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(57)【要約】
【課題】処理に要するコストおよびエネルギーを抑制で
きるとともに、廃電池に含まれるリチウムの回収率を向
上できる廃電池のリサイクル方法を提供する。
【解決手段】廃電池を破砕した破砕物に加熱炉で加熱す
る第１加熱処理を施し、当該破砕物から金属含有物質を
回収する廃電池のリサイクル方法であって、破砕物とし
てリチウムを含む破砕物を用い、第１加熱処理を、最高
温度Ｔ１（℃）を７３０℃以上とするとともに、雰囲気
をＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）とＣＯ分圧ＰCO（ａｔｍ）
により表されるＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）、および、ＣＯ

2分圧（ａｔｍ）が所定式を満たす条件で施し、金属含
有物質を回収する際に炭酸リチウムを回収することを特
徴とする廃電池のリサイクル方法である。この場合、最
高温度Ｔ１を１３２０℃以上とし、第１加熱処理により
発生したガスから炭酸リチウムを回収するのが好ましい
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　廃電池を破砕した破砕物に加熱炉で加熱する第１加熱処理を施し、当該破砕物から金属
含有物質を回収する廃電池のリサイクル方法であって、
　前記破砕物としてリチウムを含む破砕物を用い、
　前記第１加熱処理を、最高温度Ｔ１（℃）を７３０℃以上とするとともに、雰囲気をＣ
Ｏ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）とＣＯ分圧ＰCO（ａｔｍ）により表されるＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO

）が下記（１）式を満たし、かつ、ＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）が下記（２）式を満たす条
件で施し、
　前記金属含有物質を回収する際に炭酸リチウムを回収することを特徴とする廃電池のリ
サイクル方法。
　　ＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）＜１／（１＋ｅｘｐ（－ΔＧ0

A／（Ｒ・（Ｔ１＋２７３．１
５）））　・・・（１）
　　ＰCO2＞ｅｘｐ（ΔＧ0

B／（Ｒ・（Ｔ１＋２７３．１５））　・・・（２）
　ただし、
　　ΔＧ0

A＝（－４６８２００＋１４０．９８（Ｔ１＋２７３．１５））／２－（－５６
５１６０＋１７２．０３（Ｔ１＋２７３．１５））／２　・・・（３）
　　ΔＧ0

B＝－１５３７５０＋８５．８７（Ｔ１＋２７３．１５）　・・・（４）
　　Ｒ：気体定数
【請求項２】
　前記最高温度Ｔ１を１３２０℃以上とし、
　前記炭酸リチウムを回収する際に、前記第１加熱処理により発生したガスから炭酸リチ
ウムを回収することを特徴とする請求項１に記載の廃電池のリサイクル方法。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の廃電池のリサイクル方法において、さらに前記第１加熱処理
を経た破砕物からマンガン、鉄、コバルトおよびニッケルのうちのいずれか１種以上を回
収することを特徴とする廃電池のリサイクル方法。
【請求項４】
　廃電池を破砕した破砕物を加熱炉で加熱することにより、前記破砕物に含有される低沸
点金属を蒸発させるとともに、前記破砕物に含有される高沸点金属の酸化物を還元させ、
さらに発生したガスから低沸点金属を回収する第２加熱処理と、
　前記第２加熱処理を経た破砕物から高沸点金属を回収する回収処理とを含む廃電池のリ
サイクル方法であって、
　前記破砕物がマンガンを含み、
　前記第２加熱処理を、最高温度Ｔ２（℃）を１２００℃以上とし、かつ、雰囲気の酸素
分圧ＰO2（ａｔｍ）を下記（３）式を満たす条件として施すことを特徴とする廃電池のリ
サイクル方法。
　　ｌｏｇ（ＰO2）≦０．００８・Ｔ２－２６．６　・・・（５）
【請求項５】
　廃電池を破砕した破砕物であって、リチウムおよびマンガンを含む破砕物を、請求項１
～３のいずれかに記載の廃電池のリサイクル方法により処理した後、さらに請求項４に記
載の廃電池のリサイクル方法により処理することを特徴とする廃電池のリサイクル方法。
【請求項６】
　前記加熱炉として、ロータリーキルンを用いることを特徴とする請求項１～５のいずれ
かに記載の廃電池のリサイクル方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、廃電池から金属含有物質を回収する廃電池のリサイクル方法に関し、さらに
詳しくは、廃電池に含まれるリチウムを加熱炉で加熱して炭酸リチウムとして回収する廃
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乾電池のリサイクル方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　使用済みリチウム電池には、一般的に、金属成分としてリチウムやマンガン、コバルト
、ニッケルが含まれる。また、マンガン乾電池は、マンガンや亜鉛、鉄が含まれる、使用
済みアルカリマンガン乾電池は、マンガン、亜鉛、鉄、銅が含まれる。このようにリチウ
ム電池やマンガン乾電池、アルカリマンガン乾電池の使用済み電池（以下、これらを総称
して「廃電池」という）には、多種の金属成分が含まれており、これらの金属成分の一部
は酸化リチウム（Ｌｉ2Ｏ）や二酸化マンガンのように酸化物として含まれている。
【０００３】
　廃電池は、不燃ゴミとして廃棄されるか、一部の自治体では分別回収される。分別回収
された廃電池は、リサイクル処理により、酸化鉄、ソフトフェライト原料または亜鉛等が
回収される。
【０００４】
　廃電池のリサイクル方法に関して、特許文献１では、湿式による有価金属の回収方法を
記載している。特許文献１に記載の方法では、種々の使用済み電池からマンガン乾電池お
よびアルカリマンガン乾電池を選別した後、選別した乾電池を破砕して分級することによ
り、篩上の酸化鉄、プラスチック、紙剤、亜鉛缶等と、篩下の二酸化マンガン、炭素、苛
性カリ、塩化亜鉛等に分離する。篩上を磁選して鉄を回収するとともに、篩下の粉粒物を
希塩酸により溶解することにより、苛性カリ、塩化亜鉛等を溶解させ、二酸化マンガンお
よび炭素を主成分とする残渣を回収するとしている。
【０００５】
　特許文献１に記載の方法では、鉄および二酸化マンガンならびに炭素からなる残渣を回
収するが、希塩酸による溶解およびその後に乾燥を行う必要があることから、回収に必要
なコストが増加する。また、有価金属である亜鉛は、回収されることなく廃棄されるので
、資源が有効利用されているとはいえない。
【０００６】
　次に、特許文献２では、乾式による廃電池のリサイクル方法を提案している。特許文献
２が提案する方法では、廃棄物の中から廃電池を分別し、分別された廃電池からマンガン
乾電池およびアルカリマンガン乾電池を選別する。選別された廃乾電池をスリットタイプ
のスクリーンが装着された破砕機を用いて破砕した後、篩い分けにより、篩下の亜鉛およ
び銅を含む粉状物と、篩上に金属鉄、亜鉛および銅を含む粉状物に分級する。篩上をさら
に磁選することにより、金属鉄を含む粉状物と、亜鉛および銅を含む粉状物に分離して回
収するとしている。
【０００７】
　特許文献２が提案する方法では、回収の対象は金属鉄、亜鉛および銅であり、廃乾電池
に多く含有されているマンガンは、回収されることなく廃棄される。
【０００８】
　さらに、特許文献３は、ソフトフェライト原料の回収を目的とした廃電池のリサイクル
方法を開示している。特許文献３が開示する方法では、多種の廃電池の中からマンガン乾
電池とアルカリマンガン乾電池を選別するとともに、さらにメーカー別に選別する。選別
されたグループごとに、廃電池を破砕した後、篩い分けを行い、篩上に金属鉄、亜鉛缶、
炭素棒、紙、プラスチック等を主体とした粉状物を得て、篩下にマンガン酸化物と酸化亜
鉛を主体とした粉状物を得る。
【０００９】
　篩下を水洗して、ナトリウム、カリウム化合物等の不純物を除去した後、加熱された炉
で仮焼きを行い、含有されるマンガン酸化物および亜鉛分を酸化マンガン（ＭｎＯ）およ
び酸化亜鉛（ＺｎＯ）とし、その後、粉砕することにより酸化マンガンおよび酸化亜鉛を
主体とするソフトフェライト原料を得るとしている。一方、篩上は風ひにより、紙、プラ
スチックを除去した後、磁選により酸化鉄を主体とする磁性物と、亜鉛缶および炭素棒を
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主体とする非磁性物に分離する。磁性物は、鉄分を含有しており鉄原料として回収し、非
磁性物は破砕し、水洗した後に篩い分けにより亜鉛および炭素をそれぞれ回収するとして
いる。
【００１０】
　特許文献３が開示する方法は、酸化マンガンと酸化亜鉛とからなるソフトフェライト原
料、鉄、亜鉛および炭素を回収することができるが、多数の工程を要するので、処理時間
および処理コストが問題となる。
【００１１】
　上述のように種々の廃電池のリサイクル方法が提案されているが、リサイクル処理が施
されるのは、回収された廃乾電池の一部に過ぎない。これは、鉱石から金属鉄等の金属を
取り出すより、従来のリサイクル方法により金属を回収する方が処理にコストやエネルギ
ーを要するからである。したがって、分別回収された廃乾電池の多くは、金属鉄等の金属
を含有しているにもかかわらず、リサイクルされることなく、不燃ゴミとして処理される
。このため、処理に必要なコストおよびエネルギーを抑制した、廃乾電池のリサイクル方
法が待望されている。
【００１２】
　また、使用済みマンガン乾電池やアルカリマンガン乾電池は、製鉄原料となるマンガン
および鉄を多く含むが、廃電池から鉄鋼原料として有害な亜鉛を除去しても鉄鋼業に用い
ることは困難である。これは、使用済みマンガン乾電池およびアルカリマンガン乾電池か
ら得られる製鉄原料は、含まれるマンガンや鉄が酸化物である割合が大きく、金属である
割合が小さいことから、高炉や転炉に用いた場合にこれらを還元するために大量の燃料を
投入する必要があり、高炉や転炉でのエネルギーコストが増加する。さらに輸送コストや
ハンドリングコスト等を勘案すると工業的に実施するのは困難だからである。
【００１３】
　特許文献４では、移動型炉床炉内（回転炉床炉内）の移動床上に石炭といった炭材を積
載し、その上に高炉ダスト、焼結粉および廃電池を積載した状態で、加熱することにより
亜鉛といった高揮発性金属を揮発させ、炉の排ガスから回収するとともに、その他の低揮
発性の金属成分を移動床上で回収する廃電池のリサイクル方法が記載されている。
【００１４】
　特許文献４に記載される廃電池のリサイクル方法は、廃電池を破砕することなく移動床
上に積載するので、移動床上から回収される低揮発性金属も筒状の形状となり、利用する
際に運搬などで困難を生じる。この場合、移動型炉床炉で加熱温度を高温にすることによ
り、低揮発性金属の鉄が浸炭により融点が低下し、溶融して形状の異なるものが混ざり合
って、利用しやすくなるとしている。しかし、浸炭により低揮発性金属の鉄が溶融すると
された実施例では、加熱温度が１５００℃と極めて高温であり、エネルギーコストが問題
となる。
【００１５】
　また、廃電池を破砕することなく移動床上に積載して加熱するので、廃電池に含まれる
マンガンや鉄の酸化物の大部分は還元されない。このため、移動床上からの回収されるマ
ンガンや鉄は、酸化物の含有率が高いことから、高炉や転炉に用いることは困難である。
【００１６】
　特許文献４に記載される廃電池のリサイクル方法は、廃電池が使用済みリチウム電池で
ある場合も同様に、リチウム電池に含まれるマンガン酸化物の大部分が還元されないので
問題となる。また、リチウム電池に含まれる金属リチウムおよび酸化リチウムは、沸点が
高く、破砕されることなく移動床上に積載されることから、揮発することなく移動床上に
残存し易い。さらに、一部の廃電池が破壊されて金属リチウムおよび酸化リチウムが揮発
するとしても、高温に加熱する必要があり、耐火物等も勘案すると工業的に実施すること
は困難である。これらから、特許文献４に記載される廃電池のリサイクル方法では、リチ
ウム電池に含まれるリチウムの回収率が低下する。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【００１７】
【特許文献１】特開２００７－１２５２７号公報
【特許文献２】特開２００４－８７１号公報
【特許文献３】特開平７－８５８９７号公報
【特許文献４】特開２００９－２５６７４１号公報
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】Ｙ－Ｅ．　Ｌｅｅ：　Ｍｅｔａｌｌｕｒｇｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｍａｔｅ
ｒｉａｌｓ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　Ｂ，　２９Ｂ　（１９９８），　３９７．
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　前述の通り、従来の廃電池のリサイクル方法は、処理に要するコストおよびエネルギー
が問題となり、分別回収された廃電池の一部にしか適用されず、大部分の廃乾電池は不燃
ゴミとして処理されている。また、廃電池から亜鉛を除去することにより、鉄およびマン
ガンを主とした製鉄原料を得ることができるが、マンガンや鉄の酸化物の割合が高いこと
から、高炉や転炉に用いることは困難である。さらに、廃電池に含まれるリチウムについ
ては、前記特許文献４に記載される廃電池のリサイクル方法で検討されているが、リチウ
ムの回収率が低い。
【００２０】
　本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、処理に要するコストおよびエ
ネルギーを抑制できるとともに、廃電池に含まれるリチウムの回収率を向上できる廃電池
のリサイクル方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　一貫製鉄所および電気炉で発生するダストやスラッジの処理において、ロータリーキル
ンにより、鉄鋼原料として有害な亜鉛を除去して粗粒状の酸化亜鉛として回収するととも
に、酸化鉄を還元して製鉄原料を得る方法が用いられている。
【００２２】
　本発明者らは、ロータリーキルンを用い、リチウム電池の廃電池を破砕した破砕物から
リチウムを回収する方法について検討した。
【００２３】
　図１は、使用済みリチウム電池に含まれる金属成分に関連する金属リチウム、金属マン
ガン、酸化リチウム（Ｌｉ2Ｏ）、金属コバルト、金属ニッケルの温度（℃）と蒸気圧（
ａｔｍ）の関係を示す図である。同図より、沸点は、金属リチウムが１３３０℃、金属マ
ンガン２０６０℃、酸化リチウムが２６００℃、金属コバルトが２９２７℃、金属ニッケ
ルが２９２０℃であることから、１３３０℃以上で破砕物を加熱すると、蒸発により金属
リチウムを回収できることが確認される。
【００２４】
　しかしながら、本発明者らが試験を行ったところ、リチウムは、加熱すると燃焼して酸
化リチウムとなり易いことから、蒸発により回収することが困難であることが判明した。
この酸化リチウムは、前記図１に示すように２６００℃と沸点が高いことから、蒸発によ
り回収することは困難である。また、金属リチウム（Ｌｉ）は融点が約１８０℃であるこ
とから、雰囲気を還元性にすることにより含まれるリチウムを液体として回収することを
試みた。しかし、この場合は、液体としたリチウムが他の金属と反応して化合物を生成す
ることから、液体として回収することは困難である。そこで、本発明者らは、リチウムを
工業的に重要な化合物である炭酸リチウムにして回収することを検討した。
【００２５】
　図２は、使用済みリチウム電池に含まれる金属成分による反応が平衡となる温度と雰囲
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気条件との関係を示す図である。同図では、曲線Ｃ１が酸化リチウムから炭酸リチウムが
生成される反応が平衡となる温度とＣＯ2分圧の関係を示す。また、曲線Ｃ２は金属コバ
ルトが酸化する反応が平衡となる温度と、ＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）とＣＯ分圧ＰCO（ａ
ｔｍ）により表されるＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）との関係を示す。曲線Ｃ３は金属ニッケル
が酸化する反応が平衡となる温度とＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）との関係を示す。さらに、同
図に示すように、金属マンガンが酸化する反応が平衡となるＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）は、
ほぼ０（ゼロ）である。
【００２６】
　同図から、本発明者らは、破砕物を加熱する際に温度、ＣＯ2分圧およびＰCO2／（ＰCO

2＋ＰCO）を所定の条件とすることにより、酸化リチウムを炭酸リチウムとして回収でき
ることを知見した。さらに、破砕物を加熱する際に温度を１３２０℃以上とすれば、発生
した炭酸リチウムを蒸発により容易に分離回収できることを知見した。
【００２７】
　次に、本発明者らは、ロータリーキルンを用い、マンガン乾電池およびアルカリマンガ
ン乾電池の廃電池を破砕した破砕物でマンガンの還元率を向上する方法について検討した
。
【００２８】
　図３は、使用済みマンガン乾電池に含まれる金属成分に関連する金属鉄、金属マンガン
、金属亜鉛の温度（℃）と蒸気圧（ａｔｍ）の関係を示す図である。同図より、沸点は、
鉄が３０７０℃、マンガン２０６０℃、亜鉛が９０６℃であることから、９０６℃以上で
廃電池を加熱することにより、蒸発により亜鉛を回収できることが確認できる。
【００２９】
　図４は、マンガン酸化物の還元反応および黒鉛から一酸化炭素が生成する反応が平衡と
なる温度と酸素分圧の関係を示す図である。同図では、実線で示すグラフは、黒鉛（Ｃ）
によるマンガン酸化物の還元反応において、マンガンの還元率が１００質量％となる場合
の温度と酸素分割の関係を示し、点線で示すグラフは、下記（１）反応式に示す黒鉛から
一酸化炭素が生成する反応が平衡となる温度と酸素分圧の関係を示す。また、同図では、
一点鎖線で示すグラフは、黒鉛によるマンガン酸化物の還元反応において、マンガンの還
元率が１質量％、１０質量％、２０質量％または５０質量％となる場合の温度と酸素分圧
の関係をそれぞれ示す。
　　Ｃ＋１／２Ｏ2＝２ＣＯ　・・・（１）
【００３０】
　同図の黒鉛によるマンガン酸化物の還元反応を示すグラフと、前記（１）反応式に示す
反応の平衡を示すグラフから、酸素分圧を前記（１）反応式に示す反応が平衡になる条件
とした場合、雰囲気が１４１７℃を超えると、黒鉛によるマンガン酸化物の還元反応によ
りマンガンの還元率が１００質量％になることが確認できる。ここで、鉄の融点は１５３
８℃であるが、鉄が浸炭された場合は１１５３℃で溶融する。この浸炭されて溶融した鉄
に、マンガン酸化物が溶解して還元されることから、１４１７℃以下でもマンガン酸化物
を還元することは可能である。
【００３１】
　ただし、１４１７℃以下でマンガン酸化物を還元する場合、二酸化マンガンの溶解量は
温度に制約されることから、マンガンの還元率も制限される。同図のマンガンの還元率が
５０質量％、２０質量％、１０質量％の場合を示すグラフと、前記（１）反応式に示す反
応の平衡を示すグラフとから、マンガンの還元率は、１３９０℃で５０質量％、１３３３
℃で２０質量％、１２９３℃で１０質量％に制限されることが確認できる。
【００３２】
　これらを基に鋭意検討を重ねた結果、本発明者らは、マンガンを含む破砕物を加熱炉で
加熱処理する際に温度と雰囲気の酸素分圧とを所定の条件にすることにより、マンガンお
よび鉄の還元率を向上できることを知見した。
【００３３】
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　本発明は、これらの知見に基づいて完成したものであり、下記（１）～（６）の廃電池
のリサイクル方法を要旨としている。
【００３４】
（１）廃電池を破砕した破砕物に加熱炉で加熱する第１加熱処理を施し、当該破砕物から
金属含有物質を回収する廃電池のリサイクル方法であって、前記破砕物としてリチウムを
含む破砕物を用い、前記第１加熱処理を、最高温度Ｔ１（℃）を７３０℃以上とするとと
もに、雰囲気をＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）とＣＯ分圧ＰCO（ａｔｍ）により表されるＰCO

2／（ＰCO2＋ＰCO）が下記（１）式を満たし、かつ、ＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）が下記（
２）式を満たす条件で施し、前記金属含有物質を回収する際に炭酸リチウムを回収するこ
とを特徴とする廃電池のリサイクル方法（以下、「本発明の第１実施形態のリサイクル方
法」とも呼ぶ）。
　　ＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）＜１／（１＋ｅｘｐ（－ΔＧ0

A／（Ｒ・（Ｔ１＋２７３．１
５）））　・・・（１）
　　ＰCO2＞ｅｘｐ（ΔＧ0

B／（Ｒ・（Ｔ１＋２７３．１５））　・・・（２）
　ただし、
　　ΔＧ0

A＝（－４６８２００＋１４０．９８（Ｔ１＋２７３．１５））／２－（－５６
５１６０＋１７２．０３（Ｔ１＋２７３．１５））／２　・・・（３）
　　ΔＧ0

B＝－１５３７５０＋８５．８７（Ｔ１＋２７３．１５）　・・・（４）
　　Ｒ：気体定数
【００３５】
（２）前記最高温度Ｔ１を１３２０℃以上とし、前記炭酸リチウムを回収する際に、前記
第１加熱処理により発生したガスから炭酸リチウムを回収することを特徴とする上記（１
）に記載の廃電池のリサイクル方法。
【００３６】
（３）上記（１）または（２）に記載の廃電池のリサイクル方法において、さらに前記第
１加熱処理を経た破砕物からマンガン、鉄、コバルトおよびニッケルのうちのいずれか１
種以上を回収することを特徴とする廃電池のリサイクル方法。
【００３７】
（４）廃電池を破砕した破砕物を加熱炉で加熱することにより、前記破砕物に含有される
低沸点金属を蒸発させるとともに、前記破砕物に含有される高沸点金属の酸化物を還元さ
せ、さらに発生したガスから低沸点金属を回収する第２加熱処理と、前記第２加熱処理を
経た破砕物から高沸点金属を回収する回収処理とを含む廃電池のリサイクル方法であって
、前記破砕物がマンガンを含み、前記第２加熱処理を、最高温度Ｔ２（℃）を１２００℃
以上とし、かつ、雰囲気の酸素分圧ＰO2（ａｔｍ）を下記（３）式を満たす条件として施
すことを特徴とする廃電池のリサイクル方法（以下、「本発明の第２実施形態のリサイク
ル方法」とも呼ぶ）。
　　ｌｏｇ（ＰO2）≦０．００８・Ｔ２－２６．６　・・・（５）
【００３８】
（５）廃電池を破砕した破砕物であって、リチウムおよびマンガンを含む破砕物を、上記
（１）～（３）のいずれかに記載の廃電池のリサイクル方法により処理した後、さらに上
記（４）に記載の廃電池のリサイクル方法により処理することを特徴とする廃電池のリサ
イクル方法。
【００３９】
（６）前記加熱炉として、ロータリーキルンを用いることを特徴とする上記（１）～（５
）のいずれかに記載の廃電池のリサイクル方法。
【００４０】
　本発明において「高沸点金属」とは、沸点が１２００℃以上の金属をいい、例えば、マ
ンガン、鉄およびニッケルが該当する。また、「低沸点金属」とは、沸点が１２００℃未
満の金属をいうとともに、１２００℃において蒸気圧が１０-5ａｔｍ以上の金属を含む。
低沸点金属として、例えば、亜鉛、水銀および鉛が該当する。ただし、リチウムは１２０



(8) JP 2013-1990 A 2013.1.7

10

20

30

40

50

０℃における蒸気圧が１０-5ａｔｍ以上であるが、加熱して高温にすると燃焼し易いこと
から、低沸点金属に含まないものとする。
【発明の効果】
【００４１】
　本発明の廃電池のリサイクル方法によれば、リチウムを含む破砕物に第１加熱処理を施
すことにより、リチウムを炭酸リチウムとして回収することができるとともに、リチウム
の回収率を向上させることができる。また、マンガンを含む破砕物に第２加熱処理を施す
ことにより、マンガンおよび鉄の酸化物を還元し、回収されるマンガンおよび鉄の還元率
を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】使使用済みリチウム電池に含まれる金属成分に関連する金属リチウム、金属マン
ガン、酸化リチウム（Ｌｉ2Ｏ）、金属コバルト、金属ニッケルの温度（℃）と蒸気圧（
ａｔｍ）の関係を示す図である。
【図２】使用済みリチウム電池に含まれる金属成分による反応が平衡となる温度と雰囲気
条件との関係を示す図である。
【図３】使用済みマンガン乾電池に含まれる金属成分に関連する金属鉄、金属マンガン、
金属亜鉛の温度（℃）と蒸気圧（ａｔｍ）の関係を示す図である。
【図４】マンガン酸化物の還元反応および黒鉛から一酸化炭素が生成する反応が平衡とな
る温度と酸素分圧の関係を示す図である。
【図５】本発明の廃電池のリサイクル方法による廃電池の処理フロー例を説明する図であ
る。
【図６】実施例での処理フロー例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４３】
１．リチウムを含む破砕物の処理
　前述のとおり、本発明の第１実施形態のリサイクル方法は、廃電池を破砕した破砕物に
加熱炉で加熱する第１加熱処理を施し、当該破砕物から金属含有物質を回収する廃電池の
リサイクル方法であって、破砕物としてリチウムを含む破砕物を用い、第１加熱処理を、
最高温度Ｔ１（Ｋ）を７３０℃以上とするとともに、雰囲気をＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）
とＣＯ分圧ＰCO（ａｔｍ）により表されるＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）が前記（１）式を満た
し、かつ、ＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）が前記（２）式を満たす条件で施し、金属含有物質
を回収する際に炭酸リチウムを回収することを特徴とする。
【００４４】
　破砕することなく廃電池に加熱処理を施すと、廃電池に含まれるリチウム等の金属およ
びその酸化物は密閉された容器内に含まれることから、反応が進行し難いとともに、蒸発
により回収することが困難になる。この場合、加熱処理での最高温度を高温にすることに
より、反応の進行および蒸発による回収を促進することもできるが、エネルギーコストや
加熱炉に要する設備コストが問題となる。このため、本発明では、廃電池を破砕して破砕
物とし、この破砕物に加熱処理を施す。これにより、加熱炉内での反応の進行および蒸発
による回収を促進できる。廃電池の破砕は、廃電池の容器内に存在するリチウム等の金属
およびその酸化物が雰囲気と反応したり、蒸発したりできる程度に適宜行えばよい。廃電
池の破砕は、例えば、ダブルロールクラッシャーやハンマークラッシャーにより行うこと
ができる。
【００４５】
　最高温度Ｔ１を７３０℃以上とするとともに、雰囲気をＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）とＣ
Ｏ分圧ＰCO（ａｔｍ）により表されるＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）が前記（１）式を満たし、
かつ、ＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）が前記（２）式を満たす条件で加熱処理をリチウムを含
む破砕物に施す。すなわち、雰囲気が前記図２に示す曲線Ｃ１とＣ２とで挟まれた領域（
同図でハッチングを施した領域）内となる条件とし、つまり、酸化性雰囲気とする。これ
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により、破砕物に含まれる酸化リチウムから液体または気体の炭酸リチウムが生成する。
一方、最高温度Ｔ１が７３０℃未満であると、炭酸リチウムの融点が７２３℃であること
から、生成する炭酸リチウムを液体または気体として回収することが困難となる。
【００４６】
　最高温度Ｔ１が１３２０℃未満の場合は、発生する炭酸リチウムは液体であることから
、破砕物に酸化物として含まれるリチウムを第１加熱処理を経た破砕物から炭酸リチウム
として回収することができる。一方、最高温度Ｔ１が１３２０℃以上の場合は、発生する
炭酸リチウムは蒸発して気体となることから、破砕物に酸化物として含まれるリチウムを
第１加熱処理で発生したガスから炭酸リチウムとして回収することができる。
【００４７】
　また、破砕物に金属として含まれるリチウムも、上述したように最高温度Ｔ１を７３０
℃以上とするとともに、酸化性雰囲気とすることにより、炭酸リチウムとして回収するこ
とができる。
【００４８】
　前記図２に示すとおり、使用済みリチウム電池を破砕した破砕物に主に金属として含ま
れるコバルトは、加熱処理により酸化されることなく、金属コバルトのままである。また
、使用済みリチウム電池を破砕した破砕物に主に金属として含まれるニッケルは、加熱処
理により酸化されることなく、金属ニッケルのままである。使用済みリチウム電池を破砕
した破砕物に主として酸化物として含まれるマンガンは、還元されることなく、酸化物の
ままである。
【００４９】
　本発明の第１実施形態のリサイクル方法は、最高温度Ｔ１を１３２０℃以上とし、炭酸
リチウムを回収する際に、第１加熱処理により発生したガスから炭酸リチウムを回収する
のが好ましい。これにより、効率よく炭酸リチウムを回収できるからである。一方、最高
温度を高くし過ぎると、加熱炉の溶損を防止するための設備コストや保守コストが問題と
なることから、最高温度Ｔ１は１４００℃未満とするのが好ましい。
【００５０】
　破砕物に酸化物または金属として含まれる鉄は、沸点が高いことから、蒸発することな
く破砕物に残存する。
【００５１】
　破砕物に酸化物として含まれる亜鉛は、加熱炉内に発生した一酸化炭素ガスまたは水素
ガスと反応し、還元されて金属化する。この還元された亜鉛および破砕物に金属として含
まれる亜鉛は、沸点が９０７℃と低いことから、最高温度Ｔ１が１３２０℃以上の場合は
昇温により蒸発する。蒸発した亜鉛は雰囲気中の酸素と反応して酸化され、酸化亜鉛（Ｚ
ｎＯ）粒子となり、第１加熱処理により発生したガスから回収できる。
【００５２】
　破砕物に酸化物として含まれる鉛は、加熱炉内に発生した一酸化炭素ガスまたは水素ガ
スと反応し、還元されて金属化する。破砕物に金属として含まれる鉛は、沸点が１７４９
℃と高いが、亜鉛の沸点（９０７℃）付近の温度で蒸気圧が高いことから、最高温度Ｔ１
が１３２０℃以上の場合は、蒸発し易い。したがって、この還元された鉛および破砕物に
金属として含まれる鉛は、昇温により蒸発し、雰囲気との反応により酸化されて粒子とな
り、第１加熱処理により発生したガスから回収できる。
【００５３】
　このように破砕物に第１加熱処理を施すことにより、破砕物に含まれるリチウムをはじ
めとして、亜鉛や鉛を発生するガスから回収することができる。一方、第１加熱処理を経
た破砕物には、コバルトやニッケル、鉄、マンガンの金属および酸化物が含まれる。この
ため、本発明の第１実施形態のリサイクル方法は、さらに第１加熱処理を経た破砕物から
マンガン、鉄、コバルトおよびニッケルを回収することができる。
【００５４】
　マンガン乾電池の一部は水銀を含有することから、マンガン乾電池を破砕した破砕物は
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水銀を含む場合がある。水銀は沸点が３５６℃と低いことから、還元された水銀および破
砕物に金属として含まれる水銀は、昇温により蒸発する。蒸発した水銀は、雰囲気と反応
して酸化され、酸化水銀の粒子となる。したがって、本発明の第１実施形態のリサイクル
方法は、破砕物に含まれる水銀を、第１加熱処理により発生したガスから酸化水銀として
回収でき、水銀を含むマンガン乾電池も処理することができる。
【００５５】
　本発明の第１実施形態のリサイクル方法は、廃電池として、使用済みリチウム電池を用
いることができる。本発明の第１実施形態のリサイクル方法は、廃電池が、使用済みリチ
ウム電池の他に使用済みマンガン乾電池やアルカリマンガン乾電池、ニッケル一次電池を
含んでも、選別することなく、処理することができる。
【００５６】
２．マンガンを含む破砕物の処理
　前述のとおり、本発明の第２実施形態のリサイクル方法は、廃電池を破砕した破砕物を
加熱炉で加熱することにより、破砕物に含有される低沸点金属を蒸発させるとともに、破
砕物に含有される高沸点金属の酸化物を還元させ、さらに発生したガスから低沸点金属を
回収する第２加熱処理と、第２加熱処理を経た破砕物から高沸点金属を回収する回収処理
とを含む廃電池のリサイクル方法であって、破砕物がマンガンを含み、第２加熱処理を、
最高温度Ｔ２（℃）を１２００℃以上とし、かつ、雰囲気の酸素分圧ＰO2（ａｔｍ）を前
記（５）式を満たす条件として施すことを特徴とする。
【００５７】
　破砕物に金属として含まれるマンガン、鉄、銅およびニッケルは沸点が高いので、ロー
タリーキルン内で加熱を行っても大部分は蒸発することはなく、そのまま破砕物に残存す
る。一方、使用済みマンガン乾電池において、正極側に集電棒として用いられる炭素棒や
プラスチック、紙類には黒鉛（Ｃ）が含まれ、この黒鉛が加熱処理で前記（１）反応式に
示す反応を起こすと、一酸化炭素ガス（ＣＯ）および水素ガス（Ｈ2）が発生する。この
反応で発生した一酸化炭素ガスおよび水素ガスにより、破砕物に酸化物として含まれるマ
ンガン、鉄、銅およびニッケルの一部は、還元されて金属となる。
【００５８】
　ここで、本発明の第２実施形態のリサイクル方法は、マンガンを含む破砕物に、最高温
度Ｔ２（℃）を１２００℃以上とし、かつ、雰囲気の酸素分圧ＰO2（ａｔｍ）を前記（５
）式を満たす条件として第２加熱処理を施す。ここで、酸素分圧が前記（５）式と満たす
条件とは、酸素分圧を前記図４で（５）式として示す直線でハッチングを施した側の領域
とすることを意味する。
【００５９】
　前述の通り、破砕物に酸化物として含まれる鉄は、黒鉛により浸炭されて融点が低下し
て１１５３℃程度で溶融する。このため、第２加熱処理で最高温度Ｔ２を１２００℃以上
とし、かつ、雰囲気の酸素分圧が前記（５）式を満たす条件とすることにより、浸炭され
て溶融した鉄に、酸化物として含まれるマンガンが溶解して還元され、金属鉄、マンガン
および二酸化炭素となる。この浸炭された鉄によるマンガン酸化物の還元反応により、破
砕物に酸化物として含まれるマンガンおよび鉄が還元され、その結果、第２加熱処理を経
た破砕物に含まれるマンガンおよび鉄の還元率を向上できる。
【００６０】
　本発明の第２実施形態のリサイクル方法は、雰囲気の酸素分圧を下記（６）式と満たす
条件として第２加熱処理を施すのが好ましい。酸素分圧が下記（６）式と満たす条件とは
、酸素分圧を前記図４で（６）式として示す直線でハッチングを施した側の領域とするこ
とを意味する。これにより、第２加熱処理を経た破砕物に含まれるマンガンおよび鉄の還
元率をより向上できる。また、最高温度を高くし過ぎると、加熱炉の溶損を防止するため
の設備コストや保守コストが問題となることから、最高温度Ｔ２は１４５０℃未満とする
のが好ましい。
　　ｌｏｇ（ＰO2）≦０．０１５４・Ｔ２－３６．５　・・・（６）
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【００６１】
　破砕物に酸化物として含まれる亜鉛は、加熱炉内に発生した一酸化炭素ガスまたは水素
ガスと反応し、還元されて金属化する。この還元された亜鉛および破砕物に金属として含
まれる亜鉛は、沸点が９０７℃と低いことから、昇温により蒸発する。蒸発した亜鉛は雰
囲気中の酸素と反応して酸化され、酸化亜鉛（ＺｎＯ）粒子となり、第２加熱処理により
発生したガスから回収できる。
【００６２】
　破砕物に酸化物として含まれる鉛は、加熱炉内に発生した一酸化炭素ガスまたは水素ガ
スと反応し、還元されて金属化する。破砕物に金属として含まれる鉛は、沸点が１７４９
℃と高いが、亜鉛の沸点（９０７℃）付近の温度で蒸気圧が高いことから、最高温度Ｔ２
を１２００℃以上とする第２加熱処理により、蒸発し易い。したがって、この還元された
鉛および破砕物に金属として含まれる鉛は、昇温により蒸発し、雰囲気との反応により酸
化されて粒子となり、第２加熱処理により発生したガスから回収できる。
【００６３】
　このように破砕物に第２加熱処理を施すことにより、破砕物に含まれる亜鉛や鉛といっ
た低沸点金属を、発生するガスから回収することができる。また、破砕物に含まれるマン
ガンや鉄といった高沸点金属は破砕物に残存することから、第２加熱処理を経た破砕物か
ら回収できる。前述のとおり、本発明の第２実施形態は、第２加熱処理を、最高温度Ｔ２
（℃）を１２００℃以上とし、かつ、雰囲気の酸素分圧ＰO2（ａｔｍ）を前記（５）式を
満たす条件として施すことにより、回収されるマンガンおよび鉄の還元率を向上できる。
【００６４】
　マンガン乾電池の一部は水銀を含有することから、マンガン乾電池を破砕した破砕物は
水銀を含む場合がある。水銀は沸点が３５６℃と低いことから、還元された水銀および破
砕物に金属として含まれる水銀は、昇温により蒸発する。蒸発した水銀は、雰囲気と反応
して酸化され、酸化水銀の粒子となる。したがって、本発明の第２実施形態のリサイクル
方法は、破砕物に含まれる水銀を、第２加熱処理により発生したガスから酸化水銀として
回収でき、水銀を含むマンガン乾電池も処理することができる。
【００６５】
　本発明の第２実施形態のリサイクル方法は、廃電池として、使用済みマンガン乾電池や
アルカリマンガン乾電池、リチウム電池、ニッケル一次電池を用いることができる。本発
明の第２実施形態のリサイクル方法は、処理される廃電池は一種類に限らず、使用済みマ
ンガン乾電池やアルカリマンガン乾電池、リチウム電池、ニッケル一次電池が混合された
廃電池を選別することなく、処理することができる。
【００６６】
３．処理フロー例および好ましい態様
　以下に、本発明の廃電池のリサイクル方法による処理フロー例および本発明で採用する
のが好ましい実施態様について図面を参照しながら説明する。
【００６７】
　図５、本発明の廃電池のリサイクル方法による廃電池の処理フロー例を説明する図であ
る。同図に示す処理フロー例では、投入される廃電池１を破砕して破砕物にする破砕機２
と、破砕機から排出される破砕物を運搬する第１コンベア３１と、供給される破砕物から
主にリチウムを回収する第１リサイクル装置９１と、第１リサイクル装置９１により処理
された破砕物を運搬する第２コンベア３２と、供給される破砕物に含まれるマンガンの還
元率を高める第２リサイクル装置９２とを示す。
【００６８】
　第１リサイクル装置９１および第２リサイクル装置９２は、それぞれ、加熱炉として供
給される破砕物に加熱処理を施すロータリーキルン４１または４２と、ロータリーキルン
４１または４２から排出されたガスから粗粒を回収するサイクロン５１または５２と、サ
イクロン５１または５２により処理されたガスから細粒を回収するバグフィルタ６１また
は６２とを備える。
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【００６９】
　第１リサイクル装置９１および第２リサイクル装置９２が備えるロータリーキルン４１
または４２は中空円筒状であり、水平からわずかに傾斜して配置され、回転可能に支持さ
れている。ロータリーキルン４１または４２の一端には投入口４１ａまたは４２ａが、他
端には排出口４１ｂまたは４２ｂが設けられ、図示しないがロータリーキルンの排出口側
の回転中心位置にバーナーが配置されている。このような構成のロータリーキルン４１ま
たは４２では、投入口４１ａまたは４２ａに供給された破砕物は、バーナーにより加熱さ
れつつ、ロータリーキルンの回転および傾斜により、ロータリーキルンの下壁面上（下部
）で排出口側に移動し、排出口４１ｂまたは４２ｂから排出される。
【００７０】
　一方、ロータリーキルン４１または４２は、図示しないが、排出口側の上部に吸気口と
、投入口側の上部に排気口とを備える。これによりロータリーキルンの上部では排出口側
から投入口側に向けた雰囲気流れが生まれ、加熱処理により発生したガスを排気口から排
出することができる。この排ガスをサイクロン５１または５２と、バグフィルタ６１また
は６２とで処理することにより、加熱処理により発生したガスから金属含有物質を回収す
ることができる。
【００７１】
　本発明の廃電池のリサイクル方法は、同図の処理フロー例に示すように、廃電池を破砕
した破砕物であって、リチウムおよびマンガンを含む破砕物を、本発明の第１実施形態の
リサイクル方法（第１加熱処理）により処理した後、さらに本発明の第２実施形態のリサ
イクル方法（第２加熱処理）により処理するのが好ましい（同図の実線矢印参照）。
【００７２】
　この場合は、リチウムおよびマンガンを含む破砕物から、第１実施形態の第１加熱処理
により、リチウムをはじめとして、亜鉛や鉛、水銀を回収することができる。一方、第１
加熱処理を経た破砕物には、マンガンをはじめとして、鉄や金属コバルト、金属ニッケル
が含まれる。このような第１加熱処理を経た破砕物に第２実施形態の第２加熱処理を施す
ことにより、第２加熱処理を経た破砕物に含まれるマンガンおよび鉄の還元率を向上でき
る。また、第１加熱処理で蒸発することなく破砕物に残存した亜鉛や鉛、水銀を、第２加
熱処理で蒸発させて回収することにより、低沸点金属の回収率を向上できる。
【００７３】
　本発明の第１実施形態のリサイクル方法により処理した後、さらに本発明の第２実施形
態のリサイクル方法により処理する場合は、廃電池として、使用済みリチウム電池を用い
ることができる。この場合は、廃電池が、使用済みリチウム電池の他に使用済みマンガン
乾電池やアルカリマンガン乾電池、ニッケル一次電池を含んでも、選別することなく、処
理することができる。
【００７４】
　本発明の廃電池のリサイクル方法は、破砕物に第１加熱処理または第２加熱処理を施す
加熱炉として、ロータリーキルンや回転炉床炉を採用することができるが、同図の処理フ
ロー例に示すように、ロータリーキルンを採用するのが好ましい。ロータリーキルンは、
回転により加熱処理が施される破砕物が攪拌され、雰囲気との接触機会が増加することに
より反応が促進されるので、リチウムの回収率や鉄およびマンガンの還元率をより向上で
きるとともに、処理時間を短くすることができる。
【００７５】
　第１加熱処理で雰囲気のＣＯ2分圧ＰCO2（ａｔｍ）とＣＯ分圧ＰCO（ａｔｍ）により表
されるＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）を所定の条件としたり、第２加熱処理で雰囲気の酸素分圧
ＰO2（ａｔｍ）を所定の条件としたりする際は、例えば、加熱炉に供給される雰囲気の化
学組成を調整する方法により行うことができる。本発明の廃電池のリサイクル方法は、雰
囲気を所定の条件とする際、破砕物とともに炭材に加熱処理を施し、この炭材の投入量を
調整することにより雰囲気を所定の条件とするのが好ましい。
【００７６】
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　炭材が燃焼すると、加熱炉内の酸素と反応して一酸化炭素や二酸化炭素となる。したが
って、炭材の投入量を増減させることにより、雰囲気の酸素分圧を調整することができる
。また、ＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）およびＣＯ2分圧の調整は、炭材の投入量を増減させる
ことにより行うことができる。
【００７７】
　また、加熱処理の際に破砕物とともに炭材に加熱処理を施す場合、炭材の燃焼によるエ
ネルギーを利用して加熱炉内の雰囲気を昇温することができ、エネルギーコストを低減で
きる。また、炭材を加熱すると、一部が熱分解して炭素および水素となることから、この
炭素および水素によりマンガンや鉄の酸化物を還元することにより、鉄やマンガンの還元
率を高めることもできる。
【００７８】
　炭材としては、熱分解により炭素や水素を発生させるものを用いることができ、例えば
、溶融した銑鉄から析出する黒鉛であるキッシュカーボン、木材粉、コークス粉が該当す
る。
【００７９】
４．第１加熱処理の処理条件の規定理由
　次に、本発明の第１実施形態のリサイクル方法で、第１加熱処理の最高温度および雰囲
気条件を、前述のように規定した理由を説明する。
【００８０】
　酸化リチウム（Ｌｉ2Ｏ）が二酸化炭素（ＣＯ2）と反応して炭酸リチウム（Ｌｉ2ＣＯ3

）となる反応は下記（２）反応式、その標準自由エネルギー変化は下記（ａ）式により表
される。
　　Ｌｉ2Ｏ（ｓ）＋ＣＯ2（ｇ）＝Ｌｉ2ＣＯ3　・・・（２）
　　ΔＧ0

(2)＝－１５３７５０＋８５．８７Ｔ　・・・（ａ）
　　　ただし、上記（ａ）式において９９３Ｋ＜Ｔ＜１３００Ｋである。
　ここで、ΔＧ0

(i)は反応式（ｉ）の標準自由エネルギー変化（Ｊ）とし、Ｔは温度（Ｋ
）である。
【００８１】
　上記（２）反応式で示す反応が平衡であると、以下の（ｂ）式が成り立つ。
　　ΔＧ0

(2)＝－ＲＴｌｎ（αLi2CO3／（αLi2O・ＰCO2））　・・・（ｂ）
　ここで、Ｒは気体定数、αLi2CO3はＬｉ2ＣＯ3の活量、αLi2OはＬｉ2Ｏの活量、ＰCO2

はＣＯ2の分圧（ａｔｍ）である。
【００８２】
　ここで、上記（ｂ）式においてαLi2CO3＝１、かつ、αLi2O＝１であると仮定すると、
下記（ｃ）式が導かれる。
　　ＰCO2＝ｅｘｐ（ΔＧ0

(2)／（Ｒ・Ｔ））　・・・（ｃ）
　上記（ｃ）式で、前記（ａ）式の標準自由エネルギー変化を用いて計算すると、前記図
２の曲線Ｃ１が得られる。上記（ｃ）式で、前記（ａ）式の標準自由エネルギー変化を用
い、さらに熱力学温度（Ｋ）を摂氏温度（℃）としたものが前記（２）式である。
【００８３】
　一方、金属Ｃｏ、ＮｉおよびＭｎが酸化してそれぞれＣｏＯ、ＮｉＯおよびＭｎＯとな
るとなる反応は下記（３）～（６）反応式で表される。また、下記（３）～（６）反応式
で表される反応の標準自由エネルギー変化は下記（ｄ）～（ｇ）式で表される。
　　２Ｃｏ（ｓ）＋Ｏ2（ｇ）＝２ＣｏＯ（ｓ）　・・・（３）
　　ΔＧ0

(3)＝－４６８２００＋１４０．９８Ｔ　・・・（ｄ）
　　　ただし、上記（ｄ）式において２９８Ｋ＜Ｔ＜１７６８Ｋである。
　　２Ｎｉ（ｓ）＋Ｏ2（ｇ）＝２ＮｉＯ（ｓ）　・・・（４）
　　ΔＧ0

(4)＝－４６８５８０＋１６９．４４Ｔ　・・・（ｅ）
　　　ただし、上記（ｅ）式において２９８Ｋ＜Ｔ＜１７２８Ｋである。
　　２Ｍｎ（ｓ）＋Ｏ2（ｇ）＝２ＭｎＯ（ｓ）　・・・（５）
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　　ΔＧ0
(5)＝－７６５０６０＋１４８．９６Ｔ　・・・（ｆ）

　　　ただし、上記（ｆ）式において２９８Ｋ＜Ｔ＜１５１９Ｋである。
　　２Ｍｎ（ｌ）＋Ｏ2（ｇ）＝２ＭｎＯ（ｓ）　・・・（６）
　　ΔＧ0

(6)＝－８０１１００＋１７３．０２Ｔ　・・・（ｇ）
　　　ただし、上記（ｇ）式において１５１９Ｋ＜Ｔ＜２０８３Ｋである。
【００８４】
　上記（３）～（６）反応式のような金属（Ｍｅ）が酸化して酸化物（ＭｅＯ）となる反
応は下記（７）反応式により表すことができる。また、一酸化炭素（ＣＯ）ガスと酸素（
Ｏ2）ガスが反応して二酸化炭素（ＣＯ2）ガスとなる反応は下記（８）反応式により表す
ことができ、この反応の標準自由エネルギー変化は下記（ｈ）式で表される。
　　２Ｍｅ＋Ｏ2（ｇ）＝２ＭｅＯ　・・・（７）
　　２ＣＯ（ｇ）＋Ｏ2（ｇ）＝２ＣＯ2（ｇ）　・・・（８）
　　ΔＧ0

(8)＝－５６５１６０＋１７２．０３Ｔ　・・・（ｈ）
　　　ただし、上記（ｈ）式において２９８Ｋ＜Ｔ＜３０００Ｋである。
【００８５】
　上記（７）および（８）反応式から新たに反応式を得てＯ2を消去すると、下記（９）
反応式となる。下記（９）反応式で示す反応が平衡であると、下記（ｉ）式が成り立つ。
　　Ｍｅ＋ＣＯ2（ｇ）＝ＭｅＯ＋ＣＯ（ｇ）　・・・（９）
　　ΔＧ0

(9)＝－ＲＴｌｎ（αMeO
2・ＰCO／（αMe

2・ＰCO2））　・・・（ｉ）
　ここで、αMeOはＭｅＯの活量、αMeはＭｅの活量、ＰCOはＣＯの分圧（ａｔｍ）であ
る。
【００８６】
　上記（ｉ）式においてαMeO＝１、αMe＝１と仮定すると、下記（ｊ）式が導かれる。
ここで、ＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）＝１／（１＋ＰCO／ＰCO2）であり、この式に下記（ｊ
）式を用いると下記（ｋ）式が得られる。
　　ＰCO／ＰCO2＝ｅｘｐ（－ΔＧ0

(9)／（Ｒ・Ｔ））　・・・（ｊ）
　　ＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO）＝１／（１＋ｅｘｐ（－ΔＧ0

(9)／（Ｒ・Ｔ）））　・・・
（ｋ）
　上記（ｋ）式で、前記（ｄ）または（ｅ）式の標準自由エネルギー変化と、前記（ｈ）
式の標準自由エネルギー変化とを用いて計算すると、前記図２の曲線Ｃ２または曲線Ｃ３
が得られる。また、前記（１）式は、上記（ｋ）式で、前記（ｄ）および（ｈ）式の標準
自由エネルギー変化を用い、さらに熱力学温度（Ｋ）を摂氏温度（℃）としたものである
。
【００８７】
　また、上記（ｋ）式で、前記（ｆ）または（ｇ）式の標準自由エネルギー変化と、前記
（ｈ）式の標準自由エネルギー変化とを用いて計算すると、マンガンの酸化反応が平衡と
なる条件が得られるが、温度Ｔが１４００℃以下では、前記図２に示すようにＰCO2／（
ＰCO2＋ＰCO）≒０となる。
【００８８】
５．第２加熱処理の処理条件の規定理由
　次に、本発明の第２実施形態のリサイクル方法で、第２加熱処理の最高温度および雰囲
気条件を、前述のように規定した理由を説明する。
【００８９】
　金属Ｍｎが酸化してそれぞれＭｎＯの酸化物となるとなる反応は前記（５）および（６
）反応式で表される。また、前記（５）および（６）反応式で表される反応の標準自由エ
ネルギー変化は前記（ｆ）および（ｇ）式で表される。前記（５）または（６）反応式で
示す反応が平衡であると、下記（ｌ）式が成り立つ。
　　ΔＧ0

(5)またはΔＧ0
(6)＝－ＲＴｌｎ（αMnO・ＰCO／（αMn・ＰO2））　・・・（

ｌ）
　ここで、αMnOはＭｎＯの活量、αMnはＭｎの活量、Ｐ02はＯ2の分圧（ａｔｍ）である
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。
【００９０】
　上記（ｌ）式において、αMnO＝１と仮定し、Ｆｅ－Ｃ－Ｍｎ系のＭｎの活量係数であ
るγMn、Ｍｎのモル濃度であるｘMnを用いると、下記（ｍ）式が導かれる。
　　ΔＧ0

(5)またはΔＧ0
(6)＝－ＲＴｌｎ（γMn・ｘMn・ＰO2）　・・・（ｍ）

　ここで、γMnは非特許文献１に記載されるように下記（ｎ）式で表される。
　　γMn＝（－０．４８２２＋５７６．７／Ｔ）ｘC＋（５．１４９８－１０８４２／Ｔ
）ｘC

2＋（－２５．８２１＋８２８９．７／Ｔ）ｘC
3－４９４３．８ｘC

4ｘFe
5　・・・

（ｎ）
　ただし、ｘcをＣのモル濃度とし、ｘFeをＦｅのモル濃度とする。
【００９１】
　一方、炭素（Ｃ）と酸素（Ｏ2）とが反応して一酸化炭素（ＣＯ）となる反応は、下記
（１０）反応式で表される。また、下記（１０）反応式で表される反応の標準自由エネル
ギー変化は下記（ｏ）式で表される。
　　２Ｃ（ｓ）＋Ｏ2（ｇ）＝２ＣＯ（ｇ）　・・・（１０）
　　ΔＧ0

(10)＝－２２１８４０－１７８．０２Ｔ　・・・（ｏ）
　　　ただし、上記（ｏ）式において２９８Ｋ＜Ｔ＜３０００Ｋである。
　上記（ｍ）および（ｎ）式と、その標準自由エネルギー変化を示す前記（ｆ）、（ｇ）
および（ｏ）式により、前記図４に示す各曲線を得ることができる。
【実施例】
【００９２】
　本発明の廃電池のリサイクル方法による効果を検証するため、廃電池を破砕した破砕物
にロータリーキルンにより加熱処理を施す試験を行った。
【００９３】
１．廃電池を使用済みリチウム電池とした試験
［試験方法］
　図６は、実施例での処理フロー例を示す図である。同図に示すように、本試験では、破
砕機２により廃電池１を破砕して破砕物とし、この破砕物をコンベア３でロータリーキル
ン４に供給して加熱処理を施した。廃電池として、使用済みリチウム電池を用いた。本試
験での加熱処理は、ロータリーキルン４の排出口側に設けられたバーナーに燃料および酸
素の混合ガスを供給して燃焼させることにより、ロータリーキルン内の雰囲気を加熱した
。
【００９４】
　その際、ロータリーキルン内で最も高温となる排出口付近であって、ロータリーキルン
下部の雰囲気温度（最高温度）を１３８５℃とした。また、炭材の投入量を調整すること
により、排出口付近であって、ロータリーキルン下部の雰囲気を、ＰCO2／（ＰCO2＋ＰCO

）＝０．７、かつ、ＣＯ2分圧を０．７ａｔｍとした。ロータリーキルンの傾斜および回
転数を調整し、破砕物がロータリーキルンに投入されてから排出されるまでに要する時間
を４時間とした。
【００９５】
　加熱処理の際に、投入口側に設けられた排気口からロータリーキルン４で発生したガス
を排出した。この排出ガスからサイクロン５により粗粒を回収し、サイクロン５で処理し
た排出ガスをバグフィルタ６に通過させて細粒を回収した。サイクロン５およびバグフィ
ルタ６により回収された粒子を選別して炭酸リチウムを回収した。一方、ロータリーキル
ンから排出された破砕物を選別して金属コバルト、金属ニッケル並びにマンガンの金属お
よび酸化物を回収した。
【００９６】
　本試験での試験条件は、下記のとおりである。
　ロータリーキルン：炉内径１ｍ、炉長１０ｍ、
　破砕物の投入量：１５００ｋｇ／日、
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　使用燃料：コークスオープンガス２００Ｎｍ３／Ｈｒ、
　酸素供給量：６Ｎｍ３／Ｈｒ
【００９７】
［試験結果］
　本試験でサイクロン５およびバグフィルタ６により回収された粒子を選別し、得られた
炭酸リチウムは純度が９９％以上となった。ロータリーキルンから排出された破砕物につ
いてリチウムの含有量を確認したところ、２質量％であった。したがって、本発明の第１
実施形態のリサイクル方法は、破砕物に第１加熱処理を施すことにより、廃電池に含まれ
るリチウムの大部分を炭酸リチウムとして回収できることが明らかとなった。
【００９８】
２．廃電池を使用済みマンガン乾電池とした試験
［試験方法］
　本試験では、廃電池として使用済みマンガン乾電池を用い、前記図６に示す処理フロー
例により、廃電池を破砕してロータリーキルン４に供給して加熱処理を施した。その際、
ロータリーキルン内で最も高温となる排出口付近であって、ロータリーキルン下部の雰囲
気温度（最高温度）を１４００℃とした。また、炭材の投入量を調整することにより、排
出口付近であって、ロータリーキルン下部の雰囲気の酸素分圧ＰO2を１０-17ａｔｍ（ｌ
ｏｇ（ＰO2）＝－１７）とした。
【００９９】
　加熱処理の際に、投入口側に設けられた排気口からロータリーキルン４で発生したガス
を排出した。この排出ガスからサイクロン５により粗粒を回収し、サイクロン５で処理し
た排出ガスをバグフィルタ６に通過させて細粒を回収した。サイクロン５およびバグフィ
ルタ６により回収された粒子を選別して亜鉛を回収した。一方、ロータリーキルンから排
出された破砕物を窒素雰囲気下で選別してマンガンおよび鉄の金属および酸化物を回収し
た。
【０１００】
　本試験での試験条件は、下記のとおりである。
　ロータリーキルン：炉内径１ｍ、炉長１０ｍ、
　破砕物の投入量：１５００ｋｇ／日、
　使用燃料：コークスオープンガス１３５Ｎｍ3／Ｈｒ、
　酸素供給量：６Ｎｍ3／Ｈｒ
【０１０１】
［試験結果］
　本試験の熱処理を経た破砕物を選別し、得られたマンガンおよび鉄の金属と酸化物の含
有量を確認し、総質量に対する含まれる金属の質量の百分率である還元率を算出した。そ
の結果、得られたマンガンおよび鉄は、いずれも還元率が９０％以上であった。したがっ
て、本発明の第２実施形態のリサイクル方法は、破砕物に第２加熱処理を施すことにより
、廃電池に含まれるマンガンおよび鉄の酸化物を還元し、得られるマンガンおよび鉄の還
元率を向上できることが明らかとなった。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明の廃電池のリサイクル方法によれば、リチウムを含む破砕物に第１加熱処理を施
すことにより、リチウムを炭酸リチウムとして回収することができるとともに、リチウム
の回収率を向上させることができる。また、マンガンを含む破砕物に第２加熱処理を施す
ことにより、マンガンおよび鉄の酸化物を還元し、回収されるマンガンおよび鉄の還元率
を向上させることができる。
【０１０３】
　したがって、本発明の廃電池のリサイクル方法により、回収される炭酸リチウムは、ガ
ラス製品やセメント、リチウムイオン二次電池の正極活物質の製造に用いることができる
。また、回収されたマンガンおよび鉄は、鉄鋼原料として有害な亜鉛が除去され、含まれ
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るマンガンおよび鉄の還元率が高いことから、高炉および転炉に用いる鉄鋼原料として有
用である。このため、本発明の廃電池のリサイクル方法は資源の有効利用に大きく寄与す
ることができる。
【符号の説明】
【０１０４】
　１：廃電池、　２：破砕機、
　３、３１および３２：コンベア、　４、４１および４２：ロータリーキルン、
　４ａ、４１ａおよび４２ａ：投入口、　４ｂ、４１ｂおよび４２ｂ：排出口、
　５、５１および５２：サイクロン、　６、６１および６２：バグフィルタ、
　７：加熱処理を経た破砕物、　９１：第１リサイクル装置、
　９２：第２リサイクル装置

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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