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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウ
ムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む前記溶液であり、かつ前記元
素の濃度が１×１０−２ｍｇ／Ｌ以上１３４０ｍｇ／Ｌ以下の前記溶液と、絶縁層によっ
て表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させ、前記シリコン上
に、前記元素からなる金属を析出させる析出工程と、
前記シリコン上に析出した前記元素からなる金属を回収する回収工程を含む、
金属の回収方法。
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【請求項２】
フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウ
ムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む前記溶液であり、かつ前記元
素の濃度が１×１０−２ｍｇ／Ｌ以上１３４０ｍｇ／Ｌ以下の前記溶液と、絶縁層によっ
て表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させ、前記シリコン上
に、前記元素からなる金属を析出させる析出工程と、
前記溶液から前記元素からなる金属が析出したシリコンを除去する除去工程を含む、
溶液の再生方法。
【請求項３】
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フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウ
ムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む前記溶液であり、かつ前記元
素の濃度が１×１０−２ｍｇ／Ｌ以上１３４０ｍｇ／Ｌ以下の前記溶液と、絶縁層によっ
て表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させる反応槽と、
接触させた前記反応槽内の前記溶液と前記シリコンの混合液を前記反応槽から排出する
排出部と、
排出された前記混合液を固液分離する固液分離手段と、
分離された前記シリコン上に析出した前記元素からなる金属を回収する回収部とを備え
る、
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金属回収システム。
【請求項４】
前記溶液が、アルカリ性である、
請求項１に記載の金属の回収方法。
【請求項５】
前記溶液が、アルカリ性である、
請求項２に記載の溶液の再生方法。
【請求項６】
前記溶液が、アルカリ性である、
請求項３に記載の金属回収システム。

20

【請求項７】
前記溶液中の前記元素の価数と、前記元素のイオン濃度に応じて供給する前記シリコン
の量を制御する供給シリコン量制御手段をさらに備え、
前記供給シリコン量制御手段が、それぞれの前記元素の価数、前記元素のイオン濃度、
及び前記シリコンの粒径に基づいて算出される表面積基準の前記シリコンの量を制御する
、
請求項３に記載の金属回収システム。
【請求項８】
フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウ
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ムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む溶液であり、かつ前記元素の
濃度が１×１０−２ｍｇ／Ｌ以上１３４０ｍｇ／Ｌ以下の前記第１の溶液と、絶縁層によ
って表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させる収容槽と、
接触させた前記反応槽内の第２の溶液と前記シリコンの混合液を前記収容槽から排出す
る排出部と、
排出された前記混合液を固液分離する固液分離手段と、
分離された前記シリコン上に析出した前記元素からなる金属を回収する回収部とを備え
、
前記固液分離手段によって得られた第３の溶液を再度利用する、
溶液の再利用システム。
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【請求項９】
前記第１の溶液が、アルカリ性である、
請求項８に記載の溶液の再利用システム。
【請求項１０】
前記第１の溶液中の前記元素の価数と、前記元素のイオン濃度に応じて供給する前記シ
リコンの量を制御する供給シリコン量制御手段をさらに備え、
前記供給シリコン量制御手段が、それぞれの前記元素の価数、前記元素のイオン濃度、
及び前記シリコンの粒径に基づいて算出される表面積基準の前記シリコンの量を制御する
、
請求項８又は請求項９に記載の溶液の再利用システム。
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【請求項１１】
フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
むアルカリ性の溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、
及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む前記溶液と、絶
縁層によって表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させ、前記
シリコン上に、前記元素からなる金属を析出させる析出工程と、
前記シリコン上に析出した前記元素からなる金属を回収する回収工程を含む、
金属の回収方法。
【請求項１２】
フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
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むアルカリ性の溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、
及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む前記溶液と、絶
縁層によって表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させ、前記
シリコン上に、前記元素からなる金属を析出させる析出工程と、
前記溶液から前記元素からなる金属が析出したシリコンを除去する除去工程を含む、
溶液の再生方法。
【請求項１３】
フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
むアルカリ性の溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、
及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む前記溶液と、絶
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縁層によって表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させる反応
槽と、
接触させた前記反応槽内の前記溶液と前記シリコンの混合液を前記反応槽から排出する
排出部と、
排出された前記混合液を固液分離する固液分離手段と、
分離された前記シリコン上に析出した前記元素からなる金属を回収する回収部とを備え
る、
金属回収システム。
【請求項１４】
フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
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むアルカリ性の溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、
及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む第１の溶液と、
絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させる収
容槽と、
接触させた前記反応槽内の第２の溶液と前記シリコンの混合液を前記収容槽から排出す
る排出部と、
排出された前記混合液を固液分離する固液分離手段と、
分離された前記シリコン上に析出した前記元素からなる金属を回収する回収部とを備え
、
前記固液分離手段によって得られた第３の溶液を再度利用する、
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溶液の再利用システム。
【請求項１５】
フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウ
ムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む前記溶液と、絶縁層によって
表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させる反応槽と、
接触させた前記反応槽内の前記溶液と前記シリコンの混合液を前記反応槽から排出する
排出部と、
排出された前記混合液を固液分離する固液分離手段と、
分離された前記シリコン上に析出した前記元素からなる金属を回収する回収部とを備え
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、
前記溶液中の前記元素の価数と、前記元素のイオン濃度に応じて供給する前記シリコン
の量を制御する供給シリコン量制御手段をさらに備え、
前記供給シリコン量制御手段が、それぞれの前記元素の価数、前記元素のイオン濃度、
及び前記シリコンの粒径に基づいて算出される表面積基準の前記シリコンの量を制御する
、
金属回収システム。
【請求項１６】
フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオンを０ｍｇ／Ｌ超８ｍｇ／Ｌ未満含
む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウ
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ムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む第１の溶液と、絶縁層によっ
て表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコンとを接触させる収容槽と、
接触させた前記反応槽内の第２の溶液と前記シリコンの混合液を前記収容槽から排出す
る排出部と、
排出された前記混合液を固液分離する固液分離手段と、
分離された前記シリコン上に析出した前記元素からなる金属を回収する回収部とを備え
、
前記固液分離手段によって得られた第３の溶液を再度利用し、
前記第１の溶液中の前記元素の価数と、前記元素のイオン濃度に応じて供給する前記シ
リコンの量を制御する供給シリコン量制御手段をさらに備え、
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前記供給シリコン量制御手段が、それぞれの前記元素の価数、前記元素のイオン濃度、
及び前記シリコンの粒径に基づいて算出される表面積基準の前記シリコンの量を制御する
、
溶液の再利用システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、金属の回収方法及び金属の回収システム、並びに溶液の再生方法及び溶液の
再利用システムに関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
各種のデバイスや部品において優れた特性を発揮させる希少金属は、産出量が少なく高
い価値を有する。近年、スマートフォンやタブレット端末に代表される通信機器の利用が
進み、また、電子機器に用いる集積回路やプリント基板の生産増加によって、貴金属をは
じめとする有用金属を如何に確保するかが産業界にとっての重要な課題となっている。一
方、これらの工業製品の生産増加によってそれらの廃棄物も増加しており、この廃棄物か
らの希少金属のリサイクルの重要性が高まっている。
【０００３】
また、貴金属などは、通常低品位の（純度が低い）状態で、鉱物中に存在している。し
たがって、低品位鉱物から貴金属を有効に濃縮することが産業界において求められている
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。
【０００４】
廃棄物や鉱物からの貴金属の精錬・回収は、古くから工業的に行われている。貴金属は
、希薄に貴金属を含有する廃棄物や鉱物から粗分離して濃縮する回収プロセスの後に、製
品レベルの純度まで分離精製される。貴金属の回収プロセスでは、還元剤による化学還元
、亜鉛などの卑な金属による置換法、溶媒抽出法、イオン交換樹脂法、電解法などが用い
られている。
【０００５】
一方、めっき、エッチング、電解精錬などの溶液（代表的には、電解溶液）を用いる処
理では、処理の過程で溶液中に不純物金属が溶解し、蓄積することがある。このため、溶
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液を再利用する際に、これらの不純物を除去する必要がある。また、溶液を廃棄する際に
は、有価貴金属を回収する必要がある。処理後の溶液に含まれる金属は微量であり、その
回収にはイオン交換樹脂法、電解法などが用いられている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平６−１３６４６５号公報
【特許文献２】特開平１０−２１９３６３号公報
【特許文献３】特開２０１３−１７７６６３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
貴金属の回収方法の一例として、例えば特許文献１が挙げられる。この文献には、使用
済み触媒から白金族金属を溶解抽出する技術が開示されている。具体的には、まず、外気
を遮断できる密閉容器中において無機酸及び酸化剤を廃触媒とともに封入する。次に、該
無機酸の濃度を上昇させる工程が行われ、その後、６０℃から１８０℃の温度で加熱抽出
する方法が開示されている。
【０００８】
特許文献１は、密閉容器中に、通常（大気圧）では存在しない高濃度状態の腐食性の無
機酸を存在させる方法が開示されている。このため、耐腐食性の容器が必要となる。した
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がって、設備コストの低減には限界がある。
【０００９】
また、電解法の場合、溶液中に溶解している金属濃度が低い場合には、電流効率が極端
に低い。このため、回収に要する時間が長くなってしまうという問題がある。また、回収
された金属が電極に付着するため、電極表面から付着した金属を回収する工程を必要とす
る。
【００１０】
また、イオン交換法の場合、イオン交換樹脂の単位容積あたりの金属保持量が少なく、
高濃度の金属溶液には適さない。また、処理速度が低く、設備が大きくなるなどの問題も
ある。さらに、イオン交換樹脂への吸着が飽和した場合に、多量のイオン交換樹脂の交換
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、再生が必要となり、コスト的に問題がある。
【００１１】
また、置換法の場合、回収すべき金属が卑な金属の表面を覆うと反応が停止する。この
ため、反応効率を向上させるために粉末状の卑な金属を用いることになる。しかしながら
、反応が激しくなり、装置化が難しいという問題があった。これを解決するために、反応
槽中に卑な金属の粒子同士を摺り合わせて、卑な金属の粒子に析出した金属を回収する装
置が提供されている（例えば、特許文献２参照）。
【００１２】
また、特許文献２に記載の発明は、置換法を用いて貴な金属を回収する。このため、回
収に用いた溶液を再利用するという思想は存在しない。
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【００１３】
また、従来の貴金属の回収方法においては、通常、貴金属濃度が１ｍｇ／Ｌ程度になる
まで貴金属が回収される。しかしながら、溶液中の貴金属濃度が１ｍｇ／Ｌよりもさらに
低濃度に至る広範な濃度の貴金属を含有する溶液の場合、それを回収するためには、別途
、溶液を濃縮する工程などが必要となる。
【００１４】
なお、本発明者らは、高濃度から１ｍｇ／Ｌよりもさらに低濃度にわたる広範な濃度の
貴金属溶液から、貴金属を回収する技術の１つとして、フッ化物イオンを含む溶液中に、
金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、イリジウム、ルテニウム、及びオスミウムの
群から選択される少なくとも１種の元素を含む金属廃棄物と、シリコンを混合させて、シ
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リコン上に希少金属を析出させることにより、希少金属を回収する技術を開示している（
特許文献３）。
【００１５】
しかしながら、上述の特許文献３の技術においては、回収工程の中にフッ化物イオンが
存在する。このため、回収工程後の溶液を廃棄・または再利用する場合に、回収処理後に
残存するフッ化物イオンを除去する必要がある。特に、電解液中の希少金属を回収するに
当って、フッ化物イオンとシリコンを混合させて希少金属を回収する方法においては、金
属回収後の溶液中にフッ化物イオンが共存するため、金属回収後の溶液を電解液として再
利用することができなくなる。
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【課題を解決するための手段】
【００１６】
シリコンの表面上には、通常、外気に触れることによって絶縁層が形成されている。本
発明者らは、シリコン絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていないシリコンを用
いることにより、特定の金属を回収することができることを見出した。シリコン絶縁層に
よって表面の全部又は一部が覆われていないシリコンを用いれば、特定の金属を含む複数
種の金属イオンが存在する溶液から特定の金属を効率よく選択的に回収する回収工程にお
いてフッ化水素酸に代表されるフッ化物イオンを含む溶液を用いなくとも、特定の金属を
効率よく選択的に回収することができる。加えて、本発明者らは、フッ化物イオンを含む
溶液を用いない場合には、該金属の回収工程を採用することにより、該溶液が再生される
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こと及び／又は再利用することができることも併せて見出した。
【００１７】
本発明における特定の金属の析出は、その特定の金属イオンの還元反応によってなされ
る。本発明においては、下記式（１）に示すように、溶液（例えば、水溶液）中に溶解し
ている特定の金属（Ｍ）のイオン（例えば、金属イオン、金属錯体、または金属錯体イオ
ンなどを含む。以下、総称して「金属イオン」ともいう）の還元反応が起こる。
この還元反応によりシリコン中に生じた正孔（ｈ＋）と、シリコン絶縁層の全部または
一部が除去された部位に存在するシリコンと水とが反応して酸化シリコンを生成する。本
説明においては、シリコンの酸化を４電子反応による二酸化シリコンの生成とする。
式（２）に示すように、シリコンの酸化反応には、４個の正孔が関与する。また、式（
３）に示すように、全反応においては、シリコン１原子に対して、（４／ｎ）個の金属原
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子が関与する。なお、本明細書中において用いる「水溶液」という用語には、アルコール
などが含まれていてもよい。
Ｍｎ＋→Ｍ＋ｎｈ＋

（１）

Ｓｉ＋２Ｈ２Ｏ＋４ｈ＋→ＳｉＯ２＋４Ｈ＋

（２）

ｎ＋

Ｓｉ＋（４／ｎ）Ｍ

＋２Ｈ２Ｏ→（４／ｎ）Ｍ＋ＳｉＯ２＋４Ｈ＋

（３）

＋

（式中、ｎは回収または除去する金属イオンの価数を、ｈ

は正孔を示す。）

【００１８】
例えば、金（Ａｕ）の回収をする場合においては、金は３価（３＋）であるので、金１
原子が還元されると、シリコンに３個の正孔が生じる。すなわち、シリコン１原子の酸化
に、４／３の金原子が関与することがわかる。
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【００１９】
このように、本発明の金属の回収方法は、回収工程においてフッ化物イオンが存在しな
い状態においても、特定の金属を十分に回収することができる。回収工程においてフッ化
物イオンが存在しない状態においては、フッ化物イオンを除去する工程を必要としないの
で、特に産業上、その回収処理が極めて容易であるとともに、回収のための装置構成を非
常に簡素化できることは特筆に値する。
【００２０】
本発明の金属の回収方法は、フッ化物イオンが存在しない水溶液中であっても、シリコ
ン絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていないシリコンの表面に、特定の金属の
金属イオン、金属錯体、及び／又は金属錯体イオン等が接触することによって行われる。
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本発明の具体的な金属の回収方法は、以下のとおりである。
【００２１】
本発明の１つの金属の回収方法は、フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化物イオ
ンを０ｍｇ/Ｌ超８ｍｇ/Ｌ未満含む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、
白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを
含む前述の溶液と、絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシリコ
ンとを接触させ、そのシリコン上に、前述の元素からなる金属を析出させる析出工程と、
そのシリコン上に析出した元素からなる金属を回収する回収工程を含む。
【００２２】
上述の金属の回収方法を用いれば、以下の金属の回収システムを構築することができる
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。
【００２３】
本発明の１つの金属の回収システムは、フッ化物イオンを含まない、又はそのフッ化物
イオンを０ｍｇ/Ｌ超８ｍｇ/Ｌ未満含む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジウ
ム、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオ
ンを含む前述の溶液と、絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていない粒子状のシ
リコンとを接触させる反応槽と、接触させたその反応槽内の前述の溶液とそのシリコンの
混合液を前述の反応槽から排出する排出部と、排出された前述の混合液を固液分離する固
液分離手段と、分離された前述のシリコン上に析出した前述の元素からなる金属を回収す
る回収部とを備える。
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【００２４】
上述のとおり、本発明の各金属の回収システムにおいては、該シリコンと該溶液とを接
触させた後の混合液は、フッ化物イオンを含まない、あるいは含んでいても極微量の溶液
である。したがって、上述の固液分離手段を用いて分離された溶液は、フッ化物イオンを
除去する必要がないため、そのまま再利用することができる。具体的には、この回収シス
テムによれば、上述の固液分離手段を用いて分離された溶液に、金、銀、銅、パラジウム
、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元
素を含む金属廃棄物又は低品位鉱物を溶解させた後、特定の金属を回収することができる
。
【００２５】
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また、本発明の１つの溶液の再生方法は、フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化
物イオンを０ｍｇ/Ｌ超８ｍｇ/Ｌ未満含む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジ
ウム、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素のイ
オンを含む前述の溶液と、絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていない粒子状の
シリコンとを接触させ、そのシリコン上に、前述の元素からなる金属を析出させる析出工
程と、前述の溶液から前述の元素からなる金属が析出したシリコンを除去する除去工程を
含む。
【００２６】
より具体的には、電解処理後の溶液（代表的には、電解溶液）を上述の金属の回収方法
と同様の反応機構を用いて処理することにより、シリコン上に金、銀、銅、パラジウム、
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ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素
を析出させる。特定の元素からなる金属が除去された溶液と特定の元素からなる金属が析
出した前述のシリコンを分離する工程（分離工程）を経ることによって、前述の各元素か
らなる金属が除去された、上述の（２）式のＨ＋イオンにより置換された溶液を得ること
ができる。したがって、この溶液をそのまま再利用する、又は必要に応じて他の薬剤等を
導入することによって調製した後、利用することが可能となる。
【００２７】
なお、本発明において、金属の回収方法と溶液の再生方法とは、その方法を実行する目
的が異なるが、いずれも同様の反応機構を用いた処理を採用している。金属の回収を目的
とする場合は金属の回収方法となり、溶液の再生を目的とする場合は溶液の再生方法とな
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る。したがって、金属の回収と溶液の再生を共に目的とする場合もあり得る。この場合に
は、金属の回収と溶液の再生とを共に行う。
【００２８】
本発明の１つの溶液の再利用システムは、フッ化物イオンを含まない、又は前記フッ化
物イオンを０ｍｇ/Ｌ超８ｍｇ/Ｌ未満含む溶液であって、金、銀、銅、パラジウム、ロジ
ウム、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素のイ
オンを含む第１の溶液と、絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていない粒子状の
シリコンとを接触させる反応槽と、接触させたその反応槽内の第２の溶液と前述のシリコ
ンの混合液をその反応槽から排出する排出部と、排出された前述の混合液を固液分離する
固液分離手段と、分離された前述のシリコン上に析出した前述の元素からなる金属を回収
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する回収部とを備え、前述の固液分離手段によって得られた第３の溶液を再度利用する。
【００２９】
この溶液の再利用システムは、溶液の廃液中から、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム
、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素を含む金
属を析出させる。また、該シリコンと該溶液とを接触させた後の混合液を固液分離するこ
とにより、析出した金属を含む固形物と金属が除去された溶液とを分離する。この溶液の
再利用システムにより、前述の分離された溶液を再生ないし再利用する。
【００３０】
なお、再生した溶液は、再度、電解処理等に用いることができる。例えば、再生した溶
液を電解処理に再利用するに際しては、新しい電解液を補充したり、酸等の特定の成分を
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補充することも可能である。また、再生した溶液を用いて電解処理した溶液を、再度、溶
液の再利用システムにおいて再利用することもできる。加えて、上述の溶液の再生方法、
あるいは上述の溶液の再利用システムは、見方を変えれば、残留するシリコンを再度、必
要に応じてシリコン絶縁層の少なくとも一部を除去した上で、該溶液の廃液等の中に供給
することによって金属の回収を実現することも可能であることから、上述の各発明は、シ
リコンの再利用の方法又は装置を提供することにもつながるものである。
【発明の効果】
【００３１】
本発明の１つの金属の回収方法及び本発明の金属の回収システムによれば、金、銀、銅
、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から選択される少なく
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とも１種の元素を含む金属イオンおよびシリコンを含有する混合液内から、酸化還元反応
により、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群か
ら選択される少なくとも１種の元素を含む金属を析出させることができる。この方法及び
システムは、実質的にフッ化物イオンが存在しなくても、混合・析出を行うことができる
ので、回収処理が極めて容易であるとともに、回収のための装置構成を非常に簡素化でき
る。また、安全性も格段に向上する。さらに、この酸化還元反応は、常温であっても反応
が進行する。したがって、特段の温度制御をする必要がない。さらに、回収される金属は
、粉状物、粒状物、又は鱗片状物である。このため、回収された金属を容易に利用するこ
とができる。
【００３２】
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また、本発明の１つの溶液の再生方法及び溶液の再利用システムによれば、上述の金属
の回収方法及び金属の回収システムを採用する結果として得られる溶液として、当初の溶
液から該金属が取り除かれたものが得られる。従って、その溶液を必要に応じて薬剤等を
導入することによって調製した後で利用し、あるいはその溶液をそのまま再利用すること
によって電解処理等をすることができる。さらに必要に応じて、再生された溶液を用いて
電解処理等を行った溶液から、再度、上述の金属を回収することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００３３】
【図１】本実施形態における金属の回収装置１００の構成の一例を示す概略図である。
【図２】本実施形態における金属の回収装置１００の構成の別の一例を示す概略図である
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。
【図３】本実施形態における金属の回収装置１００の構成のさらに別の一例を示す概略図
である。
【図４】本実施形態における、シリコン収容部の別な使用態様を示す概念図である。
【図５】本実施形態の金属回収システムの一例を示す金属回収システムの概略図である。
【図６】使用前のシリコンの処理方法を変えた場合の、時間ごとの金の回収率を求めたグ
ラフである。
【図７】シリコン濃度を変えた場合の時間ごとの金の回収率を求めたグラフである。
【図８】回収処理時間（ｍｉｎ）に対する濾液の金濃度（ｍｇ／Ｌ）を示すグラフである
10

。
【図９】金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、イリジウム、ルテニウム、及びオス
ミウムの群から選択されるいずれか１種の元素のイオンを含む水溶液からの処理時間ごと
の金属の回収を示すグラフである。
【図１０】金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎｉ
）の各金属イオンの混合水溶液からの処理時間ごとの金属の回収率を示すグラフである。
【図１１】第１の実施形態とその他の実施形態（１）とを比較するための、金（Ａｕ）イ
オン水溶液からの処理時間ごとの金属の回収率を示すグラフである。
【符号の説明】
【００３４】
１０

混合・析出処理部

１１，１１

供給部

１２

回収部

１３

第１の溶液槽

１４

シリコン

１４

フッ化物イオンを含有しない懸濁液槽

１５

攪拌手段

１６，１８

排出部

１７

シリコン収容部

１９

液回収部

２０

流通手段

２１

反応槽

２２

固液分離手段

２３

絶縁層除去槽

２４

第１の溶液生成槽

２６

電解処理装置

２７

他の固液分離手段

１００

20

30

金属の回収装置

【発明を実施するための形態】
【００３５】
本発明の実施形態を、添付する図面に基づいて詳細に述べる。尚、この説明に際し、全
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図にわたり、特に言及がない限り、共通する部分には共通する参照符号が付されている。
また、図中、本実施形態の要素は必ずしもスケール通りに示されていない。また、各図面
を見やすくするために、一部の符号が省略され得る。
【００３６】
［本実施形態を実現するための基本原理］
本実施形態においては、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及び
オスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素のイオンを含む溶液（代表的には、
水溶液）と、表面の絶縁層の全部または一部が除去されたシリコンとを接触させることに
より、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から
選択される少なくとも１種の元素を含む金属がそのシリコン上に析出することになる。よ
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り具体的には、本実施形態は、上述したように、該溶液中の金、銀、銅、パラジウム、ロ
ジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウムの群から選択される少なくとも１種の元素を
含む金属イオンがシリコンから電子を奪い金属に還元されることによってシリコン上に析
出する反応機構を開示する。また、シリコンは水と反応して酸化被膜で覆われ、同時に発
生した水素イオンは該溶液中の金属イオンと置換することになるため、その置換反応後の
溶液を再利用することができると考えられる。
【００３７】
（処理対象物）
本実施形態で処理対象物となるのは、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテ
ニウム、及び／又はオスミウムを含む物体である。処理対象物は、これらの元素を含むも
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のであれば、特に限定されない。該処理対象物の例は、通信機器や電子機器などの工業製
品の廃棄物、低品位鉱物などの固体、または電解処理等を行った溶液などの液体である。
上述の元素は、単独であっても、２種以上含むものであってもよい。なお、本実施形態に
おいて、前述の１種又は２種以上の特定の金属とその他の金属（例えば、卑な金属）とを
区別して、選択的に該特定の金属を回収し得ることは、産業上、特に有用である。
【００３８】
本実施形態の処理に際し、上述の元素はイオンの状態で水中に存在させる必要がある。
本実施形態では、上述の特定の金属のイオンの還元反応を用いるためである。工業製品の
廃棄物や低品位鉱物に含まれる金属は、公知の薬剤（例えば、王水など）で溶解した溶液
（以下、「第１の溶液」という場合がある）として用いる。また、必要に応じて、水など
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で希釈して第１の溶液としてもよい。また、電解処理等の後の溶液などの場合は、そのま
ま第１の溶液とすることもできる。なお、第１の溶液中の金属の濃度は、金属の種類、用
いるシリコンの量とシリコン表面の絶縁層の除去の程度により変動するが、例えば、１×
１０−２ｍｇ／Ｌ以上、好ましくは１×１０−１ｍｇ／Ｌ以上であればよい。なお、本願
において、上述の特定の金属元素がイオンの状態で存在するとは、例えば、金属イオン、
金属錯体、または金属錯体イオンなどの状態で存在することを意味する。また、前述の第
１の溶液は、フッ化物イオンを含まない、又はそのフッ化物イオンを０ｍｇ/Ｌ超８ｍｇ/
Ｌ未満含む溶液であることが好ましい。フッ化物イオンが８ｍｇ/Ｌ未満含まれる溶液を
採用すれば、仮にそのような溶液を特段の除害処理を施すことなく系外に排出したとして
も、環境への影響が無い又は無視することができる程度であるからである。

30

【００３９】
（シリコン）
本実施形態において用いるシリコンは、代表的には、ダイヤモンド構造の共有結晶であ
り、その表面が絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていないものをいう。通常、
シリコンの表面は、大気中で酸素により酸化され、酸化シリコンの層（絶縁層）が形成さ
れている。本実施形態においては、表面の絶縁層の全部または一部を除去したシリコンが
用いられる。ここで、絶縁層を除去した表面には、絶縁層で被覆されていないシリコンが
露出している。本実施形態は、このシリコンが水と金属イオンとの酸化反応を起こすこと
を利用する。
【００４０】
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なお、シリコン上への金属の析出反応の進み易さという観点から言えば、純度の高いシ
リコンを用いるほうが好ましい。しかし、シリコンの使用量が多くなる、あるいは金属の
回収効率が若干低下する可能性はあるが、シリコン純度の低いシリコンを用いてもよい。
前述の観点から言えば、例えば、シリコン純度が９９．９９％以上のシリコンを用いると
、非常に好ましい。
【００４１】
シリコン表面が備える絶縁層の除去方法は、特に制限されない。例えば、薬剤を用いる
ウェットプロセスまたはプラズマエッチングなどのドライプロセスによって行うことがで
きる。代表的な薬剤は、フッ化水素酸（ＨＦ）、又はフッ化アンモニウム（ＮＨ４Ｆ）な
どの水溶液のようなフッ化物イオンを含む水溶液、あるいはフッ化物イオンを含まないア
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ルカリ性水溶液などである。また、シリコンの粒状物又は塊状物を粉砕することにより、
絶縁層で被覆されない新しい表面を露出させる粉砕方式も有効な方法である。
【００４２】
特に、フッ化水素酸を用いる場合は、シリコン表面の絶縁層を全部除去することができ
るので、回収効率・除去効率の点から好ましい。シリコンを、フッ化物イオンを含む水溶
液で処理する場合には、処理後のシリコンを十分に水洗してフッ化物イオンを含まないシ
リコンを得る必要がある。ただし、特定の金属の回収工程を行う際に、金属の析出反応に
影響しない程度であれば、フッ化物イオンが残存していてもよい。
【００４３】
フッ化物イオンを含まないアルカリ性水溶液の例は、アルカリ金属の水酸化物の水溶液

10

（例えば、水酸化ナトリウム水溶液、水酸化カリウム水溶液など）、アルカリ土類金属の
水酸化物の水溶液（例えば、水酸化カルシウム水溶液など）などの無機アルカリ塩の水溶
液、テトラアルキルアミン類の水溶液（例えば水酸化テトラメチルアンモニウム、水酸化
テトラエチルアンモニウムの水溶液など）、又はグアニジン水溶液などの有機アルカリ塩
の水溶液などである。
【００４４】
フッ化水素酸以外の物質を用いて絶縁層を除去する場合、シリコン表面の絶縁層の全て
は除去されない場合が多い。しかし、無機アルカリ塩の水溶液、又は有機アルカリ塩の水
溶液を用いる場合は、フッ化物イオンを除去する必要がない。したがって、そのような溶
液を採用することは、取り扱い容易性を向上させる観点から好ましい。
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【００４５】
シリコン表面が備える絶縁層の一部又は全部を除去することの意味には、絶縁層の緻密
さを低下させること、及び／又は緻密層の厚みを減少させる（薄膜化）ことが含まれる。
表面の絶縁層の一部が除去されたシリコン表面の、絶縁層の除去率は、金、銀、銅、パラ
ジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及び／又はオスミウムの回収率から類推できる。
実際は、析出した金属量からシリコン表面の絶縁層の一部が除去されたシリコンの表面積
の除去率が理論的には計算される。実際の使用に関しては、上述する特定の金属を回収す
ることができる程度の除去率であればよい。
【００４６】
このような表面の絶縁層の全部または一部が除去されたシリコンは、酸化反応が進むに
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つれて、表面に酸化シリコンの薄膜が形成される。したがって、この場合に、再度表面の
酸化シリコンを除去する処理を行ってもよい。この際に、最初の除去処理によって除去さ
れなかった絶縁層も一部は除去され得る。表面の酸化シリコンを除去する処理方法は、上
述と同様である。
【００４７】
本実施形態で用いるシリコンの形状は、特に制限されない。例えば、粉状又は粒状（以
下、総称して、「粉状」という）のシリコンは他の態様（例えば、塊状や板状など）と比
較して表面積を大きくすることができるため、好適な一態様である。すなわち、粉状のシ
リコンであれば、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及び／又はオ
スミウムとの接触の機会がより多いからである。
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【００４８】
なお、シリコンの粒径に関しては、上述のシリコンの表面積の値から適した粒径を逆算
することができる。例えば、粉状のシリコンを用いた場合、シリコンの粒径が小さくなれ
ば反応効率は上がるが、取り扱いが難しくなる。特に、シリコンを充填した槽などに第１
の溶液を流通させる流通法を用いる場合や、固液分離の際にフィルターを用いる場合は、
目詰まりの原因となり得る。一方、粒径が１ｍｍ程度のものであっても、反応効率は低下
するが、用いることはできる。したがって、粉状のシリコンの粒径は、特に限定されない
が、通常は、反応効率と処理の容易さから、本願出願時の技術を用いて最も細粒化し得る
粒径以上であって、１００μｍ以下、好ましくは５０μｍ以下、さらに好ましくは３０μ
ｍ以下のシリコンを用いるとよい。なお、粒径の下限は特に限定はされないが、上述のと
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おり、フィルターの目詰まりを避け得る粒径以上の粒径を採用することは好適な一態様で
ある。
【００４９】
また、本実施形態で用いる絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていないシリコ
ンの表面に他の金属等を付けたものを使用してもよい。例えば、イリジウムについては、
シリコンのみを用いて回収することは比較的困難であるが、シリコン表面にあらかじめ銀
粒子又は金粒子を付けたものを用いると、回収率が向上する。
【００５０】
なお、本実施形態で金属を析出する際の溶液としては、フッ化物イオンを含有していな
い水溶液が好ましいが、析出反応に影響を与えない程度であれば、フッ化物イオンを含有
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していてもよい。また、フッ化物イオンを含有する水溶液を用いる場合、金属が析出した
シリコンを分離した後の溶液（例えば、水溶液）から、フッ化物イオンを除去する工程を
必要としない程度の低濃度のフッ化物イオンを含有する溶液であることは好適な一態様で
ある。より具体的には、前述の溶液は、フッ化物イオンを含まない、又はそのフッ化物イ
オンを０ｍｇ/Ｌ超８ｍｇ/Ｌ未満含む溶液であることが好ましい。フッ化物イオンが８ｍ
ｇ/Ｌ未満含まれる溶液を採用すれば、仮にそのような溶液を特段の除害処理を施すこと
なく系外に排出したとしても、環境への影響が無い又は無視することができる程度である
からである。
【００５１】
ここで、該溶液中の金属イオンをできるだけ少ないシリコン量によって効率良く回収す
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るためには、シリコンの供給量を対象とする該溶液中のそれぞれの金属イオン濃度及びイ
オン価数に応じたシリコンの表面積あたりの処理能力を勘案した上で、シリコンを供給す
ることが望ましい。
【００５２】
本発明者らは、シリコンの処理能力を示す具体的な一例として、後述の実施例において
示すように、該溶液中のそれぞれの金属の価数、濃度、及び供給するシリコン粒子の平均
粒子径から算出した幾何学的表面積を考慮して算出された値が、一つの指標とし得るとの
知見を得た。
【００５３】
（金属の回収・除去）
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上述の金属が析出したシリコンは、フッ化水素酸と硝酸の混合液、またはアルカリ性水
溶液に接触させることによってシリコンを溶解させた後、その析出した金属粒子を回収す
ることができる。なお、前述のアルカリ性水溶液の例は、上述のシリコン表面が備える絶
縁層の除去方法の説明において例示したアルカリ性水溶液である。
【００５４】
上述した金属は、１回の工程で、１種または２種以上回収することができる。また、２
種以上の金属を同時に析出させた場合は、絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われて
いないシリコンに、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、イリジウム、ルテニウム
、及びオスミウムの群から選択される少なくとも２種の元素を含む金属が付着している複
合材料が得られる。さらに、２種以上回収する場合、金属の析出速度の相違を利用するこ
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とにより、１回の工程で、複数の種の金属を分離回収することもできる。
【００５５】
本実施形態は、常温・常圧下において反応が進行する。したがって、特段の温度制御・
圧力制御は必要としない。しかしながら、本実施形態において温度制御・圧力制御がされ
ることも、採用し得る他の一態様である。
【００５６】
（金属回収方法）
＜第１の実施形態＞
この実施形態は、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミ
ウムの群から選択される少なくとも１種の元素を含む（以下、「特定の金属」ということ

50

(13)

JP 6553596 B2 2019.7.31

もある）第１の溶液と、絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていないシリコンと
を混合する場合に適する実施形態である。
【００５７】
図１は、本実施形態における金属の回収装置１００の構成の一例を示す概略図である。
図１の例では、金属の回収装置１００は、反応槽２１を有する混合・析出処理部１０に加
えて、特定の金属を溶解した第１の溶液を収容する第１の溶液槽１３と絶縁層によって表
面の全部又は一部が覆われていないシリコン１４を供給する供給部１１と、混合・析出処
理が終了した特定の金属が析出したシリコンを排出する排出部１６と、特定の金属が析出
したシリコンから特定の金属を回収する回収部１２とを備える。
【００５８】

10

本実施形態においては、特定の金属が第１の溶液中に溶解している。すなわち、第１の
溶液の一例は、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、ルテニウム、及びオスミウム
の群から選択される少なくとも１種の元素を含む金属がイオンの状態で存在する水溶液で
ある。なお、金属の回収装置１００は、ポンプなど、液を供給する通常の供給手段を用い
て第１の溶液を混合・析出処理部１０に供給する。
【００５９】
一方、金属の回収装置１００は、供給部１１を介して、投入するなどして、シリコンを
混合・析出処理部１０に供給する。
【００６０】
本実施形態は、常温・常圧下において行われる。したがって、混合・析出処理部１０は
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水槽のような開放系のものであってもよく、密閉系であってもよい。
【００６１】
シリコン上で特定の金属が効率よく析出するためには、混合・析出処理部１０内で特定
の金属のイオンとシリコンとが十分に接触することが必要である。このため、混合・析出
処理部１０には攪拌手段１５が設けられていると好ましい。図１の例では、攪拌手段１５
として攪拌翼を備えている。攪拌手段１５は、攪拌翼に限られず、エアレーションなどの
公知の攪拌手段を用いることができる。
【００６２】
混合・析出処理が終了した溶液は、排出部１６から排出され回収部１２でシリコン上に
析出した特定の元素からなる金属を回収する。この場合に、図示しない混合・析出処理部
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１０と回収部１２との間に、固液分離手段を設けておくと好ましい。固液分離手段は、濾
過、脱水などの公知の固液分離手段を用いることができる。
【００６３】
回収部１２において、特定の元素からなる金属が析出したシリコンを、上述したフッ化
水素酸と硝酸の混合液、またはアルカリ性水溶液に接触させることにより、シリコンを溶
解させ、金属粒子を回収する。
【００６４】
固液分離手段で分離した液体は、第１の溶液または懸濁液の液体成分として利用するこ
とができる。
【００６５】
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＜第１の実施形態の変形例＞
図１の例において、絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていないシリコンは、
１回の処理に用いられる。一方、第１の実施形態の変形例においては、上述した固液分離
手段で分離された特定の金属が析出したシリコン上の絶縁層を再度除去するための絶縁層
除去部が設けられてもよい。この構成によって再度絶縁層が除去されたシリコンは、供給
部１１を介して、混合・析出部１０に供給される。
【００６６】
＜第２の実施形態＞
この実施形態は、特定の金属を含む第１の溶液をシリコンのスラリーと混合する場合に
適した実施形態である。また、この実施形態は、連続処理を可能とする構成である。
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【００６７】
図２は、本実施形態における金属の回収装置１００の構成の別の一例を示す概略図であ
る。図２の例では、金属の回収装置１００は、反応槽２１を有する混合・析出処理部１０
に加えて、特定の金属を溶解した第１の溶液を収容する第１の溶液槽１３と、絶縁層によ
って表面の全部又は一部が覆われていないシリコンが懸濁された懸濁液（シリコンのスラ
リー）を収容する懸濁液槽１４
給部１１

から第１の溶液と、懸濁液とを供給する供給部１１と供

と、混合・析出処理が終了した特定の金属が析出したシリコンを含む液を排出

する排出部１６と、特定の金属が析出したシリコンから特定の金属を回収する回収部１２
とを備える。
10

【００６８】
図２の例では、第１の溶液と懸濁液とを混合するので、特定の金属のイオンとシリコン
とが効率よく接触することができる。第１の溶液と懸濁液とは、ポンプなどの公知の供給
手段で供給する。なお、リサイクルの点からは、懸濁液は溶液など、特定の金属を除去し
た後の第１の溶液と同様の成分を含むものを用いればよい。また、図２の例では、供給部
１１と供給部１１

は別個の構成としている。しかし、第１の溶液と懸濁液との混合液を

、同一の供給部１１に導き、混合・析出処理部１０に供給することとしてもよい。この場
合に、第１の溶液と懸濁液とは、別個に供給してもよく、図示しない混合部を設けて、混
合したものを供給部１１に導入することとしてもよい。
【００６９】
図２の例においても、混合・析出処理部内には、特定の金属のイオンとシリコンとの接
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触効率を向上させるために、攪拌手段１５を備える。図２の例においては、例えばポンプ
などの強制混合手段を設けるなどして、第１の溶液と懸濁液とが混合され、十分に接触で
きる条件であれば、攪拌手段１５を設けなくてもよい。
【００７０】
図２の例では、第１の溶液と懸濁液とは混合・析出処理部１０の下部から導入される。
両液の混合液は、特定の金属のイオンとシリコンとが接触し、金属の析出を行いながら混
合・析出処理部１０の下部から上部へと移動する。そして、両液の混合液体は、混合・析
出処理部１０の上部に設けた排出部１６から排出される。この結果、図２の例では、連続
処理を可能とする。
【００７１】
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一方、第１の溶液と懸濁液との導入を混合・析出処理部１０の上部から行う構成も可能
である。この場合は、連続処理には適しにくいが、第１の溶液と懸濁液とを混合する効果
を得ることは可能である。
【００７２】
混合・析出処理が終了した溶液は、排出部１６から排出され回収部１２でシリコン上に
析出した特定の元素からなる金属を回収する。この場合に、図示しない混合・析出処理部
１０と回収部１２との間に、固液分離手段を設けておくと好ましい。固液分離手段は、濾
過、脱水などの公知の固液分離手段を用いることができる。
【００７３】
回収部１２において、特定の金属が析出したシリコンを、上述したフッ化水素酸と硝酸
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の混合液、またはアルカリ性水溶液に接触させることにより、シリコンを溶解させ、金属
粒子を回収する。
【００７４】
固液分離手段で分離した液体は、第１の溶液または懸濁液の液体成分として利用するこ
とができる。
【００７５】
＜第２の実施形態の変形例＞
図２の例では、絶縁層によって表面の全部又は一部が覆われていないシリコンは、１回
の処理に用いられる。上述した固液分離手段で分離された特定の金属が析出したシリコン
上の絶縁層を、再度除去する絶縁層除去部を設けてもよい。このようにして再度絶縁層が
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を介して、混合・析出部１０に供給さ

れる。
【００７６】
＜第３の実施形態＞
この実施形態は、特定の金属を含む第１の溶液を、シリコンを充填する収容槽に通過さ
せる実施形態である。また、この実施形態においては、固液分離手段を必要としない構成
が採用されている。さらに、この実施形態を用いると、組み合わせにより、処理量に応じ
た装置構成を可能とする構成になる。
【００７７】
図３は、本実施形態における金属の回収装置１００の構成のさらに別の一例を示す概略
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図である。本実施形態の金属の回収装置１００は、絶縁層によって表面の全部又は一部が
覆われていないシリコンを収容したカラム状の反応槽２１に加えて、特定の金属を溶解し
た第１の溶液を収容する第１の溶液槽１３からの第１の溶液を供給する供給部１１と、反
応槽２１を通過した液を排出する排出部１８と、シリコン収容部１７を通過した液を回収
する液回収部１９とを備える。
【００７８】
なお、図３の例においては、第１の溶液は上部から供給する。また、この例においては
、重力を利用して液体が流通するため、流通手段を設ける必要がない。ただし、排出部１
８付近にシリコン収容槽内を減圧することによって流通を促進する、ポンプなどの流通手
段などを設けることも採用し得る他の一態様である。
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【００７９】
本実施形態においては、例えば図４のように、反応槽２１の下部に供給部１１を設ける
ことも可能である。この図の例においては、第１の溶液は、特定の金属を溶解した第１の
溶液を収容する第１の溶液槽１３から第１の溶液を供給する供給部１１を経由して、カラ
ム状の反応槽２１の下部から供給する。この場合は、例えばポンプなどの流通手段２０を
用いて強制的に第１の溶液を反応槽２１に供給することにより、第１の溶液がシリコン収
容部１７内を通過することになる。その結果、反応槽２１においてシリコン収容部１７の
上部に設けた排出部から析出処理後の第１の溶液を排出する。
【００８０】
反応槽２１は、シリコンを充填することができるものであれば、図３、４の例に示すよ
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うにカラム状でなくてもよい。例えば、カートリッジ内にシリコンを充填した構造（図示
せず）も採用し得る他の一態様である。
【００８１】
本実施形態の場合、特定の金属が除去された第２の溶液が反応槽２１から排出部１８を
介して排出される。なお、本実施形態の場合、１度の操作で、特定の金属をすべて回収出
来ない場合は、液回収部１９で回収された液を第１の溶液として用いることによる、１回
または複数回の追加的な処理を行うことも可能である。
【００８２】
なお、本実施形態の場合、シリコン上の絶縁層をさらに除去する場合には、例えば導入
部から上述の絶縁層を除去する薬剤を導入して処理をすることもできる。この場合に、フ
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ッ化物イオンを含む薬剤を用いる場合は、処理後に十分に反応槽２１を洗浄する必要があ
る。
【００８３】
本実施形態の場合、全処理が終了した時点で、シリコンから特定の金属を回収する。な
お、本実施形態の場合には、特定の金属が析出したシリコンを他の容器等に移してからシ
リコンを溶解する薬剤を加えて該金属を回収してもよく、また、反応槽２１に上述のシリ
コンを溶解する薬剤を導入して金属回収処理をすることもできる。
【００８４】
上述した本実施形態は、１個の反応槽２１を用いる例を記載している。しかし、本実施
形態のそのような例には限定されない。例えば、カラム状又はカートリッジ状の反応槽２
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１を複数個連結して用いる態様も採用し得る。カラム状又はカートリッジ状の反応槽２１
を、直列及び／又は並列に連結して用いることにより、処理量の変動に応じて、適切な処
理をすることが可能となる。
【００８５】
（金属回収システム）
＜第４の実施形態＞
本実施形態の金属回収システムは、上述した金属回収方法を用いて、金属回収システム
を構築するものである。この金属回収システムは、金属の析出工程および回収工程におい
て、フッ化物イオンを含まない、又はそのフッ化物イオンを０ｍｇ/Ｌ超８ｍｇ/Ｌ未満含
む溶液であるので、金属を回収することを簡易な装置で行うことができ、さらには処理後
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の第１の溶液を再利用することができる。
【００８６】
本実施形態は、上述の各実施形態の回収装置を用いた金属回収システムである。図５は
、本実施形態の金属回収システムの一例を示す金属回収システムの概略図である。図５に
示すように、本実施形態の金属回収システムは、供給部１１と、反応槽２１と、混合・析
出処理部１０と、排出部１６と、固液分離手段２２，２７と、回収部１２、絶縁層除去槽
２３、及び水溶液生成槽２４とを備える。
【００８７】
なお、本実施形態の金属回収システムは、上述の実施形態１ないし３の構成により、処
理内容が多少相違する。
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【００８８】
具体的には、上述の実施形態１を用いた金属回収システムの場合は、まず、絶縁層除去
槽２３において、例えば、絶縁層を溶解する薬剤（処理液）を用いて、粒子状のシリコン
の周囲に存在する絶縁層の全部または一部を除去する。次に、特定の金属から選択される
少なくとも１種の元素を含む第１の溶液を貯留する水溶液生成槽２４から送給される第１
の溶液と、絶縁層除去槽２３から送給される前述の絶縁層の全部または一部が除去された
シリコンとが、供給部１１を介して、反応槽２１に供給される。反応槽２１内の混合・析
出部において第１の溶液とシリコンとを混合し、特定の金属を析出させる。混合・析出処
理の終わった混合液（但し、特定の金属が析出したシリコン、及び未だ特定の金属が析出
していないシリコンを含む）は、排出部１６から固液分離手段２２に送られる。
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【００８９】
固液分離手段２２において特定の金属が析出したシリコンと、濾液とに分離された後、
分離された濾液は水溶液生成槽２４に、また、特定の金属が析出したシリコンは回収部１
２にそれぞれ送られる。固液分離手段２２から水溶液生成槽２４まで送られる間に、例え
ば濾液の一部は廃液として処理され、その他は水溶液生成槽２４に戻される。なお、この
溶液生成槽２４においては、例えば新しい薬剤が一部添加されることにより、水溶液生成
槽２４の溶液は金属溶解用の溶液として再利用し得る。なお、金属溶解用の溶液として再
利用する場合は、反応槽２１内における特定の金属のイオンの濃度が低下しないように、
追加的に該金属を投入することが好適な一態様である。他方、水溶液生成槽２４内の溶液
を図５に示す金属回収システムにおける反応槽２１内に戻さずに、別途、同様の金属回収
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システムにおいて該溶液を利用する態様（いわゆる、バッチ処理として運用する態様）も
、採用し得る他の一態様である。加えて、濾液の一部を金属回収システム外に廃棄するこ
とも採用し得る他の一態様である。
【００９０】
回収部１２においては、上述の各実施形態と同様に、フッ化水素酸と硝酸の混合液、又
は上述のアルカリ性水溶液に接触させることにより、シリコンの少なくとも一部を溶解さ
せる。回収部１２から送られる前述のシリコンを溶解させる各溶液と回収対象の金属は、
固液分離手段２７を用いて分離されることにより、特定の金属の粒子等の回収を実現する
ことができる。
【００９１】
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なお、第４の実施形態の好適な変形例においては、固液分離手段２７に送られた上述の
シリコンが上述の金属回収のために再利用される。具体的には、回収部１２において該金
属が回収された後、固液分離手段２７に送られた上述のシリコンが、図５のＸに示す矢印
のルートを経由し、絶縁層除去槽２３に送られる。その結果、該シリコンが金属回収のた
めに再利用され得る。
【００９２】
この金属回収システムを用いると、１回の操作で第１の溶液中の特定の金属をすべて回
収できなくても、複数回の操作で回収することができる。
【００９３】
また、固液分離手段で回収された金属が析出したシリコンに絶縁層が多く残存している
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場合は、この金属が析出したシリコンを絶縁層除去槽２３に導入して、絶縁層を除去した
ものを再利用することができる。
【００９４】
また、上述の実施形態２を用いた金属回収システムの場合は、図示しない懸濁液作製槽
を用いて、絶縁層除去槽２３によって、絶縁層の全部または一部を除去したシリコンを例
えば第１の溶液を構成する液体内にあらかじめ懸濁した懸濁液を作製する。この懸濁液を
供給部１１から反応槽２１に供給する。
【００９５】
なお、上述の実施形態２の他の構成は、上述の実施形態１を用いた金属回収システムの
各構成と同様であるので説明を省略する。
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【００９６】
また、上述の実施形態３を用いた金属回収システムの場合は、絶縁層除去槽２３内に絶
縁層の全部または一部を除去したシリコンを反応槽２１にあらかじめ充填する。その後、
第１の溶液を供給部１１から反応槽２１に供給する。また、この金属回収システムの場合
には、反応槽２１から排出されるのは、特定の金属の少なくとも１部が除かれた水溶液で
ある。したがって、上述の実施形態３を用いた金属回収システムの場合には、反応槽２１
が固液分離手段２２の機能をも果たす。
【００９７】
また、上述の実施形態３を用いた金属回収システムの場合は、カラム状またはカートリ
ッジ状の反応槽２１を採用し得る。したがって、反応槽２１内において、シリコン表面の
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絶縁層の全部または一部を除去する処理を行うことができる。その結果、カラム状または
カートリッジ状の反応槽２１を採用した場合は、反応槽２１が絶縁層除去槽２３の機能も
果たす。
【００９８】
なお、上述の実施形態３の他の構成は、上述の実施形態１を用いた金属回収システムの
各構成と同様であるので説明を省略する。
【００９９】
（溶液の再生方法及び溶液の再利用システム）
溶液の再生方法及び溶液の再利用システムの各実施形態において、基本的な原理及び構
成は上述の金属の回収方法及び装置の実施形態と同様であるため、異なる点を以下に述べ
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る。
【０１００】
＜第５実施形態＞
本実施形態の溶液の再利用システムの構成は、図１において、金属を回収する回収部１
２の代わりに、固液分離手段を用いる。第５の実施形態においては、処理に用いる第１の
溶液は金属を含む溶液を再生するため、混合・析出部１０の排出部１６が固液分離手段（
図示しない）に連結されている。固液分離して得られた水溶液（「第３の溶液」ともいう
）は、電解処理等の装置に送られて溶液として再生された後、再利用され得る。この再生
される工程に用いられる再生手段は特に限定されないが、例えば、必要な電解物質を加え
る、または水で希釈することが、該再生手段に含まれてもよい。再生された溶液は、電解
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処理等の装置を用いて電解処理等のために用いることができる。したがって、電解処理等
の後の溶液を再び第１の溶液として利用することができる。
【０１０１】
＜第６の実施形態＞
本実施形態の溶液の再利用システムの構成の別の一例として、第２の実施形態又は第５
の実施形態の構成と同様の構成を本実施形態の再利用システムとして採用し得る。
【０１０２】
＜第７の実施形態＞
本実施形態の溶液の再利用システムの構成の別の一例として、第３の実施形態又は第５
の実施形態の構成と同様の構成を本実施形態の再利用システムとして採用し得る。
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【０１０３】
（溶液の再利用システム）
＜第８の実施形態＞
本実施形態における溶液の再利用システムは、上述の金属の回収システム及び上述の第
５ないし第７の実施形態と同様である。したがって、異なる点のみを説明する。
【０１０４】
本実施形態における溶液の再利用システムは、図５に示す水溶液生成槽２４の代わりに
、電解処理装置２６を備える。また、金属回収部１２において回収される金属は、貴金属
などのように利用価値のあるもののほかに、銅などのように電解処理等の後の溶液に含有
する状態で廃棄できない金属をも回収対象とする。金属回収部１２で回収処理を行われた
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後の液は、回収金属と廃液とに固液分離される。
【０１０５】
［実施例］
以下に本実施形態を実施例に基づいて説明するが、本実施形態は各実施例に限るもので
はない。
【０１０６】
（実施例１）
（絶縁層の除去）
絶縁層を有するシリコン粒子（高純度化学研究所（株）製、純度９９．９９％、粒径４
５μｍ以下）を以下のような条件で処理（前処理）することにより絶縁層を除去した。所
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定量のシリコン粒子を秤量し、水洗した。水洗後のシリコン粒子を、それぞれ、７．３Ｍ
（ｍｏｌ/Ｌ，以下、濃度の単位として表記する場合は同じ）のフッ化水素酸（ＨＦ）水
溶液、７．３Ｍのフッ化アンモニウム（ＮＨ４Ｆ）水溶液、７．３Ｍの塩酸（ＨＣｌ）水
溶液、及び１Ｍの水酸化ナトリウム（ＮａＯＨ）水溶液の群から選択されるいずれか１種
を用いて約１５分処理をした。処理後、濾過をした後、処理に用いた薬剤が残留しないよ
うに水で数回に分けて洗浄した。
【０１０７】
（析出工程）
上述の各実施形態（代表的には、図１に示す構成の回収装置１００）を用い、恒温槽に
おいて液温２５℃（２９８Ｋ）に保った撹拌・析出処理部１０に、貴金属を含む金属イオ
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ンの溶液として１ｍＭのテトラクロロ金酸水溶液１００ｍＬ（ミリリットル）と、上述の
処理後のシリコン粉末５．６ｇ（溶液１Ｌ（リットル）に対して２ｍｏｌ相当）を添加し
た。また、コントロールとして未処理のシリコン粒子を用いた。これらの混合液を、２０
０ｒｐｍで継続的に撹拌した。処理開始から５分経過後、１０分経過後、１５分経過後、
及び２０分経過後の混合液をサンプリングし、金の回収率を求めた。結果を図６に示す。
金の回収率は以下の式を用いて計算した。
【数１】
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【０１０８】
図６は、ＨＦ、ＮＨ４Ｆ、ＨＣｌ及びＮａＯＨを用いて処理したシリコン粒子、並びに
未処理のコントロールを用いて、時間ごとの金の回収率を求めたグラフである。図６の横
軸は時間（ｍｉｎ）を、縦軸は回収率（Ｒｅｃｏｖｅｒｙ）（％）を示す。
【０１０９】
図６に示すように、ＨＦを用いて前処理（絶縁層除去処理）したシリコンは処理開始、
すなわち、金属を析出させる析出工程の開始から５分後に金を完全に回収したことがわか
る。また、ＮａＯＨを用いて前処理したシリコンは、該析出工程の開始から５分経過後に
約６５％の金を回収し、該析出工程の開始から２０分経過後に約７８％の金を回収したこ
とがわかる。ＮＨ４Ｆを用いて前処理したシリコンは、該析出工程の開始から５分経過後
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に約５０％の金を回収し、該析出工程の開始から２０分経過後に約６０％の金を回収した
ことがわかる。上述の各結果から、前処理に用いる薬剤（処理液）の種類によって金の回
収に対するシリコンの活性が変動し得ることが明らかとなった。これは、シリコン上の絶
縁層の残留の割合に応じて金の回収の収率が変動し得ることを示しているといえる。また
、シリコン上の絶縁層が完全に除去されていなくても、金の回収ができることがわかった
。
【０１１０】
（実施例２）
（シリコンの添加量及びシリコン飽和点の検証）
析出工程において、フッ化水素酸（ＨＦ）を用いて処理したシリコンの混合液中の濃度
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を、０．２５Ｍ、０．５０Ｍ、０．７５Ｍ、１．０Ｍ、２．０Ｍにした以外は、実施例１
と同様にして金の回収を行った。結果を図７に示す。図７は、シリコン濃度を変えた場合
の時間ごとの金の回収率を求めたグラフである。図７の横軸は時間（分（ｍｉｎ．））を
、縦軸は回収率（Ｒｅｃｏｖｅｒｙ）（％）を示す。
【０１１１】
図７に示すように、シリコンが１．０Ｍ以上であれば、より迅速な金の回収と、金の回
収率の向上を実現し得ることがわかった。なお、２１ｇ／Ｌ（０．７５Ｍ）以上のシリコ
ンを加えると、１９７ｍｇ／Ｌ（１ｍＭ）の金を完全に回収することができることがわか
った。このことから、金１９７ｍｇ（１ｍＭ）を回収するために用いるシリコンの一例は
、約３．４ｍ２以上の表面積を有するシリコンである。
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【０１１２】
（実施例３）
（金回収の最低濃度の検証）
析出工程において、金の初期濃度を１９７ｍｇ／Ｌ（１ｍＭ）として、混合液中のフッ
化水素酸（ＨＦ）を用いて処理したシリコンの濃度を、０．２５Ｍ、０．５０Ｍ、０．７
５Ｍ、１．０Ｍについて、回収処理時間（ｍｉｎ）に対する濾液の金濃度（ｍｇ／Ｌ）を
評価した。結果を図８に示す。図８は、回収処理時間（ｍｉｎ）に対する濾液の金濃度（
ｍｇ／Ｌ）を示すグラフである。なお、このグラフにおいて、濾液の金濃度（ｍｇ／Ｌ）
は、金の質量を溶液の容量で割った値である。また、図８において、ブランクとは、金属
イオンを含まない純水を測定した際の値である。
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【０１１３】
図８に示すように、上述の各実施形態を採用すれば、シリコン濃度が低くなるにしたが
って、金イオンとの接触頻度が減少するので、金の回収に時間を要することがわかる。こ
のことから、処理時間に応じて、供給するシリコンの量ないし濃度を適切に調整すること
が好ましいといえる。
【０１１４】
（実施例４）
（金属種を変えた単独水溶液からの金属回収の検証）
金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、イリジウム、ルテニウム、及びオスミウム
の塩をそれぞれ単独に溶解した水溶液からの金属の回収を評価した。金属種以外は、実施
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例１と同様に処理をした。用いた金属塩は、Ａｕ：ＨＡｕＣｌ４、Ａｇ：ＡｇＮＯ３、Ｐ
ｄ：ＰｄＣｌ２、Ｒｈ：ＲｈＣｌ３、Ｐｔ：Ｈ２ＰｔＣｌ６、Ｏｓ：Ｋ２ＯｓＣｌ６又は
ＯｓＣｌ３、Ｒｕ：ＲｕＣｌ３、Ｉｒ：Ｋ２ＩｒＣｌ６である。
以下に実験に用いた金属のイオンの濃度を示す。
Ｐｔ、Ａｕ、Ａｇ、Ｃｕ、Ｒｕ、Ｉｒ：１ｍＭ
Ｐｄ：２６ｍｇ／Ｌ（≒０．２５ｍＭ）
Ｒｈ：３５３ｍｇ／Ｌ（１ｍＭ超）
Ｏｓ：１３４０ｍｇ／Ｌ（≒７ｍＭ）
【０１１５】
図９は、金、銀、銅、パラジウム、ロジウム、白金、イリジウム、ルテニウム、及びオ
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スミウムの群から選択されるいずれか１種の元素のイオンを含む水溶液からの処理時間ご
との金属の回収を示すグラフである。図９から、金（Ａｕ）とパラジウム（Ｐｄ）は全量
回収可能であることがわかる。ロジウム（Ｒｈ）は、３０ｍｇ／Ｌを回収することができ
た。また、オスミウム（Ｏｓ）は、７０ｍｇ／Ｌ回収することができた。回収率が比較的
悪い元素が確認された理由は、それらが高濃度のためと考えられる。一方、イリジウム（
Ｉｒ）は、その溶液の色彩は変化したが、その濃度は変化しなかった。また、銅（Ｃｕ）
は６ｍｇ／Ｌ回収された。これは、２価イオンが１価イオンに還元された後に反応が停止
したためと考えられる。
【０１１６】
（実施例５）
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（金属種を変えた混合水溶液からの金属回収の検証）
図１０は、金（Ａｕ）、白金（Ｐｔ）、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、ニッケル（Ｎ
ｉ）の各金属イオンの混合水溶液からの処理時間ごとの金属の回収率を示すグラフである
。図１０に示すように、金（Ａｕ）と白金（Ｐｔ）とは回収され得ることがわかる。また
、鉄（Ｆｅ）、コバルト（Ｃｏ）、及びニッケル（Ｎｉ）は回収されなかった。このこと
から、他の金属を含む金属廃棄物や低品位鉱物から、特定の金属のみを選択的に回収する
ことができることがわかった。
【０１１７】
なお、この実施例においては、テトラクロロ金（ＩＩＩ）酸（ＨＡｕＣｌ４）、ヘキサ
クロロ白金（ＩＶ）酸（Ｈ２ＰｔＣｌ６）、硫酸第１鉄（ＦｅＳＯ４）、硫酸第１コバル
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ト（ＣｏＳＯ４）、硫酸ニッケル（ＮｉＳＯ４）を、それぞれ１ｍＭ溶解した混合水溶液
からの金属の回収を評価した。金属種以外は、実施例１と同様に処理をした。
【０１１８】
（実施例６）
（回収対象となる金属の価数とシリコンの表面積あたりの処理能力との相関性）
本発明者による更なる研究と分析の結果、回収対象となる金属の価数とシリコンの表面
積あたりの処理能力との間に、ある程度の相関性を確認することができた。この相関性を
把握することは、処理対象となる溶液中の金属イオンをできるだけ少ないシリコンを用い
た効率の良い回収の実現に大きく貢献し得る。すなわち、シリコンの供給量（投入量）を
、回収対象である溶液中の各金属イオン濃度及びイオン価数に応じたシリコンの表面積あ
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たりの処理能力を勘案した上で、シリコンを供給することが、効率的な金属回収システム
ないし溶液の再生システムの運用を実現することができるため好ましい。
【０１１９】
本実施例における具体的なシリコンの処理能力の算出方法は次の通りである。処理対象
となる溶液中の各金属の価数と濃度（ｍＭ）の積から算出される値を、シリコン表面積（
より具体的には、回収対象の溶液の単位容積（１Ｌ）中に含まれるシリコン濃度に相当す
るシリコンの表面積）（ｍ２／Ｌ）で割った値を、シリコンの処理能力とした。なお、該
シリコン表面積は、供給する（投入する）シリコン粒子の平均粒子径から該シリコンが球
状であると仮定して算出した幾何学的表面積を採用している。
【０１２０】
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以下に示す表１は、価数が１〜４である回収対象の一部の金属についての、シリコンの
処理能力を示している。なお、表１の各結果は、実施例２と同様に、析出工程において、
フッ化水素酸（ＨＦ）を用いて処理したシリコンの混合液を用いた結果である。
【０１２１】
表１（特に、最も右の欄の「価数・ｍｍｏｌ／ｍ２」）に示すように、価数がぞれぞれ
１、２、４である、Ａｇ，Ｐｄ，Ｐｔについては、シリコンの処理能力の値が、いずれも
約０．３という数値であることが確認された。これは、回収対象となる金属の価数とシリ
コンの表面積あたりの処理能力との間に、ある程度の相関性があることを示している。し
たがって、シリコンの投入量を考慮する場合、処理対象となる溶液中に含まれる各金属の
イオン価数と濃度の積の総和に対して、例えば０．３（価数・ｍｍｏｌ／ｍ２）で割った
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値の表面積に相当するシリコンを供給することによって、無駄のない又は無駄の少ないシ
リコンの供給を実現することができる。換言すれば、上述のシリコンの処理能力の値を利
用することにより、供給するシリコンの量が少なすぎるために十分な回収ができないとい
った問題を解消することも可能となる。
【０１２２】
したがって、上述の結果を踏まえれば、上述の各実施形態の供給部を制御する供給シリ
コン量制御手段を採用することが、さらに好適な一態様となる。この態様における供給シ
リコン量制御手段は、上述の処理対象となる溶液中の元素の価数と、その元素のイオン濃
度に応じて投入するシリコンの量を制御する。より具体的には、その供給シリコン量制御
手段は、それぞれの元素の価数、その元素のイオン濃度、及びシリコンの粒径に基づいて
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算出される表面積基準のシリコンの量を制御した上で、該シリコンを供給する。この供給
シリコン量制御手段を採用することにより、上述のとおり、適切な量のシリコンを供給す
ることが可能となるため、極めて効率を高めた金属の回収処理、ないし溶液の再生処理を
実現することができる。
【０１２３】
他方、非常に興味深いことに、３価の金属である金（Ａｕ）は、他の価数の金属よりも
顕著に値が大きくなることが分かった。具体的には、シリコンの処理能力の値が、０．８
７以上であることが分かった。したがって、この実施例のシリコンの金を回収する能力は
、他の金属と比較して特異的に高いことから、金は、他の金属と比較して非常に少ないシ
リコンの供給量であっても回収され得ることが確認された。なお、金が特異的な結果を示
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す理由は未だ明確ではないが、シリコン上での析出核発生に対する金の活性が高いことが
理由の一つとして考えられる。
【０１２４】
なお、上述の「０．８７」というシリコンの処理能力の値は、上述の実施例２における
「０．７５Ｍ」の条件と同じ条件を用いた場合の値である。ここで、実施例２における「
０．７５Ｍ」の条件は１００％の回収率を達成しているため、この数値が実際のシリコン
の表面積あたりの処理能力（つまり、実力値）を正確に表していない可能性がある。とい
うのも、シリコンの供給量が「０．２５Ｍ」又は「０．５０Ｍ」の場合、表１に示すよう
に、シリコンの処理能力の値が、いずれも１．００以上、換言すれば、他の価数の各金属
の結果に比べて３倍以上となっているためである。すなわち、シリコンの投入量２１ｇ／
Ｌという値が、金１９７ｍｇ／Ｌ（１ｍＭ）を回収するために十分な数値であることは分
かるが、この値が最下限値ではないことを、表１の結果は示唆している。
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【表１】

【０１２５】
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＜その他の実施形態（１）＞
ところで、上述の各実施形態の金属回収システム及び溶液の再利用システムにおいては
、第１の溶液の液性は問われないが、本実施形態の第１の溶液（以下、説明の便宜上、本
実施形態の第１の溶液を「第４の溶液」という）はアルカリ性である。本発明者らは、ア
ルカリ性である第１の溶液を採用することによって、アルカリ性ではない第１の溶液の場
合と比較して、より迅速、かつ多量に回収することが可能となるとの知見を得た。具体例
の１つは次のとおりである。
【０１２６】
（実施例７）
第１の溶液が非アルカリ性（例えば、ｐＨ値が約３（酸性））である場合の金（Ａｕ）

20

の回収率と、第４の溶液（例えば、ｐＨ値が約１３）である場合の金（Ａｕ）の回収率と
の比較をすることによって、本発明者らは液性による影響を調査した。図１１は、第１の
実施形態とこの実施形態とを比較するための、金（Ａｕ）イオンの水溶液からの処理時間
ごとの金属の回収率を示すグラフである。なお、この例においては、水酸化ナトリウムを
用いてアルカリ性の第４の溶液が作製された。
【０１２７】
具体的には、図１に示される態様において、フッ化水素酸（ＨＦ）を用いてシリコン粉
末表面の少なくとも一部の絶縁膜を除去したシリコン粉末を用いて、以下の（１）〜（４
）の条件を同一にした上で、第１の溶液及び第４の溶液中の金属濃度を測定することによ
り、各金属イオンの混合水溶液からの処理時間ごとの金属の回収状況が調べられた。
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（１）平均粒径が４５μｍ以下のシリコン粉末の供給量７．０ｇ／Ｌ（０．２５Ｍ）
（２）処理前の第１の溶液及び第４の溶液中の金（Ａｕ）（一例として、金属塩である
ＨＡｕＣｌ４）の濃度２００ｍｇ／Ｌ（１ｍＭ）
（３）該溶液の温度（２９８Ｋ）
（４）撹拌速度（２００ｒｐｍ）
なお、第４の溶液をアルカリ性にするための薬剤の代表例は、水酸化ナトリウム又は水
酸化カリウムである。
【０１２８】
その結果、図１１に示すように、アルカリ性である第４の溶液を採用することにより、
非アルカリ性（酸性）である第１の溶液の場合の回収能力よりも、迅速、かつ多量に回収
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可能な回収能力を発揮し得ることが明らかとなった。
【０１２９】
より詳細に調べると、図１１において、非アルカリ性の第１の溶液の場合、当初の金（
Ａｕ）の濃度は２１１ｍｇ／Ｌであったが、シリコン粉末導入から１５分経過後の金（Ａ
ｕ）の濃度は１３２ｍｇ／Ｌであった。すなわち、回収率は、約３７％であった。一方、
アルカリ性の第４の溶液の場合、当初の金（Ａｕ）の濃度は２３３ｍｇ／Ｌであったが、
シリコン粉末導入から１５分経過後の金（Ａｕ）の濃度は０．０５ｍｇ／Ｌにまで減少し
ていた。すなわち、回収率は９９％以上、より具体的には９９.９％以上、更に具体的に
は約９９．９８％であった。従って、シリコン粉末表面の少なくとも一部の絶縁膜を除去
したシリコン粉末は、アルカリ性の第４の溶液を採用することによって、格段に優れた回
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収能力を発揮し得ることが明らかとなった。
【０１３０】
さらに本発明者らによる別の分析によれば、金（Ａｕ）イオンの代わりに、銅（Ｃｕ）
イオンを用いた場合であっても、アルカリ性の第４溶液（ｐＨの一例は１１）を採用すれ
ば、非アルカリ性の第１の溶液を用いた場合と比較して、銅（Ｃｕ）を確度高く、迅速、
かつ多量に回収することができることが確認されている。
【０１３１】
なお、本発明者の知見によれば、より確度高く、迅速、かつ多量に回収する観点から言
えば、ｐＨ値が９以上の第４溶液（第１溶液）を採用することが好ましい。さらに好まし
いｐＨ値の範囲は、１１以上である。なお、ｐＨ値の上限値は特に限定されない。しかし
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ながら、工業上の取り扱いの容易さの観点から言えば、ｐＨ値は１４以下であることが好
ましい。
＜その他の実施形態（２）＞
また、上述の各実施形態の金属回収システム及び溶液の再利用システムにおいて絶縁層
除去槽が採用されている例が開示されているが、各金属回収システム及び溶液の再利用シ
ステムがその絶縁層除去槽を備えていない態様も、採用し得る他の一態様である。したが
って、あらかじめ絶縁層の全部又は一部が取り除かれた粒子状のシリコンを用いれば、絶
縁層除去槽を備えていない前述の各金属回収システム及び溶液の再利用システムも、上述
の各実施形態の回収システムの効果のうち、シリコンの再利用を除いた効果と同等の効果
を奏し得る。
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【０１３２】
なお、上述の各実施形態の開示は、それらの実施形態の説明のために記載したものであ
って、本発明を限定するために記載したものではない。加えて、各実施形態の他の組み合
わせを含む本発明の範囲内に存在する変形例もまた、特許請求の範囲に含まれるものであ
る。
【産業上の利用可能性】
【０１３３】
本発明は、特定の金属の回収方法及び金属の回収システム、並びに溶液の再生方法及び
溶液の再利用システムとして、リサイクル産業を含む広範な産業分野において利用され得
る。
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