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(57)【要約】
【課題】
　煩雑な工程を使用せず、かつ、比較的簡便な設備によ
って、リチウムイオン電池からリチウムを回収する方法
を提供する。
【解決手段】
　リチウムとコバルトを含むリチウムイオン電池の正極
材からリチウムを抽出するリチウム抽出方法において、
正極材を酸性溶液に５０℃以下で浸漬して、酸性溶液中
にコバルトイオンの滲出を抑えながらリチウムイオンを
選択的に滲出させ、正極材のリチウムの含有量が十分な
うちにリチウムイオンの滲出を止めることを特徴とする
。
【選択図】　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムとコバルトを含むリチウムイオン電池の正極材からリチウムを抽出するリチウ
ム抽出方法において、
　前記正極材を、酸性溶液に５０℃以下で浸漬して前記溶液中にリチウムイオンを滲出さ
せる工程と、
　前記正極材のリチウムの含有量が前記滲出工程前の前記正極材のリチウムの含有量の３
０％以上のときに、前記リチウムイオンの滲出を止める工程とを含むことを特徴とするリ
チウム抽出方法。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記酸性溶液は、硫酸を含むことを特徴とするリチウム抽出方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記酸性溶液は、濃硫酸であることをことを特徴とするリチウム抽出方法。
【請求項４】
　請求項１または請求項２において、
　前記酸性溶液は、酸化還元調整剤を有していることを特徴とするリチウム抽出方法。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記酸化還元調整剤は、過酸化水素であることを特徴とするリチウム抽出方法。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれかに記載のリチウム抽出方法で得られた前記リチウムイオンが
滲出した溶液からリチウムを回収する工程と、
　請求項１乃至５のいずれかに記載のリチウム抽出方法に用いた正極材からＣｏを回収す
る工程とを含む金属回収方法。
【請求項７】
　請求項６において、
　前記リチウムイオンが滲出した溶液を、さらにリチウムイオンの含有割合が大きい溶液
とＣｏイオンの含有割合が大きい溶液とに分離する工程を含み、
　当該分離されたリチウムイオンの含有割合が大きい溶液からリチウムを回収することを
特徴とする金属回収方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池から金属を簡便に回収する金属回収技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器の携帯化が進むにつれて２次電池の使用量が急激に増大している。携帯
電話や携帯型音楽プレイヤーなどの比較的小電力の機器に限らず、電動工具、電動自転車
、電気自動車などの高出力を要する機器へも２次電池の適用が広がるに至り、高エネルギ
ー密度が得られるリチウムイオン電池に注目が集まっている。高出力機器への適用が増え
たことにより、使用済み電池からの有価物回収の必要性が高まっており、リチウムイオン
電池からの有価金属を回収するためのさまざまな技術が提案されている。
【０００３】
　例えば、非特許文献１には、リチウムイオン電池のリサイクル技術が特集されており、
リチウムイオン電池を構成する有価金属類を回収する方法が系統的に説明されている。非
特許文献１に掲載された典型的なリサイクル方法によると、例えば、使用済みリチウムイ
オン電池は開封・解体・粉砕などの機械的な処理の後に、酸滲出によって有価金属を滲出
させ、そこから、所望成分毎の溶解特性の差を利用して、成分毎に分別して沈殿形成させ
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る、あるいは所望成分を優先的に溶媒抽出するなどの処理によって所望成分毎に分別回収
される。
【０００４】
　また、特許文献１には、酸滲出によって得られる有価金属を滲出した液を陰極液とし、
陽イオン交換膜を隔膜とする隔膜電解法を用いてＣｕおよびＣｏを回収する技術が開示さ
れている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３６７５３９２号公報
【特許文献２】特許第３９８０５２６号公報
【特許文献３】特開平１１－２９２５３３号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｊｉｎｑｉｕ　Ｘｕ　ｅｔ　ａｌ．，“Ａ　ｒｅｖｉｅｗ　ｏｆ　ｐｒ
ｏｃｅｓｓｅｓ　ａｎｄ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｒｅｃｙｃｌｉ
ｎｇ　ｏｆ　ｌｉｔｈｉｕｍ‐ｉｏｎ　ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｂａｔｔｅｒｉｅｓ”，Ｊ
ｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｏｕｒｃｅｓ,ｖｏｌ．１７７,ｐｐ．５１２‐５２
７（２００８）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　非特許文献１においては、さまざまな工夫により有価物の回収率向上と回収物の高純度
化の両立を目指しているが、工程が煩雑であるうえ、多量の廃電池を処理するには莫大な
設備投資が必要という点で改善の余地が大きい。
【０００８】
　また、特許文献１は、具体的には、陽イオン交換膜が有するイオン選択特性を利用した
設備（特許文献１の図２に示す隔膜電解槽）と陰イオン選択膜の陰イオン選択性を利用し
た拡散透析設備（説明図なし）を用いる。より具体的に説明すると、隔膜電解によるＣｕ
の電析回収→ｐＨ調整→隔膜電解によるＣｏの電析回収→ｐＨ調整→Ｆｅ（ＯＨ）３およ
びＡｌ（ＯＨ）３の沈殿回収→炭酸塩添加によるＬｉ２ＣＯ３回収という一連の処理によ
り主要有価金属を回収できる。この技術によると、Ｃｕ（２価イオン）およびＣｏ（３価
イオン）を電気化学的に還元して回収するので高純度な金属を得ることができるが、多量
の廃電池を処理する場合には莫大な電気量の印加が必要という点で改善の余地がある。
【０００９】
　例えば、約１００ｋｇのＣｏを回収するためには、１アンペアの電流を約１００時間流
し続ける必要があるが、その前にＣｕの電析でもほぼ同等の電気量を印加するのであるか
ら、隔膜電解だけで全ての金属を回収することは案外な手間を要する。さらに、多段のｐ
Ｈ調整を経るごとに液量が増大するために一連の処理の最終段階でＬｉ２ＣＯ３を回収す
る際にはＬｉの濃度が低下しており、炭酸塩を添加してもＬｉの回収率は必ずしも高くな
らないと考えられる。これは、炭酸リチウムの飽和溶解度は２０℃で１．３ｗｔ％もある
ので液量が多くなるほど未回収成分が増えるためである。これを避けるためには濃縮工程
を追加するなどの処理が必要である。さらに、Ｆｅ（ＯＨ）３やＡｌ（ＯＨ）３は弱酸性
～中性の水溶液中でゲル状化しやすい傾向があるため、上記特許文献１の技術に基づいて
Ｆｅ（ＯＨ）３やＡｌ（ＯＨ）３を濾別回収する工程の操作は容易ではなく、一方、濾別
操作を容易化するために液を希釈するとＬｉの回収率が低下する。また、Ｆｅ（ＯＨ）３

やＡｌ（ＯＨ）３のゲル状沈殿の表面はＬｉイオンを吸着する特性もあるので、この観点
でもＬｉ回収率を大幅に改善することは難しい。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
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　本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば次のとおり
である。
【００１１】
　本発明は、リチウムと遷移金属元素とを含む正極材からリチウムを選択的に滲出させ、
コバルトに対するリチウムの滲出量の割合が大きいうちに滲出を停止させることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、リチウムイオン電池からリチウムを簡便に高効率に回収する方法を提
供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施例に係る滲出液の組成および各組成の滲出液のＬｉ／Ｃｏ比である
。
【図２】本発明に係る実施例１の有価金属を回収するための工程フロー概略である。
【図３】酸滲出処理のリチウムイオンと硫酸の濃度比の例である。
【図４】本発明に係る実施例２の有価金属を回収するための工程フロー概略である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を実施するための形態を説明する。なお、図を用いて説明する場合には図
面を構成する各部品にはそれぞれ符号を付して説明を施すが、同一機能の場合には符号や
説明を省略する場合がある。また、図中に示した各部品の寸法は実際の部品寸法を反映し
た縮尺には必ずしも一致していない場合がある。
【実施例１】
【００１５】
　本実施例の有価金属回収方法の概略について図２を用いて説明する。図２は、本実施例
の廃リチウム電池（以下、廃電池）から有価金属を回収するための概略の工程フローであ
る。まず始めに廃電池を解体（Ｓ１０１）して得られる各構成部材を部材毎に分別（Ｓ１
０２）し、有価金属を高濃度で含有する電極活物質のみを取り出す。こうして取り出した
電極活物質をＬｉ選択滲出液で処理（Ｌｉ選択滲出；Ｓ１０３）してＬｉが滲出した溶液
とする。このＬｉ選択滲出液と非滲出分と固液分離する（Ｓ１０４）。Ｌｉを含むＡ液（
Ｓ１０５）に炭酸塩を混合すれば炭酸リチウムＬｉ２ＣＯ３としてＬｉを回収することが
できる（Ｓ１０６）。遷移金属が相対的に濃縮されたＢ（Ｓ１０７）は、まだ固体なので
酸溶解させた後にｐＨ調整するだけの簡便な操作により、遷移金属が水酸化物として析出
・沈降するのでこれを濾別回収（Ｓ１０８）する。この一連の操作により、廃電池からの
有価金属類および過剰の酸をそれぞれ回収することができる。
【００１６】
　以下、図２に示す工程に従って有価金属回収フローをさらに詳しく説明する。
【００１７】
　廃電池から有価金属を回収するためには、まず電池を解体する必要があるが、解体に先
立ち、電池内には電荷が残っている可能性があるので放電する。本実施例では、電解質を
含有する導電性液体中に電池を浸漬することによって電池内に残っている電荷を放電させ
る。
【００１８】
　この放電操作により、電池内に分散しているＬｉイオンを正極活物質内部に濃縮させる
ことができるので、Ｌｉ回収量を最大化できる。また、Ｌｉが特定の結晶構造にとりこま
れている状態を確保することにより滲出処理におけるＬｉ選択性が最大となる。正極活物
質がＬｉＣｏＯ２の場合、完全充電状態ではＬｉ０．４ＣｏＯ２、完全放電状態ではＬｉ
ＣｏＯ２と言われているので、上記放電処理を省略すると最大で６割程度のＬｉ回収ロス
となる危険性がある。もちろん、放電により安全性が確保できる利点もある。
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【００１９】
　本実施例においては、電解質を含有する導電性液体として硫酸／γブチロラクトン混合
溶液を用いた。この混合溶液中では硫酸が電解質として作用するので硫酸濃度を調節する
ことによって導電率（抵抗値の逆数）を調整することができる。本実施例では、放電槽の
右端～左端までの溶液の電気抵抗を実測したところ１００ｋΩであった。溶液の抵抗値が
小さすぎると放電が急速に進みすぎて危険であるし、逆に、抵抗値が大きすぎると放電に
時間がかかりすぎて実用性が低下する。本実施例では、溶液抵抗が１ｋ～１０００ｋΩ程
度の範囲にあることが望ましく、この抵抗値範囲に入るように電解質濃度を調整すると良
い。
【００２０】
　ここで、本実施例の廃電池としては、所定の充放電回数の限界に達して充電容量が低下
してしまったいわゆる使用済み電池の他に、電池製造工程内での不具合などで発生する半
製品、製品仕様変更に伴って発生する旧型式在庫整理品なども含む。
【００２１】
　Ｓ１０１にて放電処理後の廃電池を解体する。適当な方法を用いて筐体、パッキン・安
全弁、回路素子類、スペーサ、集電体、セパレータ、正極および負極の電極活物質などの
放電処理後の廃電池の電池構成部材をそれぞれ部材毎に解体分別する。
【００２２】
　なお、廃リチウムイオン電池は内部にガスが充満して加圧状態になっていることが多い
ので、作業安全上の配慮が必要であることは言うまでも無い。本実施例では、上記の電解
質を含有する導電性液体に浸漬した状態で冷却しながら湿式粉砕した。冷却下での湿式粉
砕を採用したことにより、電池内部に充満しているガスを大気中に飛散させることなく安
全に破砕することができた。
【００２３】
　また、集電体表面に塗工・成形された正極活物質および負極活物質をそれぞれの集電体
表面からの剥離を促進するために、上記電解質を含有する導電性液体の組成を調整するこ
とは差し支えない。尚、放電工程に使用する導電性液体では導電性が留意すべき特性であ
り、湿式粉砕工程に使用する導電性液体では粘度や誘電率が留意すべき特性である。放電
工程と湿式粉砕工程では要求仕様が異なるので、工程毎に使用する導電性液体の組成を換
えても良いが、その場合には２種類以上の導電性液体を準備する必要がある。本実施例で
は、簡便化や手間・コストの抑制の観点から、同一の組成とした。
【００２４】
　本実施例で使用可能な湿式粉砕法としては、例えばボールミルなどの方法があるが、か
ならずしもこれに限るわけではない。粉砕する前に焙焼工程なしとすると、コバルト酸リ
チウムとバインダーのポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）が混入せず、リチウムとコバル
トを純度よく回収できる。焙焼工程によりＰＶＤＦが分解し、正極材を撥水化させるフッ
素含有化合物を発生させるからである。正極材が撥水化してしまうと、後述のリチウム抽
出工程に影響を与えてしまう。筐体、パッキン・安全弁、回路素子類、スペーサ、集電体
、セパレータ、電極活物質などの構成部材のうち、正極の電極活物質（以下正極活物質）
と負極の電極活物質（負極活物質）が優先的に破砕する条件で破砕した後に、篩い分け処
理を施す。これにより、正極活物質と負極活物質は篩い下、それ以外の部材は篩い上に分
別回収される（Ｓ１０２）。
【００２５】
　本実施例においては篩い分けを用いたが、もともと湿式にて粉砕しているのであるから
、湿式粉砕によって得られたスラリーをそのまま比較的目の粗いフィルターを用いて濾別
処理にて分別することもできる。湿式粉砕～濾別の連続処理を導入することにより、回収
率が向上する可能性もある。尚、筐体、パッキン・安全弁、集電体（アルミ箔、銅箔）な
どは、正極活物質（典型的にはＬｉＣｏＯ２）や負極活物質（典型的にはグラファイト）
よりも延展性が大きく、従って破断強度も大きい。この特性のために、電極活物質の破砕
物はそれ以外の部材から得られる破砕物よりもサイズが小さくなり、その結果として、篩
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い分けあるいは濾別によって容易に分別回収することができる。
【００２６】
　上記処理によって得られた篩い下物に滲出処理を行う（Ｓ１０３）。
【００２７】
　本実施例で用いた滲出液は、図１に例示したとおりである。本実施例で使用した廃電池
の正極活物質はＬｉＣｏＯ２を主成分とするリチウム化合物であるが、リン酸鉄やニッケ
ル、マンガンなど他組成の正極活物質を含んでいても構わない。
【００２８】
　本実施例で使用できる鉱酸としては、濃硫酸（９０％～９８％）に、酸化還元調節剤と
して過酸化水素水添加を添加したものを用いる。リチウムとの分離が困難なリチウム以外
のアルカリ金属類（ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム）を含有する鉱酸は使
わないものとする。リチウム化合物の種類や組成、処理量、処理時間、コストなどを考慮
して、これらの中から適宜選択できる。
【００２９】
　酸滲出処理では、Ｈ２ＳＯ４とＬｉＣｏＯ２とＨ２Ｏ２とが反応することにより、Ｌｉ

２ＳＯ４、ＣｏＯ、ＣｏＳＯ４が生成すると考えられる。この反応は、２段階に分かれて
いる。１段階目では、結晶構造を維持したまま、正極材中のリチウムイオンと溶液中のプ
ロトンがイオン交換される。２段階目では、正極材の結晶構造からのリチウム溶出量が大
きくなったために、結晶構造が崩壊し始める。このときにイオン溶出の挙動が変化し、コ
バルトイオンも溶出しやすくなる。よって、結晶構造が崩壊する前にリチウムを溶解させ
、結晶構造が崩壊してコバルトの溶出が大きくなる前に溶解反応を停止するさせることが
重要である。
【００３０】
　本実施例では、正極材に硫酸と過酸化水素を作用させると、反応エネルギーによる反応
容易性から、まずリチウムイオンが溶液中に滲出し、その後にコバルトイオンが滲出する
。リチウムイオンが滲出し、コバルトイオンが滲出する前に滲出処理を停止すれば、コバ
ルトイオン濃度に対するリチウムイオン濃度が高いように選択酸溶解することができる。
本実施例では、Ｌｉ選択滲出工程の反応条件を制御することにより選択酸滲出させるので
あるが、リチウムイオンの反応率は最大で８０％以下（残量が２０％以上）となる範囲で
滲出を停止させる。実用的には誤差を考慮すると、好ましくは、７０～７５％程度（残量
２５～３０％）の反応率でで停止させると、コバルトの溶出を抑えることができる。８０
％を越えるとＬｉ選択滲出反応における選択比が劣化する危険性が高まり、７０％を下回
れば回収率が低下して経済性を損なう。
【００３１】
　また、温度は５０℃以下で行う。硫酸の作用により、リチウムイオンは硫酸リチウム（
Ｌｉ２ＳＯ４）として滲出するとともに、コバルトイオンは硫酸コバルト（ＣｏＳＯ４）
として滲出する。リチウムイオンが滲出するための活性化エネルギーと、コバルトイオン
が滲出するための活性化エネルギーとでは、前者の方が著しく小さいことにより、リチウ
ムイオンが先に滲出する。この反応選択性は、低温のほうが顕著に現れる。高温の場合に
は、熱エネルギーが豊富であり活性化エネルギーの大小による反応選択性の影響が小さい
からである。
【００３２】
　また、硫酸リチウムは、低温になるにつれ溶解度が大きくなり、硫酸コバルトは高温に
なるにつれ溶解度が大きくなるので、５０℃以下の低温で処理を行うことによりリチウム
の選択溶解を高めることができる。硫酸コバルトの溶解量が小さければ、それを形成する
コバルトイオンの滲出量も少ないからである。また、イオンの溶解速度が遅いので、安定
して溶解しやすいリチウムイオンを先に溶解させることができる。
【００３３】
　用いる硫酸としては、濃硫酸（９０％以上）であることが望ましい。希硫酸は強酸とし
て働くので、リチウムとコバルトとをともに速い速度で溶解させる。一方で濃硫酸は、遊
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離する酸の量が少なく、強酸としては働かない。そのため、濃硫酸を用いた場合（９０％
硫酸を用いて若干の希釈をした場合も）、希硫酸ほどの強酸としての働きがないため、金
属イオンの溶解速度が遅くなり、リチウムとコバルトの溶解速度を制御しやすい。
【００３４】
　また、希硫酸であっても、ｐＨの小さい溶液に対しては、硫酸イオンを有する硫酸コバ
ルトの溶解量が小さくなり、リチウムイオンの選択溶解性が高くなる。特に、酸滲出処理
中のリチウムイオンと硫酸の濃度比が７以下となるように、硫酸の濃度、量、リチウムの
添加量を調整することが望ましい。この濃度比の範囲では、選択溶解性が高いからである
。図３に酸浸出処理中のリチウムイオンと硫酸の濃度比の例を記す。比較例１（特許文献
２）及び比較例２（特許文献３）のように酸浸出処理中のリチウムイオンと硫酸の濃度比
が、本実施例と比較して桁違いに大きな値である場合には、Ｌｉ／Ｃｏ比は低い値をとる
。
【００３５】
　過酸化水素は、溶解により上がった酸溶液中の電位を調整するために、酸化還元調整剤
として用いる。電位が所定の範囲から外れてしまうと、選択溶解性に影響を与えてしまう
からである。
【００３６】
　また、電池解体の焙焼工程を経ずに滲出工程を行うと、前述のようにバインダーのＰＶ
ＤＦに起因する物質により正極材表面が撥水化して、選択溶解が起こらないという事態を
回避できる。
【００３７】
　本実施例では使用済みデジタルカメラ用リチウムイオン電池を解体して得られた酸滲出
液のＬｉ／Ｃｏ濃度比を図１に示す。処理は以下のように行った。
【００３８】
　まず、廃リチウムイオン電池に粉砕および篩い分け処理を施して、筐体、パッキン・安
全弁、回路素子類、セパレータ、集電体などをあらかじめ除去した後に、鉱酸を用いてリ
チウムイオン電池を構成している有価金属類を酸滲出（溶解）する。本実施例で用いたＬ
ｉ選択滲出液を図１に示す。室温で、１時間攪拌した後、遠心分離機で、１５０００ｒｐ
ｍ、２０℃、１５分間、遠心分離して上澄みと残渣に分けて滲出反応を停止させ、上澄み
液を回収する。
【００３９】
　本実施例では、コバルト酸リチウム等の正極活物質からのＬｉ滲出反応を簡便に停止さ
せるための固液分離処理として、遠心分離を使用した。
【００４０】
　滲出液に用いる酸としては硝酸、硫酸、塩酸を用いた。これらの酸に、メタノール、過
酸化水素などの酸化還元電位調節剤を添加した。酸化還元電位調節剤を添加しておくこと
により、酸滲出が安定し、回収量が増大する効果がある。滲出時間は、最長でも２時間以
下が望ましく、さらに好ましくは、約1時間程度である。1時間を大きく下回る短時間、た
とえば１５分間の滲出では、回収率が少なくなりやすい。リチウムイオンが滲出除去され
た正極活物質の結晶構造は、強酸に対して安定ではないため、2時間を超えた長時間の滲
出処理を行うと、正極活物質の結晶が崩壊して、コバルトの滲出が始まる。その結果とし
て、酸滲出反応におけるＬｉ選択性が低下する。また、非特許文献１に記載された非選択
滲出（完全滲出）で採用されている８０℃～９０℃に到達しないように滲出液の温度を十
分に注意する。本実施例では、室温（１５℃～３０℃）が最も好ましいが、最高でも５０
℃以下とする。５０℃を大きく超えると滲出反応においてＬｉ選択性が低下しやすくなる
傾向があった。
【００４１】
　図１は、各溶解条件で、２０℃（温水除く）１時間滲出反応を行った結果である。図１
に示すように、正極材（LiCoO2）を完全に滲出させた場合（完全溶解）の酸滲出液のＬｉ
／Ｃｏ濃度比は約０．２であった。硫酸のみの場合は、Ｌｉ／Ｃｏ濃度比は約１．２、硝
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酸のみの場合はＬｉ／Ｃｏ濃度比は約０．８となる。硫酸：過酸化水素＝１：１を酸滲出
液として選択滲出させたとき、Ｌｉ／Ｃｏ濃度比は約１．７となる。上記の選択滲出によ
って得られる回収液（Ａ）には、Ｌｉの他、酸滲出の際に過剰に添加した酸も同時に回収
されている。
【００４２】
　本実施例では、上記の滲出処理が終了した後の残渣は、負極活物質および正極活物質の
うちの遷移金属成分である。酸性溶液、負極活物質、正極活物質は、比重が異なることを
利用すれば容易に分離できる（図２（Ｓ１０４））。具体的には、滲出液を遠心分離する
ことで分離回収できる。本実施例では、遠心分離法を採用して、１５０００ｒｐｍで、１
５分処理することにより分離回収したが、回転数はさらに高い方が上澄みの酸性溶液（回
収液、Ｌｉ）、負極活物質（Ｃ：カーボン）、正極活物質（Ｃｏ）の分離が容易である。
また、比重差の利用以外で分離回収する方法として、滲出液をろ過することで、上澄み液
と残渣（負極活物質及び正極活物質）とに分離回収できる。この場合、さらに残渣を負極
活物質と正極活物質とに分離する工程を行うこととなる。
【００４３】
　Ｌｉを含有する上澄み液は、陰イオン交換膜を用いた拡散透析処理や、圧力透析処理、
イオン交換樹脂、などの処理を単独、または組み合わせて、または多段階で実施し、さら
にＬｉ、Ｃｏを分離してもよい。また、陰イオン選択透過膜を用いた透析処理や、溶媒抽
出法、アシッドリターデーション法などを用いてさらにＬｉとＣｏを分離することもでき
る。これらの残液から、それぞれの元素毎に分離回収するにはさまざまな方法が使用でき
るが、隔膜電解法、中和（ｐＨ＝６～９）による水酸化物沈殿回収、あるいはこれらを組
み合わせた方法を用いることができる。これらの方法を行えば、さらにＬｉ/Ｃｏの濃度
比を高くすることができる。
【００４４】
　上記のようにして得たＬｉの含有割合が大きい回収液（Ａ）をナトリウムを含まない炭
酸塩で中和処理すれば、高純度なＬｉが回収できる（Ｓ１０５）。
【００４５】
　具体的には、炭酸カルシウムをナトリウムを含まない炭酸塩として添加して炭酸リチウ
ムとして沈殿回収できる。他に電気透析しながらＣＯ２ガスを吹き込む、などの方法があ
る。本実施例では遷移金属成分（Ｂ）は上記比重差を活用した遠心分離工程によって、Ｌ
ｉ含有液（Ａ）から分離回収できる（Ｓ１０６）。
【００４６】
　一方でＣｏが選択分離された酸滲出液からのＣｏ回収には、まず、Ｓ１０４で分離した
ものから正極活性材を回収する（Ｓ１０７）。そして、正極材を酸性溶液に浸漬し、コバ
ルトイオンを滲出（または溶出）させる。コバルトイオンが滲出した溶液に、ｐＨ調整に
よって水酸化物としてコバルトを沈殿させ回収する沈殿回収法が使用できる（Ｓ１０８）
。遷移金属成分（Ｂ）をそれぞれの金属種類別に分別回収するためには、遷移金属成分（
Ｂ）を酸溶解した後にそれぞれの金属元素の水酸化物の溶解特性差を利用する処理、基本
的にはｐＨ調整→沈殿回収の繰り返しによって遷移金属元素種類毎に分別回収できる。正
極活物質がＬｉＣｏＯ２以外のリチウム化合物を含有する場合、例えば、ＬｉＮｉＯ２、
ＬｉＭｎＯ２、Ｌｉ（Ｎｉ１／３Ｃｏ１／３Ｍｎ１／３）Ｏ２、ＬｉＣｏＰＯ４、ＬｉＦ
ｅＰＯ４、ＬｉＣｏＰＯ４Ｆ、ＬｉＦｅＰＯ４Ｆ等のオリビン系正極材などの場合も液の
ｐＨ調整によってＣｏ、Ｎｉ、Ｍｎ、Ｆｅを水酸化物として分別して沈殿回収できる。
【実施例２】
【００４７】
　図４に、実施例２における金属回収方法のフローチャートを示す。
【００４８】
　Ｓ２０１～Ｓ２０２は、実施例１のＳ１０１～Ｓ１０２と同じである。Ｓ２０３におい
て、実施例１と同様に正極材を酸滲出を行った後、上澄み液と残渣に分ける。上澄み液は
、リチウムイオンとコバルトイオンとが滲出しＬｉ/Ｃｏの比が高い酸性溶液であり、残
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渣は、負極活性材とイオンが滲出した正極活性材である。これらを遠心分離や濾過などの
方法により、上澄み液と残渣に分離する。
【００４９】
　Ｓ２０４において、残渣をさらに酸性溶液に溶解させることにより、残渣中の正極活性
材に含まれているコバルト及びリチウムをイオン化させて酸性溶液中に溶解させる。ここ
で目的となるのはコバルトとリチウムであるので、炭素からなる負極活性材は溶解前に取
り除き、正極活性材のみを溶解させてもよい。こうして、Ｌｉ/Ｃｏの比が低い酸性溶液
が生成する。
【００５０】
　Ｓ２０５においては、Ｓ２０３で得られた上澄み液のリチウムイオンとコバルトイオン
とを分離する。分離の方法としては、以下のものがある。
【００５１】
　陰イオン選択透過膜（透析膜）を用いることにより、リチウムイオンとコバルトイオン
とを分離することができる。陰イオン選択透過膜は陰イオンを透過させる膜であるが、リ
チウムイオンは陽イオンであるにもかかわらず陰イオン選択透過膜を透過する現象が起こ
る。そのため、陰イオン選択透過膜の面の一方にＳ２０３にてイオンを滲出させた酸性溶
液を流し、他方の面にリチウムイオンを回収するための回収液（例えば純水）を流すと、
酸性溶液からリチウムイオンが透析膜を透過して回収液中に移動する。このとき、コバル
トイオンは透析膜を透過せず、酸性溶液中に留まる。このようにして、リチウムイオンを
回収液中に、コバルトイオンを酸性溶液中に分離することができる。
【００５２】
　また、イオン交換樹脂を用いることにより、リチウムイオンとコバルトイオンとを分離
することができる。酸性溶液をイオン交換樹脂に通すと、先に酸の塩が溶出し、その後に
遅れて酸が溶出するアシッドリターデーションが知られている。このとき、酸の塩として
リチウムイオンとコバルトイオンとを含む場合、最初にコバルトイオンが溶出し、その後
にリチウムイオンが溶出し、最後に酸が溶出する。溶出する液体を時間ごとに分ければ、
最初に溶出した溶液はコバルトイオン濃度が大きく、その後に溶出した溶液はリチウムイ
オンが大きくなり、リチウムイオンとコバルトイオンの分離をすることができる。
【００５３】
　このようにして、上澄み液を、Ｌｉ/Ｃｏの濃度比が高いＬｉ濃縮液と、Ｌｉ/Ｃｏの濃
度比が低いＣｏ濃縮液とに分離することができる。
【００５４】
　Ｓ２０６においては、Ｓ２０４で得られた酸性溶液のリチウムイオンとコバルトイオン
とを分離し、Ｌｉ濃縮液とＣｏ濃縮液とを得る。分離の方法としては、Ｓ２０５と同様の
方法を適用可能である。
【００５５】
　Ｓ２０７においては、Ｓ２０４及びＳ２０５で得られたＬｉ濃縮液を回収する。Ｓ２０
８においては、Ｓ１０６と同様な方法で、Ｌｉ濃縮液からリチウムを回収する。
【００５６】
　Ｓ２０９においては、Ｓ２０４及びＳ２０５で得られたＣｏ濃縮液を回収する。Ｓ２０
８においては、Ｓ１０８と同様な方法で、Ｌｉ濃縮液からリチウムを回収する。
【００５７】
　実施例２では、このようにして、リチウム及びＣｏを回収する。実施例１に対して、リ
チウムとＣｏを分離する工程を加え、得られたＬｉ濃縮液とＣｏ濃縮液とをそれぞれ集め
て回収することで、リチウム及びＣｏの回収率が向上する。
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