逆抽液と硫酸ニッケル溶
液とを得る溶媒抽出工程。
【請求項２】
　（２）の再溶解工程における再溶解が、６０℃以上、１８０℃以下の温度範囲で行われ
ることを特徴とする請求項１記載の高純度硫酸ニッケルの製造方法。
【請求項３】
　（２）の再溶解工程で添加される酸化剤が、空気、酸素、過酸化水素溶液およびオゾン
ガスから選択される１種類以上の酸化剤であることを特徴とする請求項１又は２に記載の
高純度硫酸ニッケルの製造方法。
【請求項４】
　（３）の浄液工程における中和が、中和剤のアルカリを添加してｐＨを５．０以上、６
．０以下の範囲に調整して行われることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載
の高純度硫酸ニッケルの製造方法。
【請求項５】
　工程（４）の溶媒抽出工程における脱鉄後ニッケル濃縮液に対する溶媒抽出が、抽出剤
に酸性燐酸エステル系抽出剤を用いて行われることを特徴とする請求項１～４のいずれか
１項に記載の高純度硫酸ニッケルの製造方法。
【請求項６】
　工程（４）の溶媒抽出工程で得た硫酸ニッケル溶液を、晶析工程を経て硫酸ニッケル結
晶とすることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の高純度硫酸ニッケルの製
造方法。
【請求項７】
　工程（１）の硫化工程を施す前に、下記工程（１ａ）の予備硫化工程を施すことを特徴
とする請求項１～６のいずれか１項に記載の高純度硫酸ニッケルの製造方法。
　工程（１ａ）；ニッケルを含有する酸性溶液に硫化剤を添加し、ニッケルより硫化しや
すい不純物を予め硫化して分離する予備硫化工程。
【請求項８】
　前記ニッケルを含有する酸性溶液が、ニッケル酸化鉱、ニッケルマット、ニッケル硫化
物、ニッケルとコバルトの混合硫化物、銅製錬工程で産出する粗硫酸ニッケル、並びに酸
化ニッケル、水酸化ニッケル、炭酸ニッケル、ニッケル粉、ニッケルメタル、ニッケル水
素電池、リチウムイオン電池およびこれらの製造工程で発生した不良品あるいは仕掛品の
いずれか１種類以上のものに、硫酸もしくは塩酸を加えてニッケルを浸出して得られた溶
液であることを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の高純度硫酸ニッケルの製
造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ニッケルを含有する酸性溶液から、不純物、特にマグネシウム、マンガン、
カルシウムが少ない電池材料に使用できる高純度な硫酸ニッケルを得ようとする分野に利
用できる高純度硫酸ニッケルの製造方法である。
【背景技術】
【０００２】
　ニッケルは、ステンレスや耐蝕合金の材料として広く用いられるほか、最近ではハイブ
リッド電気自動車、携帯電話、パソコンなどに用いられるニッケル水素電池やリチウムイ
オン電池の材料としても多く使われている。
　このような材料に用いられるニッケルは、硫化物鉱や酸化物鉱として存在する鉱石を採
掘し、製錬して製造される。
【０００３】
　例えば、硫化鉱石を処理する場合の一つの方法として、鉱石を炉に入れて熔融し、スラ
グとして不純物を分離してニッケルを濃縮したマットを得、このマットを硫酸や塩酸で溶
解し、その溶解溶液から不純物を分離してニッケル溶液を得、中和や晶析等の手段によっ
て硫酸ニッケルや酸化ニッケルなどのニッケル塩類を製造する。あるいは、電解採取等を
行ったりしてニッケルメタルを製造する場合がある。
【０００４】
　一方、酸化鉱石を処理する場合の一つの方法として、例えばコークスなどの還元剤と共
に加熱熔融してスラグと分離し、ニッケルと鉄の合金であるフェロニッケルを得てステン
レスの原料とすることが行なわれている。
【０００５】
　しかし、このような製錬方法は、いずれも多量のエネルギーを必要とし、不純物の分離
に多くのコストと手間を要する。
　特に、高品質な鉱石が枯渇しつつある近年は、その確保が困難となり、その結果入手で
きる鉱石中のニッケル品位は低下傾向となり、これらの低品位原料からニッケルを得るの
には、さらにコストと手間を要するようになってきた。
【０００６】
　そこで、最近は従来には原料に用いられなかった低品位の酸化鉱石を高温加圧下で酸浸
出し、その浸出溶液を消石灰等のアルカリで中和してニッケル塩類やニッケルメタルを得
る方法が開発されてきた。
　この方法は、低品位の資源を有効かつ比較的少ないエネルギーで有効に利用できる技術
であるが、上記のようなニッケル塩類を得ようとする場合、従来の製錬方法では見られな
かった新たな課題も生じてきている。
【０００７】
　例えば、鉱石に含有されるマグネシウムやマンガン等は、上記の炉を用いた製錬方法で
は、大部分がスラグに分配され、マットへの分配は少なくなる。その結果、ニッケル塩類
への混入はごくわずかな量にとどまり、ほとんど問題にならなかった。
　これに対して、高温加圧浸出を用いた製錬方法では、マグネシウムやマンガンは酸によ
ってよく浸出され、その結果ニッケル塩類への混入も増加する。また高温加圧浸出では、
得た浸出スラリーにアルカリを添加してｐＨを調整する操作が行われるが、中和剤に使わ
れるカルシウムのニッケル塩類への混入の影響も無視できない。
　特に、ニッケルをリチウムイオン電池やニッケル水素電池の材料に用いる場合、マグネ
シウムやカルシウムや塩化物イオンが共存すると、製品に仕上げた電池の特性に大きく影
響するため、ニッケル塩を製造する段階から混入をできるだけ排除した高純度ニッケル塩
が望ましいとされる。
【０００８】
　ところで、ニッケル塩の一つである硫酸ニッケルを高純度で得るには、例えばニッケル
を電解採取などの方法によって一度メタルとして得、このメタルを再度硫酸に溶解し、次
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いで溶解した液を濃縮するなどして硫酸ニッケルを晶析させる方法も考えられる。しかし
、メタルを得るには相当な電力と相応の規模の設備を必要とし、エネルギー効率やコスト
を考えると有利な方法ではない。
【０００９】
　さらに、ニッケルを含む鉱物には同時にコバルトも含有する場合が多い。コバルトも有
価金属であり、ニッケルと共存する必要はないので、分離してそれぞれを回収することが
行なわれる。
【００１０】
　硫酸溶液中のニッケルとコバルトとを分離する効率的かつ実用的な方法として、溶媒抽
出が用いられることが多い。例えば、特許文献１には、商品名ＰＣ８８Ａ（大八化学工業
株式会社製）を抽出剤に用いた溶媒抽出によってコバルトを抽出し、ニッケルとコバルト
とを分離する例が示されている。
【００１１】
　この抽出剤にＰＣ８８Ａを用いた場合、マグネシウムやカルシウムの抽出挙動も、ニッ
ケルの挙動に類似する。このため、ニッケルが高濃度で含有される溶液を溶媒抽出に付し
た場合、マグネシウムやカルシウムの抽出率が低下するなどマグネシウムやカルシウムを
分離する効率が低下する問題を生じてしまう。
【００１２】
　一方、特許文献２には、カルシウム、マグネシウム、コバルト等を不純物として含むニ
ッケル水溶液から、ニッケルを含有するアルキルホスホン酸エステルまたはアルキルホス
フィン酸を抽出剤として用い、ニッケル水溶液中の不純物を抽出分離し、かつナトリウム
やアンモニアを含まない高純度ニッケル水溶液を製造する方法が示されている。
【００１３】
　特許文献２に提案される予め高いｐＨでニッケルを有機溶媒中へ抽出し、このニッケル
を抽出した有機溶媒と不純物を含むニッケル溶液を接触させる方法によって、ニッケルよ
り抽出されやすい元素が有機相へ、有機中のニッケルが水相側へ移行する交換反応が起こ
り、ニッケル溶液中の不純物を除去することができる。
　また、ｐＨ調整剤に含まれるナトリウムなどの不純物元素がニッケル溶液へ混入し、製
品を汚染することを防止する方法としても有効である。
【００１４】
　しかしながら、特許文献２に提案される硫酸ニッケルの浄液工程においても、溶液中の
マグネシウムは、ニッケルと似た挙動を持ち、マグネシウムを除去することは困難であっ
た。
【００１５】
　また、原料となるニッケル含有物に鉄やアルミニウムなどの不純物が大量に含有されて
いる場合、これらを中和などの方法で分離するには大量の中和剤を必要とし、さらに不純
物が沈澱する際にニッケルやコバルトなどの有価物も共沈してロスとなるなどの可能性も
あり、効率的な操業を行なうことは容易でなかった。
【００１６】
　このような理由により、マグネシウムなどの金属イオンや塩化物イオンが多く含有され
る硫酸酸性溶液からマグネシウムや塩化物品位が低く、電池原料に使用できる高純度な硫
酸ニッケルを効率よく得られる実用的な方法が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開平１０－３１０４３７号公報
【特許文献２】特開平１０－３０１３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
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　このような状況に鑑み本発明は、酸性有機抽出剤を用いた溶媒抽出により高ニッケル濃
度の硫酸ニッケル溶液を得る工程において、抽出剤の濃度と処理時のｐＨ濃度を調整する
事で、不純物、特にマグネシウムなどの金属イオンや塩化物品位が低く、高純度な硫酸ニ
ッケルを得る製造方法を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　このような課題を解決するための本発明の第１の発明は、ニッケルを含有する酸性溶液
を、下記（１）～（４）の工程を少なくとも経て処理することを特徴とする高純度硫酸ニ
ッケルの製造方法である。
［工程］
（１）硫化工程
　ニッケルを含有する酸性溶液に硫化剤を添加し、ニッケル硫化物の沈澱と硫化後液とを
得る硫化工程。
（２）再溶解工程
　（１）硫化工程で得たニッケル硫化物のスラリーを作製し、前記スラリーに酸化剤を添
加して、ニッケル濃縮液を得る再溶解工程。
（３）浄液工程
　（２）再溶解工程で得たニッケル濃縮液に、中和剤の添加による中和を施して生成した
中和澱物と脱鉄後ニッケル濃縮液を得る浄液工程。
（４）溶媒抽出工程
　（３）浄液工程で得た脱鉄後ニッケル濃縮液を溶媒抽出し、逆抽液と硫酸ニッケル溶液
とを得る溶媒抽出工程。
【００２０】
　本発明の第２の発明は、第１の発明における再溶解工程の再溶解が、６０℃以上、１８
０℃以下の温度範囲で行われることを特徴とする高純度硫酸ニッケルの製造方法である。
【００２１】
　本発明の第３の発明は、第１及び第２の発明における再溶解工程で添加される酸化剤が
、空気、酸素、過酸化水素溶液およびオゾンガスから選択される１種類以上の酸化剤であ
ることを特徴とする高純度硫酸ニッケルの製造方法である。
【００２２】
　本発明の第４の発明は、第１から第３の発明における浄液工程の中和が、中和剤のアル
カリを添加して、そのｐＨを５．０以上６．０以下の範囲に調整して行われることを特徴
とする高純度硫酸ニッケルの製造方法である。
【００２３】
　本発明の第５の発明は、第１から第４の発明における溶媒抽出工程の脱鉄後ニッケル濃
縮液に対する溶媒抽出が、抽出剤に酸性燐酸エステル系抽出剤を用いて行われることを特
徴とする高純度硫酸ニッケルの製造方法である。
【００２４】
　本発明の第６の発明は、第１から第５の発明における溶媒抽出工程で得た硫酸ニッケル
溶液を晶析工程を経て硫酸ニッケル結晶とすることを特徴とする高純度硫酸ニッケルの製
造方法である。
【００２５】
　本発明の第７の発明は、第１から第６の発明における硫化工程を施す前に、下記工程（
１ａ）の予備硫化工程を施すことを特徴とする高純度硫酸ニッケルの製造方法である。
　工程（１ａ）；ニッケルを含有する酸性溶液に硫化剤を添加し、ニッケルより硫化しや
すい不純物を予め硫化して分離する予備硫化工程。
【００２６】
　本発明の第８の発明は、第１から第７の発明におけるニッケルを含有する酸性溶液（ニ
ッケル含有酸性溶液とも称す。）が、ニッケル酸化鉱、ニッケルマット、ニッケル硫化物
、ニッケルとコバルトの混合硫化物、銅製錬工程で産出する粗硫酸ニッケル、並びに酸化
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ニッケル、水酸化ニッケル、炭酸ニッケル、ニッケル粉、ニッケルメタル、ニッケル水素
電池、リチウムイオン電池およびこれらの製造工程で発生した不良品あるいは仕掛品のい
ずれか１種類以上のものに、硫酸もしくは塩酸を加えてニッケルを浸出して得られた溶液
であることを特徴とする高純度硫酸ニッケルの製造方法である。
【発明の効果】
【００２７】
（ａ）二次電池の原料に適正なマグネシウム品位の低い硫酸ニッケルを得ることができる
。
（ｂ）ニッケル酸化鉱石を酸浸出して得た酸性溶液からも高純度な硫酸ニッケルを直接得
ることができる。
（ｃ）原料品位や操業負荷が変動しても得られる硫酸ニッケルの品質が安定する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】高純度硫酸ニッケルの製造方法の一例を示す工程図である。
【図２】本発明における硫酸ニッケルの製造工程を示す製錬工程図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下に、本発明の高純度硫酸ニッケルの製造方法を説明する。
　本発明は、ニッケルやマグネシウムなどの金属イオンを含有する硫化物からニッケル水
素電池やリチウムイオン電池の原材料にも使用できる高純度な硫酸ニッケルを得るもので
ある。
　図１は、高純度硫酸ニッケルの製造方法の一例を示す工程図で、ニッケルを含むニッケ
ル溶液への硫化剤添加による硫化から通常、白抜き矢印１に従って工程が進行して高純度
硫酸ニッケル溶液が製造される。その製造過程中において、不純物元素は「破線」枠の工
程を経ることによって、ニッケル含有物から除去され、排水若しくは排水澱物として系外
に排出されるが、不純物元素の中のマグネシウムは、溶液中ではニッケルと反応挙動が似
ており、ニッケルを含む溶液からのマグネシウムの除去は不十分な状況であった。
【００３０】
　そのような中で、本発明で用いる原料となるニッケルを含有する酸性溶液には、ニッケ
ル酸化鉱、ニッケルマット、ニッケル硫化物、ニッケルとコバルトの混合硫化物、銅製錬
工程で産出した粗硫酸ニッケル、並びに酸化ニッケル、水酸化ニッケル、炭酸ニッケル、
ニッケル粉などのニッケル化成品、ニッケルメタルなど、さらにニッケル水素電池やリチ
ウムイオン電池などの電池、およびニッケル水素電池やリチウムイオン電池などの電池を
製造する工程で発生した余剰品や不良品など幅広くニッケルを含有する材料に、硫酸や塩
酸などの鉱酸を加えてニッケルを浸出して得られた溶液を用いることができる。
【００３１】
　これらのニッケルを浸出して得られた溶液のなかでも、特にマグネシウム、マンガン、
カルシウムが蓄積あるいは濃縮した溶液、またはその溶液を酸性溶液の一部に用いると効
果的である。
　さらに、マグネシウム、マンガン、カルシウム濃度が高く、ニッケル濃度が低い溶液に
、本発明を適用するほうが、ニッケルを硫化物として沈殿させるための硫化剤の低減が図
れ、経済的でもある。
【００３２】
　本発明は、以下の（１）から（４）の工程を少なくとも経て、製造されることを特徴と
するもので、さらに原料の酸性溶液の状態によっては、（１ａ）の工程を加えると、さら
に効率性の高い高純度ニッケルの製造を可能とするものである。
【００３３】
［製造工程］
（１）硫化工程
　ニッケルを含有する酸性溶液に硫化剤を添加し、ニッケル硫化物の沈澱と硫化後液とを
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得る硫化工程。
（２）再溶解工程
　（１）の硫化工程で得たニッケル硫化物のスラリーを作製し、前記スラリーに酸化剤を
添加して、ニッケル濃縮液を得る再溶解工程。
（３）浄液工程
　（２）の再溶解工程で得たニッケル濃縮液に、中和剤の添加による中和工程を施して生
成する中和澱物と脱鉄後ニッケル濃縮液を得る浄液工程。
（４）溶媒抽出工程
　（３）の浄液工程で得た脱鉄後ニッケル濃縮液を溶媒抽出し、逆抽液と硫酸ニッケル溶
液とを得る溶媒抽出工程。
（１ａ）予備硫化工程
　ニッケルを含有する酸性溶液に硫化剤を添加し、ニッケルより硫化しやすい不純物を予
め硫化して分離する予備硫化工程。
【００３４】
　以下、各製造工程の詳細を、図２を用いて説明する。図２は、本発明の製錬工程図であ
る。
（１）硫化工程［（１ａ）予備硫化工程の説明を含む］
　第１の硫化工程では、先に示したニッケルを含む酸性溶液に、硫化剤を添加して硫化す
ることで、酸性溶液中のニッケル成分を硫化ニッケルとして沈殿させる。
　この硫化は、公知の方法を用いることができる。例えば酸性溶液の酸化還元電位（ＯＲ
Ｐ）とｐＨを測定しながらガスあるいは液状の硫化剤を添加することで行なうことができ
る。
【００３５】
　このとき、コバルト、亜鉛、銅、鉛など硫化物を形成しやすいものはニッケルと同じよ
うに硫化物を生成して沈殿する。そのため、特に銅、亜鉛、鉛などの不純物を多く含有す
る酸性溶液をスタート原料に用いる場合には、ニッケルを硫化する硫化工程に先立って、
ニッケルが沈澱しない程度に硫化剤の添加量を制限したり、酸性溶液の酸化還元電位を厳
密に制御するなどして銅、亜鉛、鉛などの不純物だけを事前に選択的に分離する予備硫化
工程（１ａ）を施すことで、以後の工程での負荷が軽減できて好ましい。
【００３６】
　なお、ニッケルを硫化物として沈澱させた場合、マグネシウム、マンガン、カルシウム
、クロム、アルミニウム、ナトリウム、カリウムなどは硫化物を形成せず、巻き込みや付
着に起因する一部を除いて溶液中に残留するため、大部分はニッケルと分離できる。
【００３７】
　使用する硫化剤は、特に限定はないが、硫化水素ガス、水硫化ソーダ、硫化ナトリウム
など大量かつ容易に入手できるものを用いることができる。
【００３８】
　硫化工程、予備硫化工程の硫化温度は、特に限定はされないが、４０～８０℃が好まし
い。
　４０℃未満では反応時間が長くなりすぎ、必要な処理量を確保するための設備容量が増
加する。また、８０℃を超えると反応容器や配管に用いられる塩ビやＦＲＰなど樹脂系の
材料が使用できないため、設備の材質が制限され、設備投資が増加する。
【００３９】
　硫化終了後、ニッケル硫化物と硫化後液とを固液分離する。
　この固液分離の方法は、特に限定せず、使用する固液分離装置は、特に限定されるもの
ではなく、加圧濾過装置、吸引濾過装置、デカンターなどを用いることができる。
　回収されたニッケルを主成分とするニッケル硫化物の一部は、硫化工程に種晶として繰
り返すことで、硫化物の粒径を拡大し、不純物の付着や巻き込みを抑制することができる
。
【００４０】
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（２）再溶解工程
　次に、（１）硫化工程で得た硫化物に、塩酸や硫酸などの鉱酸を加え、スラリー化した
後、酸化剤を添加し、ニッケルを再び酸溶解して浸出する。この浸出する際は、例えば硫
酸を濃度１００～３００ｇ／ｌとなるように調整した溶液に硫化物を入れてスラリーを作
製し、そのスラリーに酸化剤を添加しながら６０～１００℃に加熱することで行うことが
できる。
【００４１】
　また、オートクレーブなどの加圧容器を使用して、例えば１６０℃以上の温度を与える
と、迅速に溶解することができ有利である。また、加圧容器を使用して１００℃以上の温
度で浸出する場合、上記のような硫酸を添加しなくても、硫化物の硫黄が酸化されて硫酸
を生成し、容易に硫酸ニッケルを得ることができる。
【００４２】
　浸出温度は、高いほうが迅速に反応を進行させる。さらに浸出する温度が２００℃を超
えると、より迅速に反応が進行し、かつ残存あるいは混入する鉄が不溶性の酸化鉄を生成
してニッケルと効率よく分離できる。
　しかし、２００℃を越える温度に耐える材質の容器は、きわめて高価で投資を増加させ
、かつ加熱に要するコストや維持整備に費用と手間を要する。したがって、より安価手軽
に取り扱える１６０～１８０℃程度の温度で操業することが望ましい。
【００４３】
（３）浄液工程
　前工程の（２）再溶解工程では、硫化物に巻き込まれたり、付着したりした不純物も液
中へ溶出するが、硫化物は微細なため無視できない量になることが多い。
　そのため固液分離後の不純物を含む液は、アルカリを添加する中和処理により鉄、アル
ミニウムなどの重金属を中和澱物として沈殿させる浄液工程を施す。
【００４４】
　中和する際に目標とするｐＨは５．０～６．０の範囲とすることが望ましい。ｐＨが５
．０未満ではアルミニウムの除去が不十分であり、一方ｐＨ６．０を超えるとニッケルま
で沈澱を開始しロスとなるので好ましくない。
　使用する中和剤は特に限定されるものではないが、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム
、水酸化カルシウム、水酸化マグネシウムなどを用いることができる。
【００４５】
（４）溶媒抽出工程
　次に、ニッケル硫化物を酸浸出して得られた酸性溶液にはニッケルと化学的な挙動が類
似したコバルトが含有されるが、浄液工程を経た後にもコバルトは存在するため、その分
離が必要となる。
　ニッケルとコバルトとの分離は、浄液工程を経た溶液に溶媒抽出を行うのが効果的であ
る。
　溶媒抽出に用いる抽出剤には、酸性燐酸エステル系の抽出剤を用いることができる。
【００４６】
　以上説明した各工程を経ることにより硫酸ニッケルを製造するプロセスの系内からマグ
ネシウム、マンガン、カルシウムを選択的に排出することが可能となり、製造プロセス内
での不純物の蓄積を抑制し、高純度の硫酸ニッケルを製造することができる。
　また、本発明により製造される高純度の硫酸ニッケルは、硫酸ニッケル溶液の形での提
供や、晶析やスプレードライ等の一般的な結晶化方法を用いて形成した硫酸ニッケル結晶
として提供することができる。
【００４７】
　さらに本発明では、（４）溶媒抽出工程における抽残液に、アルカリを加えて中和し、
マグネシウムなどの不純物を沈澱させて分離し、その分離後の液をニッケル硫化物を再浸
出する工程の原液として、再利用しても良く、そのように不純物を分離した後の液を繰り
返し利用することによって、プロセスにおける液量の増加を抑制し、同時に排水処理工程
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での不純物除去の負荷を軽減できる。
　排水処理工程での中和は、ｐＨを７．５～９程度の範囲に調整することが好ましい。
【００４８】
　また、同様に、酸性溶液を硫化した後に得られる硫化後液にアルカリを添加して、硫化
工程で澱物を生成しなかった不純物を分離し、得られた中和後液を排水処理する方法も用
いることができる。
【実施例】
【００４９】
　以下、実施例を用いて本発明を説明する。
【実施例１】
【００５０】
　［硫化工程］
　表１に示す組成のニッケルを含有する硫酸酸性溶液を４００ｍｌ分取し、ウォーターバ
スを用いて液温を４０℃に維持した。スターラーを用いて３００ｒｐｍで撹拌しながら、
硫化剤を添加した。なお、硫化剤には硫化ナトリウム９水和物を水に溶解し５００ｇ／Ｌ
に調整した液を使用した。
【００５１】
　この硫化反応中は、濃度５００ｇ／Ｌの硫酸を添加し、ｐＨを３．０に保持した。次に
、硫化ナトリウム溶液を１３６ｍｌ添加し後、攪拌しながらスラリーをサンプリングし、
濾過後、ＩＣＰ発光分光分析法により各元素の定量分析を行なった。
【００５２】
　硫化後液は、表１に示すようにニッケルおよびコバルトが９９％以上沈殿したのに対し
、マグネシウムやカルシウムが溶液から分離したのは３％未満と少なく、大部分は溶液に
残留し、硫化によってマグネシウムやカルシウムと分離できることがわかった。
【００５３】
【表１】

【００５４】
［再溶解工程］
　次に、硫化工程で得られたニッケル硫化物（その組成を表２に示す。）を２００Ｄｒｙ
－ｇ分取し、これに純水を加えてスラリー濃度が約２００ｇ／Ｌとなる混合硫化物スラリ
ーを１リットル作製した。
【００５５】

【表２】

【００５６】
　作製した混合硫化物スラリーを、オートクレーブ装置内に装入し、攪拌機を毎分７５０
～１０００回転で撹拌しつつ、加熱して容器内の温度を１６０～１７０℃に保持した状態
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で、酸素ボンベから純酸素を毎分０．４３リットルの流量で４時間にわたって吹込み、混
合硫化物を再溶解した。途中２．５時間と３．３時間経過後に容器内から少量のサンプル
を取り出した。
　４時間の吹き込み、再溶解の反応が終了後、オートクレーブを冷却して浸出スラリーを
取り出し、ヌッチェで濾過し、浸出残渣とニッケル濃縮液とに分離した。
【００５７】
　得られたニッケル濃縮液の組成は、Ｎｉ：１２０ｇ／Ｌ，Ｃｏ：８ｇ／Ｌ，Ｆｅ：２１
０ｍｇ／Ｌであった。
　残渣の分析値から装入した混合硫化物中のニッケルの浸出率を計算するといずれも９９
％以上とよく浸出されており、特に１７０℃で４時間浸出することで９９．９％を浸出で
きた。
　なお、表３に反応時間によるニッケル浸出率の変化を温度、付与圧力毎に示す。表３に
示されるように、２．５時間から３．３時間程度でも９９％以上のニッケル浸出率が得ら
れることがわかる。
【００５８】
【表３】

【００５９】
［浄液工程］
　次に、得られたニッケル濃縮液に消石灰を添加し、ｐＨを５．０～６．０の範囲に調整
して浄液後液とした。この調整後、濾瓶とヌッチェを用いて中和後液（脱鉄後ニッケル濃
縮液）と中和澱物とに固液分離し、ＩＣＰで分析した。
　表４に、その結果を示すが、中和によりニッケル濃縮液に共存した鉄、クロム、銅、ア
ルミなどを効果的に低減できることが確認できた。
【００６０】
【表４】

【００６１】
［溶媒抽出工程］
　次いで、ｐＨ調整後の浄液後液１００ｍｌを分液ロートに分取し、予めニッケルを抽出
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加した。
　なお、上記の有機溶媒は、酸性燐酸エステル系の抽出剤（大八化学工業株式会社製「商
品名：ＰＣ－８８Ａ」）を、希釈剤（ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社製「商品名：テク
リーンＮ２０」）を体積比で２０：８０となるように混合し、これを硫酸ニッケル溶液と
接触させて有機溶媒中のニッケル濃度が１５ｇ／Ｌになるように調整したものを使用した
。
【００６２】
　次に、有機溶媒と浄液後液を入れた分液ロートを１０分間振とう、静置、抽出後に、有
機相と水相とに分離した。この抽出操作によりマグネシウムやコバルトなどニッケル以外
の成分が有機溶媒中に抽出され、それに相当する分の予め有機溶媒中に含有していたニッ
ケルが硫酸ニッケル溶液に移行する。
【００６３】
　引き続き、抽出後有機相にｐＨ４～４．５の範囲に調整した１００ｍｌの硫酸溶液を添
加して振とうして、有機溶媒中に含有するニッケル以外の成分を逆抽出し、逆抽出後有機
溶媒と逆抽液とを得た。
　その結果、表５に示すように、ニッケルに対するマグネシウムの存在量を６分の１に低
減した高純度な硫酸ニッケル溶液を得ることができた。
【００６４】
【表５】

【実施例２】
【００６５】
　［予備硫化工程］
　表６に示す組成の銅、亜鉛、含むニッケル含有硫酸酸性溶液を１８００ｍｌ分取し、ヒ
ーターを用いて液温を６０℃に保持した。攪拌機を用いて３００ｒｐｍで撹拌しながら、
硫化剤を添加した。なお、硫化剤には硫化水素ガスを使用した。反応には密閉型容器を使
用した。
【００６６】
　硫化水素は溶液に含有する銅、亜鉛に対して２．３当量添加した。反応後のスラリーを
サンプリングし、濾過後、ＩＣＰ発光分光分析法により各元素の定量分析を行なった。
【００６７】
　予備硫化後液は、表６に示すように銅の９９％以上、亜鉛の８０％以上が沈殿したのに
対し、ニッケルは、その大部分が予備硫化後液に残留し、予備硫化によって銅、亜鉛と分
離できることがわかった。
【００６８】
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【表６】

【００６９】
　以下、この予備硫化後液をニッケル含有酸性溶液として用い、実施例１と同様の手順に
よって、表６に併せて組成が示される硫酸ニッケル溶液を作製した。
　表６より、原料の銅、亜鉛を多く含むニッケル含有酸性溶液から高純度のニッケル硫酸
溶液が得られることがわかった。
【００７０】
（比較例１）
　ニッケルとコバルトを硫黄と共に硫化焙焼して得た混合硫化物を公知の方法である塩素
ガスを用いて浸出した塩酸酸性溶液を、実施例１と同じ条件で溶媒抽出工程に付し、逆抽
出して表７に示す組成の硫酸ニッケル溶液を得た。
　銅、マグネシウム、塩化物イオンなどいずれの不純物品位も表４に示す本発明の場合に
比べて高くなっていた。
【００７１】

【表７】

【００７２】
　すなわち硫化工程を用いた本発明により、上記の不純物品位の低い高純度な硫酸ニッケ
ル溶液が得られることがわかった。
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