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(57)【要約】
【課題】効率よくチタン合金を得ることができ、当該チタン合金を精製することで、金属
チタンを低コストで連続的に製造することができるチタンの製造方法を提供する。
【解決手段】（１）ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも１種の金属と、マ
グネシウムとを含む混合物に、四塩化チタンを添加して、前記金属とチタンとの液体合金
を得る工程１、及び
（２）前記液体合金から、前記チタン以外の成分を除去する精製処理を施す工程２
を含むことを特徴とするチタンの製造方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
（１）ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも１種の金属と、マグネシウムと
を含む混合物に、四塩化チタンを添加して、前記金属とチタンとの液体合金を得る工程１
、及び
（２）前記液体合金から、前記チタン以外の成分を除去する精製処理を施す工程２
を含むことを特徴とするチタンの製造方法。
【請求項２】
前記金属はビスマスであり、前記液体合金は、チタン濃度が４７ａｔ％以下である、請
求項１に記載の製造方法。
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【請求項３】
前記金属はアンチモンであり、前記液体合金は、チタン濃度が３３ａｔ％以下である、
請求項１に記載の製造方法。
【請求項４】
前記工程１の後で、前記工程２の前に、前記液体合金を偏析させて、液体部分と、固体
及び液体が共存する固液共存部分とに分離する工程を更に含む、請求項１〜３のいずれか
に記載の製造方法。
【請求項５】
前記精製処理は、電解精製及び蒸留精製から選択される少なくとも１種である、請求項
１〜４のいずれかに記載の製造方法。
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【請求項６】
前記金属はビスマスであり、前記精製処理は電解精製であり、前記固液共存部分を４２
５〜９３０℃の温度でアノードに用いる、請求項４又は５に記載の製造方法。
【請求項７】
前記金属はアンチモンであり、前記精製処理は電解精製であり、前記固液共存部分を６
３１〜１０１０℃の温度でアノードに用いる、請求項４又は５に記載の製造方法。
【請求項８】
前記精製処理は真空蒸留精製であり、前記固液共存部分を前記真空蒸留精製に用いる、
請求項４又は５に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
本発明は、チタンの製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
金属チタンは、軽量、高強度、耐食性等の優れた特性を有することから、化学プラント
、海洋開発、宇宙航空から民生用に至るまで広く利用されている。
【０００３】
この様な優れた特性を有するチタンの原料となるチタン酸化物は、資源量が豊富で広く
分布しており、アルミニウムに次ぐコモンメタルになり得るポテンシャルを有しているに
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もかかわらず、金属チタンの普及が遅れている。これは、チタン酸化物を還元して金属へ
と製錬するための、効率のよい方法が確立されていないことが原因である。
【０００４】
金属チタンの工業的な製法としてはクロール法が一般的な方法である。クロール法は、
四塩化チタン（ＴｉＣｌ4 ）をＭｇにより還元して、スポンジ状の金属チタンとする還元
工程と、スポンジ状の金属チタンから未反応Ｍｇ及び副生物（ＭｇＣｌ2 ）を除去する分
離工程を経て高純度の製品を製造する方法である。
【０００５】
しかしながら、この方法はバッチ法であるために、金属チタンの低コスト化、量産化が
困難であるので製造コストが嵩み、製品価格が非常に高くなるという問題がある。このた
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め、金属チタンを低コストで連続的に製造する方法の開発が望まれている。
【０００６】
このような金属チタンの製造方法として、反応帯域に、四塩化チタンと、金属マグネシ
ウムと、塩化マグネシウムより比重が大きくかつ四塩化チタンとマグネシウムの反応温度
で融解するチタンとの合金を生成する、チタンから分離可能な金属を装入し、チタンを該
金属で捕捉合金化して反応帯域から取り出す方法が提案されている（例えば、特許文献１
参照。）。この方法においては、実施例において、例えば亜鉛が用いられており、反応帯
域中で液体のＺｎ−Ｔｉ合金と、副生成物である塩化マグネシウムとが生成し、反応帯域
中で下層のＺｎ−Ｔｉ合金、及び上層の塩化マグネシウムに分離する。更に、下層のＺｎ
−Ｔｉ合金を反応帯域の底部から抜き取って後工程に供することによりＴｉ合金を製造す
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る。
【０００７】
しかし、上述の方法では、チタンとの合金を生成する金属について十分に検討されてい
ない。特許文献１の実施例では上記チタンとの合金を生成する金属として亜鉛等が用いら
れているが、亜鉛は蒸気圧が高い（沸点が低い）。このため、亜鉛が沸騰して反応帯域上
部に移動しながら反応帯域を撹拌し、蒸留・凝縮を繰り返し、合金相と塩化マグネシウム
相との良好な２相分離が得難いという問題がある。
【０００８】
また、気化した亜鉛がタンクの上部で冷却されて、液化して璧等に付着し、滴下して上
層の塩化マグネシウムに混入してしまい、塩化マグネシウムの溶融塩電解によるマグネシ
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ウムの再生が困難となるおそれがある。
【０００９】
効率よくチタン合金を得ることができ、当該チタン合金を精製することで、金属チタン
を低コストで連続的に製造することができるチタンの製造方法は、未だ開発されていない
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開昭６１−３７３３８号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
本発明は、効率よくチタン合金を得ることができ、当該チタン合金を精製することで、
金属チタンを低コストで連続的に製造することができるチタンの製造方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明者は上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果、ビスマス及びアンチモンから
選択される少なくとも１種の金属を、チタンを補足合金化する金属として用いることによ
り、上層の塩化マグネシウムへの金属の混入が抑制され、塩化マグネシウムの溶融塩電解
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によるマグネシウムの再生への影響が抑制されることを見出した。更に、上記金属を用い
ると、得られる液体合金の精製にも適しており、金属チタンを低コストで連続的に製造す
ることができることを見出し、本発明を完成するに至った。
【００１３】
即ち、本発明は、下記のチタンの製造方法に関する。
１．（１）ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも１種の金属と、マグネシウ
ムとを含む混合物に、四塩化チタンを添加して、前記金属とチタンとの液体合金を得る工
程１、及び
（２）前記液体合金から、前記チタン以外の成分を除去する精製処理を施す工程２
を含むことを特徴とするチタンの製造方法。
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２．前記金属はビスマスであり、前記液体合金は、チタン濃度が４７ａｔ％以下である、
上記項１に記載の製造方法。
３．前記金属はアンチモンであり、前記液体合金は、チタン濃度が３３ａｔ％以下である
、上記項１に記載の製造方法。
４．前記工程１の後で、前記工程２の前に、前記液体合金を偏析させて、液体部分と、固
体及び液体が共存する固液共存部分とに分離する工程を更に含む、上記項１〜３のいずれ
かに記載の製造方法。
５．前記精製処理は、電解精製及び蒸留精製から選択される少なくとも１種である、上記
項１〜４のいずれかに記載の製造方法。
６．前記金属はビスマスであり、前記精製処理は電解精製であり、前記固液共存部分を４
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２５〜９３０℃の温度でアノードに用いる、上記項４又は５に記載の製造方法。
７．前記金属はアンチモンであり、前記精製処理は電解精製であり、前記固液共存部分を
６３１〜１０１０℃の温度でアノードに用いる、上記項４又は５に記載の製造方法。
８．前記精製処理は真空蒸留精製であり、前記固液共存部分を前記真空蒸留精製に用いる
、上記項４又は５に記載の製造方法。
【００１４】
本発明のチタンの製造方法は、チタンを捕捉合金化する金属として、ビスマス及びアン
チモンから選択される少なくとも１種を用い、マグネシウムとの混合物として、これに四
塩化チタンを添加して、上記金属とチタンとの液体合金を得る工程１を含む。本発明の製
造方法においては、反応液の下層を形成する液体合金に含まれる上記金属は、特許文献１
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のようにチタンを捕捉する金属として用いられている亜鉛よりも蒸気圧が低い（沸点が高
い）。具体的には、亜鉛の沸点が９０７℃であるのに対して、ビスマスの沸点は１５６４
℃、アンチモンの沸点は１５８４℃である。このため、当該金属が気化して下層から上層
へ浮上して反応液を撹拌することが抑制される。また、気化した金属が反応器の上部で蓋
や壁に接触することにより冷却されて液化して滴下することも抑制されるので、反応液の
上層を形成する塩化マグネシウムとの混合が抑制される。このため、工程１において、上
記金属とチタンとの液体合金を生成する際の塩化マグネシウムとの分離性に優れる。
【００１５】
また、上記金属は、特許文献１で用いられている鉛や銅と比較してチタンの溶解度が遥
かに大きいため、上記金属とチタンとの液体合金の生産効率の向上が可能となる。特に、
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銅は融点が１０８４℃と高いため液体合金を生成し難く、銅と比較すると、上記金属は融
点が低いため、チタンを運搬する媒体として有利である。
【００１６】
更に、上記金属とチタンとの液体合金は、工程２において精製処理に供される。ここで
、本発明の製造方法では、チタンと液体合金を形成する金属として、ビスマス及びアンチ
モンから選択される少なくとも１種が用いられる。上記金属は、電解精製等の精製処理に
供するために適度な沸点を示すので、精製処理により容易にチタンを製造することが可能
となる。
【００１７】
以下、本発明の製造方法について詳細に説明する。

40

【００１８】
１．工程１
本発明の製造方法は、（１）ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも１種の
金属と、マグネシウムとを含む混合物に、四塩化チタンを添加して、前記金属とチタンと
の液体合金を得る工程１を含む。
【００１９】
上記金属は、ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも１種が用いられる。す
なわち、ビスマス又はアンチモンを用いてもよく、ビスマスとアンチモンとを混合して用
いてもよい。
【００２０】
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上記金属は、ビスマス及びアンチモンの他に、他の金属を含んでいてもよい。他の金属
としては、効率よくチタン合金を得ることができれば特に限定されないが、例えば、Ｚｎ
、Ｐｂ、Ｃｕ、Ｎｉ、Ｓｎ等が挙げられる。
【００２１】
上記工程１で用いられる混合物は、ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも
１種の金属と、マグネシウムとを、溶融された液体の状態で含むことが好ましい。
【００２２】
上記混合物は、マグネシウムを含むことによって、四塩化チタンを還元して上記金属と
チタンとの液体合金を得ることが可能となる。本発明の製造方法においては、マグネシウ
ムとしては、例えば、工程１により生成する副生成物である塩化マグネシウムを約６７０
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℃で電気分解して得られる液体の状態のマグネシウムを、再度工程１に供することができ
る。
【００２３】
また、上記金属は、例えばビスマスの場合、工程２により副生成物として得られるビス
マスと、これに含まれる微量のマグネシウムとを約３００℃の液体の状態で、再度工程１
に供することができる。工程１では、四塩化チタンによるマグネシウムの還元反応が行わ
れ、当該反応は発熱反応であるため、反応熱によりマグネシウム及び上記金属の温度を上
昇させて工程１に適した所望の温度とすることができる。この場合、工程１においては、
ビスマスと、これに含まれる微量のマグネシウムとが約３００℃で工程１に供給されるこ
とにより、上記反応熱による、マグネシウム及び上記金属の過剰な温度上昇が抑制されて
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いる。
【００２４】
上記工程１では、上記混合物に四塩化チタンが添加される。これにより、四塩化チタン
がマグネシウムにより還元され、ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも１種
の金属と、チタンとの液体合金を得ることができる。この反応は、例えば、下記式（１）
で表される。下記式（１）において、上記金属としてビスマスを用いた場合の反応を示す
式を例示する。
ＴｉＣｌ４＋Ｂｉ＋２Ｍｇ→Ｂｉ−Ｔｉ+２ＭｇＣｌ２

（１）

上記式（１）において、Ｂｉ−Ｔｉはビスマスとチタンとの液体合金を表す。
【００２５】
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四塩化チタンを添加する方法としては特に限定されないが、四塩化チタンは常温で液体
であるので、例えば、反応器中に溶融した状態で存在する上記混合物に、反応器の上部か
ら四塩化チタンを滴下することにより添加する方法が挙げられる。
【００２６】
上記金属がビスマスである場合、混合物中のビスマス１００モルに対する四塩化チタン
の添加量は、８８．７モル以下が好ましい。四塩化チタンの添加量を上述の範囲とするこ
とにより、得られる液体合金中のチタン濃度を４７ａｔ％以下とすることができ、図１に
ついて後述するように、４２５〜９３０℃の温度範囲で固液共存状態とすることが可能と
なり、液体合金を工程２へ容易に連続的供給できる。
【００２７】
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また、上記金属がアンチモンである場合、混合物中のアンチモン１００モルに対する四
塩化チタンの添加量は、５０モル以下が好ましい。四塩化チタンの添加量を上述の範囲と
することにより、得られる液体合金中のチタン濃度を３３ａｔ％以下とすることができ、
図２について後述するように、６３１〜１０１０℃の温度範囲で固液共存状態とすること
が可能となり、液体合金を工程２へ容易に連続的供給できる。
【００２８】
また、工程１において、上記マグネシウムの添加量は、四塩化チタン１００モルに対し
て２００モル以上が好ましい。上記式（１）において示したように、四塩化チタン１００
モルに対してマグネシウムは２００モル必要であるが、マグネシウムを過剰に添加するこ
とにより、添加した四塩化チタンを完全に反応させることができる。
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【００２９】
以上説明した工程１によれば、ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも１種
の金属とチタンとの液体合金が、反応器の下層に生成する。また、反応器の上層には、副
生成物である塩化マグネシウム（ＭｇＣｌ２）が液体の状態で存在し、これらは、比重の
相違により２相分離した状態となる。次いで、下層の液体合金を抜き取るか、上層の塩化
マグネシウムを除去して、液体合金を工程２に供すればよい。
【００３０】
２．工程２
工程２は、液体合金から、前記チタン以外の成分を除去する精製処理を施す工程である
。工程１で得られる液体金属には、マグネシウムその他の不純物が含まれ、また、最終生
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成物であるチタン以外の、ビスマス又はアンチモンも含まれる。工程２において、これら
のチタン以外の成分を除去することにより、最終生成物であるチタンが製造される。
【００３１】
上記精製処理としては、液体合金からチタン以外の成分を除去することができれば特に
限定されないが、電解精製及び蒸留精製から選択される少なくとも１種であることが好ま
しい。
【００３２】
（電解精製）
上記電解精製としては、液体合金を電極に用いた電解によって、液体合金を精製処理す
ることができれば特に限定されないが、例えば、工程１で得られた液体合金をアノード、
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ニッケル板などの基板をカソードとして、ＮａＣｌ−ＫＣｌなどの溶融塩中に浸漬し、上
記アノードとカソードとの間に電圧を印加して電解精製を行なう方法が挙げられる。
【００３３】
上記電解精製において、カソードでは、下記式（２）で示される還元反応によって金属
チタンが生成する。
Ｔｉｎ＋＋ｎｅ−

→

Ｔｉ

（２）
ｎ＋

なお、上記式（２）中のＴｉ

は、下記式（３）で示すビスマス−チタン液体合金であ

るアノードの酸化溶解によって得られるチタンイオンである。
【００３４】
また、アノードでは、液体合金中のチタンが下記式（３）で示される酸化反応によって
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チタンイオンが生成する。
Ｔｉ

→

Ｔｉｎ＋＋ｎｅ−

（３）

上記電解精製の際の液体金属の温度は、上記金属としてビスマスを用いる場合、４２５
〜９３０℃であることが好ましい。金属としてビスマスを用いる場合は、上記温度範囲で
液体金属をアノードに用いると、液体金属中に、固体及び液体が共存する固液共存部分を
調製することが可能であるので、電解精製により容易にカソードにチタンを生成させるこ
とができる。
【００３５】
上記電解精製の際の上記金属とチタンとの割合は、上記金属としてビスマスを用いる場
合、ビスマスとチタンとの合計に対して、チタンが４７ａｔ％以下であることが好ましい
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。チタンの割合を上述の範囲とすることにより、４２５℃程度の低温度領域でもビスマス
−チタンの液体金属を固液共存状態とすることができ、容易に電解精製を行うことが可能
となる。
【００３６】
図１は、ビスマス−チタン合金の状態図である。図１から、ビスマス−チタン合金は、
上述のように４７ａｔ％以下の範囲では、４２５〜９３０℃の温度範囲で固液共存状態と
することが可能であることが分かる。これに対し、チタン濃度が４７ａｔ％を超えると、
９３０℃以下ではＴｉ３Ｂｉ２等の固体となり、液体合金の工程２への連続的供給が困難
となるおそれがある。
【００３７】
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上記電解精製の際の液体金属の温度は、上記金属としてアンチモンを用いる場合、６３
１〜１０１０℃であることが好ましい。金属としてアンチモンを用いた場合は、上記温度
範囲で液体金属をアノードに用いると、液体金属中に、固体及び液体が共存する固液共存
部分を調製することが可能であるので、電解精製により容易にカソードにチタンを生成さ
せることができる。
【００３８】
上記電解精製の際の上記金属とチタンとの割合は、上記金属としてアンチモンを用いる
場合、アンチモンとチタンの合計に対して、チタンが３３ａｔ％以下であることが好まし
い。チタンの割合を上述の範囲とすることにより、６３１℃程度の低温度領域でもアンチ
モン−チタンの液体金属を固液共存状態とすることができ、容易に電解精製を行うことが
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可能となる。
【００３９】
図２は、アンチモン−チタン合金の状態図である。図２から、アンチモン−チタン合金
は、上述のように６３１〜１０１０℃の温度範囲で固液共存状態となることが分かる。こ
れに対し、チタンが３３ａｔ％を超えると、１０１０℃以下ではＴｉＳｂ等の固体となり
、液体合金の工程２への連続的供給が困難となるおそれがある。
【００４０】
電解精製の際の電圧は、析出するチタンへの、ビスマス及びアンチモンの混入を抑制し
、かつエネルギー効率を高めることができる点で、２．０Ｖ以下が好ましい。また、上記
電圧が小さ過ぎると、電流密度が低下してしまい、チタンの生産速度が低下してしまうこ
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−２

とから、電流密度は０．５〜１．０Ａｃｍ

が好ましい。

【００４１】
上記電解精製は、アルゴン、ヘリウム、窒素等の不活性雰囲気下で行うことが好ましい
。不活性雰囲気下で電解精製を行なうことにより、精製されたチタンの酸化を抑制するこ
とができる。
【００４２】
上記電解精製においては、偏析により得られた固液共存部分を電解精製に用いることが
好ましい。偏析により得られた固液共存部分は、後述するようにチタン濃度が高いため、
このような精製処理により、より効率よくチタンを得ることができる。
【００４３】
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上記電解精製は、溶融塩中で行なわれることが好ましい。上記溶融塩としては、電解精
製により液体合金からチタンが得られれば特に限定されないが、例えば、ＮａＣｌ−ＫＣ
ｌの等モル混合塩に二塩化チタンを１．０ｍｏｌ％加えて電解槽中に入れ、アルゴン雰囲
気下で、７００℃に加熱保持して得られる溶融塩が挙げられる。
【００４４】
また、上記溶融塩としては、ＬｉＣｌ−ＫＣｌ共融組成塩を用いてもよい。
【００４５】
上記電解精製により、液体合金から、チタン以外の成分を除去して、チタンを得ること
ができる。
【００４６】
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（蒸留精製）
上記精製処理は、また、蒸留精製であってもよい。チタンは、ビスマス及びアンチモン
から選択される少なくとも１種の金属よりも沸点が遥かに高い。このため、加熱温度を適
宜調整して液体合金を加熱し、蒸留装置内を吸引することにより、蒸留装置にチタンが残
留し、チタン以外の成分が除去される。
【００４７】
上記蒸留精製は、ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも１種の金属とチタ
ンとの液体合金から、チタンを分離できれば特に限定されないが、真空蒸留精製であるこ
とが好ましい。上記真空蒸留精製としては、密閉された蒸留装置に上記液体合金を入れ、
蒸留装置内を吸引して真空状態として、適切な温度で加熱することによりチタン以外の成
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分を気化させて除去する方法が挙げられる。
【００４８】
上記加熱温度は、上記金属としてビスマスを用いる場合、９００〜１２００℃が好まし
く、９５０〜１１００℃がより好ましい。加熱温度が低すぎると、ビスマス等のチタン以
外の成分が十分に除去できないおそれがある。加熱温度が高過ぎると、加熱のためのエネ
ルギーが必要となり、経済性に劣るおそれがある。
【００４９】
上記加熱温度は、上記金属としてアンチモンを用いる場合、７００〜１１００℃が好ま
しく、８００〜１０００℃がより好ましい。加熱温度が低すぎると、アンチモン等のチタ
ン以外の成分が十分に除去できないおそれがある。加熱温度が高過ぎると、加熱のための
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エネルギーが必要となり、経済性に劣るおそれがある。
【００５０】
上記加熱時間は、チタン１０ｔあたり１０〜５０時間が好ましい。加熱時間が短すぎる
と、チタン以外の成分が十分に除去できないおそれがある。加熱時間が長過ぎると、経済
性及びチタンの製造速度に劣るおそれがある。
【００５１】
上記精製処理は真空蒸留精製であり、偏析により得られた固液共存部分を真空蒸留精製
に用いることが好ましい。偏析により得られた固液共存部分は、後述するようにチタン濃
度が高いため、このような精製処理により、より効率よくチタンを得ることができる。
【００５２】
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以上説明した工程２により、上記液体合金からチタン以外の成分を除去することができ
、チタンを得ることができる。
【００５３】
３．他の工程
本発明のチタンの製造方法は、上記工程１の後で、上記工程２の前に、上記液体合金を
偏析させて、液体部分と、固体及び液体が共存する固液共存部分とに分離する工程を更に
含んでいてもよい。
【００５４】
図１に示すように、ビスマス−チタン合金は、例えば４２５〜９３０℃の温度で液体合
金中のチタン濃度が４７ａｔ％以下である場合、液体合金中にはＴｉ８Ｂｉ９の固体が析
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出して固液共存状態となる。Ｔｉ８Ｂｉ９の固体は、液体合金よりも密度が小さいため、
液体合金中で浮上して液体合金の上層に移動する。当該Ｔｉ８Ｂｉ９はチタン濃度が高い
ので、液体合金の上層部はチタン濃度が高くなる。このため、工程１の後で、工程２の前
に液体合金を偏析させ、液体合金の上層を工程２に供することにより、工程２に用いられ
る液体合金のチタン濃度を予め高めることができ、より効率よくチタンを製造することが
できる。
【００５５】
同様に、図２に示すように、アンチモン−チタン合金は、例えば６３１〜１０１０℃の
温度で液体合金中のチタン濃度が３３ａｔ％以下である場合、液体合金中にはＴｉＳｂ２
の固体が析出して固液共存状態となる。ＴｉＳｂ２の固体は、液体合金よりも密度が小さ
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いため、液体合金中で浮上して液体合金の上層に移動する。当該ＴｉＳｂ２はチタン濃度
が高いので、液体合金の上層部はチタン濃度が高くなる。このため、工程１の後で、工程
２の前に液体合金を偏析させ、液体合金の上層を工程２に供することにより、工程２に用
いられる液体合金のチタン濃度を予め高めることができ、より効率よくチタンを製造する
ことができる。
【００５６】
上記偏析は、具体的には、液体合金の温度を用いる金属に合わせて上述の温度範囲に保
ち、液体金属中のチタン濃度を用いる金属に合わせて上述の濃度の範囲に調整して、一定
時間静置することにより行なえばよい。上記静置時間は０．１〜１０時間であることが好
ましい。
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【発明の効果】
【００５７】
本発明の製造方法は、ビスマス及びアンチモンから選択される少なくとも１種の金属を
、チタンを補足合金化する金属として用いているので、上層の塩化マグネシウムへの金属
の混入が抑制され、塩化マグネシウムの溶融塩電解によるマグネシウムの再生への影響が
抑制される。更に、上記金属を用いると、得られる液体合金の精製にも適しており、金属
チタンを低コストで連続的に製造することができる。
【００５８】
このため、本発明の製造方法によれば、効率よくチタン合金を得ることができ、当該チ
タン合金を精製することで、金属チタンを低コストで連続的に製造することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】ビスマス−チタン合金の状態図である。
【図２】アンチモン−チタン合金の状態図である。
【図３】実施例１において工程１に用いた反応装置を表す図である。
【図４】実施例１において得られた固体をるつぼごと割って断面を露出させた状態の写真
である。るつぼ底部を撮影した写真である。
【図５】実施例１において得られた固体をるつぼごと割って断面を露出させた状態の写真
である。るつぼ底部の上層のＭｇＣｌ２を掻きとって、下層のＢｉ−Ｔｉ合金を露出させ
20

た状態の写真である。
【図６】実施例１の電解精製により得られた、電解後の析出物が付着したＮｉ基板の写真
である。
【図７】実施例１の電解精製により得られた析出物を剥ぎ取った後のＮｉ基板の写真であ
る。
【図８】実施例１の電解精製により得られた析出物であるチタンを脱イオン水により洗浄
した後の写真である。
【図９】参考例１で用いた真空蒸留炉を表す図である。
【図１０】参考例１において、真空蒸留で得られたＢｉ−Ｔｉ合金の写真である。
【図１１】参考例１において、真空蒸留で得られたＳｂ−Ｔｉ合金の写真である。
【図１２】偏析用るつぼを表す模式図と、偏析工程により偏析を施して得られたＢｉ−Ｔ
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ｉ合金の写真である。
【発明を実施するための形態】
【００６０】
以下に実施例を示して本発明を具体的に説明する。但し、本発明は実施例に限定されな
い。
【００６１】
実施例１
［工程１］
工程１により、ビスマスとチタンとの液体合金を調製した。具体的には、図３に示す反
応装置内で、ビスマス（Ｂｉ）を４０ｇ、及びマグネシウム（Ｍｇ）を２．３２ｇ採取し
、表１に示す混合比となるように混合して、マグネシアるつぼ（ＭｇＯ
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ｃｒｕｃｉｂｌ

ｅ)に入れた。この混合物を、インコネル製の反応容器中に入れて、アルゴン雰囲気下に
おいて７５０℃まで昇温して溶解させ、混合物を調製した（Ｂｉ−Ｍｇ

ａｌｌｏｙ）。

反応容器を密閉し、反応容器上部から表１の混合比となるように、常温で液体の四塩化チ
タン（ＴｉＣｌ４）を滴下した。ＴｉＣｌ４は還元されて、Ｂｉ−Ｔｉ液体合金が得られ
た。
【００６２】
次いで、液体合金を９００℃まで加熱して３時間保持した後、常温まで冷却し、固体を
得た。得られた固体をるつぼごと割って断面を露出させ、固体の下層を粉砕して微小な試
料片を作製し、任意の２ヶ所から得られた試料片を採取して、その断面に対してＥＤＸ組
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成分析（エネルギー分散型Ｘ線分析）を行った。ＥＤＸ組成分析は、試料片をカーボンテ
ープにより固定して、加速電圧２０ｋＶの条件で面分析により行なった。また、ＥＤＸ組
成分析の倍率は、試料片を固定しているカーボンテープの影響を受けないように、試料片
の大きさに合わせて２０倍又は３０倍の倍率を選択した。２ヶ所から得られた試料片の測
定値の平均値をＥＤＸ測定値とした。結果を表１に示す。
【００６３】
【表１】
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【００６４】
（考察）
表１の結果から、１５．３ａｔ％のＴｉを含むＢｉ−Ｔｉ液体合金が得られたことが分
かった。液体合金に残存するＭｇ量は３．３ａｔ％であり、少量であった。
【００６５】
図４及び５に、得られた固体をるつぼごと割って断面を露出させた状態の写真を示す。
図４は、るつぼ底部を撮影した写真である。図４では、るつぼの底部の上層に、黒色のＭ
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ｇＣｌ２が目視でも確認された。また、図５では、るつぼ底部の上層のＭｇＣｌ２を掻き
とって、下層を露出させた状態の写真である。るつぼの底部の下層に、白色のＢｉ−Ｔｉ
合金が目視でも確認された。
【００６６】
上述の結果から、得られたＢｉ−Ｔｉ合金と副生成物のＭｇＣｌ２とは、比重の差によ
って容易に２相分離できることが分かった。従って、工程１で調製された、下層のＢｉ−
Ｔｉ液体合金を下層から抜き取るか、上層のＭｇＣｌ２を除去することで、Ｂｉ−Ｔｉ液
体合金を工程２へ連続的に供給することが可能であることが分かった。
【００６７】
［工程２］
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工程２により、液体合金から、チタン以外の成分を除去する精製処理を行った。実施例
１では、精製処理として電解精製を行なった。
【００６８】
（電解精製）
以下の方法により電解精製を行なった。すなわち、ＮａＣｌ−ＫＣｌの等モル混合塩及
び液体合金を用い、電解槽中でアルゴン雰囲気下７００℃に加熱保持し、溶融塩を調製し
た。上述のようにして調製した溶融塩中において、当該液体合金を用いて定電流電解を行
った。表２に、使用した電極および電流密度、電解中の電位を示す。
【００６９】
【表２】
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【００７０】
なお、表２中「Ｖｖｓ．Ｔｉ２＋／Ｔｉ」とは、Ｔｉ２＋＋２ｅ−＝Ｔｉの反応での酸
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化還元電位を基準とした場合の電極電位を示す。表２において、Ｔｉ板を参照極としてい
るので、Ｔｉ板の示す電位が０Ｖｖｓ．Ｔｉ２＋／Ｔｉとなる。
【００７１】
得られた析出物であるチタンは電極基板に密着していたため、ハンマーにより打撃を加
え、カソードの電極基板から析出物を剥ぎ取ってチタンを得た。得られたチタンを脱イオ
ン水により洗浄し、Ｘ線回折（ＸＲＤ）（走査速度：０．０７９６°ｓ−１、電圧：４５
ｋＶ、電流：４０ｍＡ）、及びエネルギー分散型Ｘ線分光法（ＥＤＸ）（加速電圧：２０
ｋＶ、面分析、倍率：１５０倍）、高周波誘導結合プラズマ発光分光分析（ＩＣＰ−ＡＥ
Ｓ）（出力：１．２ｋＷ、チャンバーガス流量：１６Ｌｍｉｎ−１、キャリアガス流量：
０．２５Ｌｍｉｎ−１）による分析に供した。電解後の析出物の付着したＮｉ基板（図６
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）、析出物の剥ぎ取り後のＮｉ基板（図７）、脱イオン水による洗浄を行った後の析出物
であるチタン（図８）の写真を示す。
【００７２】
（考察）
析出物の剥ぎ取り前後のＮｉ基板の写真から（図６及び７）、打撃によって基板から析
出物であるチタンを採取可能であることが分かった。
【００７３】
また、ＸＲＤおよびＥＤＸ分析の結果から洗浄後の析出物がＴｉであることが確認され
た。更に、ＩＣＰ−ＡＥＳによる分析から析出物であるチタン中のビスマス濃度は３５０
20

ｐｐｍであり、微量であることが分かった。
【００７４】
上記実施例１において、電解精製は、金属としてビスマスを用いた場合を示したが、ア
ンチモンを用いた場合においても工程２により同様の結果が得られると考えられる。以下
、説明する。
【００７５】
表３に、ビスマス及びアンチモンの４５０℃の共融ＬｉＣｌ−ＫＣｌ中の標準電極電位
を示す。当該標準電極電位は、電気化学便覧（第５版）を参照した値である。
【００７６】
【表３】
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【００７７】
表３より、アンチモンの標準電極電位はビスマスとほぼ同じ値を示す。表３より、Ｂｉ
およびＳｂは、標準電極電位である１．０９７Ｖｖｓ．Ｔｉ２＋／Ｔｉよりも卑な電位で
３＋

は安定であるので、酸化溶解してＢｉ
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やＳｂ

３＋

のイオンになることはない。この電

位よりも貴な電位に保持して、はじめて酸化溶解が起きる。従って、液体合金の電位をＴ
ｉ２＋／Ｔｉ基準に対して０〜１．０９７Ｖに保持することで、チタンのみを酸化溶解さ
せることができる。以上の理由からアンチモンを用いた場合でも、表２に示す上記実施例
１と同程度のアノード電位（０．３Ｖｖｓ．Ｔｉ２＋／Ｔｉ）に保持することにより、チ
タンのみを酸化溶解させることができ、ビスマスを用いた場合と同様に、電解精製によっ
て高純度のチタンを製造できると考えられる。
【００７８】
参考例１
（蒸留精製）
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ビスマスとチタンとの液体合金、及びアンチモンとチタンとの液体合金から、蒸留精製
によりチタンを製造可能であることを示すために、参考例１において上記液体合金をそれ
ぞれ調製し、蒸留精製を行なった。
【００７９】
具体的には、３５ｇのビスマス（Ｂｉ）と４．３２５ｇのチタン（Ｔｉ）とを混合した
。また、２０ｇのアンチモン（Ｓｂ）と１．９６５ｇのチタン（Ｔｉ）とを混合した。こ
れらの混合物をるつぼに入れ、それぞれ前処理として１０００℃で均一化処理して、チタ
ン濃度が３５ａｔ％のＢｉ−Ｔｉ合金、及びチタン濃度が２０ａｔ％のＳｂ−Ｔｉ合金を
作製した。これらの合金をＭｇＯるつぼに入れ、図９に示す蒸留装置内で、１０００℃で
２４時間の条件により真空蒸留を行った。炉冷後、図１０（Ｂｉ−Ｔｉ合金）及び図１１

10

（Ｓｂ−Ｔｉ合金）に示すような試料が得られた。これらの試料についてＥＤＸ組成分析
（加速電圧：２０ｋＶ、面分析、倍率：２０倍）を行った。
（考察）
金属としてビスマス及びアンチモンを用いるどちらの場合も、蒸留精製によりチタン濃
度が９９．５ａｔ％以上の高純度のチタンを製造できることが分かった。
【００８０】
参考例２
（偏析工程）
偏析工程により、液体部分と、固体及び液体が共存する部分とに分離させることにより
、液体合金の上層のチタン濃度を高めることができることを確認した。
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【００８１】
具体的には、Ｔｉ濃度が５ ａｔ％となるようにビスマスとチタンとを混合し、１００
０℃で４６時間加熱することによりＢｉ−Ｔｉ液体合金として均質化処理を行った。Ｂｉ
−Ｔｉ液体合金を冷却して固体の合金とし、これを砕いて図１２に示すようなＭｇＯ製の
偏析用るつぼに入れた。アルゴン雰囲気下のグローブボックス中で偏析用るつぼごとステ
ンレス鋼容器に入れ、グローブボックスから取り出し後ただちに溶接により密閉した。密
閉されたステンレス鋼容器を電気炉内に設置し、１０００℃まで上昇させて２０時間加熱
した後、電気炉を０．２ｍｍｈ−１の速度で上昇させることで、容器下部から徐々に冷却
させ、密閉容器下部が約６００℃に達した時点で水冷することにより急冷した。
【００８２】
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図１２に示すように、試料を底部から順に、厚みが約１ｍｍとなるようにダイヤモンド
カッターで切断して薄い円板状の試料片を得た（Ａ〜Ｆ）。得られた試料片の下側表面の
写真を図１２に示す。また、得られた試料片の下側表面を、ＥＤＸ分析（加速電圧：２０
ｋＶ、点分析）を行なった。
【００８３】
（考察）
図１２の結果から、偏析るつぼ底部から採取した試料片Ａの下側表面は白色乃至金属光
沢色を示した。また、偏析るつぼの上部から採取した試料片は、黒色の生成物が見られ、
その割合も増加していることが分かった。これらの試料片の下側表面に対してＥＤＸ分析
を行ったところ、白色乃至金属光沢色を示す部分のチタン濃度は約１ａｔ％であり、黒色
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を示す部分のチタン濃度は約４５ａｔ％であった。黒色を示す部分は、試料片をダイヤモ
ンドカッターで切断して試料片を作成した際に、Ｔｉ８Ｂｉ９が水によって酸化されて黒
色を呈していると考えられる。従って、チタン濃度の高い化合物（Ｔｉ８Ｂｉ９）がＢｉ
−Ｔｉ液体合金上部に浮き上がり、密度の差を利用して偏析できることが分かった。
【００８４】
上述の結果から、偏析工程により、液体部分と、固体及び液体が共存する固液共存部分
とに分離させることにより、液体合金のチタン濃度を高めることができ、工程１の後で、
工程２の前に液体合金を偏析させ、液体合金の上層を工程２に供することにより、工程２
に用いられる液体合金のチタン濃度を高めることができることが分かった。
【００８５】
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上記参考例２において、偏析工程は、金属としてビスマスを用いた場合を示したが、ア
ンチモンを用いた場合においても、偏析工程により同様の結果が得られると考えられる。
以下、説明する。
【００８６】
表４に、ビスマス、アンチモン及びチタンのそれぞれの室温での密度を示す。
【００８７】
【表４】
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【００８８】
表４より、チタンの密度と比較して、ビスマスの密度は約２．１倍、アンチモンの密度
は約１．５倍大きいことが分かる。従って、金属としてビスマスを使用した場合と同様に
、アンチモンを使用した場合でも、チタン濃度の低い液体合金の上層に、チタン濃度の高
い固体の化合物（ＴｉＳｂ２）を偏析させることができると考えられる。

【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

JP 2014‑133939 A 2014.7.24

(15)
【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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