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本日の報告内容

1．プロジェクト概要

2．廃超硬工具からのタングステン等の回収研究成果2．廃超硬工具からのタングステン等の回収研究成果

3．廃小型電子・電気機器からの希少金属の回収研究成果



11．プロジェクト概要．プロジェクト概要 （目的、期間）（目的、期間）

11．目．目 的的
希少金属等を含む廃小型電子・電気機器廃小型電子・電気機器、、超硬工具スクラップ等超硬工具スクラップ等か
ら、希少金属等を効率的な方法で回収・再生するための最適技術の
開発を通して、回収工程の省エネルギーの達成省エネルギーの達成及び希少金属等の回希少金属等の回
収率の向上収率の向上を図る収率の向上収率の向上を図る。

22．期．期 間間
平成平成1919年度から平成年度から平成2222年度（年度（44年間）年間）

3 事業内容事業内容3.. 事業内容事業内容
11））廃超硬工具からのタングステン等の回収技術廃超硬工具からのタングステン等の回収技術：

従来法よりも少ない工程でタングステンを回収する技術の開発。

22）） 廃小型電子・電気機器からの希少金属回収技術廃小型電子・電気機器からの希少金属回収技術：
物理的選別と化学的浸出・回収を組み合わせた希少金属回収フローの物理的選別と化学的浸出 回収を組み合わせた希少金属回収フロ の
開発。



11．プロジェクト概要．プロジェクト概要 （スケジュール）（スケジュール）

技術開発項目 19年度 20年度 21年度 22年度
1. 1. 廃超硬工具からのタン廃超硬工具からのタン
グステン等の回収グステン等の回収

基礎研究(1) 基礎研究

(2) 設備設計・製作

(3) 実証規模試験

22 廃小型電子 電気機器廃小型電子 電気機器2. 2. 廃小型電子･電気機器廃小型電子･電気機器
からの希少金属の回収からの希少金属の回収

(1)要素技術の研究(1) 要素技術の研究

(2) 総合評価

3.技術検討調査等



11．プロジェクト概要．プロジェクト概要 （研究テーマ）（研究テーマ）

平成20年度テーマ（概要）

１．廃超硬工具からのタングステン等の回収 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

１）廃超硬工具からのタングステン等の回収技術の
開発　（住友電工・ハードメタル・アライドマテリアル）

現行の超硬工具スクラップ回収プロセスを見直し、低コスト、エネルギー削減を目指す。
溶融塩による直接溶解、イオン交換法による分離精製法の開発

２．廃小型電子・電気機器からの希少金属の回収 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　容

1）廃小型電子・電気機器の高度分析システムの開
発　（東北大・白鳥教授）

希少金属を含有する素子・部材を簡便に分析するための基礎データの蓄積、分析手法
の検討

2）粉砕物選別および部品選別によるＰＣ・携帯電話 携帯電話、デスクトップPC等の基板について、部品／破砕物単位での希少金属濃縮の）粉砕物選別 部品選別 携帯電話
基板からの希少金属類の濃縮　（早大・大和田教授）

携帯電話、 ク 等 板 、部品 破砕物単位 希少 属濃縮
可能性検討

3）粉砕基板の物理選別
　（産総研・大木グループ長）

ノートPC、サーバー、HDD等の基板について、部品／破砕物単位での希少金属濃縮の
可能性検討

）廃小型電子 電気機器から 金属 回収 物理的選別により金属濃縮を図 た濃集産物から 化学的に希少金属等を回収する技4）廃小型電子・電気機器からの金属の回収
　（三井金属）

物理的選別により金属濃縮を図った濃集産物から、化学的に希少金属等を回収する技
術の開発

5）廃プラスチックや廃基板類からの脱ハロゲンと金
属回収技術の開発　　(DOWAエコシステム）

廃小型電子・電気機器を処理するにあたって発生する外装のプラスチック、廃基板類の
合理的な処理方法の開発

6）Nd-Fe-B磁石からの希少金属の回収
　（東北大・中村教授）

Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ磁石スクラップのスクラップについて、マイクロバブルを用いた安価で工程
が単純な新規分離プロセスの開発

7）Nd-Fe-B磁石からの希少金属の回収
（産総研 田中グル プ長）

Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ磁石スクラップのスクラップについて、希土類元素の選択熔解技術の開発
及び溶媒抽出プロセスの開発　（産総研・田中グループ長） 及び溶媒抽出プロセスの開発

8）Nd-Fe-B磁石からの希少金属の回収
　（ＪＯＧＭＥＣ小坂金属資源技術研究所）

Ｎｄ－Ｆｅ－Ｂ磁石スクラップのスクラップについて、消磁方法の検討、Ｎｉメッキの剥離方
法の前処理方法、廃スラッジからの希少金属回収技術の開発



22．廃超硬工具からのタングステン回収．廃超硬工具からのタングステン回収 （研究範囲）（研究範囲）

酸化焙焼

廃超硬工具廃超硬工具
従来法 本研究開発

廃超硬工具廃超硬工具
（廃超硬工具）（廃超硬工具）

ハードスクラップ
酸化焙焼

アルカリ浸出

溶融塩等による
直接溶解

残渣

ＮａＮａ２２ＷＯＷＯ４４ 溶液溶液

Ｃａ塩による置換

Ｃｏ、Ｔａ 等希少金属ＮａＮａ２２ＷＯＷＯ４４ 溶液溶液

ソフトスクラップ（研削スラッジ）

酸分解

アルカリ溶解

イオン交換等による
直接変換

アルカリ溶解

超硬工具：

(NH(NH44))２２ＷＯＷＯ４４ 溶液溶液 (NH(NH44))２２ＷＯＷＯ４４ 溶液溶液

結晶化

ＡＡ ＰＰ ＴＴ （パラタングステン酸アンモニウム）（パラタングステン酸アンモニウム）

超硬工具：

・年間生産量約6,000トン

・W約85% Co約10%

結晶化

仮焼・還元・炭化

W C (W C (タングステンカーバイド）タングステンカーバイド） W CW C

・W 約85%、Co 約10% 仮焼・還元・炭化



22．廃超硬工具からのタングステン回収．廃超硬工具からのタングステン回収 （（目標、研究の内容目標、研究の内容））

最終目標値：

1）エネルギー削減率 ・・・・・・・ 40％以上削減1）エネルギ 削減率 40％以上削減
2）タングステンの回収率 ・・・・ 95％以上
3）Ｔａ Coの回収率 ・・・・・・・ 90％以上

平成20年度研究内容

3）Ｔａ、Coの回収率 ・・・・・・・ 90％以上

平成20年度研究内容：

① ソフトスクラップからのタングステン回収技術開発

② Cr、V分離除去の研究

③ APTの粒径と合成条件の関係③ APTの粒径と合成条件の関係

④ 量産要素技術検討用装置の導入



2－① ソフトスクラップからのタングステン回収技術開発

廃超硬 ハ ドスクラップ中のWCは溶解反応でN O(l)を生成

『ソフトスクラップ』を溶融塩溶解の副生成物のNa2Oで溶解

廃超硬 ハードスクラップ中のWCは溶解反応でNa2O(l)を生成

2WC(s)＋6NaNO3 (s)＋1/2O2(g)→2Na2WO4(l) ＋Na2O(l) ＋6NO(g)＋2CO2(g)

副生成物のNa2O(l)とソフトスクラップ中のWCと穏やかに反応
WC( )＋N O(l) ＋5/2O ( ) N WO (l)＋CO ( )

/a
.u
. Na2WO4

WC(s)＋Na2O(l) ＋5/2O2 (g)→ Na2WO4(l)＋CO2(g)

反応中のソフトスクラップ

In
te
ns
ity
/ 反応中のソフトスクラップ

と溶融塩溶解物

10 20 30 40 50 60 70 80 90
2θ/degree図 WC粉末の反応後のXRD

プ プ
反応が終息したソフト
スクラップと溶融塩溶解物

ソフトスクラップはハードスクラップの溶融塩溶解物を冷却
する前に投入・反応させることで効率的な処理が可能。



2－② Cr、V分離除去の研究

『ハードスクラップ』をNaNO3溶融塩で溶解（720℃）した反応生成物に
各種還元剤を添加して還元処理（ 700℃）した後、水溶化

表 還元処理前後の溶解生成物水溶化処理後の水溶液中のCr、V濃度

(添加量は溶融塩溶解物1 0に対するソフトスクラップの割合( )は同モル比 分析はICP)

※反応前の分析試料はサンプリング箇所により濃度ばらつきあり

(添加量は溶融塩溶解物1.0に対するソフトスクラップの割合( )は同モル比, 分析はICP)

Crは還元されて水に不溶化し、除去可能。
Vを還元で完全に除去するには困難。（５％程度溶存する）
平成 年度 イオ 交換 程 除去試験実施⇒平成２１年度にイオン交換工程での除去試験実施



2－③ APTの粒径と合成条件の関係

①平均粒度（FSSS）：50～100µm（高流動性）

1）開発目標

②粒度分布幅小

2）検討要因

①温度、②加熱時間、③撹拌回転数

2）検討要因

条 件 傾 向

3）試験結果
①400 rpm ⑤800 rpm

条 件 傾 向

合成温度 粒径に影響なし

熱時 ど粒径

FSSS:24.0µm FSSS:21.6µm

加熱時間 長いほど粒径小

攪拌回転数 小さいほど粒径大

攪拌回転数がAPT形状に及ぼす影響



2－④ 量産要素技術検討用装置の導入-1

NaNO3

脱

①ﾊｰﾄﾞｽｸﾗｯﾌﾟとNaNO3を定量供給しながら、
溶解炉で溶解塩溶解を実施（約720℃)

ﾊｰﾄﾞｽｸﾗｯﾌﾟ

脱
硝

装
置

外
気

溶解炉で溶解塩溶解を実施（約720℃)

②ｿﾌﾄｽｸﾗｯﾌﾟをNa2Oと反応させ溶解を実施

③溶融塩を冷却後 水溶解してN WO 水定量
定量

③溶融塩を冷却後、水溶解してNa２WO4水

溶液に調製

定量

供給装置
供給装置

密
閉
構

溶
解
炉

開閉栓

構
造

ｿﾌﾄｽｸﾗｯﾌﾟ

炉

純水

保
持
炉

Na2WO4
水溶液 イオン交換工程へ

NOx安全対策：設備をパーテーション内に設置

炉



2－⑤ 量産要素技術検討用装置の導入-2

反応容器反応容器

保持炉



22．廃超硬工具からのタングステン回収．廃超硬工具からのタングステン回収 （今後の課題）（今後の課題）

Ｖの除去方法検討（イオン交換工程での分離 除去等）・Ｖの除去方法検討（イオン交換工程での分離、除去等）

・Ｔａ Ｃｏ等の有価金属回収の自動化Ｔａ、Ｃｏ等の有価金属回収の自動化

・イオン交換に関する晶析抑制技術開発イオン交換に関する晶析抑制技術開発

・ＡＰＴ合成に関する粒径制御技術開発

・各設備での量産要素試験の実施、及び実証プラント設計



33．廃小型電子・電気機器からの希少金属回収．廃小型電子・電気機器からの希少金属回収 （研究範囲）（研究範囲）

廃小型電子・電気機器廃小型電子・電気機器

②

①収集・実態把握廃小型電子・電気機器廃小型電子・電気機器

②

①収集・実態把握 DOWAエコシステム

② 解砕・分別

金属部品等

②解砕・分別

金属部品等

東北大学 白鳥教授

③ 物理選別
金属･プラスチック・基板

体化物

Ｎｄ-Ｆｅ-Ｂ 磁石
③物理選別

金属･プラスチック・基板

体化物

Ｎｄ-Ｆｅ-Ｂ 磁石

早稲田大学 大和田教授
産総研 大木グループ長

⑥ 熱分解処理⑤前処理・化学的抽出

一体化物

レアメタル濃集物ベースメタル・貴金属

⑥熱分解処理⑤前処理・化学的抽出

一体化物

レアメタル濃集物ベースメタル・貴金属
産総研 田中グループ長
JOGMEC 松本主任研究員 DOWAエコシステム

⑥ 熱分解処理⑤前処理 化学的抽出

ベースメタル・貴金属 レアメタル 飛灰・金属残渣

④化学的抽出
⑥熱分解処理⑤前処理 化学的抽出

ベースメタル・貴金属 レアメタル 飛灰・金属残渣

④化学的抽出 三井金属

ベ スメタル・貴金属 レアメタル 飛灰 金属残渣ベ スメタル・貴金属 レアメタル 飛灰 金属残渣

各種レアメタル精製施設非鉄製錬所 各種レアメタル精製施設非鉄製錬所



33．廃小型電子・電気機器からの希少金属回収．廃小型電子・電気機器からの希少金属回収 （（目標、研究の内容目標、研究の内容））

最終目標値：

1）エネルギー削減率 ・・・・・・・・・・・・ 40％以上削減1）エネルギ 削減率 40％以上削減
2）金、銀、銅、ニッケル回収率 ・・・・ 95％以上
3）インジウム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90％以上3）インジウム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 90％以上
4）タンタル、レアアース ・・・・・・・・・・ 80％以上

平成20年度研究内容 (抜粋紹介)平成20年度研究内容 (抜粋紹介)

解砕、物理選別による基板類からのレアメタル濃縮技術開発



3－1） 解砕、物理選別による基板類からのレアメタル濃縮技術開発

解砕装置（構造）

30°
ベ

装置仕様
回転数：200～1800rpm
分解時間 10 180 コンベア分解時間：10～180sec
ドラム径：860mm
投入容量：Max. 20kg
処理方式：バッチ処理

破砕産物はドラム下部から排出され破砕産物はドラム下部から排出され、

振動スクリーン（目開き
25mm×25mm）
を経て手選別工程へ

ドラムの底にある回転羽根で投入物を跳ね上げて内壁に衝突させることで破砕する

を経て手選別工程へ

・ドラムの底にある回転羽根で投入物を跳ね上げて内壁に衝突させることで破砕する
・ドラムは約30℃の傾きを持ち、内壁および回転羽根に突起を持つ



3－1） 解砕、物理選別による基板類からのレアメタル濃縮技術開発

処理後基板

HDD基板 ノートPC基板

サーバー基板 デスクトップPC基板



3－1） 解砕、物理選別による基板類からのレアメタル濃縮技術開発

試料のキャラクタリゼーション（部品手選別）

-0.25mm

0.25～0.5mm

それぞれ１８粒群に篩分

微粒子群
は対象外

基板

ＩＣチップ

タンタルコンデンサ

サーバー基板部品 6139.15g

ＨＤＤ基板部品 2253 66

それぞれ１４部品に手選別0.5～1mm

1～2mm

2～2.36mm

2 36～2 8mm タンタルコンデンサ

固体ケミコン

ケミコン

セラコン
ノートＰＣ基板部品 3121.41g

ＨＤＤ基板部品 2253.66g 2.36 2.8mm

2.8～3.35mm

3.35～4mm

4～4.75mm
磁着物

それぞれ２分割

ラ ン

抵抗

サーミスタ

水晶振動子

4.75～5.6mm

5.6～6.7mm

6.7～8mm

8～9 5mm

３分類

着

非磁着物

３×１５×１４×２
＝１２６０分類

コネクタ

コネクタ＋ピン

ピン

金属片

8 9.5mm

9.5～11.2mm

11.2～13.2mm

13.2～16mm

約１７万点

＝１２６０分類

金属片

その他

16～30mm

+30mm

３×１５×１４＝６３０分類３×１５＝４５分類



3－1） 解砕、物理選別による基板類からのレアメタル濃縮技術開発

濃集産物：サーバーから回収したタンタルコンデンサ
タンタルコンデンサ

PCサーバー試料中に３．３８％

２０７．５５ｇ／６１３１．８２ｇ

１）単位操作の選別成績

１．スクリーニング ３．磁 選

粒 度：2.80～4.75mm粒 度：2.80 4.75mm

２００．９７ｇ／８６２．５０ｇ １９２．６３ｇ／２２６．５７ｇ

品 位：２３．３％
収 率：９６．８％

品 位：８５．０％
収 率：９８．２％

乾式 重選

２００．９７ｇ／８６２．５０ｇ ｇ／ ｇ

２）３単位操作総合選別成績

品 位 ８５ ０％２．乾式比重選別

品 位：７４．９％
収 率：９７．７％

総合分離効率

品 位：８５．０％
収 率：９２．８％
除 去：９９．４％

１９６．２６ｇ／２６１．９７ｇ
総合分離効率
９２．２％



ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました。


