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超電力使用削減低品位銅電解精製プロセス
技術開発

金属資源技術部生産技術課

滝口 浩之

平成２９年８月２９日（火）

平成29年度第4回JOGMEC金属資源セミナー
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・資源メジャー等が権益を有する鉱山側と製錬所側は、毎年、契約上の製錬加工費（ＴＣ（溶錬費
）／ＲＣ（精製費））等を交渉にて決定。近年、資源メジャーの寡占化、中国等新興国の製錬メーカ
ー台頭の影響から契約条件が悪化。２００３年以降、ＬＭＥ価格が高騰したが、高騰分は鉱山側の
取り分となり、製錬所側の取り分は相対的に低下。

・こうした状況の下で、東日本大震災以降の電気料金の値上げ及び燃料調整費により、国内の製
錬所では電力コストが製造コストに占める割合が約２割となっている。

（出典）LME等各種資料を参考として経済産業省が作成した資料

背景



・スクラップ等のリサイクル原料から生産され
る銅地金の割合は約１割。

・不純物の多いリサイクル原料を主体とした銅
の精製では、８０～９０％純度の粗銅が発生し
、これを硫酸浸出し、「電解採取法」によって電
解採取電気銅として回収、販売をしている。

ところが、この方法においては、アノード側が
ガス発生電極を使うため、電力原単位が極め
て高い。（例：２,２００ｋＷｈ/ｔ-Ｃｕ）

・銅のリサイクル製錬において製造される純度
の粗銅では、電解精製法による実操業の事例
がない。

・本事業では、消費電力の大幅削減を目的と
し、電解精製プロセスの技術開発を行い、実
用化の推進を図る。
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（出典）JOGMECマテリアルフロー2016

技術開発の目的
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生産量　1483千トン（純分）

2015年国内銅生産量　1,483千トン（純分）　
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（出典）経済産業省作成資料

リサイクル銅製錬フロー
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目標：銅のリサイクル製錬で生産されるCu品位80%前後の低品位銅アノードに適用可能
な電解精製プロセスを開発し、電力消費量の大幅削減（現状の2,200khW/t-Cuから80%
削減）を目指す。
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Cu2+

純
銅
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電解採取 電解精製

低品位粗銅アノードでは不純物が多いため、電解精製を行うと不純物がアノード表面を覆い、
Cuの溶出が停止する。（不動態化）
→前処理によるCu品位の向上、適切な電解精製技術の開発によって不動態化を防止する。

【使用電力量】2,200kWh/t 【使用電力量】80％を削減

技術開発の目標
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JOGMEC
金属資源技術部 生産技術課

経済産業省 鉱物資源課

DOWAメタルマイン㈱ 千葉工業大学

委託 共同研究

委託

九州大学 九州工業大学 東京大学

有識者による
委員会

愛媛大学

実施体制図

予算規模：
Ｈ25年度（1.19億円）
Ｈ26年度（2.00億円）
Ｈ27年度（2.45億円）
Ｈ28年度（1.80億円）
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Ag

Cu

Cu2S

Pb

Cu-Ni-Sb-Sn-As

＜低品位粗銅アノード断面SEM観察＞

・不純物相占有率が高い（面積比22%）

・不純物相がネットワークを形成する構造

低品位粗銅アノードの特徴
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低品位粗銅アノードでは不純物が多く、電解精製を行うと不純物がアノード表面を覆い、

Cuの溶出が停止。（不動態化）

→スライム層の除去、Cuイオンの拡散を図り、不動態化を防止する。

・不動態化時間＞168hr
・電力原単位80%削減
・カソード品質 LME-G

• アノードCu品位が低いほど不動態化
しやすい。

• Cu78%アノードおよびCu91%アノード
は24hr以内に不動態化。

カソードカソード アノード

Cu2+

アノード不動態化

（スライム層に覆われCuが溶出しない）

スライム

カソードカソード アノード

Cu2+
スライム

・スライム層の除去

・Cuイオン拡散の促進

技術開発

技術課題
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Cu品位78%程度の低品位粗銅アノードにおいて、不動態化が起こる要因は、アノード中の
Cu-Ni-Sb-Sn-As相とPb相と想定することができた。

低品位粗銅アノードの溶解過程



• Ag単独で不動態化する。
• Agが含まれている場合は不

動態化しやすい。
• Pb単独（<4%）またはSb単独

（<4%）では不動態化しない。
• Ag+Pb及びAg+Sbの組み合

わせは不動態化する。
• Ag+Pb+Sbは不動態化する。

電解液条件
Cu:45 g/L, Ni:20 g/L,
H2SO4:180 g/L（※200g/L）
20 mA/cm2

銅アノード中の不純物の影響

Ag Pb Sb Sn Ni 不動態化時間[h] 不動態化

2 33 ○
5 24 ○

2 109 
4 110
8 27 ○

2 119 △
4 109 △

2 87 ○
4 83 ○

2 2 21 ○
2 4 21 ○
2 4 26 ○
2 8 25 ○

2 2 90 ○
2 2 2 26 ○
2 2 4 23 ○
2 4 2 22 ○

2 4 146
2 2 4 33 ○

4 2 4 88
2 4 2 4 4 24 ○
1 4 2 4 4 25 ○

0.5 4 2 4 4 23 ○
4 2 4 4 25 ○

0.5 1 2 2 2 34 ○
0.5 1 4 2 4 30 ○
0.5 1 8 2 8 24 ○
1 1 2 2 2 35 ○
2 1 2 2 2 26 ○
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10電解液の影響

電解液中のNi2+が20g/Lのとき、37.4時間で不動態化した。

＜実験条件＞
2%Ag-Cu合金
Na2SO4添加
Cu45g/L,H2SO4200g/L,
電流密度20mA/cm2,60℃

＜実験結果＞
・Ni濃度の影響の調査を行っているが、
Na+が影響している可能性もある。
・Ni2+濃度の影響
0g/Lのとき不働態化しない。
10g/Lの方が20g/Lより不動態化時間
が少し長い。



11銅合金中の不純物の溶解挙動の調査

概要：
電極表面の光学顕微鏡観察を
チャネルフロー二重電極法（CFDE）に組み合わ

せ、銅合金陽極からイオン溶出を電気化学的に
調査すると同時に、電極上の析出物の生成を
観察する手法を開発した。

結果：
Cu合金やCu-Ag合金では硫酸銅らしき析出物
により電極表面が瞬時に覆われた。
この時、急激な電流の減少が見られる
（＝不動態化）。

アンチモンは硫酸銅の析出起点となることが示
唆されている。

Cu合金の写真と分極曲線
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Na2O添加によりSb除去が可能であるが、Cuロスが多いため、Cu
ロスを抑えたSb除去の検討が必要である。

乾式法による不純物除去

＜実験条件＞1473K、30min保持、
Alるつぼ、10mass%Sb-Cu合金



13実規模試験（酸化精製）

溶解炉

鋳型

＜試験設備＞ ＜試験条件＞

原料：約300kg
・精製
反応温度：1300℃
添加剤：硝酸ソーダ（約25kg）
反応時間：添加後すぐにスラグ回収
冷却：放冷
・還元
反応温度：1300℃
添加剤：木炭3.6kg
反応時間：90min

アノード
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低品位銅アノードは精製処理により、Sb1%以下とすることが可能
であるが、Sbを除去すると共にCuロスが多くなる。

酸化精製の試験結果

アノード中のCu品位は精製処理前が81.8%、処理後が93.1%である。
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精製アノード中に含まれるCu2O相やCu-Ni-Sb酸化物は、還元処
理により消失させることが可能である。

酸化精製+還元の試験結果



酸化精製+還元粗銅アノードの溶解過程 16

酸化精製+還元粗銅アノード中には、Cu-Ni-Sb-Sn-As相が無い事により、Sb濃縮相は
発生しない。さらにPbの除去を進めれば、さらに不動態化しにくくなると考えられる。



Cu % Pb % As % Sb % Bi % Sn % Ni % Te % S % O %
精製還元アノード 94.9 0.5 0.02 0.5 0.13 <0.01 0.7 0.05 <0.01 0.08

• 基礎試験においてCu78%アノードでは24hr持たずに不動態化したが、精製還元アノードでは90hr以上不動
態化せず。吹付位置を定期的に変更してやると、168hr不動態化せず。

• 吹き付けた箇所から下方にかけて優先的に溶解が進んでおり、スライムが剥離している様子が確認できた。

低品位粗銅＋硝酸ソーダ

精製  1300℃

精製アノード スラグ

還元溶錬  1300℃

鋳造  大気放冷

精製-還元アノード

Cu78%アノード 精製還元アノード

10μm 10μm

Ag Cu Pb-Sb-O

17
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・いずれの試料においても、液を吹き付ける事でスライム厚みが減少する。
・精製還元アノード（試料B）では、液を吹き付ける事で、スライムを完全に除去できる。

吹付給液による不動態化防止

Cu品位：低い
不純物：多い

Cu品位：高い
不純物：少ない

吹付けすることで、スライムの厚さは薄くなる。
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溶解炉 100kg高周波誘導加熱式真空溶解炉

坩堝 カーボン

原料 脱As・Sb粗銅 100kg

反応温度 1200 or 1300℃

雰囲気 真空 10～300Pa

反応時間 300min

脱As・Sb粗銅

真空精製

鋳造 ダスト

アノード

・温度や真空度が高いほどPb除去が進みやすい。
具体的には、1300℃では150Pa以下、1200℃では
30Pa以下でPb除去が効果的に進み、Pb品位を1%
以下に低減可能である。
・試験での反応時間は120min程度が適当である。

（試験では溶解時間を含む、溶解炉の形状にも依
存する。）
・ラボ試験時と同じくPb、Biの除去が選択的に進む
事を確認できた。

真空精製



20粗銅精製法のまとめ
１．酸化精製による脱Pb ２．真空精製による脱Pb

フロー

Q 粗銅Pb,Sb品位 Pb 0.3%、Sb 0.5% （Pb 0.2%まで低減可） △ Pb 0.2%、Sb 0.5% ○

粗銅その他品位 As,Sn,Ni,S の除去が進む ○ As,Sn,Bi,S の除去が進む ○

電解特性 168hrでは電圧上昇が見られる。 △ 168hrでは電圧上昇見られず ○

C 薬剤コスト
（電気銅換算）

13,685円/t ○ 9,131円/t ○

イニシャルコスト 649百万円 ○ 1,180百万円 ×

D Cuロス 5.9% △ 2.4% ○

総合評価 ○ △

低品位粗銅

Na2CO3＋O2 脱Sb

スラグ

SiO2＋Fe2O3＋O2 脱Pb（酸化精製）

スラグ

木炭 還元

鋳造

アノード

低品位粗銅

Na2CO3＋O2 脱Sb

スラグ

脱Pb（真空精製）

ダスト

鋳造

アノード
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不動態化時間は精製なしアノードを用いたとき24hrに対して、酸化精製
アノードは90hr以上、酸化精製+還元アノードは168hr以上である。

実規模電解精製試験

実験条件
液温70℃
電流密度200A/m2

吹付型給液あり


Graph1

		0.35		0.35		0.35

		2.95		2.95		2.95

		4.15		4.15		4.15

		5		5		5

		5.9		5.9		5.9

		8.15		8.15		8.15

		14		14		14

		15.85		15.85		15.85

		17.05		17.05		17.05

		17.95		17.95		17.95

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22.2		22.2		22.2

		23.1		23.1		23.1

		24.45		24.45		24.45

		26.15		26.15		26.15

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30.15		30.15		30.15

		31.05		31.05		31.05

		36.95		36.95		36.95

		38.65		38.65		38.65

		42		42		42

		43.35		43.35		43.35

		43.95		43.95		43.95

		44.95		44.95		44.95

		45.95		45.95		45.95

		47		47		47

		49		49		49

		49.85		49.85		49.85

		51		51		51

		51.95		51.95		51.95

		52.95		52.95		52.95

		54		54		54

		55.05		55.05		55.05

		56		56		56

		57		57		57

		58		58		58

		58.9		58.9		58.9

		59.9		59.9		59.9

		60.95		60.95		60.95

		62.2		62.2		62.2

		63		63		63

		63.8		63.8		63.8

		64.85		64.85		64.85

		65.95		65.95		65.95

		68.15		68.15		68.15

		69		69		69

		69.95		69.95		69.95

		71		71		71

		71.9		71.9		71.9

		74.1		74.1		74.1

		74.85		74.85		74.85

		76.2		76.2		76.2

		78.15		78.15		78.15

		79.6		79.6		79.6

		80.7		80.7		80.7

		85		85		85

		86		86		86

		87.35		87.35		87.35

		87.9		87.9		87.9

		90.6		90.6		90.6

		91.7		91.7		91.7

		0.35		0.35		0.35

		1.05		1.05		1.05

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13.05		13.05		13.05

		14.1		14.1		14.1

		15		15		15

		16		16		16

		17.05		17.05		17.05

		18		18		18

		18.95		18.95		18.95

		20		20		20

		22		22		22

		22.95		22.95		22.95

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		29.25		29.25		29.25

		0		0		0

		1		1		1

		2		2		2

		3		3		3

		4		4		4

		5		5		5

		6		6		6

		7		7		7

		8		8		8

		9		9		9

		10		10		10

		11		11		11

		12		12		12

		13		13		13

		16		16		16

		17		17		17

		18		18		18

		19		19		19

		20		20		20

		21		21		21

		22		22		22

		23		23		23

		24		24		24

		25		25		25

		26		26		26

		27		27		27

		28		28		28

		29		29		29

		30		30		30

		31		31		31

		32		32		32

		33		33		33

		34		34		34

		35		35		35

		36		36		36

		37		37		37

		38		38		38

		39		39		39

		40		40		40

		41		41		41

		42		42		42

		43		43		43

		44		44		44

		45		45		45

		46		46		46

		47		47		47

		48		48		48

		49		49		49

		50		50		50

		51		51		51

		52		52		52

		53		53		53

		55		55		55

		56		56		56

		57		57		57

		58		58		58

		59		59		59

		60		60		60

		61		61		61

		62		62		62

		63		63		63

		64		64		64

		65		65		65

		66		66		66

		67		67		67

		70		70		70

		71		71		71

		72		72		72

		73		73		73

		74		74		74

		75		75		75

		76		76		76

		77		77		77

		78		78		78

		79		79		79

		80		80		80

		81		81		81

		82		82		82

		83		83		83

		84		84		84

		85		85		85

		86		86		86

		87		87		87

		88		88		88

		89		89		89

		91		91		91

		92		92		92

		93		93		93

		94		94		94

		95		95		95

		96		96		96

		97		97		97

		98		98		98

		99		99		99

		100		100		100

		101		101		101

		102		102		102

		103		103		103

		104		104		104

		105		105		105

		106		106		106

		107		107		107

		110		110		110

		111		111		111

		112		112		112

		113		113		113

		114		114		114

		115		115		115

		116		116		116

		117		117		117

		118		118		118

		119		119		119

		120		120		120

		121		121		121

		122		122		122

		123		123		123

		124		124		124

		125		125		125

		126		126		126

		127		127		127

		128		128		128

		129		129		129

		130		130		130

		131		131		131

		133		133		133

		134		134		134

		135		135		135

		136		136		136

		137		137		137

		138		138		138

		139		139		139

		140		140		140

		142		142		142

		143		143		143

		144		144		144

		145		145		145

		146		146		146

		147		147		147

		148		148		148

		149		149		149

		150		150		150

		151		151		151

		152		152		152

		153		153		153

		154		154		154

		157		157		157

		158		158		158

		159		159		159

		160		160		160

		161		161		161

		162		162		162

		163		163		163

		164		164		164

		165		165		165

		166		166		166

		167		167		167

		168		168		168

		169		169		169

		170		170		170

		171		171		171

		172		172		172

		173		173		173

		174		174		174

		175		175		175

		176		176		176

		177		177		177

		178		178		178

		179		179		179

		180		180		180

		181		181		181

		182		182		182

		183		183		183



精製なし

精製

精製 + 還元

Y の値

列1

列2

電解時間(hr)

電圧(V)

0.3954318585

0.4183595506

0.4255505618

0.432741573

0.432741573

0.4471235955

0.4219550562

0.3680224719

0.3752134831

0.386

0.3824044944

0.3752134831

0.3500449438

0.3680224719

0.3824044944

0.3824044944

0.3428539326

0.3500449438

0.3464494382

0.3500449438

0.3572359551

0.3680224719

0.3608314607

0.3788089888

0.3824044944

0.3680224719

0.3572359551

0.3608314607

0.3680224719

0.3680224719

0.3680224719

0.3608314607

0.3680224719

0.3895955056

0.3967865169

0.3931910112

0.3967865169

0.3967865169

0.4111685393

0.4039775281

0.4075730337

0.4075730337

0.4075730337

0.3967865169

0.4147640449

0.3967865169

0.3967865169

0.3967865169

0.3931910112

0.386

0.4039775281

0.3931910112

0.3967865169

0.3895955056

0.4111685393

0.4291460674

0.4399325843

0.4399325843

0.4435280899

0.4219550562

0.4147640449

0.4183595506

0.4147640449

0.4291460674

0.4363370787

0.4191769346

0.4191769346

0.4191769346

0.4241809017

0.4091690003

0.4066670167

0.4091690003

0.4016630496

0.4091690003

0.4066670167

0.4116709839

0.4116709839

0.4241809017

0.4416947867

0.4441967703

0.4492007374

0.4542047046

0.4542047046

0.4617106553

0.4667146224

0.469216606

0.4617106553

0.4592086717

0.4717185896

0.4817265238

0.4967384253

0.5192562774

0.5768018996

0.679383226

0.7269209138

0.404548

0.4506424

0.4736896

0.5172232

0.494176

0.4839328

0.4916152

0.5300272

0.5121016

0.532588

0.494176

0.5249056

0.5121016

0.5121016

0.417352

0.4378384

0.4583248

0.4250344

0.4711288

0.50698

0.50698

0.5095408

0.5172232

0.4992976

0.5121016

0.5146624

0.5146624

0.5044192

0.50698

0.5044192

0.50698

0.5121016

0.5095408

0.5223448

0.5044192

0.5044192

0.5018584

0.4992976

0.4967368

0.5095408

0.50698

0.5018584

0.5018584

0.4967368

0.4992976

0.4992976

0.5146624

0.5121016

0.5146624

0.4660072

0.4711288

0.4762504

0.455764

0.4864936

0.4711288

0.4864936

0.4736896

0.4839328

0.494176

0.4916152

0.5018584

0.4890544

0.494176

0.481372

0.4916152

0.50698

0.5044192

0.5044192

0.4992976

0.5121016

0.50698

0.5044192

0.5095408

0.5095408

0.50698

0.5121016

0.5146624

0.5146624

0.519784

0.4378384

0.4660072

0.4455208

0.4788112

0.4967368

0.5249056

0.5018584

0.519784

0.5244

0.5248

0.5268

0.526

0.5252

0.528

0.5276

0.5296

0.5272

0.5292

0.53

0.5296

0.5304

0.5324

0.5332

0.4916152

0.5146624

0.5249056

0.5146624

0.5095408

0.5095408

0.4992976

0.4992976

0.4916152

0.4916152

0.5018584

0.50698

0.5095408

0.5146624

0.5146624

0.519784

0.5172232

0.5249056

0.532588

0.5351488

0.5232

0.5232

0.4762504

0.481372

0.481372

0.481372

0.4890544

0.4916152

0.4992976

0.50698

0.4711288

0.4890544

0.494176

0.4967368

0.4864936

0.4839328

0.4864936

0.4890544

0.4890544

0.494176

0.5121016

0.5146624

0.5172232

0.4839328

0.4916152

0.4967368

0.494176

0.494176

0.4992976

0.4992976

0.50698

0.4992976

0.4916152

0.4916152

0.5044192

0.5095408

0.5095408

0.5095408

0.5121016

0.5146624

0.519784

0.5223448

0.5223448

0.5274664

0.5300272

0.5351488

0.5095408

0.5146624

0.5146624

0.5121016



Sheet1

		X の値		Y の値		列1		列2

		0.35				0.3954318585

		2.95				0.4183595506

		4.15				0.4255505618

		5				0.432741573

		5.9				0.432741573

		8.15				0.4471235955

		14				0.4219550562

		15.85				0.3680224719

		17.05				0.3752134831

		17.95				0.386

		19				0.3824044944

		20				0.3752134831

		21				0.3500449438

		22.2				0.3680224719

		23.1				0.3824044944

		24.45				0.3824044944

		26.15				0.3428539326

		27				0.3500449438

		28				0.3464494382

		29				0.3500449438

		30.15				0.3572359551

		31.05				0.3680224719

		36.95				0.3608314607

		38.65				0.3788089888

		42				0.3824044944

		43.35				0.3680224719

		43.95				0.3572359551

		44.95				0.3608314607

		45.95				0.3680224719

		47				0.3680224719

		49				0.3680224719

		49.85				0.3608314607

		51				0.3680224719

		51.95				0.3895955056

		52.95				0.3967865169

		54				0.3931910112

		55.05				0.3967865169

		56				0.3967865169

		57				0.4111685393

		58				0.4039775281

		58.9				0.4075730337

		59.9				0.4075730337

		60.95				0.4075730337

		62.2				0.3967865169

		63				0.4147640449

		63.8				0.3967865169

		64.85				0.3967865169

		65.95				0.3967865169

		68.15				0.3931910112

		69				0.386

		69.95				0.4039775281

		71				0.3931910112

		71.9				0.3967865169

		74.1				0.3895955056

		74.85				0.4111685393

		76.2				0.4291460674

		78.15				0.4399325843

		79.6				0.4399325843

		80.7				0.4435280899

		85				0.4219550562

		86				0.4147640449

		87.35				0.4183595506

		87.9				0.4147640449

		90.6				0.4291460674

		91.7				0.4363370787

		0.35		0.4191769346

		1.05		0.4191769346

		2		0.4191769346

		3		0.4241809017

		4		0.4091690003

		5		0.4066670167

		6		0.4091690003

		7		0.4016630496

		8		0.4091690003

		9		0.4066670167

		10		0.4116709839

		11		0.4116709839

		12		0.4241809017

		13.05		0.4416947867

		14.1		0.4441967703

		15		0.4492007374

		16		0.4542047046

		17.05		0.4542047046

		18		0.4617106553

		18.95		0.4667146224

		20		0.469216606

		22		0.4617106553

		22.95		0.4592086717

		24		0.4717185896

		25		0.4817265238

		26		0.4967384253

		27		0.5192562774

		28		0.5768018996

		29		0.679383226

		29.25		0.7269209138

		0						0.404548

		1						0.4506424

		2						0.4736896

		3						0.5172232

		4						0.494176

		5						0.4839328

		6						0.4916152

		7						0.5300272

		8						0.5121016

		9						0.532588

		10						0.494176

		11						0.5249056

		12						0.5121016

		13						0.5121016

		16						0.417352

		17						0.4378384

		18						0.4583248

		19						0.4250344

		20						0.4711288

		21						0.50698

		22						0.50698

		23						0.5095408

		24						0.5172232

		25						0.4992976

		26						0.5121016

		27						0.5146624

		28						0.5146624

		29						0.5044192

		30						0.50698

		31						0.5044192

		32						0.50698

		33						0.5121016

		34						0.5095408

		35						0.5223448

		36						0.5044192

		37						0.5044192

		38						0.5018584

		39						0.4992976

		40						0.4967368

		41						0.5095408

		42						0.50698

		43						0.5018584

		44						0.5018584

		45						0.4967368

		46						0.4992976

		47						0.4992976

		48						0.5146624

		49						0.5121016

		50						0.5146624

		51						0.4660072

		52						0.4711288

		53						0.4762504

		55						0.455764

		56						0.4864936

		57						0.4711288

		58						0.4864936

		59						0.4736896

		60						0.4839328

		61						0.494176

		62						0.4916152

		63						0.5018584

		64						0.4890544

		65						0.494176

		66						0.481372

		67						0.4916152

		70						0.50698

		71						0.5044192

		72						0.5044192

		73						0.4992976

		74						0.5121016

		75						0.50698

		76						0.5044192

		77						0.5095408

		78						0.5095408

		79						0.50698

		80						0.5121016

		81						0.5146624

		82						0.5146624

		83						0.519784

		84						0.4378384

		85						0.4660072

		86						0.4455208

		87						0.4788112

		88						0.4967368

		89						0.5249056

		91						0.5018584

		92						0.519784

		93						0.5244

		94						0.5248

		95						0.5268

		96						0.526

		97						0.5252

		98						0.528

		99						0.5276

		100						0.5296

		101						0.5272

		102						0.5292

		103						0.53

		104						0.5296

		105						0.5304

		106						0.5324

		107						0.5332

		110						0.4916152

		111						0.5146624

		112						0.5249056

		113						0.5146624

		114						0.5095408

		115						0.5095408

		116						0.4992976

		117						0.4992976

		118						0.4916152

		119						0.4916152

		120						0.5018584

		121						0.50698

		122						0.5095408

		123						0.5146624

		124						0.5146624

		125						0.519784

		126						0.5172232

		127						0.5249056

		128						0.532588

		129						0.5351488

		130						0.5232

		131						0.5232

		133						0.4762504

		134						0.481372

		135						0.481372

		136						0.481372

		137						0.4890544

		138						0.4916152

		139						0.4992976

		140						0.50698

		142						0.4711288

		143						0.4890544

		144						0.494176

		145						0.4967368

		146						0.4864936

		147						0.4839328

		148						0.4864936

		149						0.4890544

		150						0.4890544

		151						0.494176

		152						0.5121016

		153						0.5146624

		154						0.5172232

		157						0.4839328

		158						0.4916152

		159						0.4967368

		160						0.494176

		161						0.494176

		162						0.4992976

		163						0.4992976

		164						0.50698

		165						0.4992976

		166						0.4916152

		167						0.4916152

		168						0.5044192

		169						0.5095408

		170						0.5095408

		171						0.5095408

		172						0.5121016

		173						0.5146624

		174						0.519784

		175						0.5223448

		176						0.5223448

		177						0.5274664

		178						0.5300272

		179						0.5351488

		180						0.5095408

		181						0.5146624

		182						0.5146624

		183						0.5121016







22

・アノード組成以外には、液Ni↓、液温↑、給液流量↑、吹付給液、PR電解といった要因が不
動態化抑制に効果がある。
・低品位（Cu83%）粗銅アノードでは、最適な条件でも56hrに留まる。

実験条件
アノード銅品位83%、液温70℃、
電流密度200A/m2

Cu品位83%のアノードを用いたとき、電解液中Ni濃度を小さくすることで不動態化時間
は長くなる。

実規模電解精製試験
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上記の電解条件により、114hrの電着では、電力原単位<300kWh/tを達成し、LME-Gの
電気銅が得られ、164hrの電着でも、Seを除きLME-Gの品質が得られた。

カソードに液が直接吹き付けられないようにする。

電解精製のまとめ

電圧の上昇による電解液Ag濃度の上昇が見られ
るので、アノードPb<0.2%が好ましい。



25確立したフロー１
酸化精製による脱Pbプロセスにおいて、Cu収率は94.6%で電解採取プロセス並み。



26確立したフロー２
真空精製による脱Pbプロセスにおいて、Cu収率は94.8%でで電解採取プロセス並み。

10,000t-Cu/Y



27経済性評価（主要原単位）

項目 １．酸化精製による脱Pbプロセス ２．真空精製による脱Pbプロセス

項目 原単位 項目 原単位

電解工程 電解電力費 300kWh/t 電解電力費 300kWh/t
鋳造工程 炭酸ソーダ 142kg/t 炭酸ソーダ 142kg/t

酸化鉄－シリカ 59kg/t
酸素 77m3/t 酸素 39m3/t
コークス 19kg/t

電解工程 ゼラチン 9.4kg/t ゼラチン 9.4kg/t
チオ尿素 2.0kg/t チオ尿素 2.0kg/t
臭化ナトリウム 3.4kg/t 臭化ナトリウム 3.4kg/t
硫酸 224kg/t 硫酸 224kg/t

スラグ処理 消石灰 41kg/t 消石灰 41kg/t
工程 硫酸 165kg/t

鉄スクラップ 46kg/t



28経済性評価（現行プロセスとの比較）

・酸化精製による脱Pbプロセスでは82百万円/Yの削減、真空精製による脱Pbプロセスでは
114百万円/Yの削減となる。
・一方、真空精製による脱Pbプロセスの方が、設備投資額が大きくなり、投資回収は、酸化精
製による脱Pbプロセスでは10.4年、真空精製による脱Pbプロセスでは12.2年である。

１．酸化精製による脱Pbプロセス ２．真空精製による脱Pbプロセス 特記

ランニング 電解電力費 △235 百万円/Y △235 百万円/Y 電力単価を13円/kWhと設定

コスト その他電力費 △41 百万円/Y △28 百万円/Y 銅粉浸出工程削減分

物品費 ＋225 百万円/Y ＋184 百万円/Y 鋳造工程の薬剤費増

その他変動費 △31 百万円/Y △35 百万円/Y 蒸気、酸素、分析、輸送等

計 計 △82 百万円/Y △114百万円/Y 電気銅生産量 9,500t/Yと設定

設備投資 849百万円 1,380百万円

投資回収 10.4 年 12.2 年
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• Cu80-90%の低品位粗銅は不純物が多く、アノードとして実用規模に耐えうる力学特性を

有しない。
また、電解精製を行うと、アノードの表面をSb濃縮相やPb化合物等が覆い、不動態化す
る。

• 低品位粗銅アノードから、炭酸ソーダを用いた酸化精製によりSbを除去し、酸化鉄-シリ
カフラックスを用いた酸化精製または真空精製によりPbを除去して得た酸化還元粗銅ア
ノードは、アノードとして実用規模に耐えうる強度を有した。

• Sb<1%、Pb<1%（好ましくは0.2%）とした酸化還元粗銅アノードを用いて、そのアノードに
液流速を5m/sで液を吹き付け、その他電解条件を調整する事により、

• 114hrの電着では、電解電力原単位<300kWh/t、カソード品質 LME-G を達成した。
• 164hrの電着では、カソードはSeを除きLME-Gの品質が得られた。

• Cu収率は、①酸化精製による脱Pbプロセス：94.6%、②真空精製による脱Pbプロセス：
94.8%で電解採取プロセス並み。

• 電気銅9,500t/Y、電力単価13円/kWhのケースでは、電解採取プロセスと比較し、①：86
百万円/Yの削減、②：113百万円/Yの削減となるが、②では設備投資が高く、投資回収
は、①10.4年、②12.2年となった。

まとめ
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