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はしがき 

 

 

 近年、世界的な鉱物資源の需要拡大による原料確保のための権益獲得競争の動きが一

層活発化する中で、環境保全対策や循環型社会の構築に向けた積極的な対応が求められ

るなど、我が国の金属資源産業が置かれている状況は大きく変化している。一方で資源

開発事業の進展により、採掘対象の低品位化、探査ターゲットの奥地化や潜頭化など、

より技術的リスクの高い鉱床の開発へと移行しており、より効果的な選鉱・製錬等の生

産技術が求められている。これらに対応する技術が企業の競争力を左右しているのが現

状である。 

 このような背景のもとに、独立行政法人石油天然ガス･金属鉱物資源機構では、我が

国の金属資源産業が抱える技術課題等を把握し、我が国企業が関与する操業現場や鉱山

開発等の案件を対象とし、生産技術や鉱山開発・FS評価に対する技術支援を行うために、

平成１７年度から現場ニーズ等に対する技術支援事業を開始した。 

 本報告書は、平成１８年度の提案公募によって採択した支援事業のうち、省エネ効果

が期待される長寿命の不溶性電極を試作開発して実操業試験を実施し、実機製作の設計

要素に関するデータ取得と性能評価を行うことを目的とした共同スタディの成果をと

りまとめたものである。 

 本報告書が、関係各位の参考になれば幸甚である。 

 

 

平成２０年５月 

 

 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 

     金属資源技術部 
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Ⅰ 共同スタディ概要 

Ⅰ-1 目 的 

Ⅰ-1-1 背 景 

現在、銅湿式精錬では、陽極材料として鉛又は鉛合金が使用されてい

る。この鉛又は鉛合金よりなる鉛系電極は、酸性電解浴中では鋼鈑亜鉛め

っき、鋼鈑錫めっき及び銅箔製造分野においても使用されてきたが、電解

液が鉛で汚染される、析出金属中に鉛が取り込まれてしまうなどの問題点

があることから、チタン金属基体に白金族金属又はその酸化物を被覆した

電極（以後「白金族/チタン基体電極」という）が鉛系電極に取って代わ

りつつある。 

銅湿式精錬における「白金族/チタン基体電極」は、未だ商業ベースで

は使用されていないという報告１）があり、それを適用化させようとする

検討がなされているのが現状である２）。 

銅精練工程において「白金族/チタン基体電極」を導入することにより、

鉛不純物が少ない高純度の銅が製造できるだけでなく、溶解した有害な鉛

が廃水に混入することを避けることも期待できる。 

 

1) W. Davenport, Electrometallurgy 2001, Proceedings of Annual 

Hydrometallurgy Meeting, 31st, Toronto, ON, Canada, Aug. 26-29, 

2001 (2001), 181-188. 

2) J. L. Delplancke, Proceedings of the COPPER 99-COBRE 99 

International Conference, 4th, Phoenix, Oct. 10-13, 1999 (1999), 

Volume 3, 603-608. 

 

Ⅰ-1-2 共同スタディの目的 

本共同スタディは、銅精練工程において「白金族/チタン基体電極」を

陽極として使用することの可能性について評価を行うことを目的とした。 

 

Ⅰ-2 共同スタディ内容 

Ⅰ-2-1 共同スタディ方法 

(1) 実施場所 

南アフリカ共和国Ａ精錬所 

ダイソー㈱研究所 

(2) 試験電極 

  ダイソー㈱製 酸素発生用電極 MD タイプ 

(3) 対象電解槽 

  シード電極製造用電解槽で試験を行った。この電解槽は、シード用

金属板に銅を析出させ、シード電極を作製するものであるため、銅精
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錬と同様の電解プロセスであると考えて良い。陽極として上記の MD タ

イプを、陰極にはシード用金属板を、交互にセットした。 

 

Ⅰ-2-2 共同スタディ実施期間 

平成 18 年 11 月 24 日～平成 20 年 3 月 10 日 

 

Ⅰ-2-3 共同スタディ従事者 

    独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 金属資源技術部 

住友商事株式会社 非鉄金属原料部 上野チームリーダー 

今井サブリーダー 

ダイソー株式会社 電解システム事業部 皿海次長 

 

Ⅱ 共同スタディ結果 

Ⅱ-1 共同スタディ試験 

シード電極製造用電解槽にて「白金族/チタン基体電極」（MD タイプ）を

陽極として 6ヶ月間操業試験を行った後、その電極の状態を分析することに

より「白金族/チタン基体電極」が鉛系電極に代わり銅精錬用として使える

かどうかを検討することとした。さらに 6ヶ月を経た電極の状態についても

分析を予定していたが、現場で発生した操業事故の影響により電極が破損し

たため、6ヶ月間の操業試験後の電極についてのみ分析評価を行った。 

 

Ⅱ-2 試験電極の配置 

図１に示すとおり、電解槽内に陽極と陰極を交互に設置した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 電極の配置 

陽極 

陰極 

陽極 
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Ⅱ-3 試験後の電極外観 

a. 電極の上部 10％は電解液に浸漬されていない。 

b. 電極下部はデンドライト（dendrite）によりキズが付いた。 

c. Ａ(裏)、Ｂ(表)は 1枚の電極の表裏で、両面陽極として使用した。 

 

  

全体写真(Ａ)裏 全体写真(Ｂ)表 

写真１ 全体写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 測定位置 

上 

下 

 

 

 

 

裏側

L－2

L－1

L－3

L－4

R－1

R－2

R－3

R－4
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上部拡大(Ａ)裏 上部拡大(Ｂ)表 

 

L-1未使用部分(Ａ） L-1未使用部分(Ｂ) 

 

L-3中央部分(Ａ) L-3中央部分(Ｂ) 

写真３ 電極拡大写真（上部、中央部） 
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下部1(Ａ)裏 下部１（Ｂ）表 

 

下部２(Ａ)裏 下部２（Ｂ）表 

写真４ 電極拡大写真（下部の損傷部分） 

 

Ⅱ-4 測定項目 

a. 触媒残存量測定 

b. 酸素過電圧測定 

c. 触媒密着強度測定 

d. SEM･EDX 観察 

e. 蛍光Ｘ線測定 

本電極は、表裏どちらも同じ条件で使用しているため、Ａ面のみの特性を

調べた。写真２の測定位置に示す L-1 及び R-1 の部分は、電解液に浸かって

いないため、未使用部分として各種測定の基準とした。 

 

Ⅱ-5 測定結果 

a. 触媒残存量測定（検量線法） 

分析装置：波長分散型蛍光Ｘ線分析装置(㈱リガク製) 

測定位置：写真２の測定位置に示すL-1～4、R－1～4の合計８か所 
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表１ 触媒残存量 

測定位置 L R 

１ 基準(100％) 基準(100％)

２ 50 % 70 % 

３ 70 % 80 % 

４ 50 % 70 % 

 

b. 酸素過電圧測定 

測定条件 

電解液 ：Na2SO4 1 mole/L、pH＝1(H2SO4にて調節) 水溶液 

温度  ：25℃ 

電流密度：10 A/dm2 

測定位置：写真２の測定位置に示す L-1～4、R-1～4 の合計８か所 
 

表２ 酸素過電圧 (V) 

測定位置 L R 

１（未使用部分） 0.27  0.40 

２ 0.87  0.84 

３ 0.93  0.93 

４ 1.02  0.92 

 

c. 触媒密着強度測定 

 JIS H8504 に記載の方法に準拠して触媒層の密着強度測定を行った。 

 流速の速くない銅精錬条件では充分使用可能な状態である。 
 

表３ 触媒密着強度判定結果 

測定位置 L R 

１（未使用部分） 1 1 

２ 2.5 2 

３ 2 2.5 

４ 2.5 2.5 

注）密着強度 1：優、2：良、3：可、4：不可、2.5：2と3の中間 

 

d. SEM・EDX 観察（表面・断面） 

分析装置：走査型電子顕微鏡（SEM）（㈱日立製作所製） 

エネルギー分散型Ｘ線分光法（EDX）（オックスフォード・イ

ンストゥルメンツ㈱製） 

測定位置：写真２の測定位置に示す L-1,3,4 の合計３か所 
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L-1 表面 300 倍 L-1 表面 1000 倍 

L-3 表面 300 倍 L-3 表面 1000 倍 

L-4 表面 300 倍 L-4 表面 1000 倍 

写真５ SEM 表面観察 
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写真５の L-3 と L-4 の最表面に観察されるうっすらとぼやけている部

分は、図２の測定結果から Si であると思われる。EDX では、Si のエネル

ギー･ピークが触媒成分１と近いため、正確には分離できない。しかし、

Si が析出していないと考えられる L-1（未使用部分）では、触媒成分１と

触媒成分２が同じ位置に観察されているのに対して、L-3 では一致してい

ない。この結果は、L-3 と L-4 では（特に L-3 では顕著に現れている）触

媒成分１と Si の２元素が検出されていると考えられ、触媒成分２と違う

場所の分布の多くは Si と考えられる。 

また、L-4（中央部）の一部では、触媒層が剥がれ落ち、基板の Ti が

露出している部分が観察された。 

 

表面 L-1 3.0Ｋ倍 

SEM 画像 O（酸素） 触媒成分１ 触媒成分２  

 

Ti 検出せず 

表面 L-3 3.0Ｋ倍 

SEM 画像 O 触媒成分１＋Si 触媒成分２ Ti 

 

表面 L-４ 3.0Ｋ倍 

SEM 画像 O 触媒成分１＋Si 触媒成分２ Ti 

 

図２ EDX による電極表面の元素マッピング 
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写真６ SEM 断面観察 

L-1 断面 300 倍 L-1 断面 3000 倍 

L-3 断面 300 倍 L-3 断面 3000 倍 

L-4 断面 300 倍 L-4 断面 3000 倍 
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図３から、L-3、L-4部分の触媒層の厚みは電極の未使用部分L-1の触媒

層の厚みと比較すると減少しており、表１の触媒残存量の結果と一致して

いる。 

 

断面 L-1 3.0Ｋ倍 

SEM 画像 O 触媒成分１ 触媒成分２ Ti 

 

断面 L-3 3.0Ｋ倍 

SEM 画像 O 触媒成分１＋Si 触媒成分２ Ti 

 

断面 L-４ 3.0Ｋ倍 

SEM 画像 O 触媒成分１＋Si 触媒成分２ Ti 

 

図３ EDX による電極断面の元素マッピング 

 

Si のエネルギー･ピークが触媒成分１と近いため、EDX では正確には分離できな

いが、装置内蔵の組成分析計算ソフトにより定性的な傾向は判断することができる。

そこで、L-4 の断面拡大写真による点分析を行った。 

表４に示す点分析結果から明らかなように、表面に近い①、③では②、④より Si

が多くなっている。このことより、最表面にあるグレー状の部分は Si である可能

性が高い。 

このグレー状のものは、触媒表面を均一に覆っている。 
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L－４断面 10.0ｋ倍 点分析位置 

 

 

写真７ 断面写真拡大（SEM） 

 

表４ L-4 断面の EDX 点分析結果（mol%） 

 

 

 

 

 

 

e. 蛍光Ｘ線測定 

分析装置：波長分散型蛍光Ｘ線分析装置(㈱リガク製) 

測定位置：写真３測定位置 L-３ 

使用後の電極表面に Siが存在することを確認するために EDX とは別の

波長分散蛍光Ｘ線分析法を用いた。測定結果を触媒成分１と２の合計を

100％として他の元素を表５に示した。これにより、かなりの量の Si が電

極表面に付着していることが明らかになった。これは電解液中の Si に由

来するものであると考えられ、陽極表面にこのような付着物が生成するこ

とによって電極の機能が阻害されることになる。 

 

表５ 定性分析結果（wt％） 

触媒成分１と２ 100.0 ％ 

Si 22.8 ％ 

Cl 1.7 ％ 

S 1.4 ％ 

Fe 1.2 ％ 

Na 0.3 ％ 

触媒成分１と２の合計を100％とする。 

 

点分析位置 Si 触媒成分１＋２ 

① 69 31 

② 0 100 

③ 70 30 

④ 30 70 
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Ⅱ-6 測定結果のまとめ 

a. 電極下部が一部破損しているが、銅デンドライトが電極と短絡したこと

によると推定される。 

b. 6ヶ月間の試験操業による電極表面上の残存触媒量は50～100％と場所に

よって異なるが、平均すれば 70％である。 

c. 写真５の L-4 のように一部で触媒層がチタン基体から剥がれている部分

が観られた。 

d. 酸素過電圧が 0.5～0.7 V（電流密度：10 A/dm2）上昇している。 

e. 電極表面に Si 化合物が生成している。 

 

以上の結果を取りまとめ、考察すると以下のとおり。 

鉱石の中には珪酸成分（Si を含む化合物）が多量に含まれており、これが

銅成分を抽出濃縮する段階で珪酸イオンとして電解液中に移動すると考えら

れる。珪酸イオンは陽極に析出することが知られており、析出した Si 化合物

が陽極を覆うと有効面積が次第に狭くなり、真の電流密度が大きくなることか

ら陽極に対しては過酷な条件になる。このために触媒量は平均して 30％減少し、

触媒層が一部剥がれる現象に繋がる。槽電圧は、鉛系電極の場合に較べて当初

は低かったが、3ヶ月後には逆に本試験陽極の方が高くなってしまった。 
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Ⅲ 今後の課題 

a. 電極表面上に Si化合物が生成すると電極性能が阻害されるため Si化合物が

含まれていない銅精錬所に本電極を適用して再度試験を行う必要がある。 

b. SX-EW 工程の SX 段階で銅成分を抽出する際に Si 成分を同時に除去できる溶

媒が望ましい。 

c. 鋼鈑に錫をめっきする場合にも陽極表面上にスラッジが形成されるがスラ

ッジに強い電極を銅精錬用に応用できるかもしれない。 

d. 表面に生成した Si 化合物層を容易に除去できる表面を有する電極を開発す

る必要がある。 

e. 銅デンドライトと電極が短絡したと思われる損傷が電極下部に観られたが

デンドライトとの短絡を防ぐ工夫が必要である。今回陰極と陽極間を樹脂製

の網で仕切りデンドライト対策としたが電極下部では防ぎきれなかった。電

解液の流れを利用するなどして針状のデンドライトを折るような工夫が必

要である。 

f. 触媒層がチタン基体からはがれないような接着層（中間層）を用意する。 

 


