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1. まえがき 
本書は、地球環境保全関係産業技術開発促進事業および京都議定書目標達成産業技術開発

促進事業として平成14年度～16年度に実施された「エネルギー利用効率化のための溶融塩処理

による Li 二次電池の電極材(Li,Co)再資源化技術の開発」に係わる報告書である。 

 

2. 技術開発の概要 
本技術開発は、「プロセス選定についての研究開発」、「反応条件の最適化についての研究開

発」、「溶融塩取扱についての研究開発」、「1/25 ベンチスケールプラント設計/製作」および「1/25

ベンチスケールプラント運転試験」を実施した。 

 

3. 技術開発の内容          

(1) 目的                            
現在、Li二次電池の酸化物電極材(LiCoO2等)は有価材であるLiやCoが含まれているにもかか

わらず、積極的な再資源化によるエネルギー利用効率化は行われず、大部分が廃棄処分されて

いる。酸化物電極材は鉱山掘削・精錬・輸送（国外海上輸送）の工程によりバージン原料から製造

されており、比較的多くのエネルギーが費やされている。本技術開発では、バージン原料からの製

造工程よりも大きくエネルギー利用効率化が期待できる溶融塩処理による酸化物電極材の再資源

化技術を開発し、Li二次電池の酸化物電極材の製造工程におけるエネルギー消費削減による二

酸化炭素排出削減を目指した技術の確立を目的とする。 

 

(2) 方法 
溶融塩が持つ大きな特徴である高い反応性および反応処理の安定性を生かすことにより酸化

物電極材の再資源化を高いエネルギー利用効率で実現できるよう開発を実施する。本技術開発

の全期間で実施する事項および順序を以下に示す。 

①電極材LiCoO2等と溶融塩中での還元反応挙動を把握し、還元反応条件の最適化を行い、

1/25 ベンチスケールプラント設計に必要な反応処理条件を確立する。 

②溶融塩取扱装置のメンテナンスを考慮した構造材の腐食データおよび溶融塩の寿命を把

握し、設計に必要な構造材選定およびメンテナンス法を確立する。 

③溶融塩中の Li 還元処理後に生成する酸化リチウム電析条件を把握し、Li 電析条件の最

適化を行い、1/25 ベンチスケールプラント設計に必要な電析条件を確立する。 

①～③の検討により、最終的に 1/25 ベンチスケール(処理量: 0.8kg-LiCoO2/h)を製作し、処理

能力、エネルギー利用効率化および溶融塩取扱技術に対する確証を行い、実機に向けた問題点

の洗い出しとその対策を検討する。 

 

(a) プロセス選定についての研究開発 
当社既存の化学平衡計算コード(Fact Sage:計算力学研究センター)を用いて本

 1



技術開発に用いる候補溶融塩処理プロセスをピックアップし、その中から本技術開

発のターゲットとする溶融塩・プロセスを選定した。選定した Li-LiCl プロセス概要

を図 3-(2)-1 に示す。 

 

(b) 反応条件の最適化についての研究開発 
この Li-LiCl プロセスは Co を回収するための還元反応工程と Li を回収するための Li 電析

工程から成る。 

本研究開発では、ビーカースケールにて「還元反応工程」と「Li 電析工程」それぞれについ

て最適化を実施し、最終的に、これらの連続工程を実証した。 

 

① 還元反応工程 

(i)  実験概要 
本実験はグローブボックス内の電気炉で溶融したLiCl中で、LiにてLiCoO2をCo 

(CoO) およびLi2Oに還元するものである。この反応は式 3-(2)-1 または式 3-(2)-2 であ

る。 

 3Li + LiCoO2 → Co + 2 Li2O ・・・ (式 3-(2)-1) 

 Li + LiCoO2 → CoO + Li2O  ・・・ (式 3-(2)-2) 

 

(ii)  実験目的 
LiCoO2はLiCl溶融塩中でLi金属により還元され、Li2OとCoまたはCoOに転換され、

回収される。還元反応工程の最適化を図るため、処理対象物であるLiCoO2のLiによる

還元分解反応速度および回収Coの純度について、温度、Li2O濃度、LiCl/ LiCoO2お

よびLi/ LiCoO2をパラメーターとした。 

 

(ⅲ) 使用試料 

溶融塩 ： LiCl 

処理対象物 ： LiCoO2

還元材 ： Li 

 

(ⅳ) 実験条件 

溶融塩量  ： 約 100～200g  

LiCoO2添加量 ： 約 5～20g 

Li 添加量  ： 約 0～10g  

LiCl/LiCoO2  ： 約 10～50(g/g)  

Li/LiCoO2  ： 約 0～1(g/g)  

溶融温度  ： 約 700℃以下 
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処理時間 ： 1～24h 

 

(ⅴ) 実験手順 

1) LiClとLiCoO2の装荷および溶融 

約 300ccの容器に必要量の粉末状のLiClと粉末状のLiCoO2を装填し、グローブ

ボックス内の電気炉を用いて、昇温･溶融した。 

 

2)  Li の添加 

溶融後、Li を必要量添加した。 

 

3) 溶融処理 

添加後、必要時間還元処理した。 

 

4) 炉冷 

還元処理後、電気炉の電源を切り炉冷した。 

 

5) 分析用試料作製方法 

還元処理後、還元処理物をステンレスバッドに空け、自然冷却固化した。この固

化体を分析物採取用チャック付ビニール袋に入れた。さらに試料入りビニール袋を

デシケーター内で保存した。 

 

(ⅵ) 分析内容 

 分析用試料に対して下記の分析を実施した。 

 

1) 溶融塩中のLi、Li3NおよびLi2Oの定量分析 

分析用試料を精製水に溶解させ、発生するガスの量および成分を計測した。試

料中にはLi、Li3N、 Li2O、LiClが存在する可能性があり、水との反応でLiは水素を、

Li3Nはアンモニアを、Li2OはLiOHを生成する。次に、酸で滴定し、LiOH量を算出し

た。 

 

2) 残渣の定性および定量分析 

前項「溶融塩中のLi、Li3NおよびLi2Oの定量分析」で得られた溶解残渣をろ過し、

メタノール洗浄、乾燥させ、分析用試料とした。ＸＲＤにより定性分析を、ＩＣＰにより

定量を実施した。 

 

② Li 電析工程 
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(ⅰ) 実験概要 

本実験は、グローブボックス内で溶融したLiCl中のLi2Oを電気分解により、陰極にLi

を析出させ、陽極に酸素ガスが発生させるものである。電気分解は式 3-(2)-3 および式

3-(2)-4 と想定される。 

 4Li+ + 4e- → 4Li （陰極） ・・・ (式 3-(2)-3) 

 2O2- → O2 + 4e- （陽極） ・・・ (式 3-(2)-4) 

 

（ⅱ） 実験目的 

還元反応工程にてLiCoO2中のCoは金属に還元され分離回収でき、LiはLi金属によ

り還元されてLi2Oに転換される。このLi2OはLiCl中に溶解する。本プロセスでは、LiCl

中に溶解するLi2O を電位制御による電気分解でLiを析出させる。Li電析工程の最適

化を図るためLi2Oの電気分解におけるV-I特性実験およびLi電析特性実験による電気

的特性および電解効率について、電析電流、電析電圧、電極材およびLi2O濃度をパ

ラメーターとし、最適化を実施した。 

 

(ⅲ) 使用試料 

溶融塩 ： LiCl 

電解対象物 ： Li2O 

 

(ⅳ) 実験条件 

1) V-I 特性実験 

溶融塩  ： 約 100～200g  

Li2O量  ： 約 0～20g  

Li2O濃度 ： 約 0～10wt％ 

電解モード ： ポテンショスタット電圧挿引  

電圧挿引速度 ： 0.50V/min 以下 

電圧挿引範囲 ： 0～-5V (陰極-陽極)  

温度  ： 700℃以下 

 

2) Li 電析特性実験 

溶融塩  ： 約 100～200g 

Li2O量  ： 約 0～20g  

Li2O濃度 ： 約 0～10wt％ 

電解モード ： ガルバノスタット定電流電解  

電解電流  ： 0～-3A 

電解電圧  ： 0～-6V 
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温度  ： 700℃以上 

 

(ⅴ) 実験手順 

1) 溶融容器・管類乾燥 

実験で使用する溶融容器・管類を電気炉内で 300℃まで昇温し、数時間加熱乾

燥を実施した。乾燥終了後ヒーターを OFF とした。 

 

2) 試薬計量 

計量容器内に試薬を所定量入れ、グローブボックス内の電子天秤にて計量を行

った。計量後、計量容器内の試薬を溶融容器に移した。 

 

3) 昇温 

グローブボックス内で試薬を装填し、溶融容器を電気炉内で昇温溶融した。 

 

4) V-I 特性実験 

Li 電析セルからの陰極、陽極のリード線をポテンショ・ガルバノスタットおよびファ

ンクションジェネレーターに接続し、電圧挿引時の電流値を計測した。 

 

5) Li 電析特性実験 

Li 電析セルからの陰極、陽極のリード線をポテンショ・ガルバノスタットに接続し、

所定の電流値で定電流電解を実施し、電圧値を計測した。  

 

6) 炉冷 

実験終了後、Li 電析セル内の電極および熱電対等を取り除く。その後、ヒーター

電源を OFF とし、自然冷却で室温まで冷却する。 

 

7) 分析用試料作製方法 

グローブボックス内で、溶融容器を電気炉より取り出し、容器内の溶融塩をステン

レスバット中へ流し込む。ステンレスバット中で固化後、固化体をチャック付ビニール

袋に入れた。さらに試料入りビニール袋をデシケーター内で保存した。 

 

（ⅵ） 分析内容 

分析用試料を精製水に溶解させ、発生するガスの量および成分を計測した。試

料中にはLi、Li3N、 Li2O、LiClが存在する可能性があり、水との反応でLiは水素を、

Li3Nはアンモニアを、Li2OはLiOHを生成する。次に、酸で滴定し、LiOH量を算出し

た。 
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(c) 溶融塩取扱についての研究開発 

溶融塩取扱プラント及び実験における構造材の腐食及びメンテナンスに関する情報及び

文献等を調査・収集を実施した。また、前項の「反応条件の最適化」で明らかになった溶融塩

取扱技術をまとめた。 

 

(d) 1/25ベンチスケールプラント設計/製作 
① 設計/製作概要 

1/25 ベンチスケールプラント設計/製作を実施した。

 

② 設計/製作目的 

コスト検討から実機での処理量を 23kg-LiCoO2/h (560kg- LiCoO2/day )をターゲットと

して設定しており、1/25ベンチスケールプラント（処理量0.8kg-LiCoO2/h）による運転試験

を実施し、実機へのスケールアップによる問題点をピックアップする必要がある。従って、こ

れまで実施した最適化反応条件を基に 1/25 ベンチスケールプラントの設計・製作を実施

した。

 

③ 設備・機器 

(ⅰ) 1/25 ベンチスケールプラント 

1) Li, Co 回収ベンチスケール試験装置 

ｱ) 還元電析槽 

ｲ) 電気炉 

ｳ) 還元ユニット 

ｴ) 電析ユニット 

2) グローブボックス 

3) ガス精製装置 

(ⅱ) 試験装置建屋 

 

(e) 1/25 ベンチスケールプラント運転試験 
本試験では、処理プロセスである還元反応工程および Li電析工程を運転実証するた
めに実施した。 
 

① 還元反応工程 

(ⅰ) 試験概要 

本試験はグローブボックス内に設置されたLi, Co回収ベンチスケール試験装置の

電気炉内の還元電析槽で溶融したLiCl中で、LiCoO2をLiでCo およびLi2Oに還元する
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ものである。 

 

(ⅱ) 実験目的 

LiCoO2はLiCl溶融塩中でLi金属により還元され、Li2OとCoに転換され、回収される。

これまでの反応最適化検討を基に条件を設定し、これを本試験により 1/25 スケールで

実証するものである。 

 

(ⅲ) 使用試料 

溶融塩 ： LiCl 

処理対象物 ： LiCoO2

還元材 ： Li 

 

(ⅳ) 実験条件 

溶融塩量 ： LiCl (約 50kg 以下) 

LiCoO2量 ： 約 2kg 以下 

Li 添加量 ： 約 0.5kg 以下 

溶融温度 ： 約 700℃ 以下 

処理時間 ： 10 時間以下 

 

(ⅴ) 実験手順 

実験手順については、3-(2)-(b)-①-(ⅴ)項と同様。 

 

(ⅵ) 分析内容 

分析内容については、3-(2)-(b)-①-(ⅵ)項と同様。 

 

② Li 電析工程 

(ⅰ) 試験概要 

本試験は、グローブボックス内で溶融したLiCl中のLi2Oを電気分解により、陰極にLi

を析出させ、陽極に酸素ガスを発生させるものである。 

 

(ⅱ) 実験目的 

還元反応工程にてLiCoO2中のCoは金属に還元され分離回収でき、LiはLi金属によ

り還元されてLi2Oに転換される。このLi2OはLiCl中に溶解する。本プロセスでは、LiCl

中に溶解するLi2O を電位制御による電気分解でLiを析出させる。 

これまでの反応最適化検討を基に条件を設定し、これを本試験により 1/25 スケール

で実証するものである。 
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(ⅲ) 使用試料 

溶融塩 ： LiCl 

電解対象物 ： Li2O 

 

(ⅳ) 実験条件 

溶融塩  ： LiCl (約 50kg 以下) 

Li2O濃度  ： 約 10wt%以下 

電析電圧  ： 3.5V 以下 

温度  ： 約 700℃以下 

 

(ⅴ) 実験手順 

実験手順については、3-(2)- (b)-②-(ⅴ)項と同様。 

 

(ⅵ) 分析内容 

分析内容については、3-(2)- (b)-②-(ⅵ)項と同様。 

 

(3) 結果および考察 
(a) プロセス選定の結果および考察 
反応シミュレーションを実施し、いくつかの処理候補プロセスを検討した。 

この候補プロセス中からCo及びLiの分離回収が出来、二次廃棄物が出ない利点から

Li-LiClプロセスを選定した。Li-LiClプロセスの概要は図 3-(2)-1 を参照のこと。

Li-LiClプロセスは、主にLi還元処理工程及びLi電析工程の二つの工程からなる。シス

テムにおけるLiはLiCoO2の還元材として用いられ、溶融塩であるLiClは還元材Li及び還

元生成物Li2Oが溶解することから、還元反応の均一化・安定化に寄与し、還元反応後段

のLi2OのLi電解を実施するために用いられる。 

本プロセスで使用する Li は大気成分である窒素及び酸素と反応することから、雰囲

気は Ar 等の希ガスを使用する。基本的に、廃棄物は Li 電析槽で発生する酸素ガスの

みである。 

 

(b) 反応条件の最適化の結果および考察 
Li-LiCl プロセスでは、Co回収を実施する還元反応工程と Li 回収を実施する Li 電析工程

があり、ぞれぞれの工程について反応条件の最適化を実施し、1/25 ベンチスケールプラント

の設計に反映できるようまとめた。 

 

① LiCl 溶融塩量 
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還元電解槽をコンパクトに且つ経済的な容量設定を実施する必要があり、こ

の槽の容量はこの中に入れる溶融塩量により決まる。槽の冷却が必要ないレベ

ルである温度上昇から溶融塩量を選定した。検討の結果、LiCl/LiCoO2は 30wt

比以下とした。 

 

② 還元分解率 

還元分解は処理対象物であるLiCoO2とLiの反応である。検討の結果、目標とす

る還元分解率 90%（湿式法と同程度）を満足するためのLi/LiCoO2は約 0.4wt比以下

であった。 

 

③ 還元分解処理時間 

還元分解率 90%（湿式法と同程度）を満足するために還元分解処理に必要な処

理時間を検討した。約２時間の処理で目標とする還元分解率が得られた。 

 

 ④ Li 電析電極 

Li 電析に使用する電極材の選定を実施した。種々の金属を－極および＋極に

使用して電解効率を検討した。検討の結果、陰極および陽極ともに鉄系電極が

良好な電気的特性を示し、電解効率約 90％を示すことが分かった。 

 

(c) 溶融塩取扱の結果および考察 
本プロセスでは、LiCl 溶融塩及び溶融 Li 金属等の反応性・腐食性の高い物質を使用する

ことから、構造材の耐食性及び反応工程への影響を考慮して、実機及び 1/25 ベンチスケー

ルプラントの容器構造材を選定した。 

事前の文献調査によりLi-LiClプロセスで用いる溶融Li金属は、ステンレスとの濡れ性が高

いことが示唆された。高い濡れ性から溶融Li 金属と LiCl 溶融塩との接触面積が広がる。特に

還元反応工程での還元分解速度に大きく寄与することが、セラミックス材との比較試験により

明らかとなった。従って、実機要求仕様では処理量を優先とし、還元分解速度を高くするため

容器構造材はステンレスを適用する。 

 

(d) 1/25 ベンチスケールプラント設計/製作の結果 

反応条件の最適化まとめでのデータを基に 1/25 ベンチスケールプラントの設計

/製作を実施した。以下に、その設計による 1/25 ベンチスケールプラントの装置仕

様概略を示す。 

 

① Li,Co回収ベンチスケール試験装置 
槽基数 ： 1槽 
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槽寸法 ： φ400×H400×t10mm 
槽内容量 ： 約 50L 
運転温度 ： 700℃以下 
運転圧力 ： 常圧 
処理量 ： 2kg-LiCoO2/Run 

 

② グローブボックス 
基数  ： 1基 
材質  ： ステンレス鋼（床・枠） 

ガラス（窓）,ブチルゴム（グローブ） 
寸法  ： L2000 ×W800×H2200mm 

 

③ ガス循環精製装置 
基数  ： 1基 
材質  ： 炭素鋼 
寸法  ： L1600×W1600×H2100mm 
運転温度 ： 常温 
循環流量 ： 20m3/h以上 

 

 

(e) 1/25 ベンチスケールプラント運転試験の結果および考察 

1/25 ベンチスケールプラントを使用して、本処理プロセスである Co 回収を実施す

る還元反応工程と Li 回収を実施する Li 電析工程の実証を実施した。 

 

① 還元反応工程 

還元反応工程では、処理対象物であるLiCoO2の還元分解率および回収Coの純度に

ついて実証した。 

 

(ⅰ) Co回収と還元分解率 
図 3-(3)-1 にLiCoO2から回収したCoを示す。 

目標の処理時間である 2.5時間では十分な還元分解率が得られなかった。この原因

は、LiCoO2バスケット形状が円筒状であったことによる。LiCoO2バスケットに装填した

LiCoO2の粉末塊に、ＬｉＣｌに溶解した還元剤であるＬｉが粉末塊表面から内部に浸透す

ることにより粉末塊内部でＣｏへの還元が進むものである。従って、バスケットの形状を

工夫することで還元分解率の向上が期待される。 
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(ⅱ) 回収 Coの純度 
回収した Co の純度は 99%以上であった。 

 

② Li 電析工程 

Li 電析工程では、陰極からのＬｉ回収を実証することができた。しかし、陽極の溶解が

発生し、Ｌｉ電析工程におけるＬｉの電析効率が十分高く取れなかった。従って、Ｌｉの電析

効率を向上させるために、材料再選定すると同時に電析のシミュレーションを実施し、電

極の配置および形状の最適化を実施する必要がある。 

 

(4) まとめ 

(a) プロセス選定のまとめ 
Co 及び Li の分離回収が出来、二次廃棄物が出ない利点から Li-LiCl プロセスを選定

した。 

 

(b) 反応条件の最適化のまとめ 
LiCl 溶融塩量、還元分解率、還元分解処理時間、Ｌｉ電析電極をまとめ、1/25 ベ

ンチスケールプラント設計/製作に反映することができた。 

 

(c) 溶融塩取扱のまとめ 
実機要求仕様では処理量を優先とし、還元分解速度を高くするために容器構造材はステ

ンレスを適用する。 

 

(d) 1/25 ベンチスケールプラント設計/製作のまとめ 
最適化反応条件をもとに 1/25 ベンチスケールプラント設計/製作を完遂することが

できた。 

 

(e) 1/25 ベンチスケールプラント運転試験のまとめ 
1/25 ベンチスケールプラント運転試験により Coおよび Liの回収を実証するこ

とができた。また、本システムのスケールアップによる問題点をピックアップする

ことができ、それに対する対策を検討した。 

 

4. 技術開発成果の概要 
本技術開発は、「プロセス選定」で電極材のリサイクルシステムとして Li-LiCl プロセスを選定し、

「反応条件の最適化」では 1/25 ベンチスケールプラント設計/製作に反映する設計仕様に

ついて、「溶融塩取扱」では文献調査および試験データを基に 1/25 ベンチスケールプラント

の材料選定について、「1/25 ベンチスケールプラント設計/製作」では最適化反応条件をも
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とにした 1/25 ベンチスケールプラント設計/製作について、「1/25 ベンチスケールプラン

ト運転試験」ではスケールアップでの Coおよび Liの実証、問題点のピックアップおよび対

策検討について実施した。これらの技術開発成果を以下に示す。 

 

(a) プロセス選定 
Co 及び Li の分離回収が出来、二次廃棄物が出ない利点から Li-LiCl プロセスを選定し

た。 

 

(b) 反応条件の最適化 
1/25 ベンチスケールプラント設計/製作に反映するよう以下の設計仕様をピックア

ップした。 
LiCl 溶融塩量  ： LiCl/LiCoO2は 30wt 比以下 

還元分解率  ： Li/LiCoO2は 0.4wt比以下 

還元分解処理時間 ： 約２時間 

Li 電析電極材  ： 鉄系 

 

(c) 溶融塩取扱 
Li-LiCl プロセスで用いる溶融 Li 金属はステンレスとの濡れ性が高く、溶融 Li 金属と LiCl 溶

融塩との接触面積が広がることから、特に還元反応工程での還元分解速度に大きく寄与する。

従って、実機要求仕様では処理量を優先とし、還元分解速度を高くするために容器構造材は

ステンレスを適用する。 

 

 

(d) 1/25 ベンチスケールプラント設計/製作 
最適化反応条件をもとにした 1/25 ベンチスケールプラント設計/製作として主に以下

の装置の設計/製作を実施した。 

・Li,Co回収ベンチスケール試験装置  
・グローブボックス 
・ガス循環精製装置 

 

(e) 1/25 ベンチスケールプラント運転試験 
1/25 ベンチスケールプラントを使用して、本処理プロセスであるCo回収を実施する

還元反応工程とLi回収を実施するLi電析工程の実証を実施した。また、本システムのス
ケールアップによる問題点である、LiCoO2バスケット形状検討および電極仕様検討の必要

性をピックアップすることができ、それに対する対策を検討した。 
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5. あとがき 
「プロセス選定についての研究開発」、「反応条件の最適化についての研究開発」、「溶融塩取

扱についての研究開発」、「1/25 ベンチスケールプラント設計/製作」および「1/25 ベンチスケール

プラント運転試験」で技術開発を実施し、プロセス選定、反応条件の最適化および溶融塩取扱をま

とめ、これを 1/25 ベンチスケールプラント設計/製作に反映させることでスケールアップ

の運転試験に技術的確証に抜け落ちがでないベンチスケールプラントの設計製作を完

遂させた。運転試験を実施し実機製作への問題点を明らかにしその対策を検討すること

ができた。本事業は終了するが、廃棄LiCoO2の供給元になる可能性のあるリサイクラー、非鉄金

属および電池メーカーへの技術的アプローチを実施し、実廃棄物を供給してもらいながら共同で

実証試験を推し進めることにより、実機開発をする計画である。 
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(3Li + LiCoO2 → 2Li2O + Co) ( (+) 2O2- → O2 + 4e-)
( (-) 4Li+ + 4e-→ 4Li )

[溶融塩中]

Li-LiClプロセス

溶融塩

溶融塩

[溶融塩中]  

 

図 3-(2)-1 Li-LiCl プロセスの概要 

 

 

 

 

 

図 3-(3)-1 1/25 ベンチスケール試験 回収 Co 
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技術開発促進事業終了報告書＜公開版＞の取扱いについて 

 

本報告書は、参加企業の研究報告を目的に作成したものです。このため報告書の 

内容について引用等をされる場合には、参加企業及びＲＩＴＥの許可が必要ですので、

ご連絡いただくようお願い致します。 

 

連絡先 ①カワサキプラントシステムズ株式会社 プロジェクト開発総括部 

原子力室  原子力室長 山崎誠一郎 

              TEL  03-3615-5160    FAX  03-3640-9497 

          ②財団法人地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ） 

              研究企画グループ研究公募チーム  

              TEL  0774-75-2302    FAX  0774-75-2314 
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