
†>r!

･i:,t'-ニ三千



図･本館

硫化亜鉛の直接浸出に関する

電気化学的研究

国 枝 義 彦
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序 説

亜鉛製錬は,現在乾式蒸溜法と湿式電解法によって行なわれている｡これらの製錬の予備処理段

階で,硫化亜鉛精鉱を酸化倍焼して酸化亜鉛とした後,これを乾式製錬法ではCOによる還元蒸溜,

また湿式製錬法では,硫酸浸出-電解還元により金属亜鉛が得られている｡この酸化悟焼により,疏

化物のイオウは一般に亜硫酸ガスとして除去され,硫酸の形で固定される｡この段階や乾式製錬の焼

結工程,還元工程などから発生する煙灰や廃ガスなどの処理に環競および経済的な問題が生じている｡

これは,一般に硫化物精鉱を原材料として製錬を行なう金属に共通した問題になっている｡そこ

で硫化鉱を最初から湿式処理によって製錬することにより,上述の問題,特に亜硫酸ガスからくる

諸処の問題を解決することが,従来から強く望まれ,湿式製錬による硫化鉱の直接浸出法の開発が

省エネルギーや環境問題などから最近頓に重要な問題となっている｡

硫化鉱の直接浸出処理法は種々提案されており,次のように大別できる｡

(1)バクテリア浸出法

(2)アルカリ浸出法(アンモニアー酸素加圧浸出法)

(3)酸浸出法(硫酸一酸素加圧浸出法)

(4)電解浸出法

硫化鉱のこれらの直接浸出について経過を概説する｡

(1)のバクテリアによる金属硫化鉱の浸出は,湿潤な硫化鉄の非生物学的な化学酸化によって生じ

た硫酸第1鉄を,バクテリアが硫酸第2鉄に酸化し,生成した第2鉄イオンが効果的に硫化鉱を溶

解していくと考えられた｡浸出に関与するバクテリアは,成育に必要な炭素源を空気中の炭酸ガス

に求め,これを無機物の化学反応エネルギーでもって同化して成育している独立無機栄養細菌と呼

ばれる,硫黄細菌,鉄細菌などである｡バクテリアは,室温で反応速度論的にあまり酸化しない単

体イオウも直接酸化することや硫化鉄を加えると輝モリブデン鉱や閃亜鉛鉱の溶解は促進すること

が示された1).2)第1鉄や単体イオウの,:クテ1)アによる酸化は,反応の触媒としてバクテリア内の

酸素が作用すると考えられている3.)しかし,バクテ1)アによる浸出は長時間を要すること,工業的

な生産速度になるには大規模化が必要となること,微生物の生存できる条件にせねばならないこと

などまだ問題点が多い｡

(2)の加圧浸出法は1955年Forwardら4)によって, Ni-Co-Cu硫化精鉱のアンモニア加圧浸出

法が開発されてから,注目すべき製錬操作の一つとなった.これはNi-Co-Cu精鉱(Ni 12-16,

cul-2, Co 0.2-0.5, Fe33-40, S28-34%)の処理法として,乾式工程を含まない

sherritt Gordon法として確立した.すなわちステンレスで内張したオートクL,-プを用い,Ni,

co, cuをアンミン錯イオンとして溶解する｡ Niは水素加圧還元により粉末とし回収する｡ Co

は CoS+NiS の沈澱として回収後,別に処理し,水素加圧還元によりCo粉末, Co+Ni粉末を

得ている｡回収率はNi 90-957o, cu80-92%, Co50-75%, S60-75%であると報告

している｡このアンモニア加圧浸出の亜鉛精鉱への適用は, 1960年Nelenら5)が亜鉛精鉱( zn

41-47, Cu 0.1-1.2, Pbl-2, Fe4-8.8, S23-34%o)について行なった｡ NH3渡

皮, cu2十濃度は酸化反応を大きくし, ( N丑｡)2 SO｡濃度は浸出反応を減じ,最適条件は140oC,

Po2 4-6kg/c'h,浸出時間は3-4hrであると報告している.また,複雑硫化精鉱-の適用は,
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Evansら6)によって銅亜鉛精鉱( cu20.5, Zn6.8, Fe24.6, M.0.2, S33.4%)の試験操

業について報告されているo温度は高い程よいが, NE3の損失を考えると85oCが最適であり,

(NII｡)2SO｡ 1905/Pを含む溶液でCu95, Zn80, S85%浸出でき,浸出後スラリーは固液を

分離し,シックナ-のオーバー･フローは煮軌空気酸化,加水分解によってNII3の回収,末飽和

イオウ化合物の酸化を行なった後, Ⅱ2SO｡で中和し,塩基性硫酸銅が沈澱した状態のままで水素

還元により銅粉を得た｡梅津ら7)は黒鉱より得られた含銅亜鉛精鉱について最適条件はE,ansらと

ほぼ同じであるが, (NH｡)2SO4渡度が高くなると酸化速度は遅くなることを明らかにした.しか

し, NII3の損失,硫化物イオウからの遊離硫酸生成,オートクL,-ブの使用およびバッチ操業など

不利な点がある｡

(3)の酸浸出法(硫酸一酸素加圧浸出法)は, 1959年Forwardら8)によって亜鉛精鉱についての

試験に成功して以来,この浸出法の適用や反応について盛んに研究された｡金属硫化物中のイオウ

は酸性溶液中で主に,硫化水素,単体イオウ(SO)および遊離硫酸(so42-)の3つの形態で確認さ

れている｡特に,硫酸溶液中では単体イオウで回収できる点で妙味を持つ方法である｡ (2)および(3)

の加圧浸出法の選択は,観点を硫化物イオウの利用とすれば, Ⅱ2Sや単体(元素状)イオウとし

て回収するか,あ､るいは生成する遊離硫酸を有利なものの処理に使用するか,あるいはまた(喝)2

SO4として回収するかによって異なる｡これらは経済的な立地条件から選択されることになる｡現

荏,運送および貯蔵などの点から硫化物イオウを単体イオウの形で固定する方がより有効であると

されてきている｡従って,本論第1部で硫化亜鉛の酸浸出法について検討した｡

(4)の電解浸出法は電解による電極の電気化学反応を有効に利用して硫化物の直接浸出を行なう方

法であり,この電極様式は次の3つの系に大別できる｡

(α)硫化物を直接電極とする系

(b)黒鉛と硫化物との混合物を電極として電解する系

(c)サスペンション電解系

硫化物あるいは溶錬の中間産物を直接電極として電解浸出する提案は古くからなされ,ニッケル

･マットなどでは工業的生産が行なわれている9.'しかし,硫化亜鉛ならびに多くの硫化鉱は電気伝

導性が悪く直接電極として用いることができるものは少ない｡そこで沢本,沖10'によって(b)の黒

鉛粉末を混合して作製した混合物電極による電解浸出が試みられ,硫化亜鉛精鉱と黒鉛との混合物

電極による直接電解で,硫化物イオウを単体イオウの形で固定でき,電流効率よく溶解できたこと

が報告された｡

そこで,この混合物電極反応棟構の解析が重要となり,本論第2部において,電極界面の構造や

反応の情報を得るのに重要な電極インピーダンス法を用いて,黒鉛自身の電極反応の解析を行ない,

この混合物電極反応について考察した｡

混合物電極電解法はアノード･スライム量が多いことや電極の脆さなどに問題があり,粉体状態の

精鉱をそのまま処理ができればさらに有効となると考えられ,そしてこの混合物電極から発展した

方法として, (C)のサスペンション電解法が考えられた｡サスペンション電解浸出法はアノード室

とカソード室に隔膜で分離した電解槽のアノード室に硫化亜鉛をスラリー状態あるいはサスペンシ

ョン状態でチャージして,不溶性アノード上での電極状態を利用して硫化簡鈴を溶解し,カソード

に金属聴鉛を得る方法である｡本論第3部では,硫化亜鉛のサスペンション電解による溶解反応機
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構を明らかにするため,硫酸溶液中で黒鉛粉末のサスペンション電解における黒鉛粒子の電気化学

的な作用,陽極としてPt , PbO2(Pb)電極を用いた時の電極界面反応,レドックス系としてF3+/

Fe2+の添加の効果を,主に電極界面インピーダンス法より検討した.また,レドックス系として塩

化物水溶液のアノード生成塩化物の作用による硫化亜鉛のサスペンション･アノード電解浸出につ

いても検討した｡そして,浸出後の硫化鉱残査に含まれる単体イオウの回収について検討した｡

本論文の最後に,亜鉛製錬工程-,このサスペンション電解浸出を導入することの有効性につい

て考察した｡
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第1部 硫化亜鉛の酸浸出

序 説

硫化物の直接浸出に溶存酸素を利用しようとすると反応速度の点から高温酸素加圧の条件が必要

となり,湿式法に高温･高圧の技術の導入がなされ,著しい進歩がもたらされた｡

1959年F.rwardら8'11)は,硫化亜鉛鉱に閲し従来の亜鉛湿式製錬でFe含有量の高い亜鉛精鉱

を熔焼する際,難溶性のZinc-Ferriteが生成するため,浸出率の低下は避けられないことから

zns+E2SO.

+与o2-ZnSO｡
+SO +II20

なる反応による酸素加圧浸出法を提案した｡ Pb, Feを含む亜鉛精鉱( zn41.5, Pb7.8, Fe

10, S24.5%)およびCu, Feを含む亜鉛精鉱(zn53, Cul.1, Fe8.8, S32.6%)とを

用いて実験した結果,温度110oC, Po2 1.4kg/cm2, -325mesh100%,パルプ濃度14%固体,

E2SO｡/(Zn+Pb) - 1 (モル比)なる条件で95%oのZn浸出率を得,温度はイオウの融点(119oC)

より低い必要があり, S含有量の907oは元素状イオウになり, Pb, Cu, FeはZn浸出率に影響

なく,酸化速度を大きくすることが分った.また,亜鉛電解尾液の利用を考えて, Zn55,E2SO｡

1109/Pの溶液で浸出した結果, zn 120g/P, Fe 1.8g/P, pIIl.3の浸出液を得ることができ

たと報告している.すなわち,亜鉛電解尾液により,上記条件で, 2-3時間の処理により,99%

znを溶出することが可能であ.り,精鉱中のPbはPbSO｡となり浸出残査に入るがijj別でき,元素

状イオウは未反応の精鉱とペレットを形成するが, 130oCで炉別し, 未反応精鉱は浮選により回

収して浸出を繰り返すFlow sheetを提案した｡ この試験に成功して以来,この浸出法の適用や

反応について研究がなされた｡

このような硫酸一酸素加圧浸出についてPawlekら12)の報告もある｡このプロセスはアメリカで

工業的規模で使用されたが,操業条件の選択が大変困難であったため,このプロセスの工業化は中

止された1.3) Ge,lach14)は,硫化鉱の硫酸酸性溶液中への酸素加圧浸出に対して,水溶液中での酸

素による酸化の場合の硫化物の挙動についての全般的に適用できる理論をたてることは極めて困難

であり,酸浸出の方がアルカリ浸出より展望がっかみにくい,と指摘した｡そして反応の基礎的研

究におけるデータ-の蓄積が期待された｡ Pawlek一派によって,酸素加圧浸出について速度論を

中心に研究が詳細になされ,パイライト15'や硫化ニッケル16)については,酸化生成物soとSO≡一

が一定の割合で生ずることや,硫化亜鉛17)については硫化物イオウはE2Sとして生成し,これが

溶液の条件によってそれぞれSOぉよびSO…~に酸化され,この酸化反応が硫化亜鉛の溶解速度を決

定していることなどが報告された｡また,硫化銅18)や溶錬の中間生成物であるマットやスパイス19)20)

および浸出への格子構造の影響21)について研究も行なわれた｡しかし,初期の研究のほとんどは,

最大浸出温度がイオウの融点以下に制限されていた｡ (イオウの融点以上では鉱石への付着による

浸出速度の低下に起因するため. )浸出中に形成されたぎif'-体イオウが金属硫化物ulキ'~~rrt-部を汚い.

およそ50%亜鉛抽出を越えることを掛ヂた8o)また,浸出時間は低い温度のため一一般的に不都合に

長く( 6-8hr)重大な欠点となった8.)すなわち,従来の熔焼一酸浸出工程での浸出時間は2-

3時間である｡ Veltmanらは150℃で過剰な精鉱を加え未浸出鉱は再循環する操業により,浸出

時間が短縮できたこと22)さらに最近,表面活性剤の添加により,再循環を必要としないでイオウの
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融点以上の温度で十分に浸出できることを示した㌘,24)しかしまた,設備の簡略化のためにオート

クレーブを用いない硫化亜鉛の直接浸出の場合,いかに浸出反応速度を高めるかが問題となる｡特

に,酸性溶液中での特徴であり,もっとも有効と考えられる単体イオウ生成による浸出反応機構の

解明が望まれた｡そしてこの反応をコントロールするための情報をいかにして得るかが重要な課題

となった｡

この解決を計るための一手法と考えられるPourbaix25'によって体系づけられた電位- pE図は,

希薄水溶液の熱力学に基づく水溶液内の平衡の図式表示であり,分析化学,腐食,湿式製錬,鉱物

化学など諸分野に適用することができる.湿式製錬の分野への電位- pⅡ図の適用は,久松626ー29)

の指摘するように非常に効果が大きい｡すなわち水溶液中におけるS-E20系の電位-pⅡ図から,

硫化物の酸浸出ではH2S, SO, so.2-(ESO;)だけを問題にすればよく,硫化物ごとにもっとも

望ましい単体イオウ生成をともなう酸浸出の条件を電位とpEの範開で示すことができるからであ

る｡

また,電気化学的な測定法を用い種々の硫化物の湿式酸化反応,溶解挙動について研究されるよ

うになった｡ところが硫化亜鉛は1.5×108β･αと電気伝導性が極めて悪いので,電気化学的測

定法の採用を困難にしていた｡

先にW｡｡d｡｡｡k30)は総説の中で,硫化物の酸素による酸化反応を金属の腐食反応と同じような電

気化学的モデルで説明すること.の可能性にふれ,活性なカソードにおける酸素の還元によって反応

が律速されるという説明をした｡

久松,増子29)は白金電極により溶液電位(溶液のRedox電位)の測定および硫化亜鉛の表面に

化学的に硫化銅を付着させた浸出実験で,硫化亜鉛のSO生成反応の酸化溶解速度を促進できるこ

とを示し,付着した硫化銅は溶存酸素の還元反応のカソードとしての役割を果しており,硫化亜鉛

の湿式酸化反応をモデルを用いて解析を行なった｡しかし,白金電極の指示全般にわたってはまだ

その意味が明らかでない点が多いと報告している｡

また, F,Eabashi3)31)も硫化鉱の酸化が金属の腐食と同様な電気化学的過程であることを示す

ことにより,速度論的証拠を与えるとして, 120℃以下の硫化亜鉛の湿式酸化反応が,アノーディ

ックな反応としてZnS-Zn2++sO+2e,カソ-ディックな反応として与o2+2Ⅱ+十2e-E20
で示されると報告した｡しかし実際の電気化学的測定はなされていない｡

その後,新井32)は塩酸水溶液中で導電性ペイントと硫化物の混合電極を用い, SO生成反応につ

いて電極反応速度論的立場から検討した｡硫化亜鉛表面に化学的に硫化銅を付着させる活性処理に

ょってSO生成反応が加速される理由はZnSに付着したCuSがznsと短絡して,電気化学相互作用

を生ずる33)ためであり,この場合znsはアノードになり, CuSは溶存酸素に対するカソードにな

ると報告している｡しかし,電極構成における導電性ペイント自体が持っ電位については考慮に入

れていない｡

そこで,第1部では硫化亜鉛の酸浸出における溶解機構解明のために,電気化学的な測定ならび

に取り扱いを行なうことから検討した｡

第1章では,金属硫化物の酸浸出における生成物間の生成割合が,金属硫化物の諸性質(結晶構

追,表面状態や金属とイオウの化学量論比など)に依存することが明らかにされてきている16'21)

ことにより,まず硫化亜鉛の物理的および電気的性質について文献調査に基づき述べる｡

- 7 -



第2章では,硫化亜鉛の酸浸出-の電気化学的取り扱いおよび銅･亜鉛混合硫化物からの亜鉛の

選択的浸出について調べ,単体イオウ生成による硫化亜鉛の溶解反応について検討した｡

第3章では,溶解反応の電気化学的取り扱いによる局部電池反応機構について内部分極曲線およ

び外部分極曲線を測定し,速度論的な検討を行なった｡

第4章では,この局部電池反応のカソード反応として重要な役割をする溶存酸素の作用について

検討した｡

第5章では,半導体的性質を備えている硫化亜鉛は,光照射によって溶解が影響されると考えら

れ, ZnS酸浸出-の光照射の効果について検討した｡

- 8 -



第1章 硫化亜鉛の物理的および電気的諸性質

第1節 緒 言

亜鉛の鉱石には閃亜鉛鉱(zincblede, sphalerite , ZnS),級維亜鉛鉱(wnrtzite, ZnS),

異極鉱(calamine, Zn(0且)2･ZnOSiO2)
,菱亜鉛鉱(smithsonite,

ZnCO3)などがある｡

また,硫化亜鉛のうちには FeSと固浴しているものがあり,鉄の量が多い(10%以上)ものがマ

-マタイト(marmatite, 3ZnS･FeS)といわれる｡通常zn50%以上の精鉱として製錬する｡

亜鉛鉱石中,主に,閃亜鉛鉱が実用されている｡金属硫化物の諸性質は,浸出反応に大きく影響す

る16)と予想され,硫化鉱物中でもっとも普通のもので,かつもっとも重要な閃亜鉛鉱の物理的なら

びに電気的性質について,文献調査に基づき述べる｡

第2節 硫化亜鉛の物理的および電気化学的韓性質34ー37)

結晶構造 硫化亜鉛は, wurtzite型( α型)とzincbleAde( β型)の2型がある｡ α型は高

温で安定であり,六方晶系を取り一般にウルツ型構造と呼ばれる.格子定数は, a3.84s b 6.28Å
0

結晶間隔zn-s
･2.36Aである. β型は室温で安定であり,等軸晶系を取り一般に閃亜鉛鉱型構造

と呼ばれる.格子定数は, a 5.42且,結晶間隔zn-s 2.35Åである｡

転移点 αとβとは相互に転移する｡真空中で1020℃±5℃,転移速度は結晶の大きさに影

響される｡室温でウルツ鉱を摩砕すれぼ閃亜鉛鉱に変化する｡

密度 人工的に作ったzincbledeが4.084, wurtziteが4.093であり,非結晶質znsは2.25

であった｡

融点 純粋の人工ZnSは100-150気圧では窒素中で1800- 1900oC で分解することなく

溶けて,微音線色の光ったものになる｡

昇華 zincblendeは1178oC士20oCで, wurtziteは1185oC±6oCで昇華し始める.

溶解度 硫化亜鉛は難溶性であり, zicblende天然産6.65×10-6,人工的に作ったzincblende

6.63×10~6である｡

溶解度積 酸性溶液から沈澱させて人工的に作ったZnSは2.4×10~26,アルカリ溶液からの

ものは0.51×10~24である｡

-キ開 zicblendeは(011)で完全に-キ閲する.断口は貝ガラ状を挺する｡

比抵抗 zincblendeは不良導体で比抵抗1.5×108B･
cm, wurtzite も常温では不良導体

であり,温度の上昇とともに比抵抗は減少する｡ ZnSは暗所ではほとんど電気を導かないが,光

にあてて,強電場では伝導性を生ずる｡これは光の波長と電場の強さに影響される｡ ZnSの禁制

帯の幅は閃亜鉛鉱で3.60-3.46eV,ウルツ鉱で3.55-3.70eVである｡

-
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第2章 硫化亜鉛の酸浸出への電気化学的取り扱いおよび銅亜鉛混合硫化物からの

亜鉛の選択的浸出

第1節 緒 言

硫化亜鉛鉱の直接酸浸出法は, 1959年F.rw,dら4'11'が,硫酸一酸素加圧浸出法を提案し, Pb

やFeを含む亜鉛精鉱およびCuやFeを含む亜鉛精鉱の試畝に成功して以来,閃亜鉛鉱-のこの浸

出法の適用や反応について研究がなされた.しかし,硫酸酸性帝液中での酸素による硫化物の酸化

溶解挙動について,全般的に適用できる理論をたてることは極めて困難であるとの指摘もなされ1,4'

反応の基礎的研究のデータの蓄積が期待された.また,設備の簡略化のためにオートクレープを用

いない浸出も当然期待される｡この場合,いかに浸出反応速度を高めるかが問題となる｡特に,酸

性溶液中での特徴であり,かつ最も有効と考えられる単体イオウ生成型による溶解反応機構の解明

が望まれた｡また,反応をコントロールするための情報をいかにして得るかが重要な課題となった｡

そこで,電気化学的な測定法を用いて硫化物の湿式酸化反応の溶解挙動について検討がなされるよ

うになった｡ところが,硫化亜鉛は電気伝導性が極めて悪いので,この測定法の採用を困難にして

いた｡

久松ら29)は硫化亜鉛の表面に化学的に硫化銅を付着させ実験を行ない,溶液の電位(溶液の

R｡d｡Ⅹ電位)をも測定し,付着した硫化銅が硫化亜鉛のSO生成反応の酸化溶解速度を促進し,こ

の硫化銅が溶存酸素の還元反応の起こるカソードとしての役割を果しており,同じようなカソード

としての働きをするものであれば他のものでもよいであろうと推測した｡ F.Habasbi31)も金属の腐

食と同様な電気化学的過程であることを報告したが,実際の電気化学的測定はなされていない｡そ

の後,新井32)は塩酸水溶液中で,導電性ペイントと硫化物の混合電極を用い, SO生成反応について

検討した｡しかし,電極構成としての導電性ペイント自体が持っ電位については考慮に入れていない｡

そこでまず, Latimer38)の値を基にZnS-Ⅱ20系, cus-H20系の電位-pII図をFig. 2.1 ,
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2.2に示す.酸性溶液中におけるZnS(ppt )の溶解反応は,主に次の3つの溶解反応で示される｡

〔1コ(E2S発生型反応)

zns+2H十-z五十+E2S

〔2〕 ( SO生成型反応)

zns-z訂+so+2e

〔3〕 ( Eq2~, HSO;生成型反応)

zns+4E20-Za'+SO.2~+8Ⅱ++6e

zns+4E20-Za'+HSO4 +8Ⅱ++6e

また, CuSについても同様な形態で考えられる｡

( 2-1 )

( 2-2 )

( 2-3 )

( 2-3')

次に,これらの図を重ねた電位-pE図をFig.2･3に示す｡この図から亜鉛･鋼混合硫化物精鉱

のうちから亜鉛のみを溶出させ,単体イオウを生成させえる領域(斜縁部)にpEと電位を制御す

ることにより選択的直接浸出が可能となる.ところで,閃亜鉛鉱やCuSの電極電位については,

N.ddackらは自然鉱から求めた硫化物の電位例でCuS( Cu2+) o.6 V, ZnS( Zn2+) o.5Vと報告

した2.9)しかし, ZnSは電気伝導性が悪く電位測定は困難であり,従来の測定結果は疑わしいとして

satoは4,0) N2ガスで脱酸素した0.02モルZnSO4溶液に0.01モルNa2Sを加え硫化亜鉛を析出さ

せ, EOⅡやHClでpⅡ調節して,系が平衡に達するまで境拝し溶液の酸化電位を測定した.その

結果

zns(ppt)-zn2'+sO+2e

E-0.174+0.0295勿az2n+

( 2-2 )

の反応式で計算される電位値と上述の実験による測定値がよい一致を示したことから,沈澱法で得

られたZnSの酸化機構は上式(2-2)で表わされるとした｡また,沈澱によるZnSの酸化機構と

閃亜鉛鉱の酸化機構とは同じと推定されるとして,閃亜鉛鉱の酸化は

zns( sphalerite) -Z五十+sO
+2e

E- 0.265 +0.0295勿az2n+

の反応で酸化が起こるとした｡

-5 -4 -3 -2 -/
O 1 2 3 4

pH

Fig. 2.3 The potentia卜pH diagram overlaI耶d

fig.2.1 on fig.2･2.

( 2-4 )

ousについて, Satoは40'自然鉱から種々のpE

で電極電位を求めた結果が

cus-cu2++sO+2e (2-5)

E- 0.591+0.0295 %ac2u+

の反応による計算値とよい一致を示したことから,

cusは式(2-5)の反応による酸化機構であると

した｡ CuSは電気伝導性が有り,電極電位測定は

信頼性が持てるが, znsは電気伝導性がないこと

から, Satoは上述のような方法で酸化機構を調べ

た｡

そこで,本実験では, ZnSの硫酸溶液中でのSO

生成溶解機構を明らかにするため, Cu告, PbO2あ

るいはグラファイトと ZnS を混合して作成した混

-ll-



合物電極の自然電極電位の経時変化の測定および浸出実験を行なった0

第2節 実験方法

試料 β-zns (Fe, Cu, Pbいずれも1ppm以下)は大日本塗料株式会社製の極光純試

薬である｡ Cu告 (アルカリ塩17o以下, Fe 0.1%以下)は半井化学薬品株式会社製の試薬一級品

である｡

電極作成 使用した各種電極の概略図をFig.2.4(a), (b), (c)に示す｡電極(a)はCuS

の粉末をプレス成形(次の第3章,実験方法で詳述する｡ )し,この試料を導電性ペイントで導線

と連絡し,その周囲をエポキシ樹脂で固めた電極で

(a) (b) (C)

Fig. 2.4 various electrodes

`11)Six:Cimen (CuS , sphelarite)

･
･

2) a)nductive coating material

冶) Epxy resin

･丘)Glass tutx:

(S) Conductive lead wit-e

(6) Powder speclmell

1) Filter cloth

･ノg)Graphite electrde

9t,IInsulating t,ape

Fig. 2.5 Experlmentalapparatus

① Sample electrde

② Grap山te

③ salt bridge

④ Reference electrde(S.C.E.)
⑤ potentiometer

, ptentiostat , recorder

ある.電極(b)はZnSと添加物(pbO2, CuSあ

るいはグラファイト)とをよく混合した試料をグラ

ファイト電極の前につめて混合電極とした｡電極

(¢)はPbO2粉末のプレス成形性が悪いため,ガラ

ス管にPbO2粉末を液が浸透しないように十分長く

且つ固くつめた電極である｡

実験装置 実験装置の概略をFig. 2.5に示す｡

浸出実験には, ZnS8gとCuS, PbO2など2gを

よく混合し,硫酸酸性溶液200cc中で3時間の浸出

を行なった｡

定量分析 亜鉛の定量分析は1N NH4Cl支持

電解質を用いて,銅と同時定量をポーラログラフ法

で行なった｡生成単体イオウ畳もビリジン抽出後,

ポーラログラフ法により行なった｡

第3節 実験結果

1.自然電極電位の経時変化および浸出実験

(1)グラファイトーZnS系の電極電位

グラファイト電極およびグラファイト(20wt%)

+zns混合物をつめたグラファイト電極(電極(b))

の自然電極電位の経時変化をFig.2.6に示す｡グラ

ファイト電極の電位は溶存酸素と釣り合ったグラフ

ァイト表面上に吸着した酸素(028｡)の次の反応

o2ad+4H十+4e-2H20 (2-6)

によると考えられる. Fig.2.6に示されるように

pEが低い程この電位は貴であることから, pⅢが

低い程,吸着酸素の還元反応はより起こりやすいと

考えられる｡ ZnSを混合した場合の電位はいずれの

pIIでもグラファイト電極の電位よりも卑であり,

-12-
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Fig. 2.7 Chronological proceed of the spontaneous

electrode potential in dilute H2SO4 SOlution.
a : CuS b : CuS(20wt%)-ZnS

pBが低い程卑である｡ ZnSの反応は後の浸出実験

結果(Table2･1)に示されるようにp丑2ではSO

生成が主であるが, pElではSO生成もあるが五2S

発生反応が主となる｡従って,混合物電極の示す電

位はZnSの総括的なSO生成反応と吸着酸素の還元

反応との混成電位と Ⅱ2S発生反応の電位とから構

成される混成電位と考えられる｡ pⅡ2よりp丑1の

方が卑となったのは, ZnSの丑2S発生反応の電位

がSO生成反応の電位より卑であるためである｡

(カ CuS-ZnS系の電極電位

プレスしたCuS(電極(a))およびCuS(20wt%)

-znS混合物をつめたグラファイト電極(電極(b))

の経時変化をFig.2.7に示す｡(コuSの電位は,本実

験範囲ではCu2+が溶出しなかったこと,溶液に前も

ってC㌔+を添加していないことおよび溶存酸素が存

在していることから, CuSのSO生成酸化反応(式

(2-5))による電位と考えるよりも cus表面上

に溶存酸素と釣り合った吸着酸素(o2ad)の式( 2

-6)の電位を示していると考えられる｡ p丑の変

化については,グラファイト電極の場合と同じ理由

で,
pEが低い程同様に貴になった｡ ZnS混合系の

電位はCuSの電位よりも卑になり,グラファイトわ

場合と同様にpⅡが低い程卑になった｡これはグラファイトの場合と同様, so生成反応とE2S発生

反応による混成電位に起因していると考えられる｡また,グラファイトやCuSを混合した時の電

位が時間とともに卑になるのは吸着酸素の減少によることおよび吸着酸素の減少により, E2SのSO

への酸化が少なくなるためZnSのE2Sの発生反応の電位の方になってくると考えられる.

(

【■

U

(′)

u)

>

>

＼_

(匂

ニ

〔:

Q)
◆J

〇

〔L

Time (min)

Fig.2.8 Chronological proceed of the spontaneous

electrode potential jn diJu(e H2SOi SOlutjon-

a : pbO2 b : PbOl! (20wtぐも卜ZnS

(3) pbO2-ZnS系の電極電位

PbO2電極(電極(c))およびPbO2(20wt%) +

ZnS混合物をつめたグラファイト電極(電極(ち))

の自然電極電位の経時変化をFig.2.8に示す｡PbO2

電極の電位はPbO2/PbSO｡のレドックス電位を示

し' ZnSを混合した場合は,このレドックス反応の

カソード反応とZnSのSO生成反応の混成電位と

E2S発生反応の電位との混成電位を示す｡これにつ

いては次の第3章で詳述する｡

-13-



糾 浸出実験

添加物を変えて種々のp丑でのZnSの浸出実験結果をTable 2.1に示す｡ PRO.45-2の範囲に

おいてZnS単独の浸出ではSOは生成されないので, ZnSはH2S発生反応によって溶解する｡しかし,

仇1S,グラファイトあるいはPbO2を加えるとSO生成反応が加わりZnSの溶解は促進され, Cu告

が最も効果が大きいことが明らかとなった. CuSとの機械的混合によるZnS浸出で, CuSの酸化

溶出はまったく認められず,鍋,亜鉛混合精鉱からの亜鉛の選択的直接浸出は可能である｡また,

p丑2-0.45の範困では, pEが低い樫, Za'溶出量およびSO生成量は多い.

第4節 考 察

硫酸水溶液-のZnS溶解反応は, ZnS単独の場合, E2S発生反応であり, CuSなどの添加物を

混合した場合にSO生成反応が加わることが明らかとなったことおよび混合物電極の自然電極位の

測定から, ZnSの溶解反応のモデル分極曲線がFig.2.9のように考えられた.ここにS2~口 およ

びZi'ロはそれぞれZnS結晶中のSおよびZnの空孔を示す｡曲線①はZnS中のZnが溶出してい

く時のアノード分極曲線であり,曲線②はZnS中のSがH2S発生反応で溶出する時のカソード分

極曲線である.従って, Fig.2.9の分極曲線①と②によ.りZnSのⅡ2S発生反応が示され,この

Ⅱ2S発生反応はpⅡが低い樫, ②の分極が小さくなり,よく進行する｡(〕uSやグラファイトを添加

するとZnSのSO生成反応が加わる.これは溶液中でこれらの物質ごとに,一般に次の反応で示さ

れる溶存酸素と

与o2+2Ⅱ++2e-丑20
旦

E- 1･229+0･0295勿a2H.･a孟2

釣り合う酸素の吸着が起こり,この吸着酸素(o2ad)の還元反応(曲線⑨)

o2ad+4Ⅱ++4e-2E20

( 2-7 )

( 2-6 )

と次のようなZnSのSO生成の酸化反応とのガルパニックな相互作用で起こるムZnSは電位の貴な

これら物質と接した界面で

zns-,zi'+so+2e

TTable 2･1 Results of leaching of ZnS in H2SO. solution as Zn was dissolved and SO was

produced by the reaction :

zns=zn2++SO+2e
izn2': dissolution current of Zn2', isO : production current of SO

( 2-2 )

pH

1.00

2.00

Ardedaigie?nntal書Diss.oflu21lo2n･(qmuga)ntity

ZnS

CuS

Ptカ2

Graphite

ZnS
CuS

Ptガ2

Graphite

ZnS

CuS

PbO2

Graphite

Production quantity

of SO(mg)

0.00

520

86.0

39.0

0.0

136.8

67.2

9.4

0.0

72.5
58.0

7.5

｢
･i

169.3

254.2

252.8

222.8

～

.
44.8

59.8

45.8

45.1

2.0

20.0

16.1

3.0

l

t

r

isO

(mA)

0.0

144.9

24.0

10.9

0.0

38.1

18.7

2.6

1

i isO(/kz)n2'

o.o ぎ
20.1

■

16.1
1

2.1

0.0

57.0

9.5

4.9

_0.063.7

40.9

5.8

0.0

100.5

100.2

69.4



の反応が起こるとも考えられるが, znsは絶縁体

であるからこの反応界面は極めて少なく反応の継続

的進行はほとんどない｡従って, ZnSはほとんど

Ⅱ2S発生反応(2-1)で溶解する｡このⅡ2Sは電

位の高いCuSなどの添加物上で,次の酸化反応(曲

線④)が起こり, SOが生成される｡

=2S->SO+2Ⅱ++2e (2-8 )

E- 0.141 +
0.0295勿a2H･/aH2S

也

l=
4)

●■■

O
CL

Current density

Fig.2.9 Model illustration
of

polarization curves.

① z｡ (-二ZnS十S21コ+2e)

→zn2+十2e

② s(-zns+zn2十□+2㊤)

+2H++2e-H2S

(5) 02ad+4=十+4e-2H20

@L) H2S-2H'+So+2e

そして,総括的にはZnSのSO生成反応となる.

zns→zE'+so+2e (212)

pEが低い乳酸素の還元反応およびZnSのⅡ2S発生反応はともによく起こり,
SO生成量も多く

なることが明らかとなった｡

以上のようなZnSのSO生成溶解機構を,久松,増子のモデル29'を参考として, Fig.2.10に示

したモデルで示すことができる. ZnSは主にⅡ2S発生反応で溶解し,このII2SはZnSより高い電

位を示しかつ電気伝導性の良いCuSの表面でガルパニックな反応により, SOに酸化される○ この

反応と対なカソード反応はCuS表面上での吸着酸素の還元反応である｡ ZnSのCuSと接した面で

のSO生成反応は極めて少ないのでFig.2.10に( )で示した｡

第5節 結 輪

硫酸溶液へのZnSの浸出時のZnSの溶解反応について,自然電極電位の測定および溶解実験を

行ない,電気化学的な検討により次のことが明らかとなった｡

(1) ZnS単独では,酸性溶液中での溶解反応はE2S発生反応が主たる反応であり, pⅡが低い

ほど亜鉛溶出量は多い｡

(2) ZnSより貴な電位を示し,かつ電気伝導性のあるCuSおよびグラファイト粉末を添加した

時, pⅡ2-0｡45の範囲ではⅡ2SからのSO生成反応が加わるため,Z且S溶解は促進されるo

このSO生成のガルパニックな相互作用により, pE2-0.45の範囲でpEが低い程生成so量

は多い｡

(3) ZnS溶解反応は貴な電位を持ち電気伝導性のあるCuSおよびグラファイトの固体粒子を添

加すると,これらと接した面でZnSは次のアノード反応

zns-zn2'+sO+2e (2-2)

で溶解し,添加物の ZnS と接していない表面で

吸着酸素のカソード反応

o2ad+4ⅠⅠ'+4e-2H20 (2-6)

が起こる｡この接触による溶解はわずかで,ほと

んどの ZnS溶解は添加物と接していない所で,

Ⅱ2S発生反応により進行し,このE2Sはガルパ

ニックな相互作用により添加物の表面で,吸着酸
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素のカソード反応と対な反応として次のア/-ド反応で酸化され, SOが生成される｡

Ⅱ2S-2tI++SO+2e (2-8)

したがって,総括的にはZnSのSO生成反応は(2-2)で示され,そしてこの総括的なSO生

成反応は局部電池反応で説明される｡

(4) ZnSとCuSの機械的混合によるZnSの浸出実験において, CuSの酸化溶出はまったく認め

られず,銅･亜鉛混合硫化物からの亜鉛の選択的直接浸出は可能である｡

znsの酸浸出におけるSO生成反応は電気化学的取り扱いによる局部電池反応機構がより良く進

行されうる条件,すなわちznSより貴な電位を示し,電気伝導性のある物質と吸着酸素あるいは

Fg'/Fg', KMnO｡/M孟't=どの電位の貴なレドックス系が存在することにより,ガルパニックな相
′

互作用で促進されることが推論された｡また, PbO2のカソ-ディックな反応については次の第3

章で検討する｡

-16-



第3章 硫化亜鉛の酸浸出時の分極特性

第1節 緒 言

酸性溶液中でのZnS浸出は,硫化物イオウを貯蔵等が楽で利用価値の大きい単体イオウを生成す

るように行なうことが期待される｡前章で酸性溶液中にCuS, PbO2あるいはグラファイト粉末を

添加し,
pIIを調節して溶存酸素が十分存在する条件でZnSのSO4i成反応が主反応となることが明

らかとなり,総括的なSO生成の電気化学的なZnSの湿式酸化反応機構のモデル(Fig･2.10)が考

えられた.このガルパニックな反応機構を解明する一環として, ZnS十グラファイト, ZnS+CUB

混合物電極の外部アノード分極,外部カソード分極曲線ならびに ZnS溶解の内部分極曲線を測定

し,また, PbO2添加による浸出実験を行ない,硫酸酸性溶液中におけるZnSの酸化溶解反応機構

について検討した｡

第2節 実験方法

試料電極の作成 赤外分光光度計の試料作成に用いられる錠剤成形機を使用し, ZnSにCuS

やグラファイト粉末を混合し,これにつめ,約200kg/ciのプレスをかけ錠剤状(直径13Mオ,厚さ

約2Mhr)に圧縮成形した｡この試料の密度をTable3.1に示す.この試料を導電性ペイントで導線

と連絡し,その周囲をエポキシ系樹脂で固め,電極とした｡

分極測定 外部アノード,カソード分極曲線の測定は定電位法で行ない,電流値は電位設定後,

1分後の値を取り,電位は50mV間隔で測定した｡

zns溶解の内部分極曲線測定は,溶液100cc中30分間定電位電解を行ない,ポーラログラフ法で

溶出亜鉛の定量分析を行ない,溶出量から電流を求

めた｡
Tab le 3. 1 Density of electrode specimen

CuS CuS Gl-;lphitp
m('cfrodc

1 CuS (80wt%)
:(60wt%)喜GlてUhitp

(20wtO,a)

sp''clmCni
.

･zns i ･ZnS
…

十ZnS

(!Z,e/1L?三三!3T;4･02弓
3･58 3･26 ･ 2･()4 2･41

(-[ ,.
i

(/LJ([Pn[ L)ens'ry (mA/cm.)

/0

Fig. 3. 1 ()Hl什1Y-t州1i()(I)'11ニー1-1iし･川-O(lilI"I:17-iz;-†ioll
(･11l-～,(､t< 011 Ill(､ LTr:1t-lliい(llp(･ll-0(I(, ;ln(I †ll(-

/_11S･LTr;1l)hiい111i＼hlr(- (1(I(111'()(いin (仙11(､
tIリド()1 ヾり1111inll

第3節 実験結果および考嚢

1.外部分極曲線

(I)グラファイト電極, ZnS十グラファイト

混合物電極

グラファイト電極およびZnS十グラファイト混合

物電極の外部アノード分極曲線をFig.3.1に示す｡

図から明らかなようにpⅢが低いほど電流はよく流

れ, ZnS+グラファイト混合物電極の方がグラフ

ァイト(グラファイト電極の挙動については後に第

8章で詳しく述べる｡)より,よく電流が流れる｡

これはグラファイト表面生成酸化物と ZnS とのガ

ルパニック反応により,総括的にSO生成型のZnS

のアノーディク溶解が起こり,よく電流が流れると

考えられる｡

また,アノードにおける反応として, H2Sが全く
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観察されないこと,および本実験範囲では電解液のpEの変化がほとんどないことから, SO生成

反応が主たる反応と推定してもよい｡またこのアノード反応として,イオン放電(式(3-1 ))

した活性酸素(0)と反応して所定括量の酸素の発生電位以上でZnSは次のように反応して行く1.0'

H20-(0)+2H'+2e (3-1)

zns+(o)-zno+so (3-2)

zno+2II -Zn2++Ⅱ20 ( 3-3 )

総括反応としては, (3-1)+(3-2)+(3-3)

zns(PPL) -Zn2'+sO +2e E-0.174+0.0295勿az芝+ ( 2-2 )

となる｡または

zns+2H十-za'+II2S

E2S+(0)-E20+SO

となり,総括反応として, (3-1)+(2-1)+(3-4)

zns-z孟++so+2e

( 2-1 )

( 3-4 )

( 2-2 )

となる｡外部カソード分極曲線をFig.3.2に示す｡グラファイト電極においては溶液中の溶存酸素

と釣り合ったグラファイト電極表面上の吸着酸素

し⊥｣

､ー､

(ノー

I::

＼ゝ

Q

⊂::

I)

Ll

rL

0/ /

Curren[ Oenslry (mA/cml

/0

Fig. 3. 2 Outer fOtentiodynamic cathodic plarization

curves of the graphite electrode and the

ZnS･graphite mixture electrode in dilute

H2SO4 SOlution

( 02ad)の還元反応(2-6)が自然電極電位から

o2ad+4E++4e-2H20 ( 2-6 )

起こり,電位を約-o.8Vまで卑にすると,水の電

気分解によってE2発生反応(3-5)が起こる.

2Ⅱ'+2e-H2 Eニー0.0591p丑(3-5)

zns+グラファイト混合物電極においては,グラ

ファイト電極上の吸着酸素の還元反応(2-6)そし

て約-o.8VからⅡ2発生反応(3-5)および次のよ

うなⅡ2S発生反応が起こる｡

zns+E2
-Z且+II2S ( 3-6 )

(2) CuS電極, ZnS+CuS混合物電極

cus電極, cus ( 80wt%) +ZnS混合物電極およびCuS( 60wt%) + ZnS混合物電極の外

部アノード分極曲線をFig.3.3, 3.4に示す｡これらの図よりCuSにZnSを添加した混合物電極

の方がcuS電極よりも電位に対して電流がよく流れる.混合物電極の中でも,
CuS ( 80wt%)+

zns混合物電極の方が, cus( 60wt%)+ZnS混合物電極よりもよく電流が流れる｡このことは

前者の混合物電極の方が cuSの多いことによりⅡ2Sの酸化反応面がより多くなったためと考えら

れる｡これらの混合物電極におけるアノード反応は,総括反応として ZnS-Z㌃+SO+2e が

主たる反応である｡

cus電極の場合, cusがznsと異なり本実験範囲内では電位-pE図(Fig.2.2)からもⅠⅠ2S発

生反応は起こりにくく,次のようなアノード反応が起こる｡

H20-(0)十2Ⅲ+十2e

cus十(0)-CuO+SO

-18-
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し▲｣

し⊃

(∫)

ヽ

t｢

⊂=

q｣

tLI
Cl

/0 loo

current Denslfy (mA/cm2)

Fig. 3.3 Outer
potentiodynamic fX)1arization curves

of t土IeCuS(80 wt%トZnS, CuS(60wt%).ZnS
mixturp electrode and the CuS electrode in

dilute H2SOI SOllltion of pH-2

し｣

し1

しヽ

Ll, /

F■

ら

盲 06
ql

a

a_

0/ / /0

Currenf Den5I[y (mA/cm )

Fig. 3.4 outer
FX)tentiodynamic anodic plarization

curves of the CuS(80wt%)･ZnS, CuS(60

wt%) ⊥ZnS mixture electrode and tlle CuS

electrode in dilute H2SO4 SOlution ()f

pH-I

c｡o+2Ⅱ+-C計+Ⅱ20

総括反応として, (3-1)+(3-7)+(3-8)

cus-ci'+so +2e E-0.591+0.0295勿ac孟'

( 3-8 )

( 2-5 )

cus電極, Cu告( 80wt%)+ZnS混合物電極およびcuS( 60wt%) +ZnS混合物電極の外

部カソード分極曲線をFig.3.5に示す. CuS電極は溶液中の溶存酸素と釣り合ったCuS表面上の

吸着酸素の還元反応が約o.26Vで起こり,約-o.4VからE2発生反応および次のようなⅡ2S発生

反応が起こる｡

cus+H2-C&+H2S
( 3-9)

zns+cus混合物電極の場合,約o.26VからCuS表面上の吸着酸素の還元反応(2-6)が起

こり,約-o.4VからE2発生反応(3-5)およびH2S発生反応(3-9)が起こるo
また, Cu告

( 80wt%) +ZnS混合物電極に比べCuS ( 60wt%) +ZnS混合物電極の方が,カソード電流は

よく流れることを示し,前述のCuS( 80wt%)混合物電極の方がcus( 60wt%)混合物電極に比

べてアノード電流が大きいが,しかし,この原田についてはCuS粉末およびznS粉末を混合して

プレスしたことによる各々の接触性,粉末の配列の問題,各々の粉末の半導体としての諸性質など

の複雑な諸因子による複雑な結果ではないかと考え

られるが,十分に明らかでない｡

2. ZnS溶解の内部分極曲線

(I) ZnS+グラファイト混合物電極

Fig.3.6に示されるZnS+グラファイト混合物

電極からの ZnS溶解の内部分極曲線より明らかな

ように ZnS溶解反応は,アノーディックな電位依

存であることがわかる｡また, pEは低い程,溶出

電流値は大きい｡これらのことはFig･3･1の外部ア

ノード分極曲線と同様な傾向を示す.

また,グラファイト電極の自然電極電位は120-

330mVであり, ZnS十グラファイト混合物電極の
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自然電極電位(p丘1のとき115-230皿Ⅴ~･ pI12

のとき105-200mV)は混成電位である｡この電

位からグラファイト上での吸着酸素の還元反応のカ

ソード分極曲線は, Fig.3.6の斜線の領域にある｡

従って, pill, 2の硫酸溶液中でのこの混合物電

極からの ZnS溶解反応はアノード支配であると推

定される｡なお,この混合物電極については,第9

章で詳しく検討する｡

06
~ヽ

LiJ

しJ

((

聖
04

ヽ■ヽ_

ゝ
o2

b

LL
亡

芸 o

Qー

0 5 /0 /5 20

currenf (mA)

Fig.3.6 Illner
fX)1arization curves oll djssoluLion of

ZnS from ZnS+graphite mjxtt汀P electrode
in dilute sulftlric ;1Cid solut.ion

控) ZnS+CuS混合物電極

cus( 80wt%) +ZnSおよびcus( 60wt7o) +ZnS混合物電極からの ZnS溶解の内部分極

曲線をpE2, 1についてFig･3･7, 3･8に示すoこれらの固からもznS溶解はアノーディックな

電位依存であることが明らかである｡

これらの電極の内部分極曲線の傾向は,
Fig.3.3, 3･4の外部アノード分極曲線と同様な傾向を

示し, Cu告( 80wt7o)十ZnS混合物電極の方がより亜鉛溶出電流は大きいo

c｡s電極の自然電極電位はpⅡ1のとき275-280mV, pII2のとき260-269mVであり,

cu告( 80wt7o) +ZnS混合物電極の自然電極電位( pElのとき130-183mV, pH2のとき

130-175mV)およびCuS( 60wt%)+ZnS混合物電極の自然電極電位( p且1のとき110-

210mV,
pE2のとき110-185mV)は混成電位を示すo

これらの電位よりCuS表面での吸着

酸素の還元反応のカソード分極曲線は斜線に示される額域にあるo従って, p且1, 2の硫酸溶液

からのこの混合物電極のZnS溶解反応もアノ-ド支配であると推定されるo

3. PbO2添加によるZnS浸出挙動

(1) PbO2の添加量および溶存酸素の影半

pⅡ1硫酸酸性溶液中空気雰囲気におけるZnS溶解におよぼすPbO2添加量の影響をFig･3･9に

示す. ZnSの溶出量は添加PbO2量が増加する程増大したoまた酸素および窒素雰囲気下における

za'の浸出実験結果をFig.3.10に示す.酸素雰囲気で溶存酸素を十分に付加してもZL'の溶出量

はほとんど変化がないことが明らかとなった｡従って,硫化亜鉛の溶解はCuSやグラファイトを
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添加した場合と同様に進行し,総括反応として

zns=z五十+sO+2e

E-0.174+0.0295勿az孟+ ( 2 -2 )

のSO生成溶解反応である｡しかし, PbO2の場合は

CuS などと違って次のようなカソード反応が主に

進行する｡
+

pも02+SO…~+4E +2e

-PbO2+2ⅠⅠ20 (3-10)

E-1.685+0.0148勿aso…--o.o591pB

この局部電池によるZnSの溶解は, SOの分析から

確かめられた｡

(2) ZnS+PbO2混合物電極の内部分極曲線

zns +pbO2混合物電極の内部分極曲線をFig.

3.11に示す｡ この図から明らかなように, ZnSの

溶解はアノーディ.ックな電位依存である｡亜鉛の溶

出電流はp丑が低い程大きい. PbO2の自然電極位

はpⅡ1のとき1･14-1.22V, pE2のとき1.04

-o.96Vであり, ZnS+PbO2混合物電極の自然電

極電杜(p丑1のとき400-50mV,p丑2のとき500

-210mV)は混成電位を示し,これらの電位より

pbO2のカソード分極曲線はFig.3.11の斜線の領

域内にあると考えられる. ZnS+PbO2混合物電極

からの ZnS溶解反応は混合支配であると推定され

る｡

第ヰ節 結 論

znsの硫酸酸性溶液中-の溶解反応の局部電池

反応機構について知見を深めるため,各種混合物電

極の分極を測定した結果,次のようなことが明らか

となった｡

(1) ZnS溶解はアノーディックな電位依存であ

る｡

(2) C｡Sの添加量の多い程,総括的な SO生成

によるZnS溶解電流は大きい.

(3) CuSおよびグラファイトを添加した場合,

znsは総括的に

zns-z孟++so十2e ( 2-2 )

のアノーディックな SO生成反応で溶解し,こ
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れと対なカソード反応として,添加物の表面に吸着した酸素の還元反応

o2ad+4E++4e- 2Ⅱ20 ( 2-6 )

で, ZnSの溶解が起こる｡

(4) ZnS+グラファイト混合物電極およびzns+cuS混合物電極からのZnSの溶解はpⅡ1,

2の硫酸溶液中ではアノード支配である｡

(5) PbO2を添加した時,主にSO生成のアノーディックなZnSの溶解反応と,これと対な反応

としてPbO2/PbSO｡のレドックスのカソ-ディックな反応により,ZnSの溶解が進行する｡

(6) PbO2 +ZnS混合物電極からの溶解反応はp丑1 , 2の硫酸溶液中では混合支配である.
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第4章 硫化亜鉛の酸浸出への溶存酸素の影響

第1節 緒 言

硫酸水溶液中でのSO生成によるZnSのアノーディックな溶解には,この溶解反応と対なカソ-

ディ
ックな吸着酸素の還元反応が重要であることが前章までで明らかとなった｡溶解におよぼす種

々の因子のうち酸素に関して,まずその溶解度が問題となる｡硫酸溶液中-の酸素の溶解量は特に

温度-の依存性が大きく, 100℃附近で最少値13)を取る｡高温加圧浸出における酸素分圧の影響

はしばしば議論されてきたが,常温における酸素の作用については,局部電池のカソード物質とし

て取り扱われるだけで,詳細な検討はなされてきていない｡そこで,局部電池作用の要素となる

cusが存在する時と,存在しない時,ならびにpIIの違いなどによるZnS溶解-の酸素の影響を調

べ,その作用機構について検討した｡

第2節 実験方法

実験装置 実験装置の概略図をFig.4.1に示す｡

浸出実験は恒温槽ヰで常に25℃に保たれ,硫酸酸

性溶液200nuを用いて行なわれた｡ β-ZnSの使用

量は常に4 gとした｡溶液中の溶存酸素の除去にあ

たっては, 10分間N2ガスを吹き込んで行なった｡

分析 硫化水素は4%酢酸カドミウム溶液に吸

収,ヨード法で定量した｡溶出zL', cu2+ぉよび

soの定量分析は前第2章と同じポーラログラフ法で

行なった.溶存酸素量を"Fieldlab''溶存酸素計

†廿甘酢占El

珊打~~~~~圏甫甘7 8 9 /0 /7

1 : N2 gaS 2,8:Blank bottle 3,4 : NaOH-C6H3(OH)3
solution 5,9 : CaCl2 6,10 : Flow-meter 7 : 02 gas

ll :Three way stop-c∝k 12 : Tber皿OStat 13 :

300mL Beaker 14 : Agitator 15 : Thermometer

16 : Magnetic stirrer 17 : Cd(CH3COO)2 solution

Fig. 4. 1 Exper血ental apparatus

(東芝ペックマン製)で測定した｡溶存酸素計の校正は25±0.5℃に保たれた純水を十分に濃拝し,

空気で飽和させ,それに測定用センサを入れて行ない,測定は,試料投入後,校正時と同一摸拝状

態で行なった｡

第3節 実験結果

1. CuS添加量の影響

pEl, -0.5 (3.16N)硫酸溶液中空気吹き込みにおけるZnS溶解におよぼすCuS添加量の影

響を, Fig.4.2, 4.3に示す. p丑1の場合, CuSの添加が多くなればなるほどZi+の溶出量は増

加し, ZnS単独の時より溶解量は多い｡ ZnS単独の場合た=まとんどSOが検出されないことと,ま

た, SO≡~(ⅡSO;)が生成されないことにより,ZnS単独の溶解はⅡ2S発生反応で起こり, PII

が低いほど,この反応は促進する｡

cusを添加した時, znsがH2S発生反応で溶解し,発生したH2Sは電位の高いCuJs表面上で

ガルパニックな相互作用によりSOに酸化され,この酸化反応と対な還元反応はC｡S表面上での吸

着酸素の還元反応である｡また,後の3.で示されるようにpIIlではCuS添加によりZnS溶解は

主に総括的なSO生成反応で起こる｡したがってC｡S添加量が多いと,還元反応面が大きくなるこ

とにより, 7,nSの溶解は促進される｡ PEO.5においても, pHlと同様な結果が得られた｡しか
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し,
pエー0.5の時, Fig.4.3に示されるようにCuS懸濁量が比較的少ない範囲ではZa'の溶出量

はZnS単独の場合とあまり差はないが, cuSが6gと多くなるとp丑1の場合とは逆にZa'の溶出

量は減少しているo CuSを加えるとSO生成反応が起こるが, zi'の溶出量に対するSO4i成率はpエ

ーo･5の時極めて小さい.
(Table 4･1)すなわち, pⅡ1の場合はpエー0.5に比べZnSの丑2S発

生溶解量が少なく,発生したⅡ2SはCuS表面上でほとんどSOに酸化され, CuSの存在はZnSの

総括的なSO生成溶解を促進する.しかしpⅡ-0.5の場合はH2S発生量が極めて多いが, cusの

存在下でのE2SのSO -の酸化は溶液中-の酸素の供給が遅いことおよび五2S発生量が多いため,

ItS発生により溶存酸素がとられるためSO生成量はp丑1より少なく, so生成率も極めて少ない.
●

CuSはZnSと溶液との接触界面を減らし,むしろZnSの丑2S発生溶解を妨げたと考えられる.

2.酸素上の形書

pEl ,

-0･5におけるZnS単独の場合の溶解挙動に対する酸素量の影響についてFig.4.4,

4･5に示す. Fig･4･4に示されるようにZL'の溶出量に対する酸素量の違いによる影響はpElの
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時にはほとんどない.しかし, Fig.4.5から明らかなようにp丑-0.5の時は,酸素供給率が大き

くなればなるほど, Zi'の溶出量は少なくなった｡すなわち, pEが低く,酸素が十分あるとき,

H2S発生反応によるZnSの溶解を酸素は妨げたことになる.

次に, ZnS+CuS混合系による場合を見ると, Fig.4.6, 4.7にCuS6gを添加した時の p且
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1,
-0.5におけるZ皿S溶解挙動に対する溶存酸素の効果について示したo pElの場合にはFig･

4.6から明らかなように酸素供給量の増大によるZ訂の溶出率の増加は酸素還元反応の増大に起因

すると考えられる.しかし, p丑-0.5の場合には,

まり差はないが, o2ガスの雰囲気の場合には著し

く減少することがわかった｡これはpⅡが低く,酸

素が存在すると,酸素の吸着により ZnSのⅡ2S発

生反応による溶解が妨げられること,およびCuS

の存在により ZnSのⅡ2S発生反応による溶解が妨

げられることなどによる｡

また,浸出溶液中にC㌃はZnSが存在する時,秩

出されなかったのでCuSはほとんど溶解していな

いと考えられる. 次にZnS溶解時のイオウの挙動

について調べた｡

3.硫化物イオウの挙動

pElにおけるSO生成量をFig･4･8に示すo

zns単独の場合にはいずれのpⅡにおいてもso

は検出されなかった｡ pElにおいてはCuSの懸濁

量が多い程, SOの生成量は多くなっているし,酸素

の供給率が大きくなればなる程SO生成量は多くな
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Table 4･1 Production quantity and production efficiency of elemental sulfur to the

amount of dissolved zinc and the time to evolve H2S gas in the sulfuric

acid solution.

Atmosphere Air 02gaS

TheamountofsuspendedCuS(g) 6 4

2Foi6
0

pH1

Productionquantity(mg) 71.5 34.6 18.7 0 145.1 0

Productionefficiency(%) 72.5 46.5 42.1 0 84.2 0

Timeti11H2SgaseVolution(min) 13 9 4 0 noeVolution 0

pH-0.5

Productionquantity(mg) 20.3 18.4 18.5 0 122.4 0

Productionefficiency(%) 2.15 1.75 1.71 0 74.8 0

TimetillH2Sgasevolution(min) 0 0 0 0 0 0

っている.この憤向はZa'の溶出率と同じ傾向にあり,前記のガルパニックな相互作用の促進によ

る.また, Table 4.1にpEl,
-0.5について反応時間60分後のSOの生成量, z;'の溶出量に

対するSO生成率およびH2S発生開始確認時間を示した｡ Table.4.1によりSOの生成量はpEの

如何に関係なくCuSの添加量の増加に伴って増した｡ pE-0.5においてSOの生成量はpⅡ1の場

合よりも少ない傾向にある｡また, ZnSのSO.2~(HSO;)生成型反応は

zns+202 -

Z訂+so2.-

zns+202 +tl'-ZL'+且SO｡

( 4-1 )

( 4-1′)

で示されるが,この型式による溶解は電位-pII図から高電位あるいは高pE領域で優先される｡本

実験範囲のpEl--0.5では常温においてこの領域に入るが, sOからSO…~-の酸化の可能性は

有るが反応速度論的にた=まとんど起こらないのでZnSのSO42一生成溶解反応はほとんど起こってい

ないと考えられる｡従って, E2S発生型の反応率はTable.4.1の全反応率からのSO生成率の差で

示される｡このことよりpE-0･5においてはⅡ2S発生反応が主反応である｡また, Po2が高い

場合はSO生成量が多くなったがpII-0.5と低いと

ⅠⅠ2･S発生量が極めて多く,酸素の気相から液相-の

供給が妨げられるため,生成SO量はpElより少な

かったと考えられる｡ SO生成率はp丑1の場合には

Fig.ヰ.9に示されるようにcus添加量が少ない程

低くなり,時間の経過と共に H2S発生によるZnS

溶解が増加していることを示している｡また,E2S

発生開始時間(Fig･4･1の17の酢酸カドミウム溶

液がcdSの黄色沈澱を作るのを観察できるように

なった時間)を見ると, pI卜0.5 ではすぐ確認で

きたが,
pIIlではCuS添加量が多い程Ⅲ2S発生

確認時間は遅くなっている｡これはCuSが多い程,
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H2SがsOに酸化される量が増加するためB2Sの確認が遅くなったと考えられる.また, p丑1では

Table 4.1よりCuS添加量の多い時, znsのSO生成溶解反応が主反応である.また,時間の経過

と共にSO生成率が低下してくるのは,酸素の溶液中への溶解が遅いことにより酸素の還元反応が

低下するか,またはCuS表面上にSOが蓄積されCuSの効果が及ばなくなり,発生したE2Sの酸化

が進まなくなることなどによるものと考えられる｡そこで実際にどれはどの溶存酸素が消費される

のかを溶存酸素分析計で測定した｡

4.溶存酸素圭の測定

ZnS単独, cuS単独, znS+CuSの混合物をp丑1 , 0.5の溶液中-添加懸濁した後の溶存

酸素量変化をFig.4･10, 4.ll , 4.12に示す｡ Fig.4･10,4.11は大気からの酸素の供給をなくす

ために完全に密閉した300ccビーカー中の200RL溶液中の溶存酸素量の変化を示し, Fig.4.12は

大気からの酸素の供給を自由にするために蓋をされなかった時の変化を示している｡水溶液へのガ

ス溶解度はⅡenryの法則に従ってその気体の分圧に比例するが,溶解度-の影響因子には大きく分

けて2つ一温度と溶液組成-がある.本実験においては温度は常に25ocとした.また,溶液組成

については酸素溶解度へのp且影響は溶液のpⅡを下げると僅かに減少する程度であった. ZnS単

独の溶解に閲しでは,前記の結果などから丑2S発

生反応であり,
pHlの時には溶存酸素の変化は見

られないが,
pⅡo.5の時には時間の経過と共に若

干減少していく傾向にある｡こ.れはp王IO.5の時に

はE2Sがよく発生するためである｡次にCuS単独

においては,溶存酸素量は時間の経過に伴なって減

少している｡ これはCuS表面上-の酸素の吸着が

起こるためと考えられる｡

znsとCuSを混合した場合は,Fig.4.10,4･11,

4.12において溶存酸素量が減少を示しているのは

znsの総括的なSO生成溶解反応がガルパニックな

相互反応で進行し,酸素還元反応が起こることによ

F

卓
(=
qユ

ig

a
⊂1

LTD

q}
E■

Q
tJ)

t′l

q

t▲･､

占【

こ､

i:ヨ
t=

Q

昌

..し1

5

2

/

0 5 /0 /5

r/m e (m/n)

Fig. 4.ll Chronological proceed of the quantity of

dissolved oxygen in sulftlric acid solution

of PII 0.5 in the airclosed vessel

-27-

､

∈
El
ifI

＼.._

亡:

q}

【ぎコ

舌
~b
qL)
ゝ

ii=ヨ
t3
1′l

t′l

ら
ヽー

i5I

ミ､
⊂!■

⊂=
ら

こ)

Q

■i:ヨ

∈

こ≦⊇
tl

⊂::

q)

.5F?

a
く:I

iZ
q)

ゝ

匡!

Vl

.Y!
ZF

ヽー
く:I

三､

･L
E=

ら

:コ

t3

0

5

2

/

I.5α

0 2

0 /0 20 50

T-/'me (minJ

Fig.4. 10 Chronological procceed of the quantity

of dissolved oxygen in sulfuric acid

solution pH 1 in the airclosed vessel

/0

5

～

/

05

-.-i
A-

､(JiIごlーし【_______ー___i_‥._owl_Jー､ヽヽ

＼ーIJ--hー--::丁~~ー…-c-~-E--一
ヽ.＼

I-I-------ー-__

l
ー一､､

I---I__⊥8
A:-ZnSo/one--｣- 二=エ---b----I----

8:-CuSo/one

0:---CuSoddedこ2g_

__ーーー___,____L_I_千
I■■■m

b.I---Cu5odded:4g

C:---Cu5odded.-6g-

1l】ll

5 /0 /5

rl m P ｢m/nノ

Fig･4.12 Chronological procccd of the quantity

of dissolved oxygen in sulfuric acid

solution pH 1 in the airopend vessel



る溶存酸素量の減少である. Fig.4.10, 4･12に比較されるように大気中にさらした時は大気から

の酸素の供給を受けるために密閉溶液中よりも溶存酸素量は多い｡しかし,その量は試料の投入前

の量にはなかなか達せず,大気中から溶液-の酸素の供給が明らかに遅いことを示している｡

第4節 考 察

znsと溶液との界面反応を考えてみると,本実験においては, H'イオンや溶存酸素の吸着やそ

れらとの反応およびZnSとCuSとの接触界面状態などが重要な役目をする｡ ZnSは金属過剰型半

導体と考えられ,同種半導体であるZnOなどの触媒関係の研究41'やZnOの溶解反応機構の研究42-46'

などを参考にしてZnSの溶解反応を考えると次のようになる｡

溶存酸素のように電子受容体として作用するものは, ZnS界面のキンクやステップなどの格子

欠陥や格子不成の表面露出部などのような所が吸着点となると考えられ,酸素は,吸着( ad で表

わす)に際し, 02(gas)三三o2adごo;ad のような吸着状態をとると考えられている｡本実

験に使用したZnSは微粉末(-325メッシュ)で多結晶であることにより,溶液との界面において

ランダムに亜鉛面とイオウ面は存在する.酸性溶液中でZnSはE2S発生反応により溶解し, pⅡが

低い程,この反応による溶出量は増加する.しかし,溶液中に溶存酸素が存在する時, pEが低い

とⅡ2S発生反応によるZnS溶解は妨げられる｡これはZnS表面上での吸着酸素の電位はpEが低

い程貴となるため,酸素が吸着したZnSからの亜鉛溶解反応の電位もpⅡが低い程貴となり,亜鉛

溶出のアノード反応が起こりi羊くくなるためである｡ (酸素吸着についてのバンド理論は次の第5

章で述べる｡ )

第5節 結 輸

znsの硫酸酸性溶液中における溶解反応-の溶存酸素およびCuS添加の影響について次のこと

が明らかになった｡

(1) ZnS単独の場合は,本実験範囲内のpIIl--0.5においては溶存酸素量のいかんを問わず

E2S発生型の溶解反応が主反応である｡

(2) ZnS単独の場合, pEl酸性溶液中において ZnS溶解におよぼす溶存酸素の影響はあまり

ないが,
pⅡ-o.5の溶液中においては,溶出zA'の量は溶存酸素量が増大する程減少した.

(･3) ZnS+CuS混合系においてpIIlの場合, zi'の溶出量はZnS単独の時よりCuSの添加量

を増す程,また,酸素の供給量を増す程多くなった｡さらにSOの生成量も増加した｡これは

cus表面上でのガルパニックな相互作用のカソード反応面(酸素の還元反応)が増大する結果

による｡

(4) ZnS+CuS混合系でpE-0.5の場合,cuSの添加量を増加したり,あるいは十分な酸素を

供給すると前記pElの場合と同じ理由でSO生成量は増加する｡しかし, pエー0･5で十分な

酸素を供給するとZnSに吸着した酸素の電位は, p且が低くなると貴となり, Zn【Sからの亜

鉛溶解反応の電位も貴となる｡このため亜鉛溶解のアノード反応が起こりにくくなり, ZnSの

II2S発生反応は妨げられ, Z五十の溶出量は減少する｡
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第5章 硫化亜鉛の酸浸出への光照射の影響

第1節 緒 言

浸出反応は固体一溶液間の不均一反応である｡前章までは,酸性溶液中における硫化亜鉛の溶

解挙動の解明を目的として,溶解におよぼす水溶液例の種々の国子, pE,温度,溶存酸素,電位

(あるいは酸化度)
,他の金属硫化物などとの固体粒子間のガルパニックな相互作用などについて

検討を加えて来た｡本章では固体側への変化,すなわち光照射による溶液と接する固体側の界面へ

の変化を与えた時の硫化亜鉛の溶解反応について調べた｡金属硫化物は一般的に化合物半導体とし

ての性質をそなえたものが多い｡半導体の光照射による電気的特性の変化が著しいことは既知のこ

とであり,従って金属硫化物の酸性溶液中への浸出に際しても,光の影響を無視することはできな

いものと考えられる｡しかし,酸性溶液中における硫化物溶解-の光照射の効果に関する報告は少

ない1.3)17)そこで本章では硫化亜鉛の硫酸酸性溶液中-の溶解機構解明およびzns + cus混合硫

化物からの亜鉛の選択的直接浸出のガルパニックな相互作用解明のため,低圧水銀ランプおよびナ

トリウムランプのイオン放電管を使用して,光照射の効果について検討した｡

第2節 実験方法

実験装置 実験装置の概略図をFig.5.1に示す.浸出実験に際して, β-ZnSを8g, また

CuS添加においてはこれを29L用い,よく混合した後,各種p丑の硫酸酸性溶液200cc中に添加溶

解した｡この溶液中の溶存酸素量は,前第4章で示したように,ほぼ8ppm(25℃)であった｡

光照射に際しては他からの光の影響を除くために暗箱に装置を納めた｡イオン放電管からの編射

熱による温度上昇を防ぐためガラス製の冷却管を挿入した｡光の照射効率をよくするために光源の

裏側に純アルミニウムの反射板を置き,ビーカーは光の吸収の少ない石英ビーカー( 300cc)を用

いた｡

光源 znSのバンドギャップは3.6-3.46eVであり,純粋なznSの場合,約3440-3580

Å以下の波長の光を用いると価電子帯電子を伝導帯に励起できる｡また,不純物レベルが存在する

場合は,純粋なZnSの場合より長い波長の光で,電子を励起できる｡そこで,光波長の異なる低圧

且gランプとNaランプのイオン放電管を用いた｡ これらの発光波長と浸出実験時の発光照度を

Table 5.1に示す. NaランプはEgランプに比べ光波長が長く,純粋なZnSを光励起できる光波

l､: (〕uartz glass beaker, 2､ B()x, 37 Cooler.

1:. Ionic lamp, 5＼ Aluminium plate,
6､､･ Power supply.

71 Ma拷netiぐ Stirrer,
8､ Agitator

Fig.5,1 Experimental apparatus.

長を持たない｡そして,発光照度(光子量)もEg

ランプより小さい｡

定量分析法は第4章と同一である｡

Table 5･1 Spectral charactor of ionic discharge tube.

Emitted spectral wave (A) LIlluminance
T (ex)

Na-1a-pl
5890-96･6160･5683･5149 i 945

■i
5770′～91. 5461. 4347～58

Hg-lamp…芸;喜享T27583･73650～63･
3126-32, 195(ト215''
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第3節 実験結果

1. Z訂溶出への光照射の効果

z乙+溶出率への光照射の影響についてpEl, 0.5,
-0.5の各々について, Fig.5.2(a)

,(b),

(c)に示す. znS単独の場合,各図に示される様にいずれのpⅡにおいても光照射により溶出量は

増加している｡また,いずれのp丑においてもsoは検出されなかった｡従って,これは光照射によ

りE2S発生反応をともなうZ皿S溶解反応が促進されたことを示している｡すなわち,第4章で述

べた様に溶存酸素はZnSの丑2S発生型溶解を妨げる様に作用するが,光照射によってZnS表面上

の吸着酸素が脱離し, ZnSのI12S発生溶解反応が促進されたものと考えられる.(第4節で詳しく

述べる. )また,純粋なZnSならば光励起できない光波長しか持たないNaランプによってもznS

溶解への光照射の効果が示されたことから,本実験での ZnS溶解は不純物準位が関与した光励起

と考えられる｡

次にCuSを混合した場合(ただし,いずれの場合においてもc㌃は検出されなかった｡ ),p丑1

では, Fig.5.2(a)で示されるように光照射しない場合は ZnS単独の場合よりもいずれもza'溶

出率は多い｡これはガルパニックな相互作用によるSO生成反応がよく起こるためである｡また,

光照射した時,溶出量がさらに増大した. PIIO.5では, Fig.5.2(b)で示されるようにCuSを混

合した時, zns溶解はp丑1の場合とほぼ同じ傾向を示した｡ pE-0.5ではFig.5.2(c)で示さ

れるように晴中においてはCuSを混合した場合,添加したCuSがZnSと溶液との接触界面を減少

させるため, ZnSのE2S発生反応が妨げられることになり, znS単独の時よりZL'の溶出率は少

なくなった.しかし,光照射した時,吸着酸素の光脱離により f[2S発生のZnS溶解反応が促進し,

za'の溶出量の増加が顕著に示された.また, pElと-0.5においてもⅡgランプの方がNaラン

プ照射よりもza'溶出率はよい｡これはHgランプの光照度がNaランプより大きいためと考えら

れる｡

2. SO生成への光照射の効果

so生成量およびSO生成率-の光照射の影響について, pEl, 0.5,
-0.5の各々についてFig.

5.3(a), (b), (c)に示す｡ ZnS単独においては,いずれのp正においてもsoの生成は認めら

れなかった｡まず, pEl (a)の場合,暗中における時よりも光照射がなされた方がよりSO生成
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量およびSO生成率ともに増加した｡これはZnSの表面上の吸着酸素の光脱離により, ZnSのⅡ2S

発生溶解が促進され,発生したE2SがCuS表面上でSOに酸化される反応が進行するためであると

考えられる.且gランプのようにエネルギーの大きいものを照射した時,特にZa'の溶出量に対す

るSOの生成率が1007o以上になったのは, CuS分解によるSOの影響も考えられるが十分明らかで

ない｡
PEO.5(ち)の場合,光照射によるSOの生成はむしろ妨げられる傾向にある｡これは光照射

によりⅡ2S発生量が増加し亜鉛の溶出量は増大するが,溶液中-の酸素の供給が妨げられたため

と考えられる｡そして, pⅡ-0.5(c)の場合には, SOの生成量はいずれの場合においても変化は

ない｡これはpEが低くE2S発生量は非常に多くCuSの周囲にはE2Sは十分存在するが酸素の溶

液中-の供給が遅いため,光照射の有無に関係なくほぼ同程度のSO生成量になったと考えられる｡

zi'の溶出率から,光照射はE2S発生型のZnS溶解をより促進させる様に作用すると考えられる｡

また,いずれのpEにおいてもSOの生成率が経時的に低下していくのは,溶液中の溶存酸素が減

少する(溶液中-の酸素供給が遅いため)ことおよびCuS表面上に生成したSOが蓄積することに

ょりガルパニックな相互作用すなわちSO生成反応

の進行が妨げられることなどに起因して,E2S発生

反応が増加してく-るためである｡

第ヰ節 考 察

zns は一般的に光導電体として知られるが,こ

れらn型半導体に光照射した時の効果について, n

型半導体に酸素のように電子受容体として作用する

化学種が吸着した時のエネルギー状態およびバンド

モデルをFig.5.4に示す.ところでZnSのバンド

ギャップは3.6-3.46eVであり,約3440-3580
0

A以下の光で励起できるが, 3580且以上のNaラン

プの光照射によっても ZnSの溶解-の効果が実験

結果で示されたことにより,不純物準位から成るバ

ンドがFig.5.4た示された. (a)はn型半導体と電

子受容体として作用する吸着化学種( adsorption

species )のエネルギー状態を示す. (b)はこの化

学種が半導体に吸着すると不純物準位(donor leⅦ1)

から吸着化学種-の電子の遷移が起こることを示し,

吸着酸素が増加すると不純物準位は電子を放出する

ために低下し,半導体のフェルミ準位( Fermi

level )は次第に押し下げられ,界面に空間電荷層

( space charge layer )が形成される｡吸着酸素

と半導体のフェルミ準位が等しくなると平衡に達す

る.このように吸着酸素により, ZnSは貴な電位

となり,'前節で明らかとなったようにE2S発生反
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応が妨げられる｡この場合β

なる厚さの表面層にある不純

物準位から電子が抜けて,フ

ェルミ面が∠Ⅵだけ低下した

とすると

∠Vf=
27(eno

D

27Te Nf2
.........................__ ● ･･_･_･･-･･-･-_-

D n｡

(5-1)

なる関係式が与えられてい

る1.7) Dは表面層の誘電率,

eは電子の電荷であり,ガス

吸着量Nfの2乗に比例して,

不純物準位の密度n｡に逆比

例する｡これに電子一正孔対

を生ずるに十分な光を照射す

o
lー--_-I-I/

0

o
● ● ●

0

o2ad ;
●

Conduction bond

Fermi level

Donor level

:･o12 ad

O

O20
0

Valenee band

● ● ● ● ● ● ●

(c) (d)

Fig.5.4 Schematic illustration of adsorption of chemical species on n-type

semiconductor and energy state influenced with illumination.

(a) Before contact, (b) Equilibrium state, (c) Thermodynamic equilibrium

in dark (Adsorption
of 02) (d) Non-equilibrium with illumination (Photo-

serverance of 02)

ると価電子帯から電子は不準

物準位あるいは伝導帯へ励起さ.れ,価電子帯に正孔を生ずる.また,不準物準位からの伝導帯への

電子の励起も生じるo励起した電子の吸着物質への遷移はエネルギー障壁が存在するために起こり

にくい｡しかし,電子の光励起によって生じた正孔は吸着物質への移行がしやすいためにこの正孔

と吸着陰イオン(酸素)が結合することによって,酸素の次式のような光脱離が起こる｡

o;ad+@ -･ 02 (5-2)

本実験結果において,光照射することによりⅡ2S発生のZnS溶解反応が促進されるのは,上述

の酸素の光脱離により, znSの電位が卑となるためと考えられる.そして,発生したⅡ2SはCuS

と酸素が存在するとCuS表面上で吸着酸素のカソ-ディックな還元反応と対な反応でSOに酸化さ

れる.このことがp=1の場合に光照射により総括的なSO生成反応を促進した.ところで
CuS

表面上の吸着酸素の電位は,より貴であるため,本実験範囲の光照射ではCuS表面上の酸素の光

脱離は生じないと考えられる. pIIが-0.5と低くなると,ヱ2S発生量が多くむしろ溶液中への酸

素の供給が遅いため, SOの生成量は光照射しても変化はなく,上記の理由でE2S発生量は光照射

により増大するということが明らかとなった｡

第5節 桔 輪

硫酸酸性溶液中での硫化亜鉛溶解↑の光照射の影響について次のことが明らかになった｡

(1) ZnS単独の場合,光照射によって本実験のいずれのp!Ⅰ(-0.5-1 )においても H2S発

生型の溶解反応が促進され,その溶解量は増加する｡これはZnS表面上の吸着酸素が光脱離

するためである｡

(2)
plilの硫酸酸性溶液中において, ZnS溶解はCuSによるガルパニックな相互作用により,

総括的に, ZnS-Z訂+so+2eの溶解反応で起こる｡光照射により, E2S発生溶解が促
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進し, C｡S表面上でこの且2Sが酸化され,結果的にSO溶解反応が促進されることになる｡ま

た,光照度の大きいⅠ屯ランプの方がよりこの反応を促進する｡

(3) ZnS+CuS混合硫化物の浸出において,光照射によっても Ca'は検出されず亜鉛のみが溶

出する｡
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第6章 第1部のまとめ

硫化物精鉱の湿式処理による直接浸出法の発展が,従来の製錬法における培焼工程などからの煙

灰や廃ガスの処理および硫化物イオウの硫酸固定などの経済性や環境問題など多くの課題が生じて

きていることにより,従来から強く望まれてきた｡直接浸出法の一つとして硫酸一酸素加圧浸出法

紘,オートクレーブを使用することにより,高温高圧下の浸出操作であり,硫化物イオウは単体イ

オウとして固定され,反応は迅速に進むと初期は考えられていた｡しかし操作条件の選択が大変困

難であり,このプロセスの工業化-の発展を拒んできた｡従って,酸性溶液中での硫化物の反応の

基礎的研究面におけるデータ-の蓄積が期待された. Pawlek一派によって種々な硫化物や溶錬の

中間産物であるマットやスパイスについて主に速度論的研究が精力的になされた1.2-21)また,浸出

反応は固体一溶液系の不均一化学反応であり,水溶液中のイオンと固体内の電子が関与する反応で

あるから電気化学的取り扱いや測定による溶解反応の検討が後述の直接電解浸出反応の検討を含め

てなされている｡ところが硫化亜鉛は電気伝導性が悪いため直接電極として用いることができない

ため,電気化学的測定を妨げており,実際の電気化学的測定は僅かである｡

硫化物イオウは酸性溶液中で,平衡論的な水溶液内の諸反応に関しての情報を与える電位- pⅡ

図から, H2S,単体イオウ(SO), so.21(またはⅡSO;)だけを問題とすればよい.酸性溶液中

-の硫化物の直接浸出の妙味として単体イオウ生成型反応による溶解形態が次のような利点を有す

るために期待される｡

① 単体イオウは硫酸(またはCaSO4)よりも貯蔵,輸送が楽であるo

② 単体イオウは,二硫化炭素( cs2)などに容易に化学変化させることができ有効に利用でき

る｡

㊥ 我国の資源で問題になる黒鉱などに対する亜鉛･銅･鉛の選択浸出の可能性がある｡

この単体イオウ生成型による溶解反応機構の解明が望まれ,また溶解反応をコントロールするた

めの情報をいかに得るかも重要な課題となった｡

浸出反応への電気化学的取り扱いおよび電気化学的測定は,この溶解反応機構ならびに浸出反応

をコントロールするために重要な手段と考えられる｡

本研究の第1部は,硫化亜鉛の酸性溶液中-の溶解反応榛構の解明を目的として,硫化亜鉛の溶

解反応を電気化学的な取り扱いで検討した｡

硫化亜鉛は電気伝導性が悪いため直接電極として用いることには制限があり,従来電気化学的測

定を非常に妨げてきた｡そこで各種の導電性添加物と混合した硫化亜鉛の混合物電極の電気化学的

測定により,種々の溶解反応への因子, pE,電位(あるいは酸化度),温度,溶存酸素,光照射

の効果,固体粒子でのガルパニックな作用などについて実験を行ない,電気化学的な取り扱いによ

って硫化亜鉛の酸性溶液中の溶解反応について検討した｡

硫化亜鉛の酸浸出におけるSO生成反応は,電気化学的取り扱いによる金属の腐食の顔合と同様

な局部電池反応磯構によって起こる｡すなわち, SO生成反応は, β-ZnSにグラファイトやCuS

を混合した混合物電極の自然電極電位測定などから, ZnSがE2S発生反応で溶解し,発生した

E2Sがcusなどの添加物表面上で酸化され, SOが生成することによって起こる｡ E2SのSO-の

酸化反応は添加物質表面上に吸着した酸素の還元反応あるいはPbO2の時は, PbO2/′pbSO｡の還

-34-



元反応と対になって進行する局部電池反応で起こる｡混合物電極からの亜鉛溶出量より求めた内部

分極曲線の結果,硫化亜鉛のSO生成反応はアノーディックな電位依存性があることが確められた.

この反応に対なカソ-ディ ックな反応は硫化亜鉛より電位が貴な導電性物質の存在でよく起こる｡

すなわち,これらの物質は酸素を吸着し,この酸素のカソ-ディ ックな還元反応が,これらの物質

の表面で起こるためである.また, PbO2のような固体粒子でも,それ自体の反応のレドックス電

位が貴である場合,このようなレドックス系によって硫化亜鉛はSO生成型反応で溶解する｡同様

な事は, Fg'/Fg+, 12/I~とかEMnO4/MnO2系などについても言えるo溶存酸素の還元のカソー

ド反応に対して有効な物質はCuSである｡従って,銅･亜鉛の混合物硫化精鉱から亜鉛の選択的

浸出が期待される｡このことは熱力学的平衡論の電位- pE図によって適当な電位と pEの領域で

可能性が示される｡

そこでカソード反応の媒体である ChS およびカソード反応物質の溶存酸素の作用について調べ

た結果,次のことが明らかとなった｡

硫化亜鉛の酸性溶液中での溶解はE2S発生反応で溶解するが, pⅡが-o.5と低くなると溶存酸

素～まこのⅡ2S発生溶解反応を著しく妨げる｡これはpⅡが低い程, zns表面上での吸着酸素の還元

反応の電位がより･貴となるため, ZIISからの亜鉛溶解のアノード反応が起こりにくくなることに

ょる｡また, CuSが加わると電位が貴なCuS表面上でE2SのSO -の酸化反応と,吸着酸素の還元

反応が起こることにより,硫化亜鉛の総括的なSO生成による溶解反応が起こる. ZnSは主にⅡ2S

発生反応で溶解し,このH2Sがcusと酸素の存在によりSOに酸化される. pIIlの場合には丑2S

発生量があまり多くないので, CuS添加量の増大や溶存酸素の増大はほとんどH2SをSOに酸化す

るためZnSの総括的なSO生成反応は著しく促進する.すなわち,ガルパニックな相互作用のカソ

ード反応面およびカソード物質の増加による局部電池反応の増大による.また, pⅡが低いとE2S

発生量が多くな･りC｡S添加の増量や十分な酸素供給は同じ理由でSO生成量を増加させる｡しかし,

溶液への酸素の供給が遅いため, ZnSのSO生成による溶解率は低下する｡そして, ZnSに吸着し

た酸素はZnSのH2S発生溶解反応を抑制することが明らかとなった.

そして,この硫化亜鉛表面上の吸着酸素は光照射によって光脱離することが分った｡すなわち,

電子一正孔対を生ずるに十分な光を照射すると価電子帯あるいは不純物準位から電子が励起し,価

電子帯あるいは不純物準位に正孔を生じる｡この電子の吸着化学種-の遷移はエネルギー障壁が存

在するために起こりにくい｡しかし,電子の励起で生じた正孔は吸着化学種-の移行がしやすいた

めに,この正孔と吸着化学種(酸素)が結合することによって酸素が光脱離する｡そしてZnSの

溶解実験で, NaランプおよびⅡgランプのいずれの光照射によっても znsのE2S発生反応が促

進された.このことから, ZnSからの酸素の光脱離はZnSの不純物準位の関与した光励起と考え

られ, Naランプのような波長の長い(光エネルギーの小さい)光でも十分励起でき,光量の多い

光照射がznsの溶解量をより増加させることが分った｡ CuSを添加したpHlの場合,上述の光脱

離によりZnSのE2S発生溶解が進み,ガルパニックな相互作用により, CuS表面上で吸着酸素の

還元反応と丑2SのSOへの酸化反応が起こり, ZnSの総括的なSO生成反応は光照射により促進し

た｡ところで, CuS表面上の吸着酸素の電位はかなり貴( E2Sを酸化できる程)であるため,Cu告

表面上の吸着酸素は光脱離しないと考えられる｡

pII-0.5と低い場合は, E2S発生量が多く, CuSが存在しても溶液中-の酸素の供給が遅いた
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め, SO生成量は光照射の有無によって変化はないが, zns表面上の吸着酸素の光脱離によりH2S

発生反応が促進され,光照射は亜鉛の溶解を増大する｡いずれの場合においても銅イオンの溶出壮

なく,銅･亜鉛の混合硫化物からの亜鉛の選択的浸出できることが分かった｡以上の事より,硫化

亜鉛のイオウを単体イオウの形で固定する浸出は,溶存酸素の十分な存在と,局部電池反応のカソ

ード反応の媒体(電気伝導性を有した CuSやグラファイト粉末など)が十分に存在する状態で,

電子一正孔対を生じるのに十分なエネルギーを持った光の照射光量を多くすることによってよく促

進されることが明らかとなった｡

以上のように硫化亜鉛の活性吸着酸素によるSO生成反応機構は明らかとなった｡しかし,酸化

剤として活性吸着酸素を用いる酸浸出ではまだ次のような問題点もある｡

従来の酸化熔焼一浸出系において,亜鉛の電解採取のための電解質水溶液組成として通常亜鉛濃

度約120形を得るために浸出時間3時間,亜鉛回収率約95%で行なわれている2.3'しかし,硫化亜

鉛の直接酸浸出では,第5章の実験結果を基にして単純計算すると, pE- 0.5の200cc溶液中,

ZnS89の溶出率は2時間後約40%であったことから, 3時間浸出で約169Zn/Bの濃度が得ら

れ,単体イオウ生成率は30%程度であった.この場合,もともと添加 zns量が少ないので,蘇

加量を増加すれば,亜鉛濃度は高くなるo SO生成率はpEが高ければ約100%であった.すなわ

ち, znsはⅡ2S発生反応で溶解するので,この丑2S発生量に見合った酸素の供給が必要となるた

め,酸素を十分に供給し,溶存酸素の還元反応のカソードとしての物質(cusやグラファイトな

ど)が存在すれば, sO生成率は高くなるものと考えられるが,このためにはある程度の酸素加圧

ならびに反応速度を上げるために高温を必要とし,オートクレーブの使用が必要となる｡しかし,

オートクレーブ使用による不便さが伴なうため,酸化剤としての酸素の供給方法を電解系によるか,

あるいは酸素より反応速度の速いF孟+/Fg'のレドックス系の導入の検討が次部でなされる.

硫化亜掛ま酸性溶液中でII2S発生反応によって溶解し,発生したfl2Sがcusやグラファイト表

面上で局部電池反応でSOに酸化されることによって, ZnSのSO生成反応が起こることが明らかと

なったことから,この吸着酸素を水溶液電解の陽極反応を利用して付加する電解浸出法について第

2部と第3部で検討する｡また,酸化剤として酸素に変えて,反応の速いF昌'/FS'のレドックス系

を利用して浸出を行なうことが考えられ,生成Fg'のFg'への酸化を水溶液電解時のアノードで行

ない,本実験の酸浸出で明らかとなったガルパニックな相互作用を組み入れた直接電解法あるいは,

塩化物水溶液電解のアノード発生塩化物を利用した直接電解法(サスペンション電解)について第

3部で検討する｡
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第2部 硫化亜鉛の電解浸出一黒鉛混合物電極による電解法

序 税

金属硫化鉱の直接浸出処理は,従来の熔焼工程や焼結工程などから発生する廃ガス処理や煙灰な

ど,特に亜硫酸ガスの硫酸固定やCaSO4 としての除去に,経済的な利点がないなど,環集約にも

湿式処理によって製錬することが期待され,重要な課題となっている｡

直接浸出法の一つに,電解による電極の電気化学反応を有効に利用して硫化物を浸出する直接電

解法がある｡この電解法は,金属硫化精鉱あるいは製錬中間硫化物を直接電解系にチャージするか,

あるいは電解系と一体または一部とするような金属硫化物浸出系に直接加えることにより,この電

解系のカソードに金属をうるような電解プロセスを示すものである｡

金属硫化物をアノード電解浸出する提案は,すでに1887年にAnd,e48)により直接電解による金

属製法の特許で出されている.またMarct.e8e49)は1882年に銅精鉱の乾式法で得られる中間生成

銅厳から直接電解で銅を得る特許を出している｡これは自鍍などを鋳込み,アノードとして硫酸酸

性硫酸銅溶液中で電解を行ない,カソードに金属銅を得ている｡この方法は後に中間工業試験

( 1885年)が行なわれたが,電解によってアノード表面に生ずる単体イオウ層に起因する強い分

極作用のために槽電圧の上昇,マットアノードの不均一溶解による多量のスライム生成,アノード

の脆性のために成功しなかった㌘'

硫化金属の直接電解ですでにー工業化されている例は,ニッケルマット(濃鍍)の直接電解をあげ

ることができる.このマット･アノード･プロセスについての試験は1951年にInco ( International

Nickel αmpany )で行なわれ9,'その後,試験工場規模,商業スケールの研究が行なわれ, New

Thompson精製として採用されている5.1'この方法は設備容量の増加,省エネルギーのため高電波

密度電解できるように硫酸塩一塩化物水溶液の電解液を用いて,転炉で生成されたニッケルマッ

トを直接鋳込んだアノード(Ni 76, Cu 2.6, Co 0.5, Fe 0.5, S 207o)を電解

してカソードに純ニッケルを得て,副産物としてコバルトの酸化物,アノードスライムからの単体

イオウと有価金属の回収を行なうものである5.1)また,ニッケル硫化物のアノード反応についての

報告52-55)もなされている｡

その他種々の金属硫化鉱ならびに溶錬の中間産物であるマットなどに関して,基礎および反応を

含めて硫化金属の湿式酸化や還元挙動を知るために,これらを直接電極として用いた研究がなされ

て来ている｡

o各種金属硫化物の電極電位測定39'40'56三

oアノード溶解挙動,硫化第1銅57-61',硫化第2銅62'63',自鍍59)61三

o電気化学的挙動,パイライト64',磁硫鉄鉱65'｡

o半導体鉱物としてp, n型パイライト, n型方鉛鉱と黄銅鉱の分極特性66o'

o握式処理過程における活性化処理として応用しようとする黄銅鉱のカソード電解還元67).

などが報告されており,基礎および応用を含め鋼硫化物に関する研究が圧倒的に多い｡

しかし硫化亜鉛鉱は電気伝導性が悪いためそれ自体を電極として電解することや安定状態の電気

化学的な研究は困難であった｡

硫化亜鉛は電気伝導性の良い鋼や鉄を含んだ硫化物マットの電解により,亜鉛は溶出し単体イオ
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ウが生成されるとの報告68)もある｡硫化金属それ自体を電極とする場合,前述のようにニッケル･

マットのように平均化されそれ自身の抵抗が低く分極が小さいものは実操業されているが,その他

の硫化金属において硫化物それ自身の抵抗とアノード酸化により生成したSOなどによる抵抗分極

および不働態化現象などの問題点がある｡

それでこれらの問題点をいくらでも除こうとしたのが黒鉛粉末と硫化物精鉱とを混合し,圧縮ま

たはプレス成形することによって作製した混合物電極によるアノード直接電解浸出法である6o9)こ

の方法は,この混合物電極を陽極とし電解液中で電解して陽極(酸化)反応を行なわしめ,陽極金

属硫化物精鉱中の目的金属成分を金属イオンとして電解液中に溶出させ,陰極ではこの金属イオン

を還元して金属を析出させることを骨子とするもので,この間の不純物除去については選択的陽極

溶解,陽極室と陰極室とを区別することにより陽極重から陰極室に電解液が移動する途中に浄液を

行なうか,または陰極-の選択析出によって行なうなどの方法がある｡この電解法における金属硫

化物精鉱と黒鉛粉末混合物電極の電気特性は,硫化亜鉛精鉱,硫化鉛精鉱および黄銅鉱と黒鉛混合

物の見かけの比抵抗の測定でなされ,各硫化物精鉱ともその電気抵抗は黒鉛含有量の増加にともな

い減少し黒鉛を207o以上加えると急激に低下して黒鉛粉末のみ充填時の値に近づき, 207o以上の

黒鉛含有率の電極であれば十分電解時の陽極たり得ることが明らかになった.69)

そして,硫化銅精鉱70'74),黄銅鉱精鉱71'73),硫化鉛精鉱72'74',硫化亜鉛精鉱10'について電解が

行なわれ,陽極反応や金属陰極析出が調べられ次のことが明らかにされた｡

(1)陽極からの金属溶出反応の多くは単体イオウ生成反応で進む｡

(2)黒鉛混合陽極における黒鉛の作用は電気伝導性付加の役割はもちろんのこと陽極中の金属硫

化物精鉱の酸化に必要な陽極に生ずる活性酸素を与える電極として作用し,自らが酸化する前

に金属硫化物精鉱がその活性酸素によって酸化されて直接電解における金属硫化物の浸出反応

を有利にする作用がある｡また反応終了後は生成されたイオウで覆われ,それ自身不働態化し,

新しい未反応混合物-反応層を移行させる｡

(3)陽極から溶出した不純物の除去については,イオン交換膜を使用し,両液調整をも行なうと

目的イオンのみ陰極室に入り十分な純度の金属を得る｡

硫化亜鉛精鉱のこの直接電解については,黒鉛混合率70%,電解液1305E2SO｡/P で行なわ

れ,電流効率96.8-102%,陰極電流効率91.4-94.8%,単体イオウ生成型溶解が主反応であ

り,･直接浸出への有効性が報告10'された｡

このように精鉱を直接,黒鉛と混合した電極による直接浸出法は熔焼などの乾式工程を経ないで

湿式処理でき,イオウを単体イオウとして回収できる大きな利点を有する｡そこでこの黒鉛と硫化

亜鉛との混合物電極の電解反応機構について調べ,硫化物イオウ回収として最も有効と考えられる

単体イオウ生成機構を明らかにすることが重要となり,第2部でこの混合物電極について検討した｡

まず混合される黒鉛の挙動を知るために黒鉛自体の電気化学的な反応について調べることが必要

となった｡

電極一電解質溶液の界面の構造や電極反応を知るための電気化学的測定法は種々あるが,正弦

波交流電圧の重畳によるインピーダンス法は非定常状態における測定法として速い電極反応系-の

適応に効果を示し,電極界面状態について有効な情報を与える.従って,このインピーダンス法を

電極反応の解析手段として使用した｡
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第2部においては,このインピーダンス法について第7章で述べ,本法によるグラファイトの電

極反応は第8章およびグラファイトと硫化亜鉛混合物の電極反応は第9章で考察する｡
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第7章 電極界面インピ-ダンスの複素平面プロット

第1節 緒 言

硫化亜鉛の種々な糸の電解浸出の検討にあたり,まず電極--水溶液界面の構造と電極反応機構

について明らかにすることが必要である｡そのため,種々の系に適用した電極の電気化学的分極挙

動の測定と同時に,電極界面の変化をその場測定することおよび電極反応過程の種々のパラメータ

ーを求めることが重要となる｡電極反応の解析法には,従来の分極曲線法では求めることが困難な

速い電極系を追求する緩和法( Relaxation Method )は,今日まで大別して次の4種類の方法が

ある｡

(1)定電位法

(2)定電流法

(3)定電気量法

(4)交流法

これらの測定法には,それぞれ特色があるが,本研究では次の点で(4)の交流法を用いた｡本研究

においては,電解イこより電極皮膜の形成が考えられ,電解中でのその場測定が望まれるが, (1)定電

位法(2)定電流法(3)定電気量法などの方法ではできないこと,およびプリブジが使えるので測定

精度が高く,電極反応を構成する各素反応をはっきり特徴づける図が得られ装置の構成が比較的容

易であることなどから, (4)の交流法の電極インピーダンス法を解析手段として採用した｡

電極界面に生ずるインピーダンスとしては,表面皮膜や電気2重層に起因する静電気的なインピ

ーダンスと電極反応によって電荷が移動するときに現われるファラデー･インピーダンスに大別さ

れる｡

ファラデー･インピーダンス法では電極-電解質溶液界面を交流で分極すると半周期ごとに界

面を流れる電流の向きが変わり,半周期ごとに陰分極,陽分極が繰り返えされ,電極反応を平衡近

傍で考え,その時の界面インピーダンスが周波数でどのように変化するか測定して電極反応を理論

的に解析する.これについてはVette,75'やDelahay76'などによって詳しく解説されている｡

電極インピーダンス法を用いる従来の研究では,これらのインピーダンスのうちどちらか一方を

無視できる条件を選んでいるのが普通であり,適用範蹄が限定されていた｡しかし, Sluyters77'

によるインピーダンス軌跡の図示法による解析法が報告されてから盛んに研究され,最近では表面

皮膜あるいは吸着層が存在する電解についてもインピーダンス軌跡の解析から電極反応を推定する

ことが可能になり,電極インピーダンス法の応用範囲は著しく広くなっている｡

第2節 電気的等価回路およぴインピ-ダンス軌跡75-80'

1.遷移反応のインピーダンス軌跡

電極インピーダンスを考える時,電気的等価回路でもって表現すると分かり易いので一般によく

等価回路表示が行なわれる｡電極-水溶鞭界面の等価回路は一般的にFig.7.1 (a)のように示さ

れる｡それは電極や電解液のオーミックな抵抗Rfiと電気化学2重層容量Cdlとファラデー･イン
●

ピーダンスZF,すなわち電極反応は一般に多くの素過程からなるので,これらの素過程のインピー

ダンス(遷移反応抵抗0,反応イン′t-r-I-ダンスZR..拡散インピーダンス(ワープルグ･インピー
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ダンスW(♂))など)で構成される｡ここでは交流

印加電圧は非常に小さいとして扱う｡

最初に次のような電極反応を考える｡

obulki-/_! 0+ne-R{一二二}Rbulk (7-1 )

ここに, 0は酸化体, Rは還元体でありそニー/-きは

拡散を示す｡この反応が電荷移動過程で律速されて

いる時,直流電流密度idcと遷移過電圧甲t とは次

の関係で示される｡

idc -

iO‡exp(諾vt)-exp(
(1･･｢α)nF

RT ヤ.)I

(7-2)

ここにiO, αはそれぞれ交換電流密度,遷移係数

である｡各分極時( Ivtl≫RT/IdTのとき)における

遷移抵抗0と vtlとの関係を求めるとアノード分極

時には,

ida-iOexp(岩ヤt)
(713)

冨蓋-(%)-筈iOexp(岩ヤt)-i;

1ne&ニー音符t-ln些iO
anF

RT

カソード分極時には,同様に

lnec- でt-ln
(1-a)nF (i-a)nF

RT
‥

RT

が得られる.また平衡状態(甲t-0)においては

1 1 1 hF
-

=-+-ニー
Oeq ea Oc RT

･｣耳

(d)

0 :
charge-transfer resistance, Cdl : capacitance of

the double layer, Rf} : ohmic resistance, ZF : faradic

impedance･ W: Warburg impedance' ZR : reaction

impedance

Fig. 7.1 Electric equivalent circuits.

( 7-4 )

( 7-5 )

( 7-6 )

( 7-7 )

であり,各分極抵抗は並列に入るo反応物質および生成物質の拡散が十分であると,等価回路は

Fig.7.1(b)に近似でき,この時の全体のインピーダンスは,

e wCd1 02

Z-R凸+
1+w2cd1202

J

1+w2cd1202

( 7-8 )

である.ここにwは角周波数(a-27Tf, fは周波数)を示す.このことは,複素インピーダン

ス(ゑ-z-jzp-RB-j/wC, )表示,すなわち実数部(z′)を横軸に虚数部( zp)を縦軸に取り,
/

プロットする(インピーダンスの周波数による変化を表わすべクトル軌跡のことを,インピーダン

ス軌跡( impedance locus )または複素インピーダンス平面プロット図(complex
impedance

plane plots )と呼ばれるo )と次のような関係式で現わされる円弧軌跡が与えられるo
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(z′-Rn-÷)2+(z",2-(÷)2
( 7-8′)

この軌跡より, R∫lおよび円の直径としてβを定めることができる｡

一般に,ファラデー･インピーダンスとC｡1との区別は大変困難を伴なうもの78)であるが,複素

インピーダンス図表示はこのようにcdlを含んだまま解析できるので大変有効である｡また複素イ

ンピーダンスの逆数である複素アドミッタンスおよびこれをjα,で割った複素容量による表示法も

重要な解析法である｡

周波数無限大-の外挿による横軸との交点はRflとなるので,インピーダンスの実数項からこの
●

値を減じた後の複数アドミックンス寸および複素容量Ywはそれぞれ次のように与えられる｡

y-丁-1十jwC,-‡+jwCdl,
a,-Cdl･ R,-0

. 1

z Rp

●

. Y 1 1

yv-~-cp~J有=Cdl~ J芯す
jw

また,複素イ:,/ど--ダンス軌跡における円弧の頂点の角周波数wma‡は

1
Wm&Ⅹ =

β･Cdl

( 7-9 )

(7-10)

(7-ll )

で与えられ,いま問題にして_いる電極反応の平衡電位近傍でアノード分極が十分に大きい時, 式

(7-3), (7-4)より式(7-12)が得られる｡

a)max =

1 1 anF i
･･････････････････････････････････････････････-

●
- A---･･････････-

__
-･ ● ■~■~.

0& cdl RT Cdl
I°e

2.一次化学反応過程のインピーダンス軌跡

次の一次化学反応過程が律速する場合を考える｡

R-0+ne

o i c

(7-12)

(7-13)

(7-14)

ここに, Rrおよびklはそれぞれ一次化学反応抵抗と反応速度定数であり,複素インピーダンス

の各要素は次のように与えられる｡

k亨 1 w kl

RB-R,

従って,

k弓+w2
'

wc8
▲Vr

k…+w2
-Rr

(R8一号)2+(甫)2- (号)2
1

(7-15)

(7-16)

すなわち,複素インピーダンス平面上の軌跡は遷移反応律速の場合と同様な円弧である｡しかし,

ldc
, Wm8Ⅹ および複素アドミッタンスの各要素は,

〃RT 1
1de =

nF Rr

1 L/RT

wmax二盲~+首
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nF

cp=両idc+Cdl, Rp=Rr ( 7-19)

で与えられるo ここにyは化学定数である.従って,遷移反応とはC｡やwmaxのidcに対する関

係およびβの電位に対する関係により区別される｡また問題にしている電極反応の平衡電位近傍で,
/

直流電流が大きくなると,式(7-18)のwm&Ⅹは1/klに近づくため一定値を取ることになる.

3.拡散過程のインピーダンス軌跡

前述式( 7-1 )で表わされる電極反応の平衡電位近傍において,放電と拡散が関与する時のファ

ラディ-インピーダンスについて調べる｡物質移動過程も考慮に入れた時の遷移反応過程における

電流と過電圧の関係は,式(7-2)に物質の濃度を考慮したGerischerの式として式( 7-20 )で

与えられる｡

.0
1dc

=
1

oc｡

exp (岩Ⅴト有exP(

1 -

nFks*cR'1-a'c?
=3]

-(I-a)nF

RT

( 7-20)

ここに, k且は標準電極電位における速度定数, *cぉよびOcはそれぞれ溶液中の濃度および電

極表面の濃度であーる｡添字o , RFま酸化体および還元体をそれぞれ示す.界面濃度がFick の式に

従うとすると拡散方程式

(%o'-Do(普),(砦)-DR(一語'
を次の初期条件と境界条件のもとに,交流分極による特性を求める｡

初期条件 x≧o , t-o,
oc.-'c., OcR-*cR

境界条件 x-o , t>o,

nFDo(%)x=.-i(i,･j-
wt

x--, t>o'
oco-*co, OCR-*cR

この境界値問題の解はx- oで次式で示される｡

oco(o,t,-f(0･t,+iFV=.(-wt-t)

(7-21)

(7-22)

(7-23)

(7-24)

(7-25)

ファラデーインピーダンスがR8とcBとの直列結合であるとした時のそれぞれの要素は次式で与

えられる｡

♂

R8-0+ ===,

ヽ,/
w

ここにおいて♂は

d-扇(諾一語)
1

∂E RT

β｡-
∂c.(o,t) nF*c.

, βR-
∂E RT

8cR(0,i) nF+cR
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で与えられ, R8は遷移過程と拡散過程の両者の項を含むが,遷移過程がすみやかに行なわれると

すれば式(7-26)の第一項は無視することができ,拡散過程によるWarburgインピーダンスW

(♂)は

♂ ♂

w(6)=万~J~存

と与えられ,複素平面上の軌跡は特徴的な45oの直線軌跡となる｡

4.混成電位の界面インピーダンス

(7-29 )

腐食反応のような混成電極の界面での等価回路を考える｡ここでは,次の2反応が起こるとする｡

01bulk---->01 +ne
一斗Rl-----)Rlbulk (カソード反応)

02bulk <---･02+neーR2 --一-R2bulk (アノード反応)

この両反応は遷移反応過程が律速であるとすると,

i-if･
Sc(exp(諾γ1,-XP(

-( 1-α1)nF

RT
r-)､-

(7-30)

(7-31 )

-iO2.･

S&iexp(岩野2卜叩(
-( 11a2)nF

RT
(7-32)

が与えられる｡ここでSaおよびS.は局部アノードと局部カソードの面積分率を表わす.この式

は上記の混成電極反応であることから次のように近似できる｡

.0
1二二11

●

scトxp(
∂i 1

∂E ♂;

1

+否=

-( 1-al)nF

RT 甲l)ト20s&(exp(筈可2))( 7-33 )

(7-34 )

すなわち,混成電位(腐食電位) Emixにおける内部電流(混成電流,腐食電流) imi又 は

1mix =

RT 1
●

nF Onix
(7-35)

である.すなわち,混成電極における界面の等価回路は各々の遷移抵抗01a , e; , 02aおよび02C

が並列回路で表現されFig.7.1(c)のようになる.またこれらの反応に拡散によるインピーダンス

が加わると,それらの反応経過における拡散物質が異なれば,その等価回路はFig.7.1(d)に示さ

れるように各々の遷移反応抵抗と直列に入る｡

第3節 結 輸

硫化亜鉛の電解浸出における電極界面の電気化学反応を解析するために,電極界面の構造や電極

反応の情報を得るのに重要な電極インピーダンス法を用いた｡そこでこの電極界面インピーダンス

を,近年行なわれてきている複素平面プロットからの解析によって行なうにあたり,本章において

その概説を行なった｡

複素インピーダンスプロット解析は,基礎的な点は確立されているが,電極の形状などの特性あ

るいは不働態化や皮膜などによる影響などは必ずしも明確になっていない｡これらのことは後の章

において検討した｡
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第8章 硫酸酸性溶液中における黒鉛電極の界面インピーダンス

第1節 緒 言

黒鉛混合物電極からの硫化物の電解浸出反応機構およびサスペンション電解における黒鉛粉末の

酸化挙動の解明にあたり,硫酸酸性溶液中での黒鉛自身の電極反応について知る必要がある｡

黒鉛電極は広く一般に水溶液や溶融塩電解の電極材として使用されている｡しかし陽極として用

いる場合,黒鉛電極は電解質溶液と関連した各種の電気化学的酸化生成物を表面に形成81-83>る化

学的消耗のみならず物理的崩壊をも伴なう場合がある｡特に,ソーダ工業における陽極として広く

使われているため塩素発生電極として用いる時の消耗に関する研究が多く報告84～98)されているが,

黒鉛電極の性質は原材料のみならず製法によっても異なり89',表面が平滑でなく微細孔構造を有す

るなど多種多様な条件に支配されるため,まだ十分に明らかにされたとは言えない｡

そこで,本章では硫化亜鉛との混合およびサスペンション電解に使用した黒鉛粉末をプレス成形

して作製した黒鉛電極と市販の黒鉛電極の2種類について,分極挙動および電極インピーダンス法

により黒鉛の酸化反応機構について検討した｡

爺2節 実験方法

インピーダンス測定装置 大地からの浮遊容量を消去するためWagner接地回路を組み込んだ

ウィ-ソ型の交流ブリッ.)99)100'を組み立てた｡この回路図をFig.8.1に示す｡ポテ./ショソスタ

ットへの交流の影響を防ぐために,インピーダンス変換器および70Ⅱ(DC,
0.3A)または10

且(D(⊃, 1A)のチョークコイルを用い,辺のインピーダンス比は1:10または1:100を使っ

た｡ブリッジ回路-の直流電流カット用として1.5Fのコンデンサーを置いた.

試料電極-正弦波交流電圧5mVp_pを重畳して,等位法( zero method )で行ない,使用交流

周波数は40kHzから0.1 kIT五の範囲で測定した｡測定電極系は恒温槽中に保ち,対極は120ciの

pt極板を使用した｡インピーダンス測定は電位設定(ポテンショソスタットの設定電位は電流が

大きくなるとチョークコイルのIR降下が含まれるので,電極電位はレコーダーで読み取-た｡ )

後,安定電流に到達してから行なった｡

試料電極,電解溶液 試料黒鉛電極として次のNo.1とNo.2の2種類を用いた｡

･試料黒鉛電極施.1 ;市販の棒状黒鉛電極であり,

1000番の-メリー砥で研摩後,見掛け表面積を

1ciとした｡電解溶液は0.5M硫酸溶液1 B,30

℃にて,空気雰囲気の下で実験した｡

試料黒鉛電極No.2 ;黒鉛粉末をプレス成形(節

3章と同様な方法による)して作製した｡ (直径

13"¢,厚さ2RH)この黒鉛粉末は後の第9章の

硫化亜鉛との混合電極として,あるいは第3部に

おけるサスペンション系への添加物と同一試料で

ある.この電極はpElの硫酸酸性溶液1 P,25

℃で実験を行なった｡
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cE, RE
and WE : counter, reference a'nd working

electrode

Rm, Rw : decade resistance box

Cm, Cw : decade capacitance box

Rl, R2 : reSisti､-e ratio arms 1- 10, 10()I)

OSC : sine-1Va＼-e OSCillatol'

OS : oscilloscope
Fig.8.1 circuit diagram of Wien bridge equipped

with Wagner earthing circuit･



第3節 実験結果および考嚢

1.黒鉛電極の分極挙動

一般に電解質溶液に浸せきされた黒鉛の酸化第1段階は,溶液中のアニオンの吸着による薄状化

合物の形成とされており1,01)102)化学的に黒鉛表面上に形成された酸化物は水溶液中に浸せきした

状態でも安定に存在することが知られている9.0'98'103'104)濃厚硫酸溶液中では,比較的安定な黒鉛

酸性硫酸塩層間化合物( C去fISO; )をつくり1,05)106'これは希薄溶液で加水分解するとされてい

る1oOl)102)

cn+ヱ2SO｡-Cニ且SO.+Ⅱ++e ( 8-1 )

c二ESO4+H20-CnO珪+H2SO4 (A-24, 32, 64, 72) (8-2)

しかし,黒鉛電極は製造工程の種々の条件によりその性質は異なり,特に多孔性であり,その酸

化機構について十分明らかではない｡

一般に黒鉛表面上に形成される酸化物は,一種の官能基として取り扱われるゞ4)107)108)そこで黒

鉛酸化反応について知見を得るため,本研究に用いられた2種類の黒鉛電極のサイクリック･ボル

タメトリーによる分極挙動を試料電極No.1をFig･8.2に,Nb.2をFig.8.3に示す｡酸化電流はとも

に0.4V-0.5Vにピークが現われ,このピークは温度が高い程,また掃引速度が速い程顕著に現

われる8v^7'95)97)この反応は

c+E20-(C-OE)+Ⅱ++e (8-3)

と考えられるが,これに関しては-イドpキノンのようなグループ((c-o圧)と記す)の生成に

ょる酸化反応97'ぁるいは結合力の弱い(C10L)の生成87'などの報告がある.カソード走査時には

少し卑な電位約o.3 V附近にこれらの酸化物の還元電流ピークが認められ,この反応はほぼ可逆反

応である｡

より貴な電位まで掃引した試料N).1においては,約o.8 Vからアノード電流が再び増加するが,

その増加割合はあまり大きくなく,約1.1Vから急激に増大する｡また還元電流ピークがo.8V附
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-87'は1M過塩素酸溶液におけるボルタモグラムから,約o.5Vと1.4V近に認められた｡正ine ら

にピーク電流を認め, Cと0原子間の結合力が違い, 1.3Vより貴な電位では結合力の強い(C-

oH)の生成で,この反応は非可逆的であると報告している.しかしBlurton97'と同様,本実験結果

からはこの黒鉛電極において, 0.8Vからの次のような反応は可逆的である｡

(c-oE)-(a-0)+H'+e

あるいは, 0+Ⅱ20-(C-0)+2Ⅱ++2e

( 8-4 )

( 8-4′)

と考えられ,キノンのようなグループ(C-0)の生成反応である.

1.1V以上になるとCO2の生成による電洗増加が顕著になる.これらの反応について,次に界面

インピーダンスから検討する｡

2.黒鉛電極(拭料No.1 )の界面インピーダンス

(I)複素インピーダンス･プロット

No.1の黒鉛陽極の複素インピーダンス･プロットをFig.8.4に示す.各電位において,高周波数

側と低周波数側とに明らかに区別される｡いずれの領域においても直線軌跡のように見えるが,こ

のようなプロットでの直線軌跡は拡散によるものと考えられるが,一般に拡散過程が支配的な場合

にはいわゆるWarburgインピーダンスとなり,複素平面上のプpット･プロフィルは45oの傾斜を

持っ直線となる.しかし, Fig.8.4の軌跡はもし直線とみなしても45oの傾斜よりも大きな角度を

持っ直線軌跡となり, Warburgイソピーダンスの特性とはまったく異なっている.また,電極系に

おいてWarburgインピーダンスは電気化学2重層容量と電気的等価回路で並列に表わされる.この

時, warburgインピーダンスが2重層インピーダンスよりも小さい場合は, 45oの直線となるが,

warburgインピーダンスが大きい場合は45oの直線とはならない｡この場合はtan¢ (郎ま相差角

である)を求めると, tan¢-2(〕dl dV芯で与えられる.従って, tan4･-vqのプロットを行

なえばWarburgインピーダンスを吟味できる｡本実験ではこのプロット図を求めたが,直線とはな

らなかったので拡散支配とは考え難い｡そこで,これらの軌跡は解析する上で,直線軌跡とみなす

より円弧の一部とみなすべきと考える｡これらの円弧は電気2重層と黒鉛の電極反応(前述の分極

挙動で反応が可逆的であったことより一次化学反応と推定される)による円弧軌跡および黒鉛電極

表面上の酸化生成皮膜(-イドpキノンあるいはキノンのようなグループとして示される酸化生成

物皮膜)に基づく軌跡として処理しうる｡そして,高周波数側と低周波数側の差異が現われたのは

この系の周波数応答特性が異なって現われたと推定

される｡この詳細な検討は(2)で行なう｡またイン

ピーダンスは0.2Vから0.82Vではあまり変化がな

いが, 1V以上では顕著な減少となる｡このことか

らo.2Vから0.82Vでは, Fig.8.2の分極曲線から

-イドロキノンやキノンのようなグループの生成反

応であり,類似な電極界面状態にあると考えられる｡

1V以上でのインピーダンスの減少は CO2発生に

よる電極消耗が起こり,電極表面積が増大するため

と考えられる｡
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(2)複素容i平面プロット

黒鉛電極の酸化反応と電極界面状態を詳しく調べるため,次式のような複素容量平面プロットを

行なった｡

zw-去･ jw-1/Cs+jw(Rs-Rfl),(去-zT-RB) ( 8-5)

/ ●

●
′ /

●

yw-y/jw-C｡-j/wR｡, (Y-1/去) ( 8-6)

ここに, ZT(-
Z′-jz"-Rs-j/wcs=ま測定された全複素インピーダンスである｡

Fig.8.4の

複素インピーダンス平面プロブトでの円弧軌跡によりw--への外挿からRBを求め,式(8-5)

および( 8-6 )に基づいて変換した複素平面プロットをそれぞれFig.8.5および8.6に示す.こ

れらを吟味するため,黒鉛陽極界面の電気的等価回路をFig.8.7のように考える｡ここにRf, Cf

はそれぞれ酸化生成皮膜の抵抗および容量であり,ゑFはファラデーインピーダ-/スである.Fig.

8.4の複素インピーダンスプロットをいずれも円弧の一部とみなすと,電極反応のインピーダンス
/

●
/

は1/ZF-1/Rre+jwCr.と置くことができる｡

Fig･8･5に示されるように0･32V-1.14Vの電位領域では,高周波側の軌跡は円弧と考えられ

る｡このことは等価回路において, Rf≫1/wcf

あるいはゑp≫
1/wcdlの条件が成り立つ周波数範

囲でZwの複素平面プロット軌跡は円弧となること

から,いずれかの条件が本実験の高い周波数範囲で

成立していると考えられるが,測定インピーダンス

償および前述の分極挙動からしTl,むしろファラデ

ー抵抗が大きい後者の条件が成立していると考えら
●

れる.この条件下でZwの複素平面プロット軌跡は

式(8-7)の円弧で与えられる｡

1

(去一石一誌)2

･w2(Rs-Rn,2-(it,)2
(8-7)

従って, Fig.8.5の円弧軌跡に基づきCf, Cd.が
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/

求められるo また,低周波側での円弧軌跡からのずれは,周波数が低くなると1/wed.が大きく
●

なり, ZF>>1/〟C｡.の条件が十分に満たされないためである｡

また, 0･2Vと1.35Vにおいては,円弧とは考え難い軌跡となった｡これは0.2Vが自然電極電

位であり,電位が不安定で定常状態になっていないためと考えられる｡また, 1.35Vでは直流電

流が大きくガスの発生や電極の酸化消耗が激しいため, 0.32V-1.14Vと異なると考えられる｡

次に,等価回路に基づくと, Fig.8.6の複素容量平面プロットにおけるa･----の外挿値は

1

Cp / /
′

1/Cf+ 1/Cdl+1/Ore

/

となるが, (8-7)式が成り立っ条件(えF≫1/wCdl )下において

Cp ′ /

1/Cf+1/Cdl

( 8-8 )

( 8-9 )

で与えられるo また, Fig･8･5から求まった皮膜容量および2重層容量をFig.8.8に示す｡これら

の容量を式( 8-9 )に基づき計算した値はFig.8.6のw---の外挿値と一致した.

Fig.8.8に示されるように0.32Vから0.61Vにおける-イドロキノンのようなグループの皮膜

の容量は電位が貴になると緩やかに増加し, 0.82Vでキノンのようなグループの皮膜が形成され

るとこの皮膜の容量は一段と大きくなり, 1.14V以上になると明らかに急激な増大となり, 3つ

の電位領域が観察される｡また,これらの皮膜の抵抗はFig.8.4の高周波側の円弧の直径で与えら

れ,約2β以下と推定されるが,プロット軌跡が円弧の1部であり正確な値は求めることができな

かった｡

次に,ファラデー･インピーダンスについて吟味するため式(8-6)の複素アドミッタンス寸

に変換し,寸の実数項において, w→0と近似すると
/

1/R,-1/(Rf+Rre) (8-10)

の関係が得られる.この複素アドミックンス平面上へのプロット軌跡から求めたw-,oへの外挿値

の1/R｡は0に近い値を示した｡すなわち,皮膜抵抗が約2β以下と推定されたことにより,皮膜

の抵抗に比べRreは非常に大きな値であると考えら

れる｡従って,一次化学反応過程が支配的である場

合のこの容量Cre
-1/Rre

･ kl (klは化学反応速

度定数である)は小さな値となることからも式(8
●

-7 )が成立する時の条件(zF≫1/wcdl)は満

されていることが示されるo Fig.8.8に示されるよ

うに,電気2重層容量の電位に対する傾向は酸化生

成皮膜の容量と同様な傾向であった｡また,本実験

結果からファラデー･インピーダンスの支配的な反

応過程は一次化学反応過程と思われるが,低周波側

のプロットが少ないので十分に明らかにすることは

できない｡

また,定電位におけるインピーダンス測定時の定

常アノード電流は, 0.82V まではほとんど流れな
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いが, 1V以上において, 1V(0.02mA/c盛), 1.14V(0.19mA/ci), 1.35V(10mA/ci )で

あった｡従って, 0.82Vまでは酸化生成皮膜が形成されるとその後のアノード電流はほとんど流

れず,アノード電位は黒鉛電極表面上に形成された酸化生成皮膜の種類と活量を決めることになる｡

また, 1 V以上の電位においては,電位が貴になると CO2反応による急激なアノード電流の増加

となる｡そしてこの反応により黒鉛電極は消耗され,電極表面積の増加となる｡このことにより酸

化生成皮膜容量および電気2重層容量は急激な増大となる｡

3.黒鉛電極(粉末黒鉛のプレス成形電極, No.2 )の界面インピーダンス

この試料黒鉛電極の電位-微分容量Csと抵抗Rsの関係をFig.8.9(a) , (b)に示す｡また,

これらの電位依存性は,オーミックな抵抗RB (Rs-1/VTの関係が全般的に直接関係を持つの

で,最小二乗法により1/ノ㌃-oに外挿した値の最小値をとった)を差し引いた実数部との比,

cs/(Rs-RB),でもって示すことにより,明らかに示すことができるため,この関係をFig.8.9

(¢)に示す｡これらの図よりアノード方向においては, 0･8V附近までは,電位の上昇に伴なって

CsとRsの逐次減少が見られ, 0.8V以上においては急激なCsの増加とRsの減少が認められる｡

(Fig.8.9(c)において0.8Vから急激な変化を示している. )前者は前述の-イドロキノンのよ

うなグループの酸化反応( 8-3 )である｡後者は酸素発生反応(8-ll)が関与したキノンのよ

うなグループ(c-0)の生成反応(814)であり,そしてその後ガス発生が起こる.

2Ⅱ20-02+4Ⅱ++4e (8-ll)

E- 1･229+0･0148勿a4H+ ･ao2

黒鉛電極の酸性溶液中でのアノード発生ガスはCO2がかなり多く( COは僅かである)発生LP'98'

これらの反応は次のようである｡

2I120+C-CO2+4Ⅱ++4e (8-12)
4

E-0･206+0･0148%ac.2
･ aH'

E20+C-CO+2E++2e

E-0.518+0.0295勿a｡.
･

a孟･

(8-13 )

また,カソード方向においては, -0.5VまではCsの増加, Rsの減少が認められる｡これは溶

存酸素と釣り合った吸着酸素の還元反応( 2-6 )である｡

o2ad +4E++4c-2且20

変曲点の現われる-0.5V以下においては,

2E++2e-B2

( 2-6 )

( 3-5 )

の水素発生反応である｡

これらの反応をさらに検討するために,黒鉛電極のアノード分極下における直列回路の複素イン

ピーダンス･プロット(Z-Rs-j/wcs)図をFig.8.10に示す｡この図から明らかなように高

周波側では円弧を示し,低周波側では傾き1の拡散のインピーダンスを示している｡高周波側での

円弧は前述試料No.1と同様に,酸化生成皮膜に基づく軌跡であると考えられる｡しかし,本実験に

おけるデータ-が少ないため,この皮膜のインピーダンスについて十分吟味することはできなかっ

た.また,前述の試料No.1に比べ, Nb.2の電極は黒鉛粉末のプレス電極であることおよび電極表面

から内部-の電解液の浸透がわずかではあるが起こることなどから表面積はかなり大きいと推定され

る｡例えば,インピーダンス測定時の1 Vにおける電流を比較すると, No.1は0.02mA/c頑, No.2
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は0.5mA/c議であったことからも十分考えられる.したがって,0･3Vから0･7Vでは-イドロキ

ノンのようなグループの酸化生成反応( 8-3 )の平衡電位近傍と考えられ,電極が前述のように

粉末のプレス電極であることから,生成fl'イオンの拡散が律速と考えられる｡また, 0.8Vから1
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Fig.8.9 Dependence of the impedance upon the

potential of graphite electrode.

(a) differential capacitance, (b)resistance,

(c)the ratio of the differential capacitance

and the resistance abstracted RD from Rs
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vではキノンのようなグループの酸化生成反応( 8

-4 )の平衡電位近傍と考えられ,上記と同様生成

したE+イオンの拡散が律速と考えられる｡1.18V

より貴な電位においては,黒鉛電極がアノード電解

の進行にともなって,主にCO2ガス発生98)で激し

く消耗される｡この電位でも生成したⅡ+イオンの

拡散過程が支配的になると考えられる｡

次に,カソード分極時の複素インピーダンス図を

Fig.8･11に示す｡ 0･150Vと0･001Vでは,高周

波側に円弧と低周波側に45oの直線軌跡を示したが,

-o.o95V以下の電位においては高周波側の円弧が

本周波数範囲では十分示されず｡ 45oの直線軌跡の

みを示した｡ 0.15Vから-0.43Vの電位は黒鉛電

極における吸着酸素の還元反応の平衡電位近傍と考

4.0 4.2 4.4 4.6 4.8

Rs (fl･c*)

Fig･8･10 Comple5( impe血ce diagram for

graphite electrcde under anodic

polarization ･

4.4 4.6

Rs (□･〟)
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えられ,高周波側での円弧は吸着酸素の皮膜による軌跡であり, 45oの直線軌跡は酸素の拡散によ

ると考えられる｡

第4節 結 輪

黒鉛と硫化物との混合物電極からの硫化物のアノード浸出反応機構および懸濁電解における黒鉛

粉末の挙動の解明にあたり, 2種類の黒鉛電極のアノード反応について,硫酸酸性溶液中でサイク

リック･ボルタモグラムと電極インピーダンス法を用いて検討した｡得られた実験結果は次のよう

である｡

(1)サイクリック･ボルタモグラムより, 2種類の黒鉛電極は共に約 o.5Vにピーク酸化電流お

よび少し卑な 0.3Vに還元電流ピークが認められた｡この反応は-イドロキノンのようなグル

ープ( a-OII)の生成であり,この反応はほぼ可逆反応である｡

さらに貴な電位まで掃引したN12の試料においては, 0.8Vからのアノード電流の増加およ

び約0.8Vに還元ピークが認められた｡これは酸素発生反応が関与したキノンのようなグルー

プ(c-o)の生成反応である｡ 1.1V以上になるとCO2( COあるいは02)発生によるアノ

ード電流の急激な増加が表われる｡

(2)市販の棒状黒鉛電極(試料No.1 )の場合

(i) 0.5M硫酸水溶液中でのアノード分極下の黒鉛陽極の複素平面プロットにおいて,黒鉛電

極表面上の酸化物のような皮膜による軌跡が高周波側で示され,溶液側のインピーダンスに

よる軌跡は低周波側で示される｡

(ii) 0.32Vから0.61Vにおける-イドロキノンのようなグループの皮膜の容量は電位が貴に

なると緩やかに増加し, 0.82Vでキノンのようなグループの皮膜が形成されると皮膜の容

量は一段と大きくなり,約1V以上になると急激な増大となる｡

(3)粉末黒鉛からプレス成形した黒鉛電極(試料No.2 )の場合

(i) pElの硫酸酸性溶液中での,この電極のアノード分極下の複素インピーダンスにおいて,

試料No.1と同様に皮膜による軌跡が高周波側で示され,溶液側のインピーダンスによる軌跡

が低周波側で示される｡

(ii)アノード分極下の溶液側のインピーダンス軌跡(低周波側)は45oの直線軌跡が示され,

いずれのアノード電位においても,電極反応は生成したE+イオンの拡散過程支配と考えら

れる.これは黒鉛粉末からプレス成形した黒鉛電極(試料No.2 )は,かなりポーラスで表面

積がかなり大きいことおよび電極内部への溶液の浸透もわずかながら起こるために,試料No.

1の市販の黒鉛電極の一次化学反応律速と異なったと考えられる0

(iii)カソード分極下( 0.15Vから-0.43V)においては,酸素の拡散過程支配と考えられる｡
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第9章 黒鉛と硫化亜鉛との混合物電極の界面インピーダンス

第1節 緒 言

硫化亜鉛鉱は電気伝導度が悪いためそれ自体を電極として電解することや,安定状態の電気化学

的な研究は困難であった｡そこで黒鉛粉末と硫化亜鉛鉱とを混合し,圧縮またはプレス成形するこ

とによって作製した混合電極によるアノード電解浸出と同時にカソードに金属亜鉛電解析出させる

直接電解法が,沢本,沖によって提案された1.0)硫化亜鉛鉱30%,黒鉛70%oの混合電極からの電

解液130gfI2SO｡/Pへの亜鉛浸出の電流効率は96.8- 1027oであり,硫化亜鉛電解浸出反応は

主に単体イオウ生成型であった｡また硫化亜鉛を前もって559亜鉛/Pの割合で加えて行なった時

の陰極電流効率91.4- 94.8%であったと報告10'している.黒鉛混合物電極における黒鉛の作用は

電気伝導性付加の役割はもちろんのこと,陽極中の硫化物の酸化に必要な陽極に生ずる活性酸素を

与える電極として作用し,自らが酸化する前に金属硫化物精鉱がその活性酸素によって酸化されて

直接電解における金属硫化物の浸出反応を有利にする作用があると考えられた｡

黒鉛の硫化亜鉛の単体イオウ生成型浸出反応-の作用として,第2章の酸浸出におけるガルパニ

ックな作用の検討でCuSに比べその寄与は小さかったが,しかし混合物電極からの亜鉛の溶出は

単体イオウ生成型で良く進行する｡そこでこの混合物電極の界面反応をインピーダンス法から検討

した｡

第2節 実験方法

試料電極作成 第3章と同じ方法であり,混合比はβ-ZnS :グラファイト-50:50(wt%)

(¢1.3(初×2mm)である｡

測定 恒温槽中で25℃に保ったpElの硫酸酸性溶液中で行なった｡インピーダンス測定は前

8章と同一方法である｡

交流周波数は0･5, 0.6, 0･7, 0.8, 1, 1･2, 1.5, 2, 3, 5, 8, 10, (15), kEz

で行なった｡

第3節 実験結果および考察

l.グラファイトとβ-ZnSの混合物電極の分極挙動

グラファイトと β-ZnSの混合物電極およびこの時に使用した同一のグラファイト粉末のプレ

ス電極のイソピーダンス測定時の分極曲線をFig.9.1に示す｡混合物電極はアノード分極時において

グラファイト電極に比べて分極は小さい,すなわちβ-ZnSのアノード溶解反応がよく進行して

いることを示す｡このグラファイト電極は第8章で検討した試料No.2と同一である.

カソード分極においては反対に,分極が大きくなっている｡次にこのアノードおよびカソード分

極時における電極反応を界面インピーダンスから検討する.

2.グラファイトとβ-ZnSの混合物電極の界面インピーダンス

グラファイトと β-ZnSの混合物電極の電位-微分容量Csと抵抗Rsおよびcs/(Rs-Ro )

の関係をFig.9.2(a), (b), (c)に示す.電位によりR.qとCsは多少異なってくるが, (c)に

示されるようなファクターとして取り扱うと電位-の依存性がさらに明らかになる｡同図(c)に見
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るように,
-0.04-Ⅴ附近から急激な変化が現われる｡

従ってラ この電極反応は大別して3つの電位領域

(図中のⅠ, Ⅰ, Ⅰ)に大別される｡第2, 3章で

グラファイトと β-ZnS とのガルパニックな相互

作用について述べたが,この領域は-0.04Vから

0.35Vまでの電位領域(I)であることがわかった｡

このガルパニックな反応はカソード反応がグラファ

イト表面上の吸着酸素の還元反応であり,アノード

反応としては総括的な

zns-zL'+so+2e (2-2)

である.また,卑な電位領域(8)においてはRsの

増加, Csの減少を示している｡この領域において

は吸着酸素の還元反応から水素発生反応-の変化で

あり,
-0.35Vから水素放電反応による変化が現わ

れ,
-0.7Vから急激にこのガスが発生する｡この

電解水素による次式( 9-1 )の反応が僅かに加わ

る｡

zns+E2-H2S+Z且 (9-1 )

より貴な電位領域(I)においては, Rsの逐次減少

を示している｡この電位領域の反応は電解活性酸素

(0)(これはグラファイトにおいては,前第8章で

明らかとなったグラファイト表面上に形成される-

イドロキノンやキノンのようなグループの形での酸

素を言う)が生成することにより次のように進むとo)
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I120 -2H'+(0)+2e

zns+(o) →zno+so

zno+2II+
-Zi'+E20

総括的に

あるいは

zns →za'+so+2e

zns+2II' -ZA'+Ⅱ2S

E20
--2Ⅱ++(0)+2e

E2S+(0) -I,H20+SO

総括的に ZnS -Za'+SO+2e

( 3-1 )

( 3-2 )

( 3-3 )

( 2-2 )

( 2-1 )

( 3-1 )

( 3-4 )

( 2-2 )

いずれにしても,総括的にZnSのSO生成反応による溶解が起こる.

また, 1･3V付近からcsの急激な増加とRsの急激な減少がFig･9･2に示される.これは主に次

のようなガス発生反応

C+2(0) -･CO2(または, CO)

(0)+(0)→02

が増大したことによると思われ,ガス発生も認められた｡

( 9-2 )

( 9-3 )

次に,ガルパニック反応の電位領域(I) (-0･04-0.35V)の複素インピーダンス図をFig･

9.3に示す｡低い周波数側において傾き1の直線と高い周波数側における円弧が示される｡これら

の軌跡は,前述の第8章の黒鉛電極と同様,電極の表面皮膜(黒鉛表面上での酸素の吸着による表

面皮膜)と拡散のインピーダンス軌跡と考えられる｡しかし,この円弧の直径,すなわち皮膜抵抗

は本実験での測定交流周波数が少なかったため,皮膜の存在による円弧軌跡は認められたが,その

大小について十分明らかにすることはできない｡

このガルパニックな反応の電位領域での反応はZnSが

zns+2E+-E2S+Z訂 (2-1 )

の溶解反応で溶解し,発生したH2Sがグラファイト表面上の吸着酸素の還元のカソード反応と対

な次のアノード反応

E2S-2E++SO+2e (2-8)

E-0.141+0.0295勿a孟./aH2S
とにより, ZnSの総括的なSO生成溶解が起こる

と考えられる｡溶液側の拡散インピーダンスは,

前述のグラファイト電極で,吸着酸素の拡散支配

であったことより,混合電極のこの場合,溶出Z五十

の溶液中-の拡散あるいは溶液からの酸素の拡散

のいずれかによると考えられる｡

カソ-ディックな電位領域(Ⅱ)の複素インピー

ダンス図をFig.9.4に示す｡電位領域川)におい

ては,吸着酸素の還元反応および水素放電反応の

併発反応であり, 45oの直線軌跡が示されること
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から,これら両反応の反応物質あるいは生成物質の

拡散支配と考えられる｡アノーディックな電位(n

の複素インピーダンス図をFi盆.9.5に示す｡電位領

域(Ⅱ)においては図に示されるように, 0.44Vか

ら高周波側に円弧と低周波側に45oの直線軌跡が示

された.この領域の反応は前述の β-ZnSの電解

活性酸素による溶解領域であること,および前章の

黒鉛電極のインピーダンス挙動で示されたように黒

鉛表面上で酸化生成物皮膜が示されたことから,低

い周波数側では生成z訂の拡散支配による45oの直

線軌跡と考えられ,高い周波数側の円弧軌跡は黒鉛

表面上に形成された酸化生成物皮膜によるものと考

えられる｡

第4節 結 輪･

黒鉛と β-ZnS との混合物電極のインピ--ダン

ス測定から次のことが明らかとなった｡

(1)グラファイトと β-Zn､Sの混合物電極反応

は,次の3つの電位領域に区別されることが認

められた｡

(i)溶存酸素還元反応および水素放電反応(E2S

発生もわずかに含む)の電位領域( -o.147

V以下)

(ii)ガルパニックな反応による β-ZnSの溶

解電位領域(-o.04V-0.35V)

アノーディックな反応として総括的に

zns-zi'+so+2e

カソ-ディックな反応として

o2&d+4H++4e -2E20

七

JL.

rJ

＼

4.4 4.6 4.8 5.0

Rs(f1 ･cJ)

Fig.9.4 Comp]ex impedance diagram for the mixture electrode o(

graphite and
β-ZnS

under eathodic polarization.

4.4 4,6 4.8 5.0 5.2

Rs(1l
･mL)

Fig.9.5 Complex impedance diagram for the
mixture electrode of

graphite and β-ZnS under anodic poJarization･

(iii)電解活性酸素による溶解電位領域( 0.44V以上)

II20-2ヱ++(0)+2e

zns+(o)-zno+so

zno+2E+-ZA+ +丑20

総括反応として ZnS-Za'+SO+2e

あるいは

zns+ 2ⅠⅠ+-ZA'+E2S

E20-2H++(0)十2e

-56-



E2S+(0) -ナSO+丑20

総括反応として ZzIS →ZA'+so +2e

(2)吸着酸素還元反応および水素放電反応( E2S発生もわずかに含む)電位領域では,これら

両反応の反応物質あるいは生成物質の拡散過程支配である｡

(3)ガルパニック反応による β-ZnS溶解の電位領域で,複素インピーダンス軌跡図から,黒

鉛表面上の吸着酸素による皮膜インピーダンスが高周波側に示され,電極反応は低周波側に45o

の直線軌跡が示されたことから,生成z2n'ぁるいは酸素の拡散支配である｡

(4)電解活性酸素による溶解の電位領域では,黒鉛表面上に酸化生成物が形成され,複素インピ

ーダンス図の高周波側に,この皮膜による円弧軌跡が示される｡また,電極反応は複素インピ

ーダンス軌跡が低い周波数側で45oの直線軌跡を示したことから生成z訂の拡散過程が支配的

である｡

(5)ガルパニックな反応領域以上に電位が貴であれば,硫化亜鉛は単体イオウ生成型の溶解反応

で浸出が進むが,しかし,いずれの電位においても物質移動に閲した過程が支配しており,混

合物電極においては,かなり擾拝の必要がある｡
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第10章 第2部のまとめ

現行の亜鉛製錬法は,湿式電解法と乾式蒸溜法とがあり,前者による生産量は607oを越す｡し

かし現行の電解法における予備処理には乾式蒸溜法と同様に,酸化熔焼工程を含み,硫化物イオウ

をSO2として除去しているし,電解におけるアノードは有効に利用されていない｡この電解にお

けるアノード反応を有効に活用し,硫化物精鉱を単体イオウ生成型の反応で直接浸出しようとする

のが,硫化物直接電解法である｡硫化亜鉛を直接陽極として用いるには電気伝導性が悪いため無理

である｡そこで,黒鉛粉末と硫化亜鉛精鉱とを混合し圧縮あるいはプレス形成によって作製した混

合物電極を陽極として用いることが有効であったので,混合物電極から硫化亜鉛をアノード浸出さ

せた時の電極界面反応を解析した｡

最初に,黒鉛電極自身の電気化学的挙動を知る必要があり, 2種類の黒鉛,すなわち混合に用い

た粉末をプレス形成した電極および市販の棒状黒鉛について調べた｡黒鉛陽極における電気化学的

酸化による生成物は一種の官能基として一般的に取り扱われ, pElおよび1N硫酸溶液中では次

のような酸化物種を形成する｡

(1) -イドロキノ-ンのようなグループ( C-0丑)の生成

(2)キノンのようなグループ(c-o)の生成

(3) CO2 (あるいはCO, 02)の生成

(1), (2)の反応は共にボルタモ.グラムから準可逆反応であることが分った｡

( o.4-約o.8V)

(約o.8-1.18V)

( 1.18V以上)

市販の黒鉛電極において,陽極電解生成物皮膜が形成されることが,インピーダンス法から明ら

かになった｡これらの酸化皮膜は当然粉末プレス成型による黒鉛電極においても形成される｡この

黒鉛電極は粉末からの成型であるため表面積が相当大きくなり,電極反応は拡散過程が支配的とな

った｡また,カソード電極反応は,溶存酸素の還元反応であり,この酸素の拡散過程により律速さ

れる｡このような黒鉛粉末を硫化亜鉛と混合した混合物電極の反応は電極インピーダンス法から大

別して3つの電位領域に区別されることが明らかとなった｡

(1)電解水素による反応電位領域(-o.147V以下)

(2)ガルパニック相互作用による溶解の電位領域(-o.04V-0.350V)

(3)水の放電により生成した電解活性酸素(黒鉛においては前述の(C-0Ⅱ), (C-0)の形

での酸素)との反応による溶解の電位領域( o.44V以上)

(1)の電位領域では,吸着酸素の還元反応および水素放電反応の併発反応であり,これらの両反応

の反応物質あるいは生成物質の拡散過程が律速している｡この時,電解水素による Ⅲ2S発生が僅

かに加わる｡

第3章で明らかとなった吸着酸素の還元反応のカソ-ディックな反応と硫化亜鉛の総括的なSO

生成のアノーディックな反応とのガルパニックな相互反応が起こる電位領域が(2)であることが明ら

かとなった｡この時の電極反応は,溶存酸素あるいは生成ZA'の拡散が律速しているo

(3)の電位領域においては,電位がより貴になるため次のような水の放電反応による電解活性酸素

(o)と硫化亜鉛の酸化反応で亜鉛溶解が起こる｡

ⅠIzO
->2Il十←(o)+2e

zns十(0) --'ZnO十SO

-,-581-

( 3-I )

( 3-2 )



zno+2E+
-Zi'+E20

総括反応として

あるいは

zns
-'za'+so+2e

zns+2Ⅱ+
-Z訂+E2S

Ⅱ2S+(0) -Ⅱ20+SO

総括反応として ZnS -Za'+SO+2e

また,この時付随反応として

C+2(0) -CO2あるいはCO

または (0)+(0) -う02

が起こる｡この時の電極反応は,生成亜鉛イオンの溶液中への拡散過程で支配される｡

( 3-3 )

( 2-2 )

( 2-1 )

( 3-4 )

( 2-2 )

( 9-2 )

( 9-3 )

従って,硫化亜鉛と黒鉛との混合物電極による電解浸出は,ガルパニックな相互作用における電

位領域と電解活性酸素による反応電位領域で電解すれば,単体イオウ生成型による亜鉛の溶解を行

なうことができる.しかし,ガルパニック対の電位領域では生成zi+の拡散と黒鉛上での溶存酸素

の還元反応が遅いので,第3章の結果からもこの電位領域では全体の反応速度が小さい｡また,電

位が高くなるとCO2などのガス発生が起こるので,沢木,沖10'によって求められたような10-7

d/'ciの電流密度範囲で行なうと,電流効率1007o近くで溶解が行なえる.

以上のようにこの黒鉛混合徴電極を用いる直接電解法においては次のような利点がある｡

(1)従来の製錬法における熔焼工程の省略化ならびに精鉱から直接浸出ができ,環境汚染の防止が

行ない易くなる｡

(2)イオン交換隔膜などを使用して従来の湿式電解法のアノードにこの電極を用いることによって,

あまり利用されていなかったアノードが有効に利用できる｡

(3)硫化亜鉛中のイオウを,従来のSO2による回収に変って,単体イオウとして回収でき,運送貯

蔵などの点で一段と有利になる｡

しかし,この方法においては,次のような問題点もある｡

(1)混合物電極の製造工程が必要となる｡

(2)黒鉛を添加することによるアノード･スライム量が多いこと｡

(3)粉体成形によるため電極が脆いこと｡

(4)硫化亜鉛の単体イオウ生成型反応を進行させる時,いずれの電位領域においても生成Z訂の拡

散が電極反応を支配していることが明らかとなった｡すなわち,混合電極の反応面からいかに速

く生成物の移動を行なわせるかが問題である｡
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第3部 硫化亜鉛の電解浸出----サスペンション電解法

序 説

硫化物の直接電解の長所は,まず工程の単純化,特に培焼工程などの乾式工程の省略化が挙げら

れ,これらに伴なう環境汚染の防止が考えられる｡硫化亜鉛を直接電極として用いることはできな

いが,黒鉛との混合物電極として電解して有効なことは前章で明らかとなったが,しかしアノード

スライムの量が多いことや電極の脆さなどの問題がある｡そこで考えられたのが,サスペンション

状態(スラリー状態,懸濁状態)の利用である｡本来硫化亜鉛精鉱は,浮選などの前処理を経て,

粉体として取り扱われているからこのままの状態で電解浸出できれば,前章の混合物電極製造工程

も省くことができ,一段と有利となる｡このサスペンション電解法は,アノード室とカソード室を

隔膜で分離し,アノード室中に硫化亜鉛をスラリー状態あるい～まサスペンション状態でチャージし,

この中に不溶性アノードとして崇鉛電極や白金電極あるいは二酸化鉛電極などを置き,ここで硫化

亜鉛をアノード電極反応物質として反応させようとするものである｡

電解液中に粒子を分散･懸濁させるサスペンション系について1,15-127'我が国においては,吾妻

ら128'によらて硫化鉱の直接浸出での硫化物サスペンション系の電位測定で試みられ,その後,負

谷らは硫化物サスペンション系(陽極)と金属粒子サスペンション糸129-133'(陰極)とを組み合せ

た硫化物の直接電解に関する研究134)を1970年より開始した｡硫化物のサスペンション電解の適

･135)が黄銅用は陽極側と陰極側の両方に考えられる｡カソード側への適用は, 1976年Biegler ら

鉱の活性処理として黄銅鉱のスラ1) -電解について検討したo カソ-ド電解生成物はCul.8S から

cu2Sの硫化第1鋼と,場合によっては金属鋼を含み,硫化水素を発生し, F孟'が溶出する.高電

流密度を適用するとH2発生により摸拝はいらない｡生成硫化第1鋼は容易に酸性塩化物水溶液で

c㌃と単体イオウに浸出される｡従って,黄銅鉱の湿式処理過程における活性化処理として応用で

きると報告している1.35'アノード側-の適用としては,硫酸溶液系で硫化亜鉛のサスペンション電

解について, 1975年Kammel,沖136)によって硫化亜鉛精鉱(zn61.1, Fe30.6, S3.4,Si

3.4%)に関して1モル硫酸酸性溶液中で行なわれた｡陽極としてグラファイトとPbO2(Pb)電

極が用いられ, FB+/Fe2+, M皿0;/MnO2 , uno-4,/M訂あるいはMnO2/M2n'のレドックス剤を添加

することによって, 95%以上の亜鉛溶解および単体イオウ生成の電流効率が得られたと報告して

いる｡塩化物水溶液系では, 1973年Ku,eiら137i=よって黄銅鉱-のスラリー･アノード電解適用

により, 98%が単体イオウとして生成したと報告している｡硫化亜鉛のサスペンション電解法は,

上述のようにまだ最近開始された方法であり,非常に注目を集めている直接浸出法である｡

そこで,硫化亜鉛のサスペンション･アノード電解浸出の反応磯構を明らかにするために,黒鉛

粉末のサスペンション電解における黒鉛粒子の電気化学的な挙動, pt陽極およびPbO2( Pb)陽極

における電極界面反応機構およびレドックス糸としてFg+/F昌+の添加による効果などについて硫酸

酸性溶液中で,主に界面インピ-ダンス法により検討した｡更に,前述の添加物による電解液の不

純化を避ける方法として,濃厚食塩水溶液を電解質溶液として用いる電解浸出について検討を行な

った｡そして, SO生成反応による浸出後の浸出残査から元素状イオウの分離抽出について最後に

検討した｡
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第11章 黒鉛サスペンション電解の挙動

第1節 緒 言

硫化物と黒鉛との混合陽極における黒鉛の作用は電気伝導性の附加の役割はもちろんのこと,陽

極中の金属硫化物精鉱の酸化に必要な電解活性酸素を与える電極として作用し,硫化亜鉛の電解浸

出に有効であった｡しかし,粉体の成形による電極の脆さなどの問題がある｡そこでこれらを粉体

の状態でそのまま電解浸出できれば一段と有利であり,サスペンション状態での電解が考えられた｡

酸浸出において黒鉛は硫化亜鉛の単体イオウ生成反応に対なカソード媒体となり得る｡けれども

この硫化亜鉛浸出のガルパニック作用のカソ-ディックな反応としての溶存酸素還元反応は黒鉛表

面で起こるが,その割合は小さいことが第2, 3章で明らかとなった｡しかし,第8章においてア

ノード電解により黒鉛電極表面上に種々の酸化物種, -イドpキノンのようなグループ(c-oⅠ王),

キノンのようなグループ(a-o), co2およびcoなどを形成すること,また,これらの表面酸

化物種(a-OII)や(a-0)は可逆的な反応であることが明らかとなった.また,最近Faulら138'

は銅板のエッチングの新しい方法としてこのような黒鉛粒子のサスペンションアノード電解法が利

用できることを報告している｡

そこで黒鉛粒子を陰極室と分離した陽極電解室に懸濁して,電解酸化を行ない,サスペンション

系のバルク電位の測定およびPt
,黒鉛およびpl)02(Pb)の不溶性陽極界面の反応などを調べ,黒

鉛のサスペンション･アノード電解酸化挙動について検討した｡

第2節 実験方法

実験装置 恒温槽中に設置した電解槽には1 Pビーカーを用い,溶液は1 N硫酸酸性溶液1 B

とした｡電解槽の概略図をFig.ll.1に示す｡陽極室と陰極室の分離のため多くの穴を開けた塩ビ

製円筒の周囲を口布で覆った｡マグネチック･スターラーで一定速度で濃拝した｡

電極 白金,黒鉛およびPbO2(Pb) (第13章の実験方法で詳しく述べる｡ )の各陽極をガラ

ス管に封入し,電極表面積を1c盛として分極曲線測定に用いた｡サスペンション系のバルク電位は

pt電極を用い飽和カロメル電極に対して測定した｡サスペンション実験に際しては白金ネット電

檀(表面積180c盛)を用いた｡

黒鉛粉末 分極測定に際しては150メッシュ以下のものを用いた｡また,サスペンション電解

においては節により各種のメッシュに分粒した｡
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P(

w/re

(∋

㊨
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♂
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Ca(hode･ elecfrode of P(
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Magne(/c sr/rrer

Ag/(a(er

Lugg/n cap/I/dry

5C亡

Fig111･1 schematic
representation of the cell (-on_

struction for suspension-(ユ】ectroIvsis.
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第3節 実験結果および考察

1.黒鉛のサスペンション電解時a)P七,黒鉛およぴPbO2(Pb)陽極の分極挙動

粉末黒鉛を陽極室に懸濁した時の粉末黒鉛量と温度の変化によるPt陽極の分極曲線をFig.ll.

2に示す｡崇鉛懸濁がない場合にはほとんど電流が流れない電位領域でも,黒鉛粉末が存在すると

アノード電流は約o.4Vから急激に流れ,その後,プラトーな電流となる｡このプラトー電流は黒

鉛懸濁量が多くなるほど増大し,温度が高いと大きい｡その後約1.5Vを越えて電位が貴になると,

酸素ガス発生によって電流が上昇する｡これらを検討するため次のように考察した｡

まず,単位時間に陽極の単位表面積当りに衝突する粒子数Na( par･m-2.s~l) (ここにparは個

数を示す)は単位容積中の黒鉛粒子数Nv(par.m-3)と溶液の流速u(m.
s-1)に比例し,式(

ll

-1 )が与えられるだろう｡

Na(par.m▼2.s~1)-fk･fg･Nv(par.m13)･u(m.s-1) ( ll-1 )

ここに, fkは電解槽や電極などの大きさおよび配置などに基づく装置上のファクターであり,

またfg は黒鉛の懸濁量や粒径などの表面性質に基づくファクターとする｡単位時間に陽極の単位

表面積当りに衝突する黒鉛粒子の総表面積s&( s~1)は

Sa(s-1)-Na(par･m-2.s-1)･ sg(m2.par-I)

-fk･fg･Nv･U･Sg (ll-2)

で与えられる｡ここにSg(m2.par~1)は黒鉛粒子の1個の表面積である｡従って,単位容積中の

黒鉛の総表面積s, (血~1)は

Sv(mll) -Nv(par.m-3)
･ sg(m2.pa,-1)

で与えられるので(ll-2)式より

S8-fk･fg･ロ･S,

が得られる｡

( ll-3 )

( ll-4)

また,単位表面積当り黒鉛に酸化チャージされる電気量をC&(coulomb･m-2)とする.このC&

は陽極電位Ea (陽極でガスが発生することなく,

N^ 102
t

∈

<

ヽ_.■′

>ヽ
■-■

∽

⊂

4J

てI

◆J

宕lo
｣

l■■

⊃

U

0 05 l.0 l.5 2.0

Potentia【 (V vs.SCE)

Fig.ll.2 Effects of the concentration of graphite and

temperature on the polarization behaviour

of Pt anode in 0.うM H2SO4 SOlution.

黒鉛酸化が行なわれる電位範囲)の時に,黒鉛サ

スペンション電位Esus と温度Tとの関数として

次式で与えられる｡

C&-f(Esu8,T)-C)su｡ (ll-5 )

また,黒鉛サスペンション電位が最大電位Em8Ⅹ

(後に示すようにほぼEaに近い値を取る｡ )を

示す時の電気量cmは同様に

f(Em&Ⅹ, T)-Cm (ll-6)

で与えられるだろう｡従ってアノード電流密度

Ⅰ8は次の式で与えられる｡
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1&(A･m-2)-sa(s~1)･ (cm-cms)(coulomb･m~2) ( ll-7)

(ll-4)式より

Ia-fk･fg･U･Sv･(Cm-C8uS ) (ll-8)

となる｡従って,単位容積中の黒鉛の単位表面積当りにチャージするのに関与する陽極電流密度

i&は(ll-8)式より

i&-Ia/Sv-fk･fg･U･ (Cm-C8u8 ) (ll-9)

で与えられる｡ここにfk, fgおよび捜拝は同一であるので口も-定と考えられる. Fig.ll.2 の

分極曲線でプラトーな電流となったことから, (ll-8)式で示される陽極電流Ⅰ&において陽極

電位が貴になればcmは増大すると同時に,この電位掃引速度(本実験での電位掃引速度は0.05

v･m'n-1である)では, C｡u8もcmとほぼ同一な増大速度で変化すると解釈される｡

次に,黒鉛およびPも02 (Pb)陽極における粉末黒鉛のサスペンション電解時のアノード分極へ

の添加量の影響をそれぞれFig.ll.3, 11･4に示す｡

黒鉛陽極における黒鉛粉末の酸化の始まる電位はほぼo.4 V附近から電流の立ち上がりが観察さ

れるが, PbO2(Pb)電極においては, 1.2V附近からである｡これは後に第13章で詳しく述べ

るが,硫酸酸性溶液で, PbO2( Pb)電極が硫酸鉛を形成しないようなより貴な電位範囲で黒鉛粒

子の電解酸化が起こることによる｡これら両陽極もほぼPt陽極と同様な分極曲線の傾向にあり,

プラトーな電流が認められ,さらに貴な電位においては酸素ガス発生による急激な電流の上昇があ

る｡

アノードガス発生電位より卑な電位範囲において,これらの陽極に現われたプラトーな電流密度
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i
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Ⅰ8｡(電位がptlV,黒鉛o.8V, PbO2(Pb)

1.4Vにおける値である｡ )と黒鉛懸濁量との関係

をFig.1l.5(a)に示す｡この陽極電流は電極材に

ょる差はあまりなく,黒鉛の懸濁量の増加および温

度の上昇によって増大する｡

そこでFig.ll.5 (a)の陽極電流密度Iap-の陽

極衝突黒鉛粒子の表面積の依存度を吟味するため,

( ll-9)式によるiaと崇鉛懸濁量との関係をFig.

ll.5(b)に示す,JここにSvは平均粒径を200メッ

シュ(7.4×10~5m)の場合として求めた｡結果は

若干のバラツキはあるが,懸濁量に対してia はほ

ぼ一定値を示し,温度が高いと大きな値を取ること

が明らかとなった｡すなわち温度が高いと黒鉛の単

位表面積当りに酸化チャージされる電気量Caは増

大する｡

2. P七陽極による黒鉛粉末電解時の

サスペンション電位

200-250メッシュに衝い分けられた黒鉛粉末

809を1N硫酸溶液中に懸濁して,白金ネット電

極で1Vの定電位電解を行なった時のPt陽極の電

流密度と黒鉛のサスペンション電位の経時変化を

Fig.ll.6に示す｡電解前のサスペンション電位は

ほぼo.45V附近を示していたが,アノード電解を開

始すると急激に貴な電位に上昇し,陽極設定電位に

近づく｡アノード電流密度は電解開始と同時に高電

流が流れ,逐次減少し,サスペンション電位が設定

電位に近くなると微小な電流しか流れなくなる｡

3.サスペンション電位と必要電気量の黒鉛

表面積に対する依存性

o.5M硫酸溶液中で黒鉛の粒度あるいは懸濁量を

変化させ,電解した時のサスペンション電位とこの

懸濁溶液1 Dに流れた電気量C ( coulomb)との関

係をFig.ll.7(a)に示す｡サスペンション電位は

電気量の増大とともに上昇し,アノード設定電位

(1V)に近い値となる｡サスペンション電位の上

昇のためには150メッシュ以上の例外を除いて,同

一懸濁量で粒度の細かい程,また,同一粒度でも懸

濁量の多い程,多くの電気量を必要とする｡このサ
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スペソショソ電位と流れた電気量の黒鉛表面積に対

する依存性を調べるため,次のように考察した｡サ

スペンション電解により黒鉛単位表面積当り酸化物

生成のために消費される電気量C8 (coulomb･m-2)

は次式で与えられる｡

C& (coulomb･m-2)

-c(｡oulomb)/S,(m~1)･Ⅴ(m3)
(ll-10)

ここに, Ⅴは懸濁溶液の体積を示す｡いま, Ⅴは

1Pと一定の時のサスペンション電位とC/svとの

関係をFig.ll.7(b)に示す.ここに各粒度における

粒径は150メッシュ以上(1.05×10~4m), 150-

200メッシュ(8.95×10~4m), 200-250メッシ

ュ(6.85×10-5血),
250-325メッシュ(5.35×

10~5m)と各々の平均値を取り,この粒径から見掛

け上の球の表面積としてS,を算出した｡サスペン

ション電位とC/S,との関係は150メッシュ以上の

粒径の例外を除いてほぼ同一曲線で示される｡すな

わち,サスペンション電位は果鉛単位表面積当り酸

化物生成に消費される電気量によって決まり,この

電気量が多くなると貴になることが明らかになった｡

こi
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Fig. ll.7 (a)Relations between the suspension potential

and the quantity of electricity C accumu-

1ated on graphite particles by anodizing.

(b) Relations between the suspension potential

and C/Sv. Sv is the total surfaceareaof

graphite particles in
ullk volume of the

suspension.

このことから同一温度で黒鉛表面にチャージされている電気量Ca をサスペソショソ電位E… の

測定から知ることができる｡

また, 150メッシュ以上の場合に挙動が異なることは,粒径が大きくて陽極で酸化されにくく,

電気量の損失に起因すると考えられる.また, Fig.ll.7(b)で帯状になったのは,表面粗さなど

黒鉛粒子の表面性質による実際の表面積の違いばかりでなく懸濁量が増大した際,陽極に衝突する

黒鉛粒子間が互いに結着してつながることに原因があると考えられる0 Fig.ll.7(b)の曲線は真

の表面積を用いるならば,同一曲線で示すことができると思われる｡

次に,黒鉛懸濁状態におけるサスペンション電位と電解質溶液のレドックス系の電位との違いを

明らかにするために,サスペンション電位がo.95Vを示している状態で電解と摸拝を停止した｡

この時の溶液の電位変化をFig.1l.8に示す｡懸濁黒鉛は沈降し,サスペンション電位は時間の経

過とともに放物線的に下降した｡約3.5時間後,溶液の電位は0.59Vを示した｡これを再濃拝す

るとサスペンション電位はすぐに0.92Vに達し安定であった｡これらのことより黒鉛が懸濁して

いない時の溶液の電位は電解質溶液中の溶存酸素のレドックス系

o2+4E++4e -2王Ⅰ20

E- 1･231 0･0591pII+ 0.0148勿a｡2

の電位を示す｡

( 2-7 )

また,サスペンション電解で黒鉛粒子は陽極で電解酸化され, -イドロキノンのようなグループ
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(c-OH),あるいはキノンのようなグループ(c

-o )の酸化物を生成する.

c+Ⅱ20-(C-OII)+Ⅱ++e (8-3)

(c-oⅠⅠ)-(c-o)+E++e (8-4)

あるいは,

c+II20-(C-0)+2E十+2e (8-4′)

従って,再捜拝後の電位が電解前の電位に近い

oc92Vと貴な電位を示したことは,これらの黒鉛

酸化生成物が水溶液中で安定であることを示し,こ

の黒鉛のサスペンション電位は上述の黒鉛一酸素種

(-o王Ⅰ, -0)系のレドックス電位である.

従って,サスペンション電解によりアノードと接

した黒鉛粒子に形成される酸化物種のレドックス系

を硫化亜鉛の単体イオウ生成溶解反応に利用できる

と考えられる｡
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Fig.ll.8 changes in the potential of suspension

with time.

そこで,黒鉛粉凍をサスペンションーアノード電解して,サスペンション電位をFig.ll.6と同

様に0.8V附近まで到達させた後, β-znsを加えるとサスペンション電位は急激に下がり0.5

v附近で安定した｡この電位はβ-ZnS のアノーディックな溶解反応と陽極で酸化された黒鉛粒

子表面の酸化物種のカソ-ディ､ツクな反応との混成電位であるo また,アノード電流は添加と同時

に急激に上昇し,一旦最大値に達した後,逐次減少して安定になったが,この安定な電流は黒鉛粉

末のみの懸濁時よりもよほど高い値を示し,硫化亜鉛の溶解がよく進行しているものと考えられる｡

この系については次の第12章で述べる｡

第ヰ節 結 論

黒鉛粉末のサスペンション･アノード電解について,種々の不溶性陽極を用いて調べた結果次の

ことが明らかとなった｡

(1)懸濁黒鉛粒子はPt, PbO2(Pb)および黒鉛陽極上で,電気化学的に酸化される｡分極曲線

にはプラトーな電流が認められ,このプラトーな電流は懸濁量が多い程,また温度が高い程大

`きくなった｡

(2)黒鉛粉末のアノード電解時のサスペンション電位は電解開始後上昇し,アノード電流はサス

ペンション電位がアノード電位に近づくと,微少な電流しか流れなかった｡この時のサスペン

ション電位は黒鉛表面上に電解酸化により形成された黒鉛酸化物種のレドックス電位を示す｡

このサスペンション電位は主にアノード酸化により懸濁黒鉛粒子の単位表面積当りに蓄積した

電気量によって決まる｡

このようにアノード電解酸化されて高電位を保有する黒鉛粒子は硫化亜鉛の浸出におiナるガルパ

ニック作用のカソ-ディ ックな系として利用できることが明らかとなった｡
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第12章 硫酸酸性溶液中における白金アノードによる硫化亜鉛のサスペンション

電解浸出

第1節 緒 言

硫化物の直接電解浸出法は,電極における電気化学反応を利用して硫化物の溶解を企てる方法で

ある｡硫化亜鉛は直接電極として電解することができないが,黒鉛との混合物電極による電解浸出

は可能である｡ところがアノードに残る多量のスライムの問題,あるいは第2部で明らかになった

ように,混合物電極の反応面からの生成物の物質移動が電解系を律達する問題が残った｡そこで,

本来浮選後の精鉱は粉体であり,これをそのまま利用することにより前述の混合物電極の場合の電

極製造工程を省くことができ,サスペンション状態という3次元的電極構成により小規模で大きな

容量を処理できるサスペンション電解法が考えられた｡

β-znsのサスペンション電解反応畿構を調べるにあたり,まずpt陽極の界面インピーダンス挙

動の検討を行なった｡そして, Pt陽極によるβ-ZnSのサスペンション電解浸出反応機構について,

粉末黒鉛の懸濁およびFg十の添加のアノード分極挙動および界面インピーダンス挙動から検討を行

なった｡

第2節 実験方法

インピーダンス測定および電解槽装置は前第11章と同様であった0

硫化亜鉛はβ-ZnSを常にラOg/P用い,黒鉛粉末は150メッシュ以下のものを使用したo電解

質溶液は1N硫酸溶液1Bとした.

第3節 実験結果および考察

1. Pt陽極界面のインピーダンス挙動

pt陽極は古くから使用されてきた電極であり,電極酸化皮膜など,その特性について数多く研

究がなされている1.39-154)pt陽極を用いるサスペンション電解の反応機構を検討するにあたり,ま

ず懸濁物のない場合の界面インピーダンス特性を知る必要がある｡そこで1 N硫酸溶液中での Pt

■

陽極の界面複素インピーダンス(Z)の抵抗(Rs)と微分容量(c8)と電位との関係をFig.12.1,

12.2に示す｡ CBは0.7Vから1.2Vの所で急激に増大しR8は減少する｡ (本実験の測定電位間

隔が広いため,この変化の電位が十分に明らかでないので破線で示した. )一旦増大したCsはそ

の後減少し, Rsは増加し1.7V附近からのC8の急激な増大が示された.これらのことはPt電極

表面上での酸化皮膜形成そして酸素発生に起因する｡そこでPt電極の酸化機構について最近の提

案151-154)を要約すると次のようになる｡

第1段階: Pt-のOB種の可逆的な電極-の吸着

Pt
-→PtOE 0.72V≦EH≦0.9V (Hは水素ガス規準を示す)

第2段階:表面PtOE種の再配列

PtOE=oEPt O･9V≦EⅡ ≦1.1V

第3段階:ptoH種のPt-0 (あるいはPt-02)-の変換

Pt･OH
-,Pt-0(Pt-02) 1.1V<Et,≦1･5V
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solution.

皮膜が生成し始めると微分容量は増大する｡これは分極性の強いものが電極面にゆるく吸着する

ためとみられる1.40･'そして,第3段階-の移行によると微分容量は減少し,皮膜の完成によって一

定値になる｡また,電位がさらに貴になると酸素ガス発生反応が起こるoこの電位領域の複素イン

ピーダンス平面プロット図をFig.12.3に示す｡

この円弧軌跡は式( 7-8′).の遷移反応律速に基づくと考えられ,以下の複素平面-のプロット

図からも確かめられる｡この時の複素アドミッタンス平面プロット図をFig.12.4に示す｡この複

素アドミッタンス☆は次のようになる｡

･ 1 1

y=T=耳+jwCp
Z

(1+weCdl )2

uJZliiZl

〔
U

q

ヽ_.

1/1

U

3
i:!l

-.I

〈

0 2 4 6

R5 JLl･Cml)

Fig･12･3 complex impedai-Ce
pl=ine Plots of Pt

anode in lNrI2SO4 SOlution at 40oC.

(1+伽eCd.)2

( 12-I )

(12-2 )

0 02 0 i; 0,6 0.8

7/Rp (n･cm})-I

Fig･12･4 complexこ1dmittance plこinC Plots of Pt anode

in 1 Nf王2SO4 SOlution (lt
40oC･ (()hmic resistance

is included.)
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aJOcdl ≪1の時

‡去-2(Rsl-0)J
､ーー)p′

L2(Rsl-0)
l2+(wc,)2-1 (12-3)

ここで0, cdlおよびRQはそれぞれ遷移反応抵抗,二重層容量および電解質溶液や電極のオー

ミックな抵抗であるo wは角周波数である.

従って,測定値の複素アドミックソス平面プロットは半円の軌跡となる.またFig.12.3の複素

インピーダンス平面プT'ットの周波数無限大への外挿による横軸R.との交点はRnとなるので, R.

からこの値を減じた後の複素アドミックンス寸および複素容量☆,揺

･ 1

y-i+jwCp-甘+jwCdl
Rp

寸--昔-cp-j
1

WRp

.
1

=Cdl~J㍍す

( 7-9 )

(7-10)

となる｡これらの複素平面プロット図をFig.12.5, 12.6に示す｡ また上記の如くして求められ

たeおよび直流電流密度idcと電位Eとの関係をFig.12.7に,周波数無限大の容量Cdlと電位の

関係をFig.12.8L=示す. 1ne-Eとはよい直線性を示し, ln idc-Eと符号が逆の同一勾

配を持っことが確められた｡従って,電極反応は,水の放電による酸素発生反応の平衡電位近傍と

考えられることから,この反応の遷移反応過程で支配されている.またCdlは酸化皮膜形成過程で

急激に増加を示したo (ただし.,この増大する電位は本実験においては不明であるため破線とした.)

また, Fig.12.2のC8は酸素発生電位においてはOさ-Cdl +1/wc.102の関係があり, 0が小さく

なることから増加を示した｡しかしOdlは減少している.これはPt-02などの酸化皮膜によると

考えられる｡

2. β-ZnS単味のサスペンション･アノードt解

1 N硫酸溶液中に各種条件下の β-ZnSサスペンション電解時のPt陽極の分極挙動をFig.

0 0,4 0.8 7.2

//Rp (A.cm2)-I

Fig･12･5 complex admittance plane plots of Pt

anode in lNH2SO4 SOlution at 40oC.
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12･9に示す｡一般に酸性溶液中における β-ZnSの溶解反応は,電位-p五図から,次の3種

類に大別される｡ (1)丑2S発生型, (2)単体イオウ(SO)生成型, (3)SO.2~生成型

硫酸酸性溶液でのZnS単味の溶解反応は,第1部で明らかなように主に

zns+2且+-Za'+H2S (2-1 )

の硫化水素発生による溶解である｡またこの反応によるZnS浸出速度は, Za'イオンの存在によ

り小さくなることが知られており1,55)本実験ではこの反応を抑えるため,硫酸亜鉛を常に.0.1モル

添加した溶液で実験を行なったo β-ZnS単味のサスペンション時のPt陽極界面の微分容量CB

と抵抗R8をFig･12.10に,-そして複素インピーダンス平面プロットをFig.12.ll, 12.12に示す｡

Pt陽極の初期電位から1V附近までは, C8は増大し, R8は減少している｡これはβ-ZnSがE2S

発生反応で溶解し,発生した五2Sの酸化反応( 2-8 )がpt陽極で起こることによる｡

E2S-2E++Sq+2e, (2-8)
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Fig･12･9 polarization behaviours of Pt anode in
lNH2SO.

solution added ZnSO.(0.1mol) and
suspending β-ZnS (50g) and/or graphite powder
(20g)and/or Fe3十(0.05mol) at 40oC.
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すなわち, Pt陽極上ではこの電位領域においてPt-OE, Pt-0の形成が起こり, Ⅱ2Sの吸

着が減少するため, CBの増大, RBの減少となる｡この時の複素インピーダンス軌跡はFig.12.ll

に示される45oの直線線関係となる｡

この45oの直線軌跡は拡散に滞なうワープルグ･インピーダンスによる(第7章3 )と考えられ

るので,電極反応はE2Sの拡散過程によって支配されている｡電位が1V以上になると分極は大

きくなり,ピーク電流が示され, C8やR8は懸濁物のない時の値とほぼ一致した値を示している.

これはPt陽極上でのイオウの挙動の研究で, I.25VHのピーク電流について, Pt陽極での丑2S

の枯渇156)とかイオウによる酸素の化学吸着の抑制による157)とか推察されているが十分に明らかで

ない1.58)またさらに電位が貴になると酸素ガス発生となる｡この時のインピーダンス軌跡は円弧を

示し,前述のように放電による酸素発生の遷移反応過程によって電極反応が支配されていることを

示している.この系でのサスペンション電解浸出結果はβ-ZnSを10g/P懸濁し, 12.4ciのPt

陽極で電流密度16.1mA/cAで3時間電解した時のSO生成電流効率は31%, SO生成塑によるZA'

の溶出電流効率は46%oであった｡ (ただし,この時はなるべく丑2S発生溶解が小さいo pElの

硫酸溶液中で行なった｡ )これは酸素ガス発生による電流効率の低下であり, SO生成効率の低下

はI12Sの空気中への逸散によると考えられる｡室温であるからS0.2~の生成はほとんどないと考

えられる｡

すなわち, β-znSだけのサスペンション状態では,十分にPt陽極に衝突滞溜して,陽極生

成活性酸素との反応も考慮されるが,一旦02ガスになってしまった後ではその反応は非常に遅いの

で期待しにくい｡そこでβ-Z皿S のアノード反応媒体として黒鉛粉末の導入が考えられる｡
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3.粉末黒鉛添加時のβ-ZnSのサスペンション･アノード電解

粉末黒鉛とβ-ZnSを同時にサスペンション･アノード電解した時のC8およびRsと電位の関係

をFig.12.13に示す.分極はFig.12.9に示されるように小さくなったo R8は0.86Vまでは増大

し, 1.25V以上においてはC8もRsも懸濁物のない場合と同じ挙動を示した｡このR8の増大はβ

-zns単味のサスペンション電解時のFig.12.10の場合と異なっている.これは粉末黒鉛粒子が

電解され表面に酸化物種を形成することによって電位が上昇し, β-ZnSの溶解により発生した

E2Sを黒鉛粒子が溶液中でほとんど酸化するため,丑2Sの電解酸化反応が起こらないで黒鉛粒子

の酸化反応が起こり,黒鉛のオーミックな抵抗部も含まれるためと思われる.この時の複素インピ

-ダンス平面プロットをFig.12.14に示す｡0.86V

までは β-ZnS を伴った黒鉛粒子の酸化反応と思

われるが, Pt陽極界面での黒鉛粒子の酸化のイン

ピーダンス挙動は本実験周波数範囲では十分に明ら

かでない｡しかし,いずれにしても前第11章3.の

β-zns を添加した時のサスペソショソ電位の変

化からも Pt陽極において黒鉛粒子のアノード酸化

が起こり, β-ZnSはこの高電位所有の酸化黒鉛

粒子と次のようなガルパニックな相互作用により,

主に総括的な単体イオウ生成型による溶解が起こる

と考えられる｡

アノーディックな反応は総括的に

zns-zi'+so+2e (2-2)

カソ-ディ
ックな反応は

(a-oⅡ)+E十+e-c+丑20 (8-3)

(c-o)+2丑++2e-C+E20 (8-4)

である｡そして限界電流に達した1.25V以上では,

pt
-o皮膜の形成そして酸素ガス発生のインピー

ダンス挙動であり,この時の円弧は酸素発生の遷移

反応支配によるものと思われる｡

4. F㌻添加時のβ-ZnSのサスペンション

･アノード電解

Fg'をβ-ZnSサンペンション系に添加すると,

β-zns は総括的に次式による溶解反応が起こる｡

zns十2Fg'=ZA'+so+2Fg' ( 12-4 )

このサスペンション系を電解した時の Pt陽極の

複素インピーダンス平面プロット図をFig.12.15に

示す｡このプロット軌跡は円弧を示している｡この

時のPt陽極反応は, β-ZnSの溶解反応(12-4)

によって生成したF昌+の酸化反応(12-5 )であり,
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電位はこの反応の平衡電位近傍であると考えられる｡

Fg'=F孟十+e

E-0.771+0.0591勿aF3.I/aF2.I
(12-5)

またFig.12.9の分極曲線もほぼターフェルの関

係にある｡従って,この電位におけるPt陽極反応

はF;I/Fg'の遷移反応によって支配されている.吹

に,粉末黒鉛, β-ZnSおよびFg+を同時にサス

ペンション･アノード電解するとFig.12･9に示さ

れるように分極は著しく小さくなった｡ この時の

pt陽極の複素インピーダンス平面プロット図をFig･

12.16に示す｡この場合Pt陽極上で黒鉛粒子の酸

化と前述のFl'/F孟+の酸化反応が考えられるが,円

弧の軌跡が示されたことから電極反応は主にF2e'/F;'

の遷移反応によって支配されていると考えられる｡

また,分極曲線で立ち上がり電位が粉末黒鉛を同時

に懸濁した時の方が低いのは,黒鉛粒子でF孟+を還

元することによってFg'が増加して,電位が卑にな

ったと考えられる｡

第4節 結 輸

β-zns のサスペンション直接電解反応機構に

っいてPt陽極界面インピーダンス挙動から検討し

た｡得られた結果は次のようである｡

(1) β-ZnS単味のサスペンション･アノード電

解において,低電位領域ではβ-ZnSが溶液中

でⅡ2S発生反応で溶解するため,このE2Sの電

解酸化反応,ヱ2S-2Ⅱ++SO+2eが主に起こ

る｡そして,電極反応はE2Sの拡散過程によっ

て電極反応は支配される｡

(2)粉末黒鉛粒子をサスペンション･アノード電解

すると黒鉛粒子は電気化学的に酸化されて高電位

を保有し,同時に懸濁したβ-ZnSはⅡ2S発生
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Fig･12･15 complex impedance plane plots of Pt

anode in 1 NH2SO4 SOlution added ZnSO4(0.1 mol)
and Fez(SOL)3(0.05mol) and suspending β-ZnS

(50g) at 40oC.
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Fig.12.16 Complex impedance plane plots of Pt

anode in 1 N fI2SO4 solution added ZnSO4(0･1mol)

and Fe2(Sod)3(0.05mol) , and suspending β-ZnS

(50g) and graphite powder (20g) at 40oC･

で溶解し,発生したE2Sはこの電解酸化の黒鉛粒子とのガルパニックな相互作用により総括的

にSO生成となる｡陽極では黒鉛粒子の酸化反応が主に起こる｡

(3) β-ZnSサスペンション系にFg'を加えると, β-ZnSは総括的に

zns+2Fe3'=z2n'+2Fg'十SO

の反応により浸出し, Pt陽極ではポ+の酸化反応が起こり,この時の電極反応はF芸+/Fg十の遷

移反応過程によって支配される｡
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(4) β-ZnS,粉末黒鉛およびFg'を同時にサスペンション･アノード電解した臥酸化電流は著

しく大きくなる｡この時もPt陽極反応は主にFB'/Fg'の遷移反応によって支配される｡

β-ZnSだけのサスペンション状態ではPt陽極と,十分に衝突滞溜して陽極活性酸素との反応

も考慮されるが,一旦02ガスになってしまった後ではその反応は非常に遅くアノード反応を期待

しにくいoしかし, Pt陽極との衝突頻度の問題はあるが,黒鉛粒子のサスペンションやF孟+/Fg+

のレドックス系の添加によるβ-ZnSのアノード反応媒体の導入は効果があった｡
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第1 3章 硫酸酸性溶液中におけるPbO2(Pb)アノードによる硫化亜鉛のサスペン

ション電解浸出

第1節 緒 言

サスペンション電解における不溶性アノードの選択も経済的な観点などから重要な課題である｡

二酸化鉛電極はほとんど金属に近い電気伝導性を備え,アノーディ ックな安定性と高い酸素過電圧

を持ち,経済的に安く科学的にも技術的にも電気化学に重要なものであるゞ9)そこで本章では,純

鉛電極を前電解酸化して作成した鉛基体の二酸化鉛陽極の挙動およびこの陽極による β-ZnSの

サスペンション･アノード電解反応機構について,分極挙動および陽極界面インピーダンスから検

討した｡

第2節 実験方法

二酸化鉛陽極作成 試料陽極は棒状の99.999%鉛をガラス管に封入し電極表面積を1 c慮とし

た｡これを1Ⅳ硫酸酸性溶液中で, 2V定電位電解酸化を常に約630クーロン通電することにより,

表面に二酸化鉛を形成させ,実験の都度,純鉛から上述と同様にして作成した｡このような電極を

PbO2(Pb)と記す｡

電解槽･インピーダンス測定 前12章と同じであり,インピーダンス測定周波数は20kE古 か

ら0.04kEzの範囲で行なった.電解質溶液は1N硫酸酸性溶液1 Bを用いた｡

第3節 実験結果および考察

1. PbO2(Pb)電極のインピーダンス挙動

pbO2(Pb)電極によるβ-ZnSのサスペンション･アノード電解のインピーダンス挙動を検討

するにあたり,まずPbとPも02の電気化学的特性について数多く研究がされているが160-181'そ

のインピーダンス挙動は複雑でまだ十分に明らかではない｡そこでまず,窒素ガス雰囲気の1N硫

酸溶液中の純鉛電極のサイクリックな分極挙動と種々な反応をFig.13.1に示す｡またPb電極の貴

な分極時の電位に対する微分容量Csと抵抗R8の関

係をFig.13.2に, 1.7Vからリターンさせた時の

関係をFig.13.3に示す｡分極曲線ではPb電極の典

型的なピーク電流が現われ, -0.6Vより貴方向へ

の分極下では, Pb Sod/Pb(EOニーo.359VsHE )

の反応によるPbSO4の生成が起こり,この絶縁性

皮膜の漸次増大に伴ないCsの減少, Rsの増大とな

る｡ 1.45Vからの電流の増加は, PbO2/PbSO｡

(EO-1.68VsHE)の反応による多相構造のアノー

ド皮膜181'上に電気伝導性の良いPbO2の形成による

ものであり,急激なCsの増大とRsの減少となる｡

電極表面に形成したPbO2は酸性溶液中で貴な高電

位になるとβ-PbO2が主体となる1.79)また同時に
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Fig.13･3 Dependences of differential capacitance Cs

and resistance Rs upon the potential of PbO2(Pb)
electrode as returned to

negative in lN日2SOl at

30oC.

酸素ガス発生も起こる｡ P帽極のこのアノード挙動のモデルがPavlwl･66'RletSChil:3'やValeviote181'

らにより提案されている｡卑な電位方向ヘリターンすると1･1V附近に還元ピークが現われ,R8の増

大とC8の減少となるQこれは, PbOJpb2+( EO-1.45VstⅢ)の反応であり, Pb2+はPbSO.と

して電極皮膜を形成する｡ -0.7V附近の還元ピーク電洗はPbSO｡/Pbの反応によりPbの生成で,

さらに卑な電位における還元電流の増大は水素発生である｡

次に,前電解酸化処理したPbO2(Pb)電極の微分容量Csおよび抵抗R8と電位の関係をFig･13･

4に示す. (この時の分極挙動はFig.13.6に示すo )この電極の自然電極電位ではCBは小さくRB

は大きいが,これより貴になるとC8は増大し,R畠

は減少する｡このPbO2(Pb)電極は一般に多孔

性170)175)となるためCsは数千pFと非常に大き

な値となる｡またPbO2電極の酸素過電圧は高い172'

が, 1.75V附近では酸素ガス発生が起こり,この

ガスによるCsの変動が認められる｡ PbO2(Pb)

電極の複素インピーダンス平面プロット図をFig･

13.5に示す｡その軌跡は高周波側で円弧であり,

低周波側も45oの直線軌跡とは考え難く,円弧軌

跡で処理できる｡また,周波数無限大-の外挿値

Rfl (電解質溶液や電極の抵抗)は電位が貴なほ

ど小さくなるのは,電極皮膜の多相構造がPbO2

主体に変化することによると考えられる｡高周波

側における円弧について,純鉛を前電解酸化処理

したPbO2(Pb)電極表面には, PbO2を主体と
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した酸化物ではあるがpbOやpb30｡なども含まれ,

硫酸溶液中でもあることから, PbSO｡もわずかで

はあるが存在すると考えられ,このような構造に基

づく皮膜のインピーダンスが高周波側に示されたと

考えられる.というのは,この抵抗はFig.13.5か

ら0.1-0.岳G程度であり,もし反応による分極抵

抗であるならば後のFig.13.6の分極曲線より考え

て,この値よりはるかに大きな値でなけれぼならな

いので,高周波側の円弧は皮膜によると推定される｡

この皮膜の抵抗は電位が貴になるほどPも02がより

主となるため小さくなる｡低周波例の軌跡はファラ

デーインピーダンスに基づく円弧と考えられる｡こ

の円弧は電位が貴になるほど,小さくなる｡この時

の電極反応は酸素発生反応

2Ⅱ20-02&d+4Ⅱ++4e

"b
●

S o.2

¢

U

∋

＼
■■

2.7 2.8 2.9 3.2 3_5

Rs (fl･L*)

Fig･13･5 Complex impeda)α plots of PbO2(Pb)

anode ill IN H2SO4 at 30℃･

( 13-1 )

であり,本実験の測定電位はこの反応の平衡電位近傍と考えられる｡この時の電極反応はインピー

ダンス軌跡が円弧であることから,電子の遷移過程あるいは酸素ガス放出

02&d - 02 (13-2)

の一次化学反応過鍵の律速と考えられるが,次の2.の場合の突放結果で,一次化学反応過程の律速

が示されたことより,後者の酸素ガス発生の一次化学反応過程が律速と考えられる｡

2. β一之nSのサスペンション･アノード電解

β-2hSサスペンション･アノード電解中のPbO2(Pb)陽極界面インピーダンス測定時の種々

な分極挙動をFig. 13.6に示す.懸濁物を添加すると β-znsや黒鉛粉末のそれぞれの酸化反応

がよく起こるためアノード分極は小さくなる｡ま

ず, β-zns単味のサスペンション･アノード

電解時の複素インピーダンス平面プロットをFig.

13.丁に示す｡各電位において高周波側と低周波

側にそれぞれ円弧軌跡が示される｡高周波側に示

されるPbO2(Pb)電極の皮膜抵抗はβ-ZnS

がない場合より大きい.これは β-ZnSが電極

に付着することによって皮膜抵抗が大きくなると

考えられ,また,実験後にPbO2(Pb)電極を引

き上げると表面に付着しているのが認められた｡

そして,電位が貴になるほど,この皮膜の抵抗は

大きくなるが, 1.68Vと酸素ガスの発生が起こ

ると付着物の脱離が起こるため,皮膜抵抗は逆に

小さくなるo β-ZnS を懸濁した時の電極反応

はβ-ZnSがE2S発生反応で溶解し,生成した
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FbO2(托) alOde ･n lN l12SO一

斗)h(ion SuSPmdl【唱β ZnS(50g) at

二y)℃.

Ⅱ2SのSOへのPbO2(Pb)電極での酸化反応

H2S+÷02ad-SO+E20
(13-3,

である｡本実験の測定電位はこの反応の平衡電位近

傍と考えられることから,低周波側の円弧は電位が

貴になる(電流が多くなる)ほど小さくなり,そし

て β-ZnSの懸濁のない時よりも円弧は小さく,

分極曲線でターフェルの関係がないことから上述の

反応( 13-3 )のうちの一次化学反応過程が律速と

考えられる｡

3. β-ZnSのサスペンション･アノード

電解への粉末黒鉛およぴF㌻添加

黒鉛粉末とFg+と同時に加えた β-ZnSのサス

ペンション･アノード電解においては,その分極は

著しく小さく,酸化電流は大きいことがFig.13.6

に示されるo この時の複素インピーダンス平面プロット図をFig.13.8に示す｡この軌跡は高周波

領域で円弧,低周波領域で45oの懐きを持った直線を示す｡高周波側の円弧軌跡は前述の場合と同

様PbO2(Pb)陽極の皮膜であり, β-znSや黒鉛粉末が付着することによって,懸濁物がない時

より皮膜抵抗は大きくなる｡電位が貴になるほどこの皮膜抵抗は大きくなるが約1.7Vと02ガスが

発生すると付着物の脱離により,抵抗は小さくなる｡懸濁したβ-ZnSはFg'が加った場合,前

章で明らかになったように,次式( 12-4)による総括的なSO生成反応が主となって溶解する｡

zns+2F昌+-zL'+so+2Fg' ( 12-4)

Fg'と黒鉛粉末を加えたβ-ZnSのPbO2(Pb)陽極によるサスペンション電解浸出時のZi'

の溶解電流効率は高くSO生成反応が主反応である㌘6'この時のPbO2(Pb)陽極の反応は,上述の

ようにFg'によるβ-ZnSの総括的なSO生成反応( 12-5 )で生成したFg'の酸化反応

F;'=F3e'+ e

〔

U

ニ1

｣)
]

FLY.Ⅰニi･H CmlPJex JmPedaTKe Plane pJols of

PbO･(f竹1 an(}dp ,n lN rLSO. sDIu--価

suspendJrY ♂-ZnS(Fog) and qaphlltL

p'lWde'(2[)冗) and added Fe3.(o,()5mo1 )

a( 3t)-c.

(12-5)

および,黒鉛粒子の酸化反応(8-3), (8-4)

および吸着電解活性酸素による β-ZnSの直接の

酸化反応が考えられる｡しかし,固体粒子の電極へ

の移行よりイオンの拡散の方がはるかに速いと考え

られることからPbO2(Pb)陽極上での主反応は,

F孟+の酸化反応(12-5)であり,本実験の測定電

位はこの反応の平衡電位近傍と考えられる｡従って,

Fig.13.8の45oの傾きを持った直線軌跡はポ+の

拡散律速によると考えられる｡
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第ヰ節 結 論

pbO2(Pb)陽極によるβ-ZnSのサスペンション･アノード電解浸出挙動にっいて,電極界面

インピーダンスを測定し検討した｡得られた結果は次のようである｡

(l) 1 N硫酸溶液中のPbO2(Pb)陽極のインピーダンス軌跡には, PbO2を主体とした陽極表面

上に他の鉛酸化物や硫酸塩からなる多相構造に基づく皮膜のインピーダンスが高周波側に示され

る｡

(2) β-ZnSを懸濁した時のPbO2(Pb)陽極界面反応は,水の電解により生成した酸素と β-

znsの溶解で生成したE2Sの酸化反応

1

E2S+す02Ad -SO +E20

であり,アノード反応は見掛け上

zns=za'+so+2e

の反応で進行する.この時の電極反応は電解酸素と E2S との酸化反応のうちの一次化学反応過

程によって支配される｡

(3) Fg'を添加したβ-ZnS+グラファイト粉末サスペンション系で,酸化電流はこれらのない

場合より著し(-大きい｡この時の電極反応はFg'によるβ-ZnSの総括的なSO生成反応,

zns+2Fg'=ZA'+so +2Fg'

により生成したFg'の酸化反応

F2e'=F孟++e

である.このFg'の拡散過程がアノード電極反応を支配するo

サスペンション状態で,硫化亜鉛粒子はアノードに接する畿会はあるが,この少ない時間ですぐ

十分にアノード反応が容易におこるとは期待できない｡またアノード表面上で生成される吸着電解

活性酸素との反応も考慮されるが,一旦02ガスになってしまった後ではその反応は非常に遅いの

で期待しにくい｡しかし,硫化亜鉛のアノード反応の媒体として,黒鉛粉末や鉄イオンを導入する

とアノード溶解が良く進行することがわかった｡黒鉛粉末懸濁においては,アノードとの衝突頻度

の問題がある.従って,硫酸幣性溶液中での懸濁電解においては鉄イオンの導入が良いと考えられ

る｡
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第14章 食塩水溶液中における硫化亜鉛のサスペンション電解

第1節 緒 言

水溶液中の硫化亜鉛の直接浸出法として硫酸酸性溶液中でサスペンション･アノード電解浸出に

ついてインピーダンス法から陽極反応を解析し種々検討してきた｡硫酸酸性溶液中では,アノード

反応媒体として黒鉛粉末の同時懸濁や鉄イオンを導入することにより効果的な浸出ができた｡しか

し,黒鉛粉末の同時懸濁においてはアノードスライム量の増大,また陽極への衝突頻度を増大させ

るために陽極構成,配置および携拝などに種々問題が残る｡鉄イオンレドックス系の導入は最もよ

いが,電解質溶液の不純化の問題がある｡そこでレドックスとして-ロゲンイオンの使用が考えら

れた｡ -ロゲソ化物の中でも取り扱いなど種々の点で塩素系の方が処理しやすいので,安価な食塩

水溶液中でのサスペンション電解について検討した｡

塩酸水溶液一塩素系による硫化物の直接酸浸出処理法は, Schermanらによって硫化鉛183)や

･185'によって種々の一般的硫化物の浸出について研究がされパイライト184)の浸出およびJa｡ks｡｡ ら

てたが, F.rwardら186)は1960年までの総説で次のように指摘した｡この系は特に付加的塩素イ

オンを含む水溶液中に溶解性の塩化物が非常に多くあるので硫酸一硫酸第2鉄溶液浸出法よりも

興味がある｡しかし,天然鉱石中には鉄の硫化物が含まれているので結果としては同一であるが,

塩酸一塩素系は多くの種類の金属を溶解してしまうので,浸出後の処理が難しくなる｡またこの

系は著しく腐食性であり装置上大変な困難があり,むしろ硫酸一硫酸塩系-の硫化物の浸出が望

まれると報告した｡その後硫酸一酸素系による浸出の研究が第1部で述べたように多くなされた｡

しかし,有機合成化学の発展により有機材料が進歩し経済的にも技術的にも装置材料の問題点は

少なくなってきている｡

1973年,塩化物水溶液中で行なう硫化物のスラリー電解が, Kruesiら137'によってCymet

( cyprus Mines Corporation)プロセス法として発表された｡これは黄銅鉱から銅と鉄の回収

のため実施され,さらにニッケルー銅精鉱などへ適応されたoこの報告ではDSA(I)imensionally

stable Anode)電極による黄銅鉱のスラリー･アノード電解で, pEl.5以上に保ち単体イオウ

生成が987oのオーダーであったとしている｡そして,塩化第2鉄浸出ではこのオーダーには達し

ないと推定している｡また, Sheine,ら187'は鈴-亜鉛混合精鉱からの鉛,亜鉛,飼および銀の

電解酸化浸出について, 207oNaCl溶液中で,精鉱スラリー(13-100%精鉱)をイオン交換樹脂

膜で分離したアノード室に通し,アノード電解生成酸化物によってこれらの硫化物をSOぁるいは

硫酸根の形で溶解し,カソードにカセイソーダが得られたと報告した｡この時の金属抽出は 92-

100%であり,カソードの電流効率は99%以上であったo

硫化亜鉛についてまだ詳しい報告はされていない｡

硫化亜鉛はFig.14.1の電位-
pII図に示されるように中性附近までの比較的高pfIまでZa'

として存在するが,従来の研究においては比較的低いllEでなされてきている｡そこで本研究では

鉄などの不純物を溶出させることなく亜鉛のみの溶出が期待できる中性附近のpI15･5の食塩水溶

液を用いて行なった｡

一般に,食塩電解溶液中のアノ-ド電極界面反応は

2Cl :二Clヮ+ 2e E-二1.36+0.0295勿acL2/a2cL-

I-80-

( 14-1 )



の放電反応によるC12発生,そしてC12の加水分解

反応

C12+E20-ⅡC10+II++CI

K-4･66x1014(25oC)38) ( 14-2 )

および, ECIOの解離反応

fIC10=C10 +H'

E-3･2×10~8(25･c)38) ( 14-3 )

が起こる1.88'189'これらのアノード生成塩化物の水溶

液中での濃度割合は,
pEの関数として表わされる9.3)

この濃度割合はCl~濃度によって変化し,5Mと0.1

MNa(〕lのときの濃度割合とpEの関係をFig. 14.2

に示す｡酸性領域においてはCl2が安定であり,中

性附近でE(〕10,アルカリ領域ではCIO-イオンが

安定に存在する｡ (プ1~が多くなるとC12の安定領域

はp丑の高い方まで広がる｡更に,アノード電極界

面で次式(14-4･), (14-5)の電気化学反応に

より,塩素酸が生成される｡

clO 十2B20-C103+4丑++4e

(14-4)

ⅡclO+2且20-Cloョ+5Ⅱ十+4e

( 14-5)

また,付随反応として水の電解による酸素発生反応

1

Ⅱ20-す02+2II'+2e
l

~
2

E-1･229+0･0295勿a芸2･aE･ (2-7)

が起こることが考えられるが食塩水溶液における酸

素過電圧の大きいPt電極を用いることにより優先

的にこれら塩化物を生成させ得る｡また次亜塩素酸

と次亜塩酸イオンとの化学反応(14-6)により塩

素酸が生成される1.89)

2ⅠICIO+C10~ -C103 +2Clー+2Ⅱ+
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at 25℃

h): 5M NaCI 0)): 0.1M NaCl

( 14-6 )

そこで本章においては,濃厚な5MNaCl水溶液でのアノード電極反応,アノード室に懸濁した

β-znsの溶解反応挙動,および金属亜鉛のカソード析出反応について検討した.

第2称 美験方法

電解装置 分極測定および電解浸出実験に使用した電解装置図をFig.14.3に示す｡電極はい

づれも白金線を用い,電極面積は,アノード電極の分極測定時は0･2, 1c虐,定電流電解浸出時は

8･5cR,サスペンション･バルク電位検出電極は1ci,カソード電極は3c虐である.電解槽は口布

-81-



でカソード室とアノード室とを分離し, ZnS の混

入を防いだ｡浸出槽にはビーカーを用い,浸出溶液

1Pをマグネチックスターラーにより摸拝し,恒温

槽中で実験を行なった｡

pⅡ調節および分析 p正調節はNaOEおよび

ECl溶液により行なった｡溶出亜鉛の定量分析は,

電解前および60分毎に25hu取り出し,EDTA法に

より行ない,カソード析出亜鉛も1N硝酸に溶解後,

同様に行なった｡

第3節 実験結果および考察

1. NaCl濃度およぴNaCIO添加の影響

p王Ⅰ5.5におけるNa(ブ1濃度およびNaCIOのアノ

ード分極-の影響についてFig･14.4に示す｡NaCl

濃度の増加にともない分極は小さくなる｡5MNaCl

の場合, 1.1Vか一ら電流は立ち上がるがNaCl濃度

の減少とともに立ち上がり電位も貴になっている｡

このp正においてはアノード生成塩化物は前述の如

くHCIOの生成濃度割合が一番大きく, Cl~が多い

程,この生成アノード分極は小さくなる｡このこと

から, NaCIOの添加量を増加させると分極は大き

くなってくることが固からも示される｡ 1Mと0.1

MNaCl溶液の立ち上がり電位がNaCIOを加えた

時, NaC10を加えない場合より卑になるのは pH

調節のためECl添加によるCl~の増加と考えられる｡

叉, 1.6V-1.7V附近から再び電流は増加し始め,

¢) Thermos(a(

@ Anode electrode of p[ wire

⑦由thode e[ec(rode o/ P[ wI.re

@ cathode room

@ p[ wi.re e[ec[rode

@ Lugg/n capi/(ary

｢Z)5CE

@ Beaker

(勃AC/'[a(er

@ Magne[I'c stirrer

Fig･14･3 Experimental apparatus of electrolysis
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Fig.14.4 Effects of NaCIO on the anodic

polarization of Pt electrode in various

NaCl釦1utions at 30℃ and pH5.5.
Sweep rate is lmV/see.

その後, NaCIOの添加量が多い程分極は小

さくなる｡この傾向絃1, 0.1Mの場合も同様である(,これは水の放電による酸素の発生とともに,

塩素酸の生成反応(14-4), (14-5)が起こるためである.

2. 5A(NaCl溶液へのBr-添加の影苧

pH5.5の5MNaCl溶液のアノード分極へのB-r添加の影響をFig･14･5に示す｡一般に次亜塩

素酸塩による酸化反応は遅いから,次亜塩素酸塩滴定(hypochlorite titration)の場合溶液中

に過剰の臭化カリウムを添加しておくことが行なわれる｡ B-rを添加した場合,アノード電極では

次亜塩素酸生成反応より卑な電位で,臭素発生反応

2Br-Br2 +2e E-1･0651010295%aB;

が起こるため, Biの添加量の多い程アノード分極は小さくなった｡

叉, Br2はC12 と同様に

Br2 +=I20-IiBrO+=I+十Bi K-5･8×10-9(25oC )38)

ItBrO- llI- + BrO K-2.06×10-9( 25oC):うR'
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と加水分解,解離反応し,次亜塩素酸塩を生成する｡

3. ZnSの添加tおよび温度の影甘

塩化物水溶扱中における,硫化亜鉛の溶解反応は

Ⅱ2 S発生反応

zns+2Ⅱ++nCl -ZnCln2-A +H2S

(n=1-4)

(14-10)

単体イオウ生成反応

zns+ncl- -ZnC12n-A+sO+2 e

(14-ll)

so.2~生成反応

ZnS+4ヱ20+nCl

-

z皿C12n-n+so喜-+8II++8e
(14-12)

が考えられる.ここでカチオンZa'は,本実験が5

~ヽ
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〔
U

iZI

可

〔
ヽ一

三､
二■コ

V)

l=
qJ

､b

■L_

lこ
qJ

】｣

L

コ

U

I.0 ∫,5 2.0

Po(en[I'a/ V ( vs.SCE)

Fig･14･5 Effects of additive of B｢ ｡n the

anodic polarization of pt electrode

in 5M ◆NaCI solutions at 3)'c and

pH 5.5.

MNaClの濃厚塩イヒ物水溶液を用いているので,アニオンを形成すると考えられる.

カチオンZA'はCl~濃度の増大にともなってアニオン亜鉛錯イオンを形成する.すなわち,

stabibity Costants190)より

MLn_1+LSMLn Kn-
〔MLn〕

〔地LA_1⊃〔L〕
(M=ZL', L-Cl~) (14-13)

勿Kl-0.72,勿K2ニー0.23,勿K3--0.68,勿E.-0･37 (0.69(ⅡCIO3))であり,5

MNaCl中では

[zncl,j [ZnCl.21
8.1×10-2.6×10

[ zncl'j

(zi'〕
-b'U〈▲U'

〔zi'〕
~u■▲′､▲u'

〔zi'〕
9.4×102 (14-14)

となり,アニオン亜鉛錯イオン(ZnCln2-A)としてはZnC12{が一番多い.

そこで, 5MNaCl溶液中におけるアノード分極-の ZnSの添加量およびzns添加時の温度の

影響についてFig.14.6に示す.図に示されるように, 1V付近から電流は立ち上がり, ZnSの添

加量の増加にともないその分極は小さくなっている｡これは総括的なsOぁるいはSO≡~の生成に

よるZnSの溶解酸化反応が,アノード生成塩化物による酸化作用によってよく進行することを示す0

すなわち,このSO生成反応は,前章まで明らかになったように直接的なSO生成反応は起こりにく

く,前章までと同様に, ZnSが正2S発生反応で溶解し,アノード生成塩化物の酸化作用によって

発生した五2SがsOに酸化され,総括的にZnSのSO生成反応

zns+ncl =ZnCl2n-n+sO+2e (14-ll)

となると考えられる｡ ZnSの丑2S発生反応は塩酸による浸出でも溶液中にZ訂イオンが増加する

と浸出率が低下する現象が認められるが,食塩の添加によってその影響を補償することができ,Cl

濃度が大きいほどこの効果が大きいことが報告され,これは前述のような亜鉛錯イオンの形成によ

るものとされている㌔91)pEが5.5と高いのでE2S発生反応が起こり難いことも考えられるが

NaClの飽和溶解度(5.2M )に近い5Mの濃厚食塩水溶液であり,前述の計算のように亜鉛錯イ
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オンの生成は非常に大きいことから十分丑2S発生

反応による硫化亜鉛の溶解が進行するものと考えら

れること,また,発生したE2Sが十分に生成塩化

物でSOに酸化されるため,溶液中のH2Sの活量は

かなり低下すると考えられる｡従って,硫化亜鉛の

so生成溶解反応はⅡ2Sの酸化による総括的なSO生

成溶解反応と考えられる｡ Fig･14.6に示されるよ

うに温度を高くすると分極はさらに小さくなる｡し

かし,これはむしろSO…~生成型反応による溶解反

応が進行すると考えられる｡ (Table14.1の浸出

実験結果より)これはアノード生成塩化物のレドッ

クス電位がF孟+/Fg'などと比べ貴であり,温度が高

いことによってSO2.-まで酸化されると考えられる.

/.0 ].5 2.0

Po[en[ai/ V ( vs.SCE)

Fig. 14. 6 Er亡ects of temperature and the suspending

amount or ZnS on the anodic polarization or

Pt electrode at pH 5.5. Sweep rate is lmV/sec･

また,約1.5Vから電流密度は減少している｡これ

はPt陽極表面上-の酸素の吸着により, Cl~放電

反応(ECIOの生成反応)が妨げられることに起因する｡しかし,上記と同じ理由で, β-ZnS

を添加した場合のアノード電流はβ-ZnSのない場合より大きい.

更に,電位が貴になると再びアノード電流は増大する｡これは陽極界面での丑C10あるいはCIO~

の酸化による塩素酸の生成反応および酸素発生反応が進むことによる. この時β-znsの添加に

よる変化はあまり見られないoすなわち, β-znsのない場合のⅡCIOあるいはCl(∫の濃度が,

β-znsのある場合に比べ大きいので(14-4), ( 14-5)式の塩素酸生成反応は多くなる｡同

時に, β-ZnSのある場合にはE(⊃10あるいはC10-がβ-znsと反応して,これらの濃度が小

さいため, (14-4), ( 14-5)式の塩素酸生成反応は少ないが,しかしCl~放電反応(ⅡCIO

生成反応)は多い｡従って, Cl~放電反応(HCIO生成反応)塩素酸生成反応および酸素発生反応

の総和であるアノード電流の β-ZnSの添加による変化はあまり現われなかったと考えられる｡

また, 80oCと温度が高くなる.と塩素酸生成反応および酸素発生反応の分極は小さくなるため,約

1.5Vからの減少傾向はあまり現われなかった｡

ヰ. ZnSサスペンション時および電解時におけるバルク電位とアノード電位

5MNa(ブ1水溶液中でpE5･5に保持した時の各種の電位をFig･14･7に示す.最初に電解をしな

い時の溶液の電位は0.6V近傍にあり, ZnS (40g/C)を懸濁させると,電位は急激に下がりす

ぐにOV附近で一定となる. pIIは減少傾向にあった｡また, ZnS20g/Pを懸濁し,最初pⅡ5.5

に調節した後3時間後pEは3.25と下がり,溶出亜鉛量は40.25ay/Pとわずかであった｡次に,

5MNaClだけの1A (
117.6mA/c虜)定電流電解時のバルク電位の経時変化は,電解初廟におい

てピークが現われ,その後約o.8V附近で一定となる｡これは初期においてHCIO/CI-の電位を

示し,その後clO言/cl-が加わるためピークが現われ,アノード電極電位もこの傾向を哀している｡

そして, 120分後に電解を止めてもこの電位を示しているが, znSを添加するとバルク電位は急激

に下がり,電解のない場合のサスペンション電位より卑である｡これはアノード生成塩化物とZnS

が反応し, SO生成溶解反応(Table 14.1の浸出結果より)による混成電位を示すことによる｡そ
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の後,漸次電位の上昇傾向は生成塩化物の消耗によ

り,溶存酸素が増加するためである｡その後再び1

A定電流電解を行なうと電位は下がり-0.25V附近

の電位を示し, ZnSのSO生成溶解反応が進行して

いることを示している｡アノード電極電位は再電解

初期は1.2V附近であるが,ある時間経過後1.7V

となる｡これは生成IICIOがznsとアノード界面

で反応しているが, zns のアノード界面への移送

の関係で界面にⅡCIOの生成残留量が多くなること

によりC10三生成(o2発生)し始めるため,電位は

1.75V近傍に上昇する｡

次に5MNaClに0.5MNaCIOを加え, pE5.5

に調節した時のバルク電位をFig.14.8に示す｡こ

の電位は丑C10/Cl~(pⅡ5.5において, 1.08Vvs.

S(ブE)の電位を示している｡ また電位の逐次降下

はHC10が本来不安定であり,分解していくためで

ある｡ ZnS409 を添加すると電位は急激に減少し

-o.13Vでほぼ一定となる｡ この電位も前述と同

様な混成電位である｡

5.定電流電解浸出実験結果

各種条件下における ZnSサスペンション電解浸

出結果をTable14.1に示す. まず,いずれの場合

においても電解時間が長くなる程電流効率(znsが

so生成による溶解反応としての電流効率)は上昇し

た｡これはECIOの酸化反応が遅いためと考えられ

る.電流密度の変化による電流効率は,176.5InA/ci

(1.5A)がよく,電流密度が高くなると02

発生によりZnSのSO生成効率は悪くなるo

しかし,いずれの場合においても 80%以上

の効率で溶解できる. ZnS添加量が多い樫

溶解は良い｡叉, B-rやCIObを前もって添加

すると同じ電流密度においてもその効率は良

くなる｡これはEC10をEBrOに変化させて

その反応速度を早めることやECIOによる酸

化反応がその濃度に依存するためである｡温
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Fig.14.7 Chronopotential changes of Pt anode
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へヽ

し｣
U

U)

tJl

ゝ
ヽ_

ゝ

.i■._

⊂:

e
0

Q.

･ニヒ■■-■■■■

:⊃

q

40gZn5add

0 60 120

TJlme (mJ'n)

Fig.14.8 change of bulk potential in 5M NaCl and O･05M NaC10

60lutk'ns at 30oC and p= 5･5

Table 14.1 Experinlental results during galvanostatic

electrolysIS in 5M NaCl at pH 5.5.

No

Cond/-[jon5 CurrenTefF/c/-enc/-es(%)

ZnS

(a)

Temp

/○Cノ

Currenf

nsity

mAM)

Addllfive Eachonehour 〃ou｢5

/ E] 3 ■ 2 3

/ 40 30 7/7.6 くβ.7 59,0 84,3 487 53_6 6く.0

2 く0 30 776,5 550 7く.8 109.3 55.0 64.9
.79.7

E] <0 30 352.9 ..I 68_0 82.3 67.8 679 72.7

く 20 30 776,5 56.6 559 639 56.6 552 58.I

5 く0 30 777.6
〝βr

α′〃 562 6<_8 700.7 562 650 76.7

6 40 30 ′く′,～
〟∂CfO

0.05N
59_5 73_9 170.8 59.5 66.7 8′.く

7 20 7() 717_6 く～.7 <6.7 96_0 4Z7 くく.7 6]_8

♂ <0 7() 777,6 25.0 <T.0 62.9 250 jj.0 43.0

9 i_0 ♂ I76.5 5/./ 75.♂ 750 5T7 63.く 6i3

P( elec(rode used lrS 8.5 cm2.

度が高いと効率は悪いし,低く過ぎても効率は低下するのは温度が高いとむしろSO…▼生成反応が

多く起こることによる｡また,温度が8℃と低いと ZnS と生成塩化物との反応速度が遅くなるた

めと考えられる｡この浸出実験時のアノード電極電位およびサスペンション･バルク電位の代表的
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な経時変化の例をFig.1ヰ.9に示す｡ 60分毎におけ

る変化は分析用の液を取り出すため電解を止めたこ

とによる｡アノード電極電位は電流が大きくなる程

貴である｡叉,サスペンション電解時のバルク電位

は電解のない場合より卑であり,電解時の反応はSO

生成反応が主反応であることを示している｡

以上の事より5MNaCl中における β-ZnSの

サスペンション･アノード電解は,陽極で塩化物

C12, IICIO, CIO～, C10;が形成され,これらの

塩化物がznsの溶解で発生したE2Sを主にSOに酸

化し,見掛け上

zns+ncl
-ZnCl2Jn+so+2e

(14-ll)

のSO生成反応が主なアノード反応として起こる｡

6.カソード反応

5MIThJaCI中にZrlC12 を種々の濃度で添加した

時のAl陰極のカソード分極曲線をFig.14.川に示

す｡ -1.2V附近から電流は立ち上がり限界電流が

示され,この限界電流は添加革IICl2が多い程,増大

する｡そして更に電位が卑になると電流が増加する｡

これは水素ガス発生によると考えられる｡そこでこ

の限界電流と添加ZnC12との関係をFig.14.11に

示す｡この関係はほぼ直線で示される｡また,カソ

ード分極への温度の影響をFig.14.12に示す｡温度

が高くなる程,限界電流は増大することが示される｡
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従って,これらのことからこの限界電流は陰極-の物質移動,拡散過程に起因して現われる｡

濃厚食塩水溶液では前述のように亜鉛イオンはZn(〕l2n~nとして存在するので,カソード反応

zncl2Jn+2e-Z監+ncl (Il-1-4) ( 14-15)

は,このZnCl三Inの陰極への拡散過程によって支配される｡

第ヰ節 結 輪

pII5.5の5MNaCl水溶液中でのアノード分極挙動および
β-ZnS のサスペンション･アノ

ード電解時の β-ZnSの溶解反応機構そしてカソード亜鉛析出反応挙動について検討した.

得られた結果は次のようである｡

(1) NaCl濃度が大きい程アノード分極は小さくなり, β-ZnSサスペンション電解において,高

Na(コ1濃度の方が高電流密度電解を行なうことができる.

(2) Biを添加した時,添加Br-の量が増加する程アノード電流は増加する｡そして,アノード界面

で臭化物を生成するため, β-ZnSの総括的なSO生成による溶解反応は促進される.

(3) β-ZnSの懸濁量を増大させる程,また温度が高い程アノード分極は小さくなる｡しかし,

温度が高いとβ- ZnSのSO喜~生成型による溶解反応が増加する.
(4) 5MNaCl水溶液中でのβ-ZnSの電解浸出反応は総括的なSO生成反応が主反応である.そ

して,アノード反応は見掛上, zns十n(コ1~-ZnCl㌃n+SO+2e の反応となる.

(5) 5MNa(⊃1水溶液からの亜鉛析出反応は,限界電流が定電位分極曲線に現われ,この限界電流

は添加znC12の量に比例し,温度が高い程増大する.この時のカソード反応は,陰極-の塩化亜

鉛錯イオンの拡散過程によって支配される｡
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第1 5章 浸出残査からの単体イオウの分離回収

第1節 緒 言

硫化物イオウを単体イオウ(SO)の形で固定することが,運送,貯蔵などの点から望まれ,前章

までSO生成による酸浸出法あるいはサスペンション電解などの電解法を検討してきた｡そしてSO

生成による ZnS の浸出が有効にできることが明らかとなった｡そこで次に,浸出残査に含まれる

浸出反応生成物,単体イオウの分離回収について検討する｡ SO抽出法として,ビリジン,二硫化

炭素,トルエン,パークロロエーテルによる抽出があるが,有機物を使用する点で問題が多い｡ま

た,選鉱による方法192)や130oCで1-2mオの粒子に凝集させ分離する方法8'などが考えられてき

た｡最近, I)oyleら24'(ま硫化亜鉛精鉱の硫酸-酸素加圧浸出時に生ずる生成soの分離に対し,残査

中のSOを150oCで一旦溶融状態にして,これを圧力炉過によりSOを分離する高温加圧炉過法を提

案した｡しかし,この方法は高温での処理が不便であるなどの問題点がある｡また, Ea,erら193'

は黄銅鉱の浸出で,浸出残査と一緒になった単体イオウの, (NⅡ｡)2Sによる,抽出分離回収につ

いて報告している｡しかしこの方法はクローズドシステムを必要とする｡そこでこれらの問題点を

少しでも減少させ,有機溶媒を使用せず,特別な高温処理をも必要としない方法として硫化ナトリ

ウム水溶液による-SO分離回収について検討した.

第2節 実験方法

soの溶解 恒温槽中に保有したビーカーに硫化ナトリウム溶液200h!Cあるいは500hreを入れ,

これにイオウを加え種々の条件下で溶解し,残査は炉過洗源後,乾燥器の中で十分乾燥した後,精

秤して溶解イオウ量を求めた｡

第3節 実験結果および考察

I. SO溶解におよぽす硫化ナトリウム水溶液の濃度および温度の影響

so溶解量-の硫化ナトリウム水溶液の濃度およ

び温度の影響をFig.15.1に示す｡ (so溶解は, 4

時間行なった｡ )各温度において,硫化ナトリウム

の濃度が高いほどSOの溶解量は増大した｡これは,

硫化ナトリウム水溶液にSOを添加すると,多硫化ナ

ト1)ウム(Na2Sl.A)が生成するためである｡この

反応は,次式のように示される｡

Na2S+nSO-Na2Sl+n ( 15-1 )

s2-+nsO-sf二n ( 15-2 )

また,硫化ナトリウムの濃度にかかわらず,温度

が高いほどSOの溶解量は増大した｡これは,温度

が高いほどSOの溶解度が大きいためである｡
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2.溶液の温度差によるSO析出

80℃で4時間反応させ, 80℃から20℃に冷却

した時に析出したSO量およびSO析出率-の硫化ナ

トリウム濃度の影響をFig.15.2に示す｡硫化ナト

リウム濃度が高いほど,温度差による SO析出量は

大きい｡しかし, SO析出率は小さいことが示され

た｡これらのことは, Na2S濃度が高いほどSO溶解

量が多いためである｡ところで,この温度差による

溶解度の違いを利用して, SOを分離回収するには,

硫化ナトリウムの濃度が高いはどよいことが,この

図から明らかとなった｡しかしFig.15.2に示され

るように,温度の違いによる溶解度差を利用した方

法ではSO回収率が,小さいことも明らかになった｡

そこで硫化ナトリウム水溶液に SOを溶解して生成

1

Concentrat)un of Na2S (M/1)

Flg.15.2 Effellts of the concentration of
Na2S

on the recoyery efficieneleS and the

amouT)I Of prec)pitated
SO,as the

soJution was c(I)led from 柵'c to2(】'c

し

しJ
=

q)

)

10 ｢;

>､

L

q)

こ

し

qJ

∝

した多硫化ナトリウム水溶液から酸分解法によって,

イオウを回収する方法を次に試みた｡

3.酸分解によるSO析出

室温(15oc )でイオウを2199/P溶解している硫化ナトリウム(2.5M)水溶液に添加した1M

Ⅱclの量と,これによって酸分解で析出したSO量およびsO析出率との関係をFig.15.3に示す｡

添加した1MⅡClの量が増すとともに, SO析出量およびsO回収率は増大したo なお, Fig.15.3

には2回の実験値を示すが,再現性はかなり良いことがわかった｡塩酸による酸分解からの SO析

出反応は,次のような反応によると考えられる｡

s12;A+H'-nSO+HS

ところで,水溶液中でのイオウの存在形態は主に

E2S, ES∴ s2~を考えれば良く, pEに対するこ

れらの濃度割合は,次の平衡関係25)で知られている｡

HS +H+-=I2S

･og%--7･pH
'15-4'

s2-+E+-ⅡS

log監ニー13･9+pH
(15-5,

酸性領域において, E2Sの濃度割合が大きく,そ

してpEが約10ほどで, ES~の濃度割合が最大とな

り,
p王Ⅰが更に大きくなると, S2~の濃度割合が増

加する, 2.5モノL,/Pの硫化ナトリウム水溶熟ま加水

分解によってpEが13.85の強アルカリ溶液となる｡

このpEでES~とS2一の渡度割合は,ほぼ同一であ
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る｡この溶液にSOを溶解するとpEは約11.4に下がった｡これはSO溶解で生成した多硫化ナトリ

ウムの加水分解が硫化ナトリウムよりも少ないと考えられることによる｡この溶液に塩酸を添加す

るとpモⅠはぎig･15･3の1j7添加で約10まで~~Fがり, SOが析出するo そして,本実験のpll領域に

おいては,呈i2dの発生は,趣くわすかであることが平衡論的にも上武から示され,実験において

も確められた｡

この酸分解によるSO回収率は前述J)温度差による場合よりも杓3倍大きくなり, SO回収法とし

て本プ;法が有効であること′ケ▲わかった｡

ヰ.硫化ナトリウム水溶顔の再循環利用

soを溶解した多硫化ナトリウム水溶液の鞍分解によるSO回収と蕗沢のSO塔解性の.)サイクル性

について実験した結果,加えた1Mr11Clと同税定量の水酸化ナトリウムを加えることにより,析出

したSOの量だけのSOを溶解できることが分った｡また,塩酸添加後,水酸化ナトリウムを添加しな

い場合は, SOはほとんど溶解しない｡

5.硫化ナトリウム水溶液の硬化反応

硫化ナトリウム水溶液の酸化反応は,次のような溶存酸素による酸化反応が考えられる｡

2Na2S十202 +II20-2NaOH+Na2S203 ( 15-6 )

2Na2S+30ゥ-2Na2SO3 (15-7 )

そこで≠ これらの酸化反応によって生成されるチオ硫酸ナトリウム(Na2S203)および亜硫酸ナ

トリウムEtNa2SO3)水溶液へのSO溶解そして1MIIClによるSO析出について,実験した.それ

ぞれの水溶済におけるpfIは, 2叫′pのNa2SO3溶接が1O.6, 3.6叫/PのNa2S203溶液が7とな

り硫化ナトリウム水溶液のpHより低い. 3.6M/PのNa2S20,水溶液へのSO溶解は認められなか

ったが, 2吋'pのNa2SO3水溶液1P-は13.15のSOが, 80oCl時間で溶解した｡この時の反

応はNa2S203の生成反応

Na2SO3 +SO-Na2S203 ( 15-8 )

により起こると考えられる｡

また5酸分解によるSO析出については, 1MⅡClの添加によって2吋′8のNa2SO3水溶液から

はSOは析出しないが, 3･6叫/blのNa2S203水溶敢からのSOの析出は約2.5%とわずかにあった.

この時,わずかなSO｡ガスの発生が認められた｡この反応は

Na2吊203 +2fICl-2NaCl+SO+so2+E20 ( 15-9)

と考えられ,この反応はわずかである｡したがって,本実験における硫化ナトリウム水溶液の溶存

酸素による酸化で生成するNa2S203やNa2SO3はわずかであり,前述までのSO溶解および酸分解

によるSO析出は多硫イヒナトリウムに基づく反応であることが明らかとなった｡

第4節 結 論

単体イオウの抽出および回収法として,有機溶媒によらないで,硫化ナトリウム水溶液を用いる

方法について検討した｡その結果,次のことが明らかとなった｡

(1)硫化ナトリウムの濃度が大きいほどSOの溶解度は大きくなる｡これは硫化ナトリウム水溶扱

中へSOが多硫化ナトリウムを生成して溶解するためである｡

(2)硫化ナトリウム溶液-の溶解温度が高いほど, SO溶解度が大きいため, SO溶解量は多くなる｡
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(3)多硫化ナトリウム水溶液として抽出した後のSOの回収法として,温度を変化してSOの溶解度

差を利用して回収する系で紐,硫化ナトリウム濃度が高いほどSO析出量は大きくなるが,SO析出

率は逆に小さくなり,回収率も小さいことが明らかとなった｡

(4)生成した多硫化ナトリウム水溶液から取分解法によって, SOを回収する系において,添加す

る塩酸の量が増加すると共にSO析出量およびSO回収率は増大する｡ SO回収率は温度差を利用し

た系の約3倍である｡

(5)多硫化ナトリウム溶液に加えた酸溶液と同規定量のアルカリ溶液を加えれば,再びSOを溶解

でき,溶液は十分リサイクルできることが明らかとなった｡

以上の事より,浸出残査から硫化ナトリウム水溶掛こよる SOの分離回収法は以下のように考え

られる｡硫化ナトリウム水溶液でSOを多硫化ナトリウム水溶液として抽出する｡固液分離後,こ

の溶液を酸で分解してSOを析出させるo そして,炉過してSOを回収するo 酸分解後の溶液はア

ルカリ溶液でp丑を調整して循環使用する｡
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第16章 第3部のまとめ

硫化亜鉛の直接電解法として有効であった黒鉛との混合物電極を用いる方法には,電極製造工程

が必要となること,アノ…ド｡スライムが多いこと,電極として脆いこと,混合電極の反応面から

の垂鉛イオンの物質移動が遅いことなどが問題となった｡本来硫化亜鉛精鉱は浮選などの前処理工

程を経た段階では,粉体として取り扱われているので,このままの状態で利用し,電解浸出を行な

えれば,これらの問題点をかなり解決できる｡そこで,硫化亜鉛を隔膜で分離したアノード室中に

サスペンション(スラ7)-)状態の基で,不溶性陽極により電解浸出させ,カソードで金属亜鉛の

析出を行なうサスペンション電解法について,まず硫酸酸性溶液で検討した｡

最初に,混合物電極の主体をなしていた黒鉛粉体を, Pt, PbO2(Pb)および黒鉛電極で,サ

スペンション･アノード電解した時の挙動を調べた.崇鉛粒子はこれらの陽極と接触することによ

り電気化学的酸化が起こり, ( C-0Ⅰ王), ( C-0)などの酸化物種を表面に形成する｡サスペン

ション電位は黒鉛粒子表面にこれらの酸化物種が生成することにより,高電位を示し,アノード電

位に近づく｡この電位はこれらの酸化物種のレドックス電位であり,表面に形成された酸化物種は

水溶綬中で安定に存在することが明らかとなった｡従って,電解酸化されて高電位を保有する黒鉛

粒子表面上で,局部電池反応により,硫化亜鉛の総括的にアノーディックなSO生成溶解反応が期

待された｡すなわち,硫化亜鉛はE2S発生反応で溶解し,このH2SのSO-の酸化反応と黒鉛酸化

物種の還元反応に基づく局部電池反応によるSO生成反応が主に期待できる｡

ところで硫化亜鉛のサスペンション系をアノード電解した時には,硫化亜鉛が酸浸出反応

7JnS+2H'-Zi'+H2S (2-1 )

で溶解し,陽極ではこのE2Sの電解酸化が起こり,見掛け上アノード反応は,

zns-z訂+so+2e (2-2)

で起こることになる｡この時の電極反応を電極インピーダンス法から解析した結果, Pt陽極反応

は低電位領域でH2Sの拡散過程によって律速される｡高電位領域では酸素ガス発生が起こり,こ

の遷移反応によって律速される｡

また, PbO2(Pb)電極は硫酸溶液中で1･1Vと高い電位以上で陽極として作用する｡この系の

PbO2(Pb)陽極界面反応は水の放電により生成した活性酸素とⅢ2Sとの酸化反応である｡電極反

応は電解酸素とβ
-

ZnSの溶解で生成したII2Sの--一次化学反応過程によって支配される｡

しかし,溶液中で発生したE2S を大気中に逸散させないで陽極へ十分に移動することは難かし

く問題がある｡また,陽極サスペンション粒子である硫化東鉛が十分に衡突滞留してアノード反応

をすることは期待しにくく,陽極活性酸素との反応も考慮したとしても,一旦0ヮガスになってし

まった後ではその反応は非常に遅いことなどで,電流効率高く電解浸出できなかった｡

そこでこのサスペンション系に前述の黒鉛粉末を同時に懸濁させ電解を行なった｡ Pt陽極で実

験した結果から,黒鉛粒子が陽極で電気化学的に軌′とされ,表面に酸化物種を生成し,局部電池反

応により硫化亜鉛を総括的なSし)生成反応で溶解することかできた｡しかし,陽極と思鉛粒子とU)

接触頻度が問題となった｡この解決には黒鉛粉末添加量を一層増大させることが必要となる｡する

と,柴鉛粉末によるアノード･スライム量の増二人となり,不利な点となる｡

この解決方法として,硫化亜鉛のアノード反応媒体として, F昌+/Fgl'のレト㌧クス系を導入したo
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このレドックス系を添加すると,硫化亜鉛はH2S発生反応で溶解し, H2SがFe3'によりSOに酸化

され,総括的に

zns+2F昌+=z訂+2F昌++so

の反応により溶解する｡ Pt陽極では生成F昌+の

Fg+=F孟++e

酸化反応が起こり,アノード反応は硫化亜鉛の見掛け上

zns-zA'+so+2e

( 12-5 )

( 12-6)

( 2-2 )

の反応で進行することになる｡

この時のPt陽極の電極反応はFB'/Fg十の遷移反応によって律速されることがわかった｡この系

にある程度の黒鉛粉末を同時に懸濁し,アノード電解浸出を試みた｡ Pt電極およびPbO2(Pb)

電極のいずれも,前述のサスペンション系に比べ,アノード電流は著しく大きくなった｡この時の

pt電極反応も, Fg'/Fg'の遷移反応によって支配されることが明らかとなった.PbO2(Pb)陽

極の電極反応はFg'の拡散過程によって支配されることが明らかとなった｡

陽極材としてPtとPbO2(Pb)陽極を比べると, PbO2(Pb)の方がはるかに安価であるが,疏

酸溶液中で陽極として作用させるには, 1.1V以上の電位が必要となり,槽電圧がPtに比べて大

きくなる不利な点がある｡

従って,種々の点でF昌'/Fg'のレドックス系の添加は,溶液の不純化の問題点はあるが,硫酸水

溶液中での硫化亜鉛サスペンション･アノード電解には,最も良い効果があると考えられる.

このようなサスペンション電解の利点として次のことがあげられる0

(1)従来の湿式電解採取の工程に隔膜などを用いることにより,ほとんど利用されていなかったア

ノード反応を有効に浸出に利用でき,同時にカソードに金属亜鉛を得ることができる｡

(2)金属亜鉛精鉱を総括的に単体イオウ生成型の溶解反応で直接浸出を行なうことができる｡

(3)黒鉛粉末を懸濁させた場合,混合電極において問題となった反応生成物の物質移動を速めるこ

とができる｡ただし,黒鉛添加はアノード･スライムの増大となる不利な点がある｡

(4)精鉱を粉体のままアノード室にチャージするので,従来の熔焼工程などを省略化でき,工程の

単純化が可能となる｡

(5)操業の連続化が可能である｡

また,鉄イオンの添加による溶液の不純化の問題点があげられたが,硫化亜鉛精鉱中に鉄が含ま

れていることを考えれば,同じこととなり,大きな問題ではない｡

次に,溶液の不純化を少しでも減少させるべく,レドックス系として-ロゲソの作用が考えられ

た｡ -ロゲソの中でも取り扱いなど種々の点で塩素系の方が処理しやすいので安価な食塩水溶液で

の硫化亜鉛のサスペンション･アノード電解についてPt電極を用いて検討した｡溶液のpI王は鉄

などの不純物が溶出しないようなpⅡ5.5にして行ない,また溶液の濃度は飽和濃度に近い5モル

の食塩水溶液で行なった｡というのはNaCl濃度の高い方が高電流密度電解を行なうことができる

ことおよびznsのE2S発生溶解反応がNaCl濃度の増加とともに溶出亜鉛イオンの塩化錯イオン

形成によってよく起こるためである｡この時のアノード電極反応は主に次亜塩素酸などの塩化物の

生成であり,硫化亜鉛は

zns+2II'+nCl
-ZnCl2Jn+H2S
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の反応で溶解する｡発生したE2Sは陽極生成塩化物によって, SOに主に酸化されることによって,

アノードの総括反応は見掛け上,

zns+ncl--ZnCl2n-A+sO+2e (14-ll )

で示される｡アノードでは硫化亜鉛のSO生成による溶解が主に進行することがわかり,電流効率

よく浸出を行なうことができることが明らかとなった.また,次亜塩素酸の反応は遅いのでB-r を

添加することによって硫化亜鉛の浸出速度は促進され,高い電流効率が得られた｡

5MNaCl水溶液からの亜鉛析出カソード反応は

znc12n-n+2e=Z且十nCl (14-15)

で表わされる｡電位規制分極曲線に顕著な限界電流が現われ,この限界電流は添加 Zn(⊃12量に比

例し,温度が高い程増大することにより,亜鉛析出のカソード反応は,陰極への塩化亜鉛錯イオン

の拡散過程によって支配されていることが明らかとなった｡

従って,濃厚な食塩水溶液による硫化亜鉛のサスペンション･アノード電解は,前述の硫酸酸性

溶液系のサスペンション･アノード電解の利点に加えて,中性に近い酸性溶液を用いることにより,

鉄などの不純物を溶出させることなく,主にSO生成反応により硫化亜鉛の溶解を行なうことがで

き,そして濃厚食塩水を用いることによる液抵抗の減少のため電力の節約ができる利点があること

が明らかとなった｡塩素イオンを扱うことによる設備などの腐食に対する処置を十分に考慮する必

要はある｡

前述までのように, SO生成反応でZnSを効率よく浸出できることが明らかとなったので,浸出

残査に含まれるSOの分離回収方法が最後に問題となった｡ SO抽出法としてビリジンや二硫化炭素

などの有機溶媒を使用する方法や高温加圧炉過法などが提案されているが,それぞれに問題点が有

るので,有機溶媒を使用せず,特別な高温処理をも必要としない方法として硫化ナトリウム水溶液

によるSO分離回収について検討した｡その結果, soは硫化ナト1)ウム(Na2S )水溶液中で多硫

化ナトリウム(Na2Sl.a)を生成して溶解することがわかった.

Na2S+ nSO -Na2Sl+n

そして, SOの溶解度はNa2Sの濃度が大きいほど大きくなり,また,溶解温度が高いほど溶解量は

多くなる.例えば1.9モルNa2S水溶液80oCで約2005SO/B溶解する｡このように多硫化ナトリ

ウム水溶液として抽出した後のSOの回収法として,温度変化によるSOの溶解度差を利用した系が

考えられる｡この時, Na2Sの濃度が濃いほどSO析出量は増加するがsO析出率は下がり,その割合

ちll.9モルNa2S水溶液で80oCにおいて約2009SO/p溶解している溶液を20oCに冷却した時,約9

%程度のSOの析出であり,不十分である.この系を用いる時の熱エネルギーも多大である｡そこ

で, SOを溶解した多硫化ナトリウム水溶液から酸分解法によって, SOを回収する系を試みた｡ SO

析出量およびSO回収率は添加する塩酸の量が増加するとともに増大し,前述の温度差を利用した

系の約3倍である｡ SO回収後の多硫化ナトリウム水溶液に添加した酸溶液と同規定量のアルカリ

溶液を加えれば再びSOを溶解でき,溶液は十分リサイクル使用できることも明ら●かとなった｡

すなわち,浸出残査からの新しいSOの分離回収法は次のようになる｡ Na2S水溶故でSOを多硫化

ナトリウム水溶液として抽出する｡固液分離後,この溶液を酸で分解してSOを析出させ,SOを回収

する｡ SO回収後の溶熟まアルカリ溶液でpIIを調整し,循環使用する｡
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第1 7章 亜鉛製錬への直接浸出法の適用

現行の亜鉛製錬は,乾式蒸溜法と湿式電解法で行なわれ,後者は全体の60%を越えている｡こ

の製錬の予備処理として,難溶性の硫化亜鉛精鉱は酸化培焼により,酸化亜鉛にされる｡これは硫

酸溶液で浸出され,種々の浄液工程を経て電解採取により金属亜鉛が得られている｡硫化物のイオ

ウは酸化培焼により,亜硫酸ガスとして除去し,硫酸の形で固定される｡しかし,熔焼工程ならび

に乾式製錬における煙灰や廃ガスなど環境汚染の解決は重要な課題である｡

これらの問題,特に亜硫酸ガスからくる諸処の課題を解決することは古くから切望され,そのた

め硫化鉱を最初から湿式処理によって製錬する方法が研究され,種々提案されている｡

硫化物イオウを単体イオウの形で固定することが,運送,貯蔵などの点で望まれる｡種々提案さ

れている直接浸出法のうち,酸浸出法と電解浸出法が硫化物イオウを単体イオウとして回収できる0

酸浸出においては,本論第1部の実験および考察から, CuSや黒鉛粉末などの存在は,硫化亜鉛

のSO生成反応を促進させ,このSO生成溶解機構が明らかとなったが,反応速度はまだ十分ではな

く,反応速度を速めるには高温で酸素加圧の操作が必要であり,オートクレーブの使用が必要であ

る.従って,取り扱いの不便さやバッチ操業であるなどの不利な点があり,更に湿式亜鉛製錬の電

解採取工程の有効利用も考え合わせると電解法への発展がより重要と考えられた｡そして本論第2

部では硫化亜鉛の電解浸出法として,硫化亜鉛は電気伝導性が悪いためそれ自身を電極として使用

することができないので,黒鉛粉末と混合し形成した電極をアノードとして電解浸出を行なうこと

ができ,浸出操作には十分利用できることが明らかとなり,この電極反応機構について追求した｡

その結果,電極からの生成物の物質移動が電極反応を支配していることが明らかとなった｡この電

極系にはアノード･スライム量,電極の脆さなど,問題点がある｡これらの点を解決するため粉体

をそのまま電解するサスペンション･アノード電解について,本論第3部で考察した｡硫酸溶液系

を用いる場合には,アノード反応媒体として鉄イオンの導入が種々の点で最適であることが明らか

となった｡

亜鉛湿式製錬における現行法とこの鉄イオソ導入系のサスペンション･アノード電解法を適用し

た時のフローシートプランの例をFig.17.1, 17.2に示すo 現行法は硫化亜鉛精鉱の次式による

酸化熔焼

Zn concentrate

_1〟___{-Oxidizing ro

･_t､･リー<:叫､:･1･･d
I"･.nt

一ei
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Fig.17.1 Block flowsheet showing the

conventionaJ roas卜1eaehing

pr()〔ess of zinc plant･

Zn concentrate

Hydroxide The other

of jron residue
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3

zns+す02=ZnO+SO2

を行ない,生成酸化物を硫酸(電解尾液)で次式の反応で浸出し

ZnO+H2SO4 -ZnSO4 +E20

固液分離した浸出液を浄液した後,電解採取を行なっている｡鉄イオン導入系のサスペンション･

アノード電解法は硫化亜鉛精鉱をサスペンション電解槽のアノード室に直接装入する｡このサスペ

ンション電解槽はイオン交換膜を用いて,鉄イオンの陽極から陰極への浸入を防ぐ必要がある｡電

解槽のアノード室で硫化亜鉛精鉱は次のようなステップに基づき

zns+2王Ⅰ+-Za'+H2S

II2S+2Fg'-2Fg'+SO+2II'

の反応でSO生成溶解が進行し,アノード電極反応はF2e+の酸化反応

F昌'=Fg'十e

が起こる｡従って,アノード電極反応は上述の総括として見掛け上次式

zns-za'+so+2e

のSO生成反応によって硫化亜鉛が溶出する.鉄イオンの補給については精鉱中にFcが含有される

が,浄液工程から出た水酸化鉄を部分的に酸化剤として循環使用する｡

固体･液体分離後の残査から単体イオウを分離抽出する｡この抽出法として,ビリジン,二硫化

炭素,トルエン,パークロロモーテルなどの有機物による抽出法があるが,有機物を使用する点で

問題が多い｡そこで選鉱による方法192)ぁるいは高温炉過法24)などが考えられてきた｡しかし,そ

れぞれに問題点があるので,有機溶媒を使用せず,特別な高温処理を必要としない方法として硫化

ナト1)ウム(Na2S)水溶液を用いる方法が有効であることが本論で明らかとなった｡すなわち,

硫化ナトリウム(Na2S)水溶液はイオウを溶解して,多硫化ナトリウム(Na2Sl十n)を生成するの

で, Na2S水溶液で浸出残査中のSOを多硫化ナトリウムとして分離抽出する｡この時, 80oCで1.9

モルNa2S水溶液に約200gSO/pと多量のSOが溶解する.

次に,この多硫化ナトリウム水溶液からのSOの回収法としては,多硫化ナトリウム水溶液中へ

のSOの温度による溶解度差を利用して析出させるか,あるいは酸により分解して単体イオウとし

て回収する2つの方法がある｡前者の温度による溶解度差を利用する系では熱エネルギーの損失も

大きく,温度差によるSO析出量は少ないので有効でない｡しかし,後者の酸により多硫化ナトリ

ウムを分解して単体イオウを析出回収する方法では,温度差の場合の約3倍のSOの回収ができ有

効である｡またSO分離後,溶液にアルカリを加えると再びイオウを溶解させることができ,これ

を再び酸分解して単体イオウを析出回収する｡この系ではこのように溶液を循環使用することがで

き,イオウの回収がより有効に行なうことができる｡この方法に基づけばオートクレープの使用な

らびに有機物使用による煩わしさが無くなり大変有効となる｡ [司収したSOの純度に問題があれば,

トルエン抽出法により純化する｡

固体一液体分離後の溶液は浄液工程で,鉄を水酸化物として沈澱･炉過する.その後, zn末で

(～,,-1, Ni, (ブoなどを除去し,サスペンション電解槽のカソード室へ送り電解採取により金属亜鉛

を得る｡電解板はカソ-ド重からアノード室-送る｡このような循環系統により連続的な操業がで
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き有効である｡

また,サスペンション電解槽のアノード室中にサスペンション状態あるいはスラリー状態のもの

を添加することは,機械的な抵抗による電極摩耗の問題が起こる不利な点がある｡これらを避けよ

うとするとき, F昌'/F昌+系を使用する硫化亜鉛のサスペンション浸出系を分離して同じ機能を持た

すことができると考えられる｡このサスペンション電解浸出系を分離したフローシートをFig.1了.

3に示す.陽極室ではF;'→Fg++eの電極反応をさせ,浸出槽において

zns十2F3e+=zi'+2FB'+ so

の浸出を行なわせる｡

このようなFg'/F;'系を硫化亜鉛のサスペンション電解に使用するとき,硫化亜鉛精鉱中に鉄が

含まれているが,更にある程度の鉄の添加が必要となる時は,中和浄液工程から得られる鉄の循環

使用を行なう.上述の方法においてはFeによる溶液の不純化の問題もあり,不純物が溶解しない

ような,なるべく高いp丑で行なうサスペンション電解法として,食塩水溶液による電解が考えら

れ,その有効性が第14章で明ちかとなった｡そこで,中性に近いpE5.5程度の濃厚食塩水溶液に

よる硫化亜鉛のサスペンション電解のフローシート･プランの例をFig.17.4に示す｡隔膜により

アノード室とカソード室を分離したサスペンション電解槽のアノード室に硫化亜鉛精鉱を装入する｡

アノード室で硫化亜鉛は

zns+2Ⅱ+ +nCl -ZnC12n-n+H2S

の反応で溶解する｡発生したⅡ2Sはアノード生成塩化物により主にSOに酸化される｡
O

II2S+ECIO-S 十E20+丑Cl

従って,アノード電極反応は見掛け上

zns+ncl
-ZnCl:-A+SO+2e

の反応で進行する｡浸出後のアノード溶液はijj過し

た後,浸出液は浄液工程によって, Cd, Ni, Co

などを除去する｡アノード溶液は pE5.5程度の水

溶液であるので鉄は溶出しない｡浄液後の浸出液は

電解槽のカソード室に送られ

znc12Jn+2e-Z且+ncl

の反応で金属亜鉛が電解採取される｡またアノード

溶液の炉過残査は前述のイオウ回収工程に送り,早

体イオウを回収する｡この時残査に有価金属が含ま

れる場合は,この残査の処理により回収を行なう｡

食塩水溶液でのサスペンション電解では腐食に対

して考慮を払うことは必要となるが,酸性溶液での

サスペンショ1/電解よりも Feの処理工程を必要と

しないだけ工程の単純化が行なえる｡更にこの食塩

水溶液によるサスペンション電解で,陽極の機械的

摩耗を減少させるため,浸出工程を分離した系のフ

p-シート･プランをFig.17.5に示す.電解槽の
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アノード室では,次の反応により次亜塩素酸が生成

される｡

E20+Cl~-EC10+E++2e

このアノード溶液を亜鉛精鉱を装入した浸出槽に送

り,次の反応により亜鉛精鉱から亜鉛を浸出する｡

zns+ncI-+2H'-ZnC12Jn+H28

H2S+ECIO-H2S+SO +丑Cl

浸出槽での総括反応として

zns+ncl +HC10+2II+

-zncl2Jn+
so +ヱ20+且Cl

Cathode room

†iiiii

Fig117･5 Block flowsheet
of suspension-electrolysis

separated the leaching, with brine solution.

で表わされ,電解槽と浸出槽とを分離した系においても,亜鉛の浸出から見た電解槽のアノード反

応は見掛け上

zns+ncl -ZnCl2n-n+sO +2e

の反応で起こり,前述の場合と同様に示すことができる｡浸出液は浄液後炉過し,電解槽のカソー

ド室に送り,亜鉛が電解採取され,溶液はアノード室に送り,循環使用する｡浸出後の残査につい

ては前述と同様に単体イオウを回収する｡このフロートシート･プランに基づく亜鉛製錬は前述の

アノード電極の機械的摩耗の問題も減少させることができ,一段と有効な亜鉛湿式製錬法であると

考えられる｡

硫化亜鉛精鉱の直接電解法はまだ実用化されていないが,このようなサスペンション電解法は,

実用化という問題にはいろいろ困難があると思われるが,硫化亜鉛の直接電解浸出についての基礎

的な電極反応の解析を行なうことを通して,エネルギー的にも経済的にも十分に可能性のある有効

な方法であると考えられる｡
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