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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１種又は２種以上の遷移金属及びカーボンを含む正極を備えるリチウム電池からの電極
構成金属回収方法であって、
　前記正極と蓚酸とを混合して前記正極から前記遷移金属と不純物金属とカーボンとを含
む被処理材Ａを分離する被処理材分離工程と、
　前記被処理材Ａと王水とを混合し加熱して前記遷移金属と前記不純物金属とを溶出させ
て、前記遷移金属と前記不純物金属とを含む被処理材Ｂと前記カーボンとを分離するカー
ボン分離工程と、
　前記被処理材Ｂと酸性溶液とを混合し、硫化剤を導入して硫化物として前記遷移金属を
溶出させて前記遷移金属と前記不純物金属とを分離する不純物金属分離工程と、
　を含むことを特徴とするリチウム電池からの電極構成金属回収方法。
【請求項２】
　請求項１記載のリチウム電池からの電極構成金属回収方法であって、前記カーボン分離
工程後に、前記被処理材Ｂとアルカリ性溶液とを混合するアルカリ混合工程を含むことを
特徴とするリチウム電池からの電極構成金属回収方法。
【請求項３】
　請求項２記載のリチウム電池からの電極構成金属回収方法であって、前記アルカリ混合
工程後に、前記被処理材Ｂと前記アルカリ性溶液より強アルカリ性のアルカリ性溶液とを
さらに混合する強アルカリ混合工程を含むことを特徴とするリチウム電池からの電極構成
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金属回収方法。
【請求項４】
　請求項２記載のリチウム電池からの電極構成金属回収方法であって、前記不純物金属分
離工程後に、前記遷移金属と前記アルカリ性溶液より強アルカリ性のアルカリ性溶液とを
混合する強アルカリ混合工程を含むことを特徴とするリチウム電池からの電極構成金属回
収方法。
【請求項５】
　請求項１記載のリチウム電池からの電極構成金属回収方法であって、前記被処理材分離
工程後に、前記被処理材Ａを加熱して灰化する灰化処理工程を含むことを特徴とするリチ
ウム電池からの電極構成金属回収方法。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウム電池の電極構成金属回収方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、地球環境保全、資源の有効活用等の見地から工業製品のリサイクルが世界規模で
要望されており、リチウム電池にも同様の要望がある。特にリチウム電池は正極にニッケ
ル、コバルト等の遷移金属を使用しているため、使用済みリチウム電池から貴重なニッケ
ル、コバルト等の遷移金属を回収することは、経済的にも価値があり、種々の回収方法が
提案されている。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、リチウムイオン二次電池用正極活物質または正極活物質の製
造工程にて発生した活物質廃材を塩酸、硫酸及び王水の少なくとも１種の酸で溶解して金
属溶解液を調整する溶解工程を備える電極構成金属を回収する方法が提案されている。
【０００４】
　また、例えば、特許文献２には、リチウムイオン電池廃材を無機酸にて浸出し、不純物
を除去して得た精製溶液に蓚酸を添加しｐＨを６～１０に調整してコバルト水酸化物又は
コバルト炭酸塩を沈殿物として取得するリチウムイオン二次電池廃材からのコバルト化合
物の回収方法が提案されている。
【０００５】
　一方、リチウム電池ではないが、例えば、特許文献３には、ニッケル、コバルト溶解液
に硫化アルカリもしくは硫化水素を添加して、溶液中の銅、カドミウムを硫化物として除
去する廃ニッケル－水素二次電池からの有価物回収方法が提案されている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－１９８１０３号公報
【特許文献２】特開平１１－６０２０号公報
【特許文献３】特開平９－８２３７１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１～３の方法では、多くの不純物金属（例えばＦｅ，Ａｌ，Ｃｕ等）
やカーボン等が存在する中からニッケル、コバルト等の遷移金属を高収率、高純度で回収
する点において改善の余地がある。
【０００８】
　本発明は、リチウム電池から遷移金属を高収率、高純度で回収することができるリチウ
ム電池からの電極構成金属回収方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
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　本発明は、１種又は２種以上の遷移金属及びカーボンを含む正極を備えるリチウム電池
からの電極構成金属回収方法であって、前記正極と蓚酸とを混合して前記正極から前記遷
移金属と不純物金属とカーボンとを含む被処理材Ａを分離する被処理材分離工程と、前記
被処理材Ａと王水とを混合し加熱して前記遷移金属と前記不純物金属とを溶出させて、前
記遷移金属と前記不純物金属とを含む被処理材Ｂと前記カーボンとを分離するカーボン分
離工程と、前記被処理材Ｂと酸性溶液とを混合し、硫化剤を導入して硫化物として前記遷
移金属を溶出させて前記遷移金属と前記不純物金属とを分離する不純物金属分離工程と、
を含む。
【００１０】
　また、前記リチウム電池からの電極構成金属回収方法において、前記カーボン分離工程
後に、前記被処理材Ｂとアルカリ性溶液とを混合するアルカリ混合工程を含むことが好ま
しい。
【００１１】
　また、前記リチウム電池からの電極構成金属回収方法において、前記アルカリ混合工程
後に、前記被処理材Ｂと前記アルカリ性溶液より強アルカリ性のアルカリ性溶液とをさら
に混合する強アルカリ混合工程を含むことが好ましい。
【００１２】
　また、前記リチウム電池からの電極構成金属回収方法において、前記不純物金属分離工
程後に、前記遷移金属と前記アルカリ性溶液より強アルカリ性のアルカリ性溶液とを混合
する強アルカリ混合工程を含むことが好ましい。
【００１３】
　また、前記リチウム電池からの電極構成金属回収方法において、前記被処理材分離工程
後に、前記被処理材Ａを加熱して灰化する灰化処理工程を含むことが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明に係るリチウム電池からの電極構成金属回収方法では、リチウム電池から遷移金
属を高収率、高純度で回収することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の実施の形態について以下説明する。
【００１６】
　本発明の実施形態に係るリチウム二次電池の電極構成金属回収方法は、（ａ）正極と蓚
酸とを混合して正極から遷移金属と不純物金属とカーボンとを含む被処理材Ａを分離する
被処理材分離工程と、（ｂ）被処理材Ａと王水とを混合し加熱して遷移金属と不純物金属
とを溶出させて、遷移金属と不純物金属とを含む被処理材Ｂとカーボンとを分離するカー
ボン分離工程と、（ｃ）被処理材Ｂとアルカリ性溶液とを混合するアルカリ混合工程と、
（ｄ）被処理材Ｂと酸性溶液とを混合し、硫化剤を導入して硫化物として遷移金属を溶出
させて遷移金属と不純物金属とを分離する不純物金属分離工程と、（ｅ）遷移金属とアル
カリ混合工程に用いられるアルカリ性溶液より強アルカリ性のアルカリ性溶液とを混合す
る強アルカリ混合工程と、を含むものである。
【００１７】
　＜（ａ）被処理材分離工程＞
　正極と蓚酸とを混合することにより、正極から遷移金属と不純物金属とカーボンとを含
む被処理材Ａを分離させることができる。正極から分離した遷移金属及び不純物金属は炭
酸塩又は蓚酸塩として沈殿し、また、カーボンは蓚酸に不溶であるため、そのままの状態
で沈殿物として残る。
【００１８】
　リチウム電池は、正極、負極、セパレータ、電解液、電池ケース等の構成材料を有する
。従って、正極と蓚酸とを混合する場合、正極以外の構成材料をなるべく取り除いた状態
であることが好ましい。リチウム電池から正極を取り出すには、一般的に使用済みリチウ
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ム電池を真空加熱処理（加熱温度３００℃～８００℃）し、電解液を構成する電解質及び
有機溶媒を分解又は揮発させた後、電池ケースを切断して電極（正極及び負極）を取り出
し、電極から正極を分別する。
【００１９】
　一般的に正極は、正極集電体としてのアルミニウム箔に正極材料と導電材としてのカー
ボンとを付着させたものである。正極材料は、一種又二種以上の遷移金属を含むものであ
り、その遷移金属とリチウムとの複合酸化物である。そのような複合酸化物としての正極
材料は、例えば一般式ＬｉＡ１－ＸＢＸＯ２で表すことができる。Ａ，Ｂは遷移金属を表
すものであって、例えば、Ｎｉ，Ｃｏ，Ｍｎ，Ｆｅ，Ｎｂ等から選択される金属元素であ
る。本実施形態において、Ａ，Ｂは、Ｎｉ（ニッケル）、Ｃｏ（コバルト）であることが
好適である。なお、Ｘ＝０～１の範囲である。
【００２０】
　不純物金属とは、リチウム電池から回収することを目的としていない金属を指す。例え
ば、正極材料中の遷移金属としてＮｉ又はＣｏの少なくとも一方の回収を目的とする場合
、リチウム電池から正極を分別する際に混入するＣｕ（例えば負極集電体），Ｆｅ（例え
ば電池ケース），Ａｌ（例えば電池ケース、正極集電体）や、正極材料にもともと含有さ
れているＬｉ等が不純物金属となる。また、正極材料中の遷移金属としてＮｉのみの回収
を目的とする場合、上記Ｃｏは不純物金属となる。
【００２１】
　カーボンとは、リチウム電池から正極を分別する際に混入するものや、正極材料にもと
もと含有されているものであり、例えば、負極材料のグラファイトカーボン、導電材とし
てのカーボンブラック等が挙げられる。
【００２２】
　蓚酸の濃度、添加時間、温度等は、特に制限されるものではない。
【００２３】
　上記被処理材分離工程後に、被処理材Ａを加熱して灰化する灰化処理工程を含むことが
好ましい。
【００２４】
　灰化処理は、６００℃～８００℃の範囲で、３０～１００分被処理材Ａを加熱して灰化
させるものがよい。これにより大部分のカーボンを完全に分解することができるため、そ
の後のカーボン分離工程において、被処理材Ａからカーボンを容易に分離させることがで
きる。
【００２５】
＜（ｂ）カーボン分離工程＞
　被処理材Ａと王水を混合し加熱することによって、遷移金属及び不純物金属をイオン化
させ溶出させることができるため、遷移金属と不純物金属とを含む被処理材Ｂとカーボン
（グラファイトカーボン及びカーボンブラック）とを分離させることができる。従来、上
記被処理材分離工程後、塩酸により被処理材Ａから大半の不純物金属を除去し、硫酸によ
り遷移金属を溶解させ、カーボンを分離していた。しかし、硫酸による溶解（又は加熱溶
解）はカーボンに対し脱水素引き抜き反応を起こすため、カーボンを完全に分解すること
が困難である。また、硫酸濃度を高くし粘性が高い状態で加熱処理した場合、カーボンの
粒子表面が少しずつ溶解（分解）又は物理的衝撃（加熱による溶液の煮沸のため）により
カーボン粒子が微細化する。このため、ろ紙やフィルタによってカーボンを分離すること
は困難となり、溶出した遷移金属等のろ液中にカーボンが不純物として混入する。しかし
、王水は、硫酸に比べ沸点及び粘性が低く、また、カーボンの脱水素反応を引き起こすこ
とがないため、カーボン粒子の溶解又は微細化を引き起こすことがないため、被処理材Ｂ
とカーボンとを分離することができる。
【００２６】
　王水は、塩酸と硝酸の混合溶液であれば特に制限されるものではない。一般的に用いら
れる塩酸と硝酸の体積混合比が３：１の王水を使用してもよいし、塩酸と硝酸の体積混合
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比が１～１．５：２．５～３．０の逆王水を使用することもできる。上記述べたようにリ
チウム電池から正極を取り出す際に、リチウム電池は真空加熱炉で加熱されるが、この加
熱（例えば４００℃）によって、正極材料の一部が難溶性の炭化物や複雑組成の化合物を
形成する。従来の硫酸を使用した場合には、上記難溶性の炭化物や複雑組成の化合物を溶
解させることはできず、難溶性塩類が生成されるため、難溶性塩類に含まれる遷移金属は
カーボンと共に被処理材Ｂと分離する。しかし、王水又は逆王水ではこれらを好適に溶解
させることができる。
【００２７】
　王水による加熱処理は、特に制限されるものではないが、例えば５０℃～１００℃の範
囲で、被処理材Ａから気泡がほとんど発生しなくなるまで加熱することが好ましい。被処
理材Ａから発生する気泡は、上記蓚酸により沈殿した遷移金属及び不純物金属の炭酸塩か
ら発生するものであるから、気泡の消滅によって、遷移金属及び不純物金属がイオン化し
て溶出されたことを示す。
【００２８】
　＜（ｃ）アルカリ混合工程＞
　被処理材Ｂ（遷移金属と不純物金属とを含む）とアルカリ性溶液とを混合する工程を含
むことが好ましい。被処理材Ｂは、遷移金属と不純物金属とを含むものである。例えば、
不純物金属が、鉄、銅、アルミニウム等を含む場合に、アルカリ性溶液を加えることによ
って、鉄、銅、アルミニウムを含む不純物を水酸化物として沈殿させることができ、遷移
金属を安定なアンミン錯体として溶出させることができる。アルカリ混合工程は、特に鉄
を効果的に水酸化物として沈殿させることができる。
【００２９】
　アルカリ性溶液の添加は、カーボンを分離した被処理材ＢのｐＨが約５．０～６．０の
弱酸性となるまで行われるものが良い。ｐＨが５．０より低いと水酸化物沈殿不生成とな
る場合があり、ｐＨが６．０より高いと水酸化物沈殿が析出し、吸着される場合がある。
アルカリ性溶液の濃度は、５～１５重量％の範囲であることが好ましい。１５重量％より
高いと、遷移金属の一部を水酸化物とて沈殿させてしまう場合がある。アルカリ性溶液の
種類は、例えば１０重量％のＮＨ４ＯＨ水溶液、塩化アンモニウムにアンモニアを溶解さ
せたもの等を用いることができるが、これらに限定されるものではない。
【００３０】
　＜（ｄ）不純物金属分離工程＞
　被処理材Ｂと酸性溶液とを混合し、硫化剤を導入することによって、被処理材Ｂから遷
移金属を溶出させ、不純物金属を分離させることができる。
【００３１】
　酸性溶液は、特に制限されるものではなく、例えば、硫酸、塩酸、硝酸等を使用するこ
とができる。好ましくは、１Ｎ～４Ｎの希硫酸を使用することがよい。濃硫酸等の濃度の
高い硫酸を使用することも可能であるが、遷移金属（遷移金属の硫化物）が析出しやすく
、不純物金属と分離することが困難となり遷移金属の回収率が低下する場合がある。また
、酸性溶液の添加は、被処理材ＢのｐＨが１．５～３．０となるまで行われる（調整され
る）ことが好ましい。ｐＨが３．０より高いと、硫化剤を導入しても遷移金属を溶出させ
、不純物金属を分離させることが困難となる場合がある。
【００３２】
　硫化剤は、遷移金属を硫化物として溶出させることができるものであれば、特に制限さ
れるものではなく、例えば、硫化水素ガス、硫化アルカリ（硫化ナトリウム、硫化カリウ
ム等）等の酸性溶液から発生する硫化水素ガス等を使用することができる。好ましくは、
硫化水素ガスを使用することがよい。硫化ガスを導入することにより、不純物金属を硫化
物として沈殿させ、遷移金属を硫酸溶液（ろ液）として分離させることができる。特に銅
を効果的に硫化銅として沈殿させることができる。
【００３３】
　硫化ガスの導入時間、ガス濃度、ガス流量は特に制限されるものではないが、硫化ガス
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の導入時間は５分～３０分、ガス濃度は５～２０％（ｉｎ　Ａｉｒ）、ガス流量は２～８
Ｌ／ｍｉｎの範囲であることが好ましい。
【００３４】
　従来、不純物金属を分離させるためには水酸化ナトリウム水溶液を加えることによって
、不純物金属を水酸化物として沈殿させていた。この場合、反応温度やｐＨ設定等の調整
によっては、不純物金属を水酸化物として析出させることが困難となり（不純物金属の水
酸化物の溶解度が大きくなるため）、不純物金属を分離させることが困難となる一方で、
遷移金属の水酸化物沈殿の生成を伴いやすい。本実施形態では、（ｃ）のアルカリ混合工
程、（ｄ）の不純物金属分離工程、特に不純物金属分離工程を有することにより、不純物
金属と共に遷移金属を水酸化物として沈殿させることを防止することができ、不純物金属
のみを水酸化物として容易に沈殿させることができる。
【００３５】
　＜（ｅ）強アルカリ混合工程＞
　遷移金属と上記工程（ｃ）に使用したアルカリ性溶液（例えば、アンモニア水溶液）よ
り強アルカリ性のアルカリ性溶液とを混合する工程を含むことが好ましい。これによって
、遷移金属を水酸化物として沈殿させることができる。また、上記（ｄ）不純物金属分離
工程で分離できない不純物金属が存在している場合、それを水酸化物の溶液として溶出さ
せることができる。例えば、特にＬｉ、Ａｌ等を効果的に水酸化物の溶液として溶出させ
ることができる。
【００３６】
　上記強アルカリ性のアルカリ性溶液との混合は、遷移金属のｐＨが約９．５～１２とな
るまで行われるものが良い。ｐＨが９．５より低いと遷移金属を水酸化物として沈殿させ
ることが困難となる場合があり、ｐＨが１２より高いと遷移金属の水酸化物沈殿と共に不
純物金属も水酸化物として沈殿する場合がある。
【００３７】
　強アルカリ性溶液は、上記アルカリ混合工程により用いられるアルカリ性溶液より強ア
ルカリ性を有すれば、特に制限されるものではない。強アルカリ性のアルカリ性溶液とは
、例えば、濃度が１０～２０重量％の範囲である水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の
水溶液が挙げられるが、これらに限定されるものではない。
【００３８】
　図１は、本実施形態に係るリチウム電池からの電極構成金属回収方法の一例を示すフロ
ー図である。ここで、リチウム電池は、ＬｉＮｉ１－ＸＣｏＸＯ２の複合酸化物を正極材
料とする使用済みリチウムイオン二次電池を例とする。なお、Ｘ＝０～１である。
【００３９】
　ステップＳ１０では、使用済みリチウムイオン二次電池を用意し、ステップＳ１２では
、リチウムイオン二次電池から正極を取り出す（分別する）。ステップＳ１４では、正極
を蓚酸溶液中に添加し、正極から遷移金属、不純物金属、及びカーボンを含む被処理材Ａ
を分離させ、ステップＳ１６では、蓚酸添加溶液をろ過分離し（Ｓ１４，Ｓ１６：（ａ）
被処理材分離工程）、分離した被処理材Ａ（残渣）とろ液とを得る。ここで、不純物金属
を例えば、Ｃｕ（負極集電体から混入），Ａｌ（正極集電体から混入）、Ｆｅ（使用済み
リチウムイオンに持電池の外装等から混入）、Ｌｉ（正極材料から混入）として、以下説
明する。また、ろ液は例えば、正極中のＡｌ（アルミ集電体）、Ｌｉ（正極材料中のＬｉ
及び電解液中のＬｉ等）、Ｎｉ（回収する遷移金属の一部のＮｉ）等を含むものである。
ステップＳ２２では、被処理材Ａを水洗し、一部ろ液として取り除けなかった不純物、例
えばリチウム等をろ液として除去する。ステップＳ２６では、遷移金属（Ｎｉ，Ｃｏ）、
不純物金属（Ｃｕ，Ｆｅ，Ａｌ，（一部残存するＬｉ）等）、及びカーボンを加熱して灰
化する灰化処理を行い、カーボンを分解する。ステップＳ２８では、灰化処理した遷移金
属、不純物金属、及びカーボンに王水を添加し、遷移金属及び不純物金属を溶出させ、ス
テップＳ３０では、王水添加溶液をろ過分離し（Ｓ２８，Ｓ３０：（ｂ）カーボン分離工
程）、溶出させた遷移金属及び不純物金属を含む被処理材Ｂをろ液として、カーボンを残
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渣として得る。ステップＳ３６では、ろ液にアルカリ性溶液、例えばアンモニア水溶液を
添加し、不純物金属（Ｆｅ（一部のＣｕ及びＡｌ）等）を水酸化物として沈殿させ、ステ
ップＳ３８では、アンモニア水溶液添加溶液をろ過分離し（Ｓ３６，Ｓ３８：（ｃ）アル
カリ混合工程）、遷移金属（アンミン錯体）及び不純物金属（Ｃｕ，Ａｌ，（Ｌｉ）等）
をろ液として、不純物金属（Ｆｅ（一部のＡｌ及びＣｕ）等）の水酸化物を残渣として得
る。ステップＳ４４では、酸性溶液、例えば４Ｎの希硫酸によってろ液のｐＨを調整し、
ステップＳ４６では、ｐＨ調整したろ液に硫化ガス、例えば硫化水素ガスを導入して、不
純物金属（Ｃｕ等）を硫化物として沈殿させ、ステップＳ４８では、硫化水素ガス導入後
の溶液をろ過分離し（Ｓ４４～Ｓ４８：（ｅ）不純物金属分離工程）、遷移金属及び不純
物金属（Ａｌ，（Ｌｉ）等）をろ液として、不純物金属（Ｃｕ等）の硫化物を残渣として
得る。ステップＳ５４では、ろ液にステップＳ３６で用いたアルカリ性水溶液より強アル
カリ性のアルカリ性溶液、例えば水酸化ナトリウム水溶液を添加して、遷移金属を水酸化
物として沈殿させ、ステップＳ５６では、水酸化ナトリウム添加溶液をろ過分離し（Ｓ５
４，Ｓ５６：強アルカリ混合工程）、不純物金属（Ａｌ，Ｌｉ等）をろ液として、遷移金
属の水酸化物を残渣として回収する。
【００４０】
　以上、本発明の実施形態に係るリチウム電池からの電極構成金属回収方法では、高純度
の遷移金属を高回収率で回収することができる。
【００４１】
　次に、本発明の他の実施形態に係るリチウム電池からの電極構成金属回収方法について
説明する。
【００４２】
　本発明の他の実施形態に係るリチウム電池からの電極構成金属回収方法は、（１）正極
と蓚酸とを混合して正極から遷移金属と不純物金属とカーボンとを含む被処理材Ａを分離
する被処理材分離工程と、（２）被処理材Ａと王水とを混合し加熱して遷移金属と不純物
金属とを溶出させて、遷移金属と不純物金属とを含む被処理材Ｂをとカーボンとを分離す
るカーボン分離工程と、（３）被処理材Ｂとアルカリ性溶液とを混合するアルカリ混合工
程と、（４）被処理材Ｂとアルカリ混合工程に用いられるアルカリ性溶液より強アルカリ
性のアルカリ性溶液とを混合する強アルカリ混合工程と（５）被処理材Ｂと酸性溶液とを
混合し、硫化剤を導入して硫化物として遷移金属を溶出させて遷移金属と不純物金属とを
分離する不純物金属分離工程と、を含むものである。
【００４３】
　（１）～（３）の工程は、上記説明した（ａ）～（ｃ）の工程と同様である。
【００４４】
　（４）の強アルカリ混合工程は、上記説明した（ｅ）の強アルカリ混合工程と同様であ
るが、（５）の不純物金属分離工程前に、強アルカリ性のアルカリ性溶液を混合するもの
である。これによって、強アルカリ状態において水酸化物溶液として溶出しやすい不純物
金属（例えばＡｌ、Ｌｉ）を先に溶出させることができる。一方、遷移金属を水酸化物沈
殿として得ることができる。
【００４５】
　（５）の工程は、上記説明した（ｄ）の工程と同様である。但し、酸性溶液との混合は
、ｐＨ調整だけでなく、上記水酸化物沈殿として得られる遷移金属を溶解させるために行
う。また、硫化剤の導入によって、最終的に得られる遷移金属は硫化物溶液として得られ
るため、その後、硫化物溶液を濃縮する場合もある。
【００４６】
　図２は、他の実施形態に係るリチウム電池からの電極構成金属回収方法の一例を示すフ
ロー図である。ここで、リチウム電池は、ＬｉＮｉ１－ＸＣｏＸＯ２の複合酸化物を正極
材料とするリチウムイオン二次電池を例とする。なお、Ｘ＝０～１である。
【００４７】
　ステップＳ１００では、使用済みリチウムイオン二次電池を用意し、ステップＳ１０２
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では、リチウムイオン二次電池から正極を取り出す（分別する）。ステップＳ１０４では
、正極を蓚酸溶液中に添加し、正極から遷移金属、不純物金属、及びカーボンを含む被処
理材Ａを分離させ、ステップＳ１０６では、蓚酸添加溶液をろ過分離し（Ｓ１０４，Ｓ１
０６：（１）被処理材分離工程）、分離した被処理材Ａ（残渣）とろ液とを得る。ここで
、不純物金属は上記と同様（Ｃｕ，Ａｌ，Ｆｅ，Ｌｉ）であるとして以下説明する。また
、ろ液も、上記述べたものと同様である。ステップＳ１１２では、被処理材Ａを水洗し、
一部ろ液として取り除けなかった不純物、例えばリチウム等を除去する。ステップＳ１１
６では、遷移金属（Ｎｉ，Ｃｏ）、不純物金属（Ｃｕ，Ｆｅ，Ａｌ，（一部残存するＬｉ
））、及びカーボンに王水を添加し、遷移金属及び不純物金属を溶出させる。また、王水
を添加する前に、上記ステップＳ２６と同様に灰化処理を行っても良いが本発明の他の実
施形態では省略する。ステップＳ１１８では、王水添加溶液をろ過分離し（Ｓ１１６，Ｓ
１１８：（２）カーボン分離工程）、溶出させた遷移金属及び不純物金属を含む被処理材
Ｂをろ液として、カーボンを残渣として得る。ステップＳ１２４では、ろ液にアルカリ性
溶液、例えばアンモニア水溶液を添加し、不純物金属（Ｆｅ，（一部のＣｕ及びＡｌ）等
）を水酸化物として沈殿させ、ステップＳ１２６では、アンモニア水溶液添加溶液をろ過
分離し（Ｓ１２４、Ｓ１２６：（３）アルカリ混合工程）、遷移金属（アンミン錯体）及
び不純物金属（Ｃｕ、Ａｌ，（Ｌｉ）等）をろ液として、不純物金属（Ｆｅ（一部のＡｌ
及びＣｕ）等）の水酸化物を残渣として得る。ステップＳ１３２では、ろ液にステップＳ
１２４で用いたアルカリ性溶液より強アルカリ性のアルカリ性溶液、例えば水酸化ナトリ
ウム水溶液を添加して、遷移金属及び不純物金属（Ｃｕ等）を水酸化物として沈殿させ、
ステップＳ１３４では、水酸化ナトリウム添加溶液をろ過分離し（Ｓ１３２、Ｓ１３４：
（４）強アルカリ混合工程）、不純物金属（Ａｌ、Ｌｉ等）の水酸化物溶液をろ液として
、遷移金属及び不純物金属（Ｃｕ等）の水酸化物を残渣として得る。Ｓ１４０では、酸性
溶液、例えば４Ｎの希硫酸を添加し、残渣を溶解させると共にｐＨを調整し、ステップＳ
１４２では、ｐＨ調整した残渣が溶解されている溶液に硫化ガス、例えば硫化水素ガスを
導入して、不純物金属（Ｃｕ等）を硫化物として沈殿させ、ステップＳ１４４では、硫化
水素ガス導入後の溶液をろ過分離し（Ｓ１４０～Ｓ１４４：（５）不純物金属分離工程）
、遷移金属をろ液として、不純物金属（Ｃｕ等）の硫化物を残渣として得る。ステップ１
５０では、ろ液を濃縮し、遷移金属を硫化物として回収する。
【００４８】
　以上、本発明の他の実施形態に係るリチウム電池からの電極構成金属回収方法でも、高
純度の遷移金属を高回収率で回収することができる。
【実施例】
【００４９】
　以下、実施例を挙げ、本発明をより具体的に説明するが、本発明は以下の実施例に限定
されるものではない。
【００５０】
　＜実施例１：リチウム電池からの電極構成金属回収方法＞
　使用済みリチウムイオン二次電池を１０個用意し（Ｓ１０）、正極を分別した（Ｓ１２
）。次に、正極を５重量％の蓚酸浴中に浸漬させた（Ｓ１４）。これにより、遷移金属、
不純物金属、及びカーボンを正極から分離させ（Ｓ１６）、遷移金属及び不純物金属の炭
酸塩及びカーボンを約１００ｇ回収した。これを被処理材Ａとし、被処理材Ａ約１００ｇ
を灰化処理した（Ｓ２６）。灰化処理は、７５０℃で６０分行った。次に、灰化後の被処
理材Ａに逆王水（塩酸１溶と硝酸３溶）２００ｍｌを徐々に加えて１００℃で加熱溶解さ
せ（Ｓ２８）、８０ｍｌになるまで濃縮した（この際、被処理材Ａから気泡が発生してい
るか確認し、気泡が発生している場合はさらに加熱する）。濃縮液を放冷後、蒸留水約２
００ｍｌを加えて振り混ぜ、樹脂性容器中にろ過し（Ｓ３０）、ろ紙上を蒸留水約５０ｍ
ｌで２～３回洗浄した。ろ紙はアドバンテック製Ｎｏ．５Ａ、Φ４００ｍｍを使用した。
以下すべてのろ過分離も同様のろ紙を使用した。次に、ろ液に濃度１０重量％のアンモニ
ア水溶液を添加し、ｐＨ計及びスターラを用いてろ液をｐＨ５．０±２となるように調整
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し（Ｓ３６）、不純物金属の一部を水酸化物として沈殿させ、ろ過分離し（Ｓ３８）、ろ
紙上を蒸留水約５０ｍｌで２～３回洗浄し残渣を回収した。次に、ろ液に４Ｎの希硫酸を
添加して、ｐＨ２．０±０．１となるように調整し（Ｓ４４）、ガス濃度１５％の硫化水
素ガスを２～３Ｌ／ｍｉｎで１５分導入した（Ｓ４６）後、不純物金属の一部を硫化物と
して沈殿させ、ろ過分離し（Ｓ４８）、ろ紙上を蒸留水約５０ｍｌで２～３回洗浄し残渣
を回収した。次に、ろ液にアンモニア水溶液より強アルカリ性のアルカリ性溶液として濃
度１０重量％の水酸化ナトリウム水溶液添加して（Ｓ５４）、遷移金属（Ｎｉ，Ｃｏ）を
水酸化物として沈殿させ、ろ過分離し（Ｓ５６）、ろ紙上を蒸留水５０ｍｌで２～３回洗
浄し残渣及びろ液を回収した。
【００５１】
　＜実施例２，３：リチウム電池からの電極構成金属回収方法＞
　実施例２は、上記Ｓ３６において、ろ液に濃度１０重量％のアンモニア水溶液を添加し
、ろ液をｐＨ５．５±０．２となるようにした（Ｓ３６）ものであり、それ以外は上記実
施例１と同様の方法で行った。さらに、実施例３は、上記Ｓ３６において、ろ液に濃度１
０重量％のアンモニア水溶液を添加し、ろ液をｐＨ６．０±０．２となるようにした（Ｓ
３６）ものであり、それ以外は上記実施例１と同様の方法で行った。
【００５２】
　実施例１～３において、アンモニア水溶液添加（Ｓ３６）後に得られた残渣（図１に示
すI）、硫化水素ガス導入（Ｓ４６）後に得られた残渣（図１に示すII）、水酸化ナトリ
ウム水溶液添加（Ｓ５４）後に得られたろ液（図１に示すIII）及び最終的に回収された
遷移金属の残渣（図１に示すIV）のＩＣＰ発光分光分析（島津社製のＩＣＰＳ２０００型
）の結果を表１～３に示す。
【００５３】
【表１】

【００５４】
【表２】

【００５５】
【表３】

【００５６】
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　表１～３でわかるように、アンモニア水溶液を添加することによって、不純物金属を効
果的に除去することができたが、ｐＨを高くするにつれてＮｉの残渣量も増加（表には示
さないがＣｏの残渣も増加）した。また、硫化水素ガスを導入することによりアンモニア
水溶液の添加では取り除くことが困難な不純物金属（例えばＣｕ）を除去することができ
た。さらに、水酸化ナトリウム水溶液を添加することによってろ液中に残る微量の不純物
金属（例えばＡｌ又は表には示さないがＬｉ等）を除去することができたが、ｐＨを高く
するにつれてＮｉの残渣量も増加（表には示さないがＣｏの残渣量も増加）した。以上の
ことから、アンモニア水溶液を添加してｐＨを５．０～５．５に調整した実施例１及び２
は、各工程におけるＮｉ及びＣｏの残渣量を抑える事ができたため、最終的に得られる遷
移金属（Ｎｉ及びＣｏ）の回収率は９５％を超えるものであった。一方、ｐＨを６．０に
調整した実施例３は、各工程におけるＮｉ及びＣｏの残渣量が多くなり、最終的に得られ
る遷移金属（Ｎｉ及びＣｏ）の回収率は他の実施例には劣るが、最終的に回収された中に
存在する不純物金属は、他の実施例より少なく高い純度の遷移金属（Ｎｉ及びＣｏ）を回
収することができた。結果として、回収率及び純度の両方の点を考慮すると、アンモニア
水溶液を添加してｐＨを５．５に調整した実施例２が最適条件である。回収率（収率）は
、（実際の収量ｍｇ／理論収量ｍｇ）×１００で求めた。
【００５７】
　＜実施例４：リチウム電池からの電極構成金属回収方法＞
　使用済みリチウムイオン二次電池を１０個用意し（Ｓ１００）、正極を分別した（Ｓ１
０２）。次に、正極を５重量％の蓚酸浴中に浸漬させた（Ｓ１０４）。これにより、遷移
金属、不純物金属、及びカーボンを正極から分離させ（Ｓ１０６）、遷移金属及び不純物
金属の炭酸塩及びカーボンを約１００ｇ回収した。これを被処理材Ａとし、王水（塩酸３
溶と硝酸１溶）４００ｍｌを徐々に加えて１００℃で加熱溶解させ（Ｓ１１６）、８０ｍ
ｌになるまで濃縮した（この際、被処理材Ａから気泡が発生しているか確認し、気泡が発
生している場合はさらに加熱する）。濃縮液を放冷後、蒸留水約２００ｍｌを加えて振り
混ぜ、樹脂性容器中にろ過し（Ｓ１１８）、ろ紙上を蒸留水約５０ｍｌで２～３回洗浄し
たろ過後の残渣を回収した。ろ紙はアドバンテック製Ｎｏ．５Ａ、Φ４００ｍｍを使用し
た。以下すべてのろ過分離も同様のろ紙を使用した。次に、ろ液に濃度１０重量％のアン
モニア水溶液を添加し、ｐＨ計及びスターラを用いてろ液をｐＨ６．０±０．１となるよ
う調整し（Ｓ１２４）、不純物金属の一部を水酸化物として沈殿させ、ろ過分離し（Ｓ１
２６）、ろ紙上を蒸留水約５０ｍｌで２～３回洗浄し残渣を回収した。次に、ろ液にアン
モニア水溶液より強アルカリ性のアルカリ性溶液として濃度１０重量％の水酸化ナトリウ
ム水溶液を添加し、ｐＨ１１．５±０．２に調整し（Ｓ１３２）、遷移金属を水酸化物と
して沈殿させ、不純物金属の一部を溶出させろ過分離し（Ｓ１３４）、ろ紙上をｐＨ１０
～１１の水酸化ナトリウム水溶液約５０ｍｌで２～３回洗浄し、引き続き蒸留水約５０ｍ
ｌで２～３回洗浄したろ液を回収した。次に、沈殿物を蒸留水約４００ｍｌを入れた樹脂
製ビーカに移しいれた後、４Ｎの希硫酸を徐々に添加して、沈殿物を溶解させながらｐＨ
１．５～２．５となるように調整し（Ｓ１４０）、ｐＨ調整した溶液にガス濃度１０％の
硫化水素ガスを２～３Ｌ／ｍｉｎで１５分導入し（Ｓ１４２）、不純物金属の一部を硫化
物として沈殿させた。その後、空気を２～３Ｌ／ｍｉｎで３０分導入し、その溶液をろ過
分離し（Ｓ１４４）、ろ紙上を蒸留水約５０ｍｌで１～２回洗浄し残渣を回収した。次に
、ろ液を約１００ｍｌになるまで濃縮し（Ｓ１５０）、遷移金属（Ｎｉ，Ｃｏ）を回収し
た。
【００５８】
　実施例４において、アンモニア水溶液添加（Ｓ１２４）後に得られた残渣（図２に示す
VI）、水酸化ナトリウム水溶液添加（Ｓ１３２）後に得られたろ液（図２に示すVII）、
硫化水素ガス導入（Ｓ１４２）後に得られた残渣（図２に示すVIII）及び最終的に回収さ
れた遷移金属（Ｎｉ，Ｃｏ）の濃縮液（図２に示すIX）の原子吸光分析（島津社製のＡＡ
６７００Ｆ型）の結果と王水添加後の残渣（図２に示すV）の結果を表４に示す。王水添
加後の残渣量は、残渣を乾燥灰化して求めた灼熱減量である。
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【００５９】
【表４】

【００６０】
　実施例４の方法から、王水を添加することにより、試料中に含まれるほとんど全てのカ
ーボンを取り除くことができた。また、実施例４では、水酸化ナトリウム水溶液の添加を
アンモニア水溶液の添加後に行っているが、実施例１～３と同様に不純物金属を効果的に
除去することができた。さらに、硫化水素ガスを導入することにより上記では分離するこ
とができなかった不純物金属を分離することができた。これにより、最終的に得られる遷
移金属（Ｎｉ及びＣｏ）の回収率は９０％を超えるものであった。
【００６１】
　＜王水添加による効果＞
　（実施例５）
　使用済みリチウムイオン二次電池を５個用意し（Ｓ１００）、正極を分別した（Ｓ１０
２）。次に、正極を５重量％の蓚酸浴中に浸漬させた（Ｓ１０４）。これにより、遷移金
属、不純物金属、及びカーボンを正極から分離させ（Ｓ１０６）、遷移金属及び不純物金
属の炭酸塩及びカーボンを約５０ｇ回収した。これを被処理材Ａとし、王水（塩酸３溶と
硝酸１溶）３００ｍｌを徐々に加えて１００℃で加熱溶解させ（Ｓ１１６）、８０ｍｌに
なるまで濃縮した（この際、被処理材Ａから気泡が発生しているか確認し、気泡が発生し
ている場合はさらに加熱する）。濃縮液を放冷後、蒸留水約２００ｍｌを加えて振り混ぜ
、樹脂性容器中にろ過し（Ｓ１１８）、蒸留水約５０ｍｌで２～３回洗浄し残渣（図２に
示すV）を回収した。これを実施例５とした。
【００６２】
　上記実施例５の王水３００ｍｌ添加に代えて、塩酸３００ｍｌ、硝酸３００ｍｌ、硫酸
３００ｍｌを添加したものを比較例１，２，３とした。
【００６３】
　実施例５及び比較例１～３によって得られた残渣を蛍光Ｘ線分析（島津社製のＸＲＦ－
１７００型）により求めた結果を表５に示す。
【００６４】

【表５】

【００６５】
　表５の結果から、王水を添加した実施例５は、他の酸を添加した比較例１，２，３より
残渣量が少ないことがわかった。残渣量が少ないほど、添加する酸により被処理材Ａ中の
カーボン以外のものをイオン化し溶出したことを示しているため、王水を添加した実施例



(12) JP 5151072 B2 2013.2.27

10

20

30

40

５は、比較例１～３より最終的に得られる遷移金属の収率を高めることができる。
【００６６】
　＜王水及び逆王水の添加量による効果＞
　使用済みリチウムイオン二次電池を５個用意し（Ｓ１０）、正極を分別した（Ｓ１２）
。次に、正極を５重量％の蓚酸浴中に浸漬させた（Ｓ１４）。これにより、遷移金属、不
純物金属、及びカーボンを正極から分離させ（Ｓ１６）、遷移金属及び不純物金属の炭酸
塩及びカーボンを約５０ｇ回収した。これを被処理材Ａとし、被処理材Ａ約５０ｇを灰化
処理した（Ｓ２６）。灰化処理は、７５０℃で６０分行った。次に、灰化後の被処理材Ａ
に王水（塩酸３溶と硝酸１溶）１００ｍｌを徐々に加えて１００℃で加熱溶解させ（Ｓ２
８）、８０ｍｌになるまで濃縮した（この際、被処理材Ａから気泡が発生しているか確認
し、気泡が発生している場合はさらに加熱する）。濃縮液を放冷後、蒸留水約２００ｍｌ
を加えて振り混ぜ、樹脂性容器中にろ過し（Ｓ３０）、ろ紙上を蒸留水約５０ｍｌで２～
３回洗浄し残渣を回収した（図１に示すX）。これを実施例６とした。また、実施例７，
８，９は、実施例６の王水（塩酸３溶と硝酸１溶）１００ｍｌに代えて、王水を１４０ｍ
ｌ，１８０ｍｌ，２２０ｍｌ徐々に加えたものであり、その他実施例６と同様の方法で行
った。さらに、実施例１０，１１，１２は実施例６の王水１００ｍｌに代えて、逆王水（
塩酸１溶と硝酸３溶）を１００ｍｌ，１８０ｍｌ，２２０ｍｌを徐々に加えたものであり
、その他実施例６と同様の方法で行った。実施例６～１２によって得られた沈殿物を蛍光
Ｘ分析（島津社製のＸＲＦ－１７００型）により求めた結果を表６に示す。
【００６７】
【表６】

【００６８】
　残渣量が全体的に少ないのは灰化処理を行ったためであるが、王水又は逆王水を２２０
ｍｌ添加した実施例９及び実施例１２は残渣量を１％以下にすることができた。残渣量が
低いほど、被処理材Ａ中のカーボン以外のものをイオン化し溶出したことを示している。
また、実施例９及び実施例１２は、残渣中のＮｉ及びＣｏの量も最も低い結果となった。
さらに、僅かではあるが王水を添加するより逆王水を添加するほうが残渣量を少なくする
ことができ、実施例１２が最も残渣量を抑え、残渣中のＮｉ及びＣｏの量を抑える事がで
きるとわかった。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本実施形態に係るリチウム電池からの電極構成金属回収方法の一例を示すフロー
図である。
【図２】他の実施形態に係るリチウム電池からの電極構成金属回収方法の一例を示すフロ
ー図である。
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