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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオンを含む水溶液のｐＨをリチウムイオンの抽出に用いる酸性系溶媒抽出剤
に応じてｐＨ４～１０の範囲に調整し、該酸性系溶媒抽出剤と接触させてリチウムイオン
を抽出した後、その溶媒抽出剤をｐＨ３.０以下の水溶液と接触させてリチウムイオンを
逆抽出し、得られたリチウムイオン水溶液を用い上記逆抽出操作を繰り返してリチウムイ
オンを濃縮し、得られた高濃度リチウムイオン水溶液を６０℃以上に保った状態で水溶性
炭酸塩と混合することにより、リチウムイオンを固体の炭酸リチウムとして回収すること
を特徴とするリチウムの回収方法。
【請求項２】
　前記酸性系溶媒抽出剤として、２－エチルヘキシルホスホン酸モノ－２－エチルヘキシ
ル（リチウムイオンの抽出に適したｐＨ範囲：ｐＨ４～７）、ジ（２－エチルヘキシル）
ホスホン酸（同ｐＨ範囲：ｐＨ４～６）、ビス（２,４,４－トリメチルペンチル）ホスホ
ン酸（同ｐＨ範囲：ｐＨ４～８）、若しくはフェニルアルキルベータジケトンとトリオク
チルホスフィンオキシドの混合物（同ｐＨ範囲：ｐＨ４～１０）のいずれかを用いること
を特徴とする、請求項１に記載のリチウムの回収方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リチウムイオンを含む水溶液からリチウムイオンを炭酸リチウムとして回収
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する方法、特に使用済みのリチウムイオン２次電池のリサイクルにおいて、電池から分離
した正極活物質を溶解した水溶液からリチウムを回収する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、高エネルギー密度の２次電池としてリチウムイオン電池が多く利用されているが
、そのリサイクルはいまだ実用的なものが定着していない。例えば、正極活物質を構成す
る有価金属の回収においても、回収しやすいニッケルやコバルトは乾式処理方法等によっ
て回収されているが、主要な金属であるリチウムについては乾式処理での回収が困難であ
るため、多くは廃棄処理されてきた。
【０００３】
　また、湿式処理による有価金属の回収も行われており、電池から分離した正極活物質を
酸性溶液に溶解した後、化学的手法によりニッケルやコバルト等の有価金属を回収してい
る。この湿式処理においても、ニッケルやコバルト等の回収は可能であるが、リチウムに
ついては十分な回収が困難であった。即ち、一般に炭酸リチウムとして沈殿させる方法が
とられているが、高い濃度のリチウムイオン水溶液を得ることが難しいため十分な沈殿が
生成せず、廃液として処理されることが多かった。
【０００４】
　例えば、特開２００３－１５７９１３公報には、使用済みリチウムイオン電池から金属
を回収する方法として、電解によりニッケルとコバルトを回収し、不純物を水酸化物とし
て除去した後、リチウムを炭酸塩として回収する方法が記載されている。しかしながら、
リチウム以外の不純物を除去した後の水溶液は所望のリチウムイオン濃度に達しないこと
が多く、その場合は炭酸リチウムの溶解度見合いでリチウムがロスするため回収率が非常
に悪くなるという問題があった。
【０００５】
　一方、特開２００３－２４５５４２公報には、海水中等からリチウムを採取するために
、リチウム吸着剤を用いてリチウムを濃縮する方法が記載されている。しかし、この方法
では固体吸着剤を用いるために、連続的な抽出と逆抽出が困難である。また、本来多量の
海水に含まれる微量のリチウムの濃縮を目的とする方法であり、リチウム量が多い場合に
はバッチ処理数が多くなるため、電池のリサイクルにおいては実用的な方法ではない。
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－１５７１９３公報
【特許文献２】特開２００３－２４５５４２公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記したように、一般に湿式処理によるリチウムの回収においては、イオンとして溶け
込んでいるリチウムを炭酸化により固体の炭酸リチウムとして回収するが、水溶液中のリ
チウム濃度が低いと回収が困難であった。これは、その塩の溶解度以上となるようにリチ
ウム濃度が高くなければ、塩が固体の形にならないためである。
【０００８】
　具体的には、リチウムイオン電池のリサイクルにおいて、電池から分離した正極活物質
を溶解した溶液のリチウムイオン濃度は数ｇ／ｌであるが、リチウムイオンを有用な形で
回収するためには、リチウムイオン濃度を数十ｇ／ｌまで高める必要がある。しかし、一
般的に溶液を濃縮するためには蒸発が必要であり、この場合に所望濃度まで水を蒸発させ
るためには多大なエネルギーを要することから、経済的に極めて困難であった。
【０００９】
　本発明は、このような従来の事情に鑑みてなされたものであり、低濃度のリチウムイオ
ンを含む水溶液を簡単に低コストで濃縮し、リチウムイオンを炭酸化して固体の炭酸リチ
ウムとして回収する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】
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【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明が提供するリチウムの回収方法は、リチウムイオンを
含む水溶液のｐＨをリチウムイオンの抽出に用いる酸性系溶媒抽出剤に応じてｐＨ４～１
０の範囲に調整し、該酸性系溶媒抽出剤と接触させてリチウムイオンを抽出した後、その
溶媒抽出剤をｐＨ３.０以下の水溶液と接触させてリチウムイオンを逆抽出し、得られた
リチウムイオン水溶液を用い上記逆抽出操作を繰り返してリチウムイオンを濃縮し、得ら
れた高濃度リチウムイオン水溶液を６０℃以上に保った状態で水溶性炭酸塩と混合するこ
とにより、リチウムイオンを固体の炭酸リチウムとして回収することを特徴とする。
【００１１】
　上記本発明のリチウムの回収方法においては、前記酸性系溶媒抽出剤として、２－エチ
ルヘキシルホスホン酸モノ－２－エチルヘキシル、ジ（２－エチルヘキシル）ホスホン酸
、ビス（２,４,４－トリメチルペンチル）ホスホン酸、若しくはフェニルアルキルベータ
ジケトンとトリオクチルホスフィンオキシドの混合物のいずれかを用いることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、酸性系溶媒抽出剤を用いることによって水溶液中のリチウムイオンを
効率的に抽出剤側に抽出し、それを酸性水溶液で逆抽出することによって効率的にリチウ
ムイオンの濃縮液を得ることができる。従って、更に繰り返し操作によって、リチウムイ
オン濃度を炭酸化により固体の炭酸リチウムとするのに足りる濃度まで上昇させることが
できる。
【００１３】
　従って、本発明方法は、使用済みのリチウムイオン電池から分離した正極活物質を溶解
したリチウムイオン濃度の低い水溶液であっても、湿式処理によってリチウムを効率よく
且つ経済的に回収することができるため、使用済みのリチウムイオン電池のリサイクルに
おいて特に有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　酸性系溶媒抽出剤は、軽元素の抽出には利用されているが、これをリチウムの抽出に応
用した例は知られていなかった。しかし、本発明者らは、ｐＨを変えて水溶液から溶媒抽
出剤へのリチウムの抽出率を調査検討したところ、ｐＨ４以上になるとｐＨが上昇するに
つれて溶媒抽出剤側にリチウムイオンを抽出できることを見出した。
【００１５】
　本発明方法は、上記の知見に基づいてなされたものであり、低濃度（数ｇ／ｌ程度）の
リチウムイオンを含む水溶液に酸性系溶媒抽出剤を接触混合し、その水溶液のｐＨを４以
上に調整し、更に好ましくは使用する溶媒抽出剤に適したｐＨ範囲に調整することによっ
て、溶媒抽出剤中にリチウムイオンを抽出することが可能となった。
【００１６】
　酸性系溶媒抽出剤としては、例えば、２－エチルヘキシルホスホン酸モノ－２－エチル
ヘキシル（ｐＨ４～７）、ジ（２－エチルヘキシル）ホスホン酸（ｐＨ４～６）、ビス（
２,４,４－トリメチルペンチル）ホスホン酸（ｐＨ４～８）、若しくはフェニルアルキル
ベータジケトンとトリオクチルホスフィンオキシドの混合物（ｐＨ４～１０）などを用い
ることができる。尚、上記各溶媒抽出剤の末尾に記したｐＨ値は、リチウムイオンの抽出
に適したｐＨ範囲である。
【００１７】
　尚、調整したｐＨ範囲において酸性系溶媒抽出剤に抽出される他の金属（例えば、ニッ
ケル、鉄など）が水溶液中にイオンとして存在すると、リチウムイオンと共に他の金属も
同時に溶媒抽出剤側に抽出され、後の逆抽出時にも水溶液側に逆抽出されて、リチウムイ
オンと同様に濃縮されてしまう。従って、これら他の金属イオンは、リチウム濃縮のため
の酸性系溶媒抽出剤による抽出操作を行う前に、中和操作などによって分離除去しておく
ことが望ましい。
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【００１８】
　また、酸性系溶媒抽出剤の特徴として、ｐＨを酸性側にすることによりＨ＋とのイオン
交換が行われ、抽出された金属イオンが放出される。この性質を利用して、リチウムイオ
ンを抽出した酸性系溶媒抽出剤を、ｐＨ３.０以下に調整した少量の水溶液と接触混合さ
せると、最初に抽出したリチウム水溶液の濃度（数ｇ／ｌ程度）よりも高い濃度でリチウ
ムイオンが水溶液に逆抽出されてくる。
【００１９】
　従って、好ましくは、この逆抽出側の水溶液を繰り返し使用して、上記した逆抽出の操
作を繰り返すことによって、水溶液中のリチウムイオン濃度を炭酸化により固体の炭酸リ
チウムとするのに足りる数十ｇ／ｌ程度のレベルまで濃縮することができる。また、ｐＨ
を正確に制御することで抽出率や逆抽出率を制御することができ、従って水溶液中の最終
的なリチウムイオン濃度もコントロールすることが可能である。
【００２０】
　このようにして濃縮された高濃度リチウムイオン水溶液は、次に炭酸ナトリウムや炭酸
カルシウム等の水溶性炭酸塩と混合撹拌することによって、水溶液中のリチウムイオンを
固体の炭酸リチウムとして析出させることができる。尚、水溶性炭酸塩としては、炭酸ナ
トリウムが好ましい。ただし、リチウムの炭酸塩である炭酸リチウムは、他の塩とは溶解
性が異なり、水溶液温度が高くなると急激に溶解度が低下する。即ち、炭酸リチウムの溶
解度は、２５℃では１.２８％であるが、６０℃になると１.００％に低下し、更に１００
℃になると０.７％にまで減少する。
【００２１】
　このため、高濃度リチウムイオン水溶液の温度を６０℃以上に高めると、溶解度の高い
硫酸ナトリウム等の他の塩よりも炭酸リチウムの溶解度が低くなり、炭酸リチウムが選択
的に結晶として沈殿するため、高純度の炭酸リチウム固体を得ることができる。尚、高濃
度リチウムイオン水溶液の温度は高い方が良いが、一般的に８０℃以上となると反応槽や
周辺装置の耐熱性の観点から操作が難しくなったりコスト増になったりし、更に９０℃以
上では沸点が近くなるため、一般的には６０～８０℃が適当な温度範囲と言える。
【実施例】
【００２２】
　［実施例１］
　酸性系溶媒抽出剤としては、下記４種類を使用した。
（１）フェニルアルキルベータジケトン（ヘンケル社製、商品名：ＬＩＸ５４）１０体積
％＋トリオクチルホスフィンオキシド（ＴＯＰＯ）１０体積％＋希釈剤（シェルケミカル
ジャパン（株）製、商品名：シェルゾールＡ）８０体積％
（２）ジ（２－エチルヘキシル）ホスホン酸（バイエル社製、商品名Ｄ２ＥＨＰＡ）２０
体積％＋希釈剤（新日本石油（株）製、商品名クリンソルＧ）８０体積％
（３）２－エチルヘキシルホスホン酸モノ－２－エチルヘキシル（大八化学（株）製、商
品名ＰＣ－８８Ａ）２０体積％＋希釈剤（商品名クリンソルＧ）８０体積％
（４）ビス（２,４,４－トリメチルペンチル）ホスホン酸（サイテック社製、商品名Ｃｙ
ａｎｅｘ２７２）２０体積％＋希釈剤（商品名クリンソルＧ）８０体積％
【００２３】
　上記（１）～（４）の各酸性系溶媒抽出剤について、リチウムイオンを効率よく抽出で
きるｐＨ範囲を確認した。即ち、硫酸リチウムを純水に溶解してリチウムイオン水溶液（
リチウムイオン濃度５.１６ｇ／ｌ）を調整し、この水溶液と上記各酸性系溶媒抽出剤と
を体積比率で１：２になるように混合し、５重量％ＮａＯＨ溶液を滴下して水溶液のｐＨ
を徐々に上昇させながら、水溶液と抽出剤とが分離できるｐＨ範囲を確認した。その結果
、リチウムイオンを抽出分離できる最小ｐＨはいずれの抽出剤も４.０であり、最大ｐＨ
は抽出剤（１）でｐＨ１０、抽出剤（２）でｐＨ６、抽出剤（３）でｐＨ７、及び抽出剤
（４）ではｐＨ８であった。これらの最大ｐＨを超えると、抽出剤の分離が不十分になり
、抽出操作に適さないことが分かった。
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【００２４】
　次に、上記と同じ（１）～（４）の各酸性系溶媒抽出剤とリチウムイオン水溶液（リチ
ウムイオン濃度５.１６ｇ／ｌ）を用意し、この水溶液と各抽出剤を体積比率で１：２及
び１：４になるように接触混合した。その際、それぞれの抽出剤に適したｐＨとするため
、５重量％ＮａＯＨ溶液を滴下して、抽出剤（１）ではｐＨ９.５、抽出剤（２）ではｐ
Ｈ５.０、抽出剤（３）ではｐＨ７.０、及び抽出剤（４）ではｐＨ８.０に調整した。
【００２５】
　その結果、下記表１に示す抽出結果が得られた。いずれの酸性系溶媒抽出剤の場合も、
始液であるリチウムイオン濃度５.１６ｇ／ｌの水溶液中のリチウムイオンのうち５０％
以上が抽出され、溶媒抽出剤の体積比率を上げると抽出率も上昇した。これにより、水溶
液のｐＨを酸性系溶媒抽出剤に応じて適切な値に調節すれば、酸性系溶媒抽出剤を用いて
実用上十分な程度にリチウムイオンを抽出できることが分かった。
【００２６】
【表１】

【００２７】
　上記のごとくリチウムイオンを抽出した各酸性系溶媒抽出剤に、それぞれ１ｍｏｌ／ｌ
の硫酸水溶液を体積比率で抽出剤の１／２となるように接触混合させ、リチウムイオンの
逆抽出操作を行った。その結果、いずれの酸性系溶媒抽出剤においても、抽出段階で１.
５ｇ／ｌ前後あった抽出剤中のリチウムイオン濃度が０.０１ｇ／ｌ以下となり、逆抽出
が効果的に行われていることが分かった。
【００２８】
　［実施例２］
　酸性系溶媒抽出剤として、２－エチルヘキシルホスホン酸モノ－２－エチルヘキシル（
大八化学（株）製、商品名ＰＣ－８８Ａ）２０体積％＋希釈剤（新日本石油（株）製、商
品名：テクリーンＮ２０）８０体積％を用意し、上記実施例１と同様にしてリチウムイオ
ンを効率よく抽出できるｐＨ範囲を確認した。
【００２９】
　即ち、始液としてリチウムイオン濃度が５ｇ／ｌとなるように調節した硫酸リチウム水
溶液を用意し、この水溶液と上記抽出剤を体積比率１：２にして接触混合し、混合後の水
溶液のｐＨが２.０～７.０になるように５重量％ＮａＯＨ溶液を滴下して調節した。
【００３０】
　そのときのｐＨの変化に伴うリチウム抽出率の変化を図１に示した。水溶液のｐＨが３
を超えた付近からリチウムイオンの抽出が始まり、ｐＨ４以上ではｐＨの上昇に伴って次
第にリチウム抽出率が高くなることが分かった。
【００３１】
　［実施例３］
　酸性系溶媒抽出剤として、上記実施例２と同じ２－エチルヘキシルホスホン酸モノ－２
－エチルヘキシル（大八化学（株）製、商品名ＰＣ－８８Ａ）２０体積％＋希釈剤（新日
本石油（株）製、商品名：テクリーンＮ２０）８０体積％を用い、硫酸リチウム水溶液と
接触混合して混合後の水溶液のｐＨを７.０に調整し、リチウムイオンを抽出したところ
、抽出剤中のリチウムイオン濃度は１.５ｇ／ｌであった。
【００３２】
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　次に、このリチウムイオンを抽出した抽出剤を、純水と抽出剤の体積比率が１：２とな
るように純水と接触混合し、混合後の水溶液に１５重量％硫酸水溶液を滴下してｐＨを０
.１に調整して、リチウムイオンを逆抽出した。この１回目の逆抽出操作の後、残ったリ
チウムイオン水溶液を用い、別途抽出操作によって得たリチウムイオンを含んだ抽出剤と
再度接触混合させることにより、同様の逆抽出操作を繰り返した。
【００３３】
　この操作を５回まで繰り返し、それぞれの操作ごとに残ったリチウムイオン水溶液のリ
チウムイオン濃度を測定し、得られた結果を下記表２に示した。この結果から、操作を繰
り返すごとに水溶液中に抽出剤からのリチウムイオンが定量ずつ逆抽出され、最終的に水
溶液中のリチウムイオンを１７ｇ／ｌ程度の濃度まで濃縮できることが確認できた。
【００３４】
【表２】

【００３５】
　［実施例４］
　リチウムイオン濃度が１０ｇ／ｌの硫酸リチウム水溶液に、濃度２００ｇ／ｌの炭酸ナ
トリウム水溶液を滴下混合し、このときの水溶液の温度を２０℃及び６０℃に調整して、
炭酸リチウムを結晶として沈殿させた。このときの反応温度と回収した炭酸リチウム固体
中の硫黄品位を下記表３に示した。温度が６０℃以上であれば、硫酸リチウム中の硫黄濃
度は低く、純粋な炭酸リチウムを製造できることが分かった。
【００３６】

【表３】

【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】リチウム抽出時のｐＨと抽出率の関係を示すグラフである。
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